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16061 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

24 チャーチタウン 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 502± 01：26．2 1．9�
510 ナ イ ス ド ゥ 牝3栗 54

52 △森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 436＋ 4 〃 クビ 16．8�
47 クリストフォリ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 500 ―1：26．62� 4．0�
714 デスティニーレイ 牡3青鹿56 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 456－ 41：26．81� 50．5�
35 ショージョーダ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也吉冨 学氏 斉藤 崇史 新ひだか 畠山牧場 468－ 61：27．01� 18．5	
612 タガノデジェーロ 牡3栗 56 �島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 01：27．1� 92．9

59 タマモカプチーノ 牝3鹿 54 秋山真一郎タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 486－ 21：27．2� 69．3�
23 ウインインペリアル 牡3栗 56 酒井 学�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 498± 01：27．3� 20．5�
48 キングポセイドン 牡3栗 56 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト
クラブ 458＋ 2 〃 ハナ 14．5

611 カフジデューク 牡3芦 56 川島 信二加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：28．25 43．6�
816 ワンダーヴーハーン 牡3鹿 56

54 △川又 賢治山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか フクダファーム 462－ 21：28．3� 30．2�
815 アブソルーター 牡3鹿 56 松若 風馬鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 498＋161：28．4� 45．2�
713 トウシンカイザー 牡3鹿 56 松山 弘平�サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 488－ 41：29．57 10．2�
36 ハギノグランデ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B612＋ 61：29．92 36．7�
12 エイシンベスト 牡3黒鹿56 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 436 ―1：32．1大差 124．1�
11 メイショウミツバ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 412－ 4 〃 アタマ 252．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，509，800円 複勝： 33，303，900円 枠連： 13，334，200円
馬連： 50，809，700円 馬単： 25，039，200円 ワイド： 36，734，000円
3連複： 75，802，700円 3連単： 90，130，700円 計： 349，664，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 140円 枠 連（2－5） 940円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 560円 �� 240円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 9，870円

票 数

単勝票数 計 245098 的中 � 99967（1番人気）
複勝票数 計 333039 的中 � 111951（1番人気）� 22787（4番人気）� 56931（2番人気）
枠連票数 計 133342 的中 （2－5） 10988（3番人気）
馬連票数 計 508097 的中 �� 29474（4番人気）
馬単票数 計 250392 的中 �� 9089（6番人気）
ワイド票数 計 367340 的中 �� 15670（5番人気）�� 46884（1番人気）�� 7344（12番人気）
3連複票数 計 758027 的中 ��� 30247（2番人気）
3連単票数 計 901307 的中 ��� 6617（15番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．4―12．7―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．1―47．5―1：00．2―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．7
3 4（14，15）6，9（5，10，8）3（11，13）（12，16）7，2，1 4 4，14（15，9）（5，8）（6，10）3（12，11）（16，13）7－1，2

勝馬の
紹 介

チャーチタウン �
�
父 セイントアレックス �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．11．5 京都8着

2015．3．24生 牡3鹿 母 ローズカーニバル 母母 Minden Rose 9戦1勝 賞金 12，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンベスト号・メイショウミツバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月

17日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ラヴノット号

16062 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 ダノンフォワード 牡3栗 56 岡田 祥嗣�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B450－101：53．2 6．4�
714 キラーチューン 牡3栗 56 川島 信二�ノースヒルズ 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 432＋ 21：54．58 106．5�
510 ガッツィーソート 牡3栗 56 松山 弘平小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 504＋ 41：55．45 2．8�
11 フ ロ ー リ ン 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478 ―1：55．5� 42．9�

47 スズカハイライト 牡3鹿 56
54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 440－ 21：55．81� 13．5�

611 ショウナンバローロ 牡3鹿 56 松若 風馬国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 488± 01：55．9� 6．0	
816 タマモキンバリー 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 432＋ 21：56．0� 55．4

815 マイネルサブリエ 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 466＋ 2 〃 アタマ 35．4�
24 ネオバスティーユ 牡3黒鹿56 浜中 俊小林 仁幸氏 牧浦 充徳 日高 メイプルファーム 474± 01：56．53 4．5�
713 クールキング 牡3鹿 56 田中 健川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 470＋ 2 〃 ハナ 42．5
36 アイアンウェーブ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか 原口牧場 512＋ 81：56．6クビ 99．3�
59 ダージリンクーラー �3鹿 56

54 △川又 賢治 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B450－ 61：57．02� 12．0�

48 ドリームバンバン 牡3鹿 56 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 466＋ 41：57．1� 43．3�
35 レイドバック 牡3黒鹿56 難波 剛健宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 546＋ 41：58．27 93．3�
612 ラインクロノス 牡3鹿 56 酒井 学大澤 繁昌氏 松永 昌博 浦河 �川 啓一 462－ 21：58．73 21．8�
23 メイショウオオウミ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 �川フアーム 518 ―2：04．4大差 243．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，064，100円 複勝： 35，269，600円 枠連： 13，842，500円
馬連： 50，101，500円 馬単： 24，939，800円 ワイド： 37，197，700円
3連複： 69，824，300円 3連単： 85，283，600円 計： 339，523，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 270円 � 1，780円 � 140円 枠 連（1－7） 8，170円

馬 連 �� 23，180円 馬 単 �� 39，370円

ワ イ ド �� 5，920円 �� 550円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 24，920円 3 連 単 ��� 186，230円

票 数

単勝票数 計 230641 的中 � 28654（4番人気）
複勝票数 計 352696 的中 � 31785（4番人気）� 3540（13番人気）� 90683（1番人気）
枠連票数 計 138425 的中 （1－7） 1312（21番人気）
馬連票数 計 501015 的中 �� 1675（48番人気）
馬単票数 計 249398 的中 �� 475（94番人気）
ワイド票数 計 371977 的中 �� 1544（50番人気）�� 18749（4番人気）�� 2183（42番人気）
3連複票数 計 698243 的中 ��� 2101（68番人気）
3連単票数 計 852836 的中 ��� 332（454番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．7―13．1―13．0―12．1―12．2―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．9―51．0―1：04．0―1：16．1―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．1
1
3
2，16，4（10，12）1，15（5，11）－8－13（3，6，14）7，9・（2，14）－（4，16）（10，12）（1，15）（11，13）5，8，6，7，9＝3

2
4
2（4，16）（10，12）（1，15）－（5，11）8－（13，14）（3，6）－7，9・（2，14）＝4－16，10（1，11）（12，13）15，5（7，8，6）－9＝3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンフォワード �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2017．10．8 京都8着

2015．1．28生 牡3栗 母 カリフォルニアネクター 母母 Absolute Nectar 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 スズカハイライト号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインクロノス号・メイショウオオウミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月

17日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 セイリスペクト号・レッドアルディ号
（非抽選馬） 3頭 サンライズセイハ号・タイフーン号・ナリタリュウ号

第３回 阪神競馬 第６日



16063 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

23 スリーケープマンボ 牡3鹿 56 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 494＋ 21：21．8 11．0�
714 リュニヴェール 牝3黒鹿54 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B450－ 21：21．9� 6．4�
612 ウインサクヤヒメ 牝3鹿 54 福永 祐一�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 41：22．11	 3．3�
47 ショウナンラヴィ 牝3鹿 54 松若 風馬国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 井高牧場 456＋ 21：22．31	 12．8�
11 ボーンスキルフル 牝3青鹿54 �島 良太吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 4．6�
12 ワイプティアーズ 牡3栗 56

55 ☆荻野 極吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 520＋ 2 〃 ハナ 32．0	
48 タイセイグランツ 牡3黒鹿56 幸 英明田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 クビ 6．0

59 ヒデノトパーズ 牝3黒鹿54 酒井 学大石 秀夫氏 庄野 靖志 浦河 グラストレーニ

ングセンター 454－ 41：22．61
 180．5�
715 ルールダーマ 牡3栗 56 松山 弘平儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 470＋ 41：22．7� 11．0�
36 ネージュフレーズ 牝3芦 54 岡田 祥嗣吉田 千津氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 クビ 33．1
713 スエヒロドラ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 448＋ 61：22．91
 474．4�
510 ヴェスティージ 牝3鹿 54 小牧 太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋241：23．0クビ 285．6�
35 ユイフェンネル 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也�キーファーズ 松永 幹夫 新ひだか 佐藤 陽一 472＋ 61：23．21	 51．7�
24 エイシンセレーネ 牝3青鹿54 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 436＋10 〃 クビ 91．1�
818 シティーポップ 牝3鹿 54 浜中 俊山本 剛史氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 450 ―1：23．52 22．1�
817 クレスコハイジ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム 452 ―1：24．35 196．5�
816 メテオラシチー 牡3栗 56 田中 健 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 492± 01：24．72
 252．1�
611 ジオパークミューズ 牝3鹿 54

52 △川又 賢治小関 勝紀氏 西村 真幸 様似 髙村 伸一 422 ―1：24．8
 291．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，104，400円 複勝： 41，067，300円 枠連： 17，614，500円
馬連： 54，554，400円 馬単： 25，844，900円 ワイド： 37，714，800円
3連複： 80，858，300円 3連単： 88，379，100円 計： 373，137，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 230円 � 170円 � 140円 枠 連（2－7） 3，050円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 9，560円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 830円 �� 430円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 38，880円

票 数

単勝票数 計 271044 的中 � 19631（5番人気）
複勝票数 計 410673 的中 � 38966（5番人気）� 64134（2番人気）� 85956（1番人気）
枠連票数 計 176145 的中 （2－7） 4463（14番人気）
馬連票数 計 545544 的中 �� 8504（19番人気）
馬単票数 計 258449 的中 �� 2027（36番人気）
ワイド票数 計 377148 的中 �� 6816（17番人気）�� 11371（11番人気）�� 24057（1番人気）
3連複票数 計 808583 的中 ��� 12128（15番人気）
3連単票数 計 883791 的中 ��� 1648（128番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．0―12．2―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．0―34．0―46．2―58．3―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．6
3 14，18，1，3－7，15，5（4，12）（2，10）（6，13，16）（8，11，17）9 4 ・（14，18）3（1，15）7（4，5，12）10（2，13）（6，8，16，17）9，11

勝馬の
紹 介

スリーケープマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．8．6 小倉7着

2015．3．27生 牡3鹿 母 スリーオーシャン 母母 スリーケープ 5戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カフジフロンティア号・ハードカウント号
（非抽選馬） 1頭 ベルダニューブ号

16064 6月17日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30阪神3）第6日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

58 シゲルスズキ 牡5栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 500± 03：21．2 8．7�
814 メイショウグジョウ 牡4栗 60 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 464± 03：22．05 4．6�
69 ラヴアンドポップ 牡5鹿 60 高田 潤ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 4 〃 クビ 9．7�
46 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 60 植野 貴也�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 23：22．42� 5．3�
610� メ リ オ ラ 牡4鹿 60 金子 光希前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 432＋ 63：22．5クビ 72．6�
34 ヤマニンシルフ 牡5栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 456＋ 2 〃 ハナ 4．9	
33 � ホシルミエール 	5鹿 60 白浜 雄造永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 480＋ 43：23．03 34．9

57 トーアツキヒカリ 	4鹿 60 草野 太郎高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454－ 2 〃 ハナ 10．5�
45 ニホンピロボーラー 牡5鹿 60 熊沢 重文小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 500－ 63：23．53 7．8�
22 ココスタイル 牡6芦 60 山本 康志林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 522± 03：23．92� 37．5
711 リ ノ リ オ 牡7黒鹿60 平沢 健治�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 520－ 23：24．21
 37．0�
11 キングスーサ 牡4栗 60 難波 剛健田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 470＋ 43：25．05 61．3�
712 トウケイフクキタル 牡5栗 60 黒岩 悠木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 480＋ 23：27．0大差 91．6�
813 パリカラノテガミ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 450－ 4 （競走中止） 12．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，980，700円 複勝： 30，557，000円 枠連： 15，071，100円
馬連： 42，271，500円 馬単： 20，684，800円 ワイド： 28，459，200円
3連複： 69，430，400円 3連単： 84，794，100円 計： 311，248，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 180円 � 270円 枠 連（5－8） 800円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，670円 �� 960円

3 連 複 ��� 9，410円 3 連 単 ��� 62，530円

票 数

単勝票数 計 199807 的中 � 18328（5番人気）
複勝票数 計 305570 的中 � 25122（5番人気）� 52380（2番人気）� 27945（4番人気）
枠連票数 計 150711 的中 （5－8） 14457（4番人気）
馬連票数 計 422715 的中 �� 13519（9番人気）
馬単票数 計 206848 的中 �� 3026（20番人気）
ワイド票数 計 284592 的中 �� 8016（10番人気）�� 4281（22番人気）�� 7704（12番人気）
3連複票数 計 694304 的中 ��� 5532（34番人気）
3連単票数 計 847941 的中 ��� 983（203番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 50．9－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�
・（9，5）6（14，8）2（3，4，7）（11，10）1－12・（5，8，14）（9，10）4（6，7）3，2－11－1，12

�
�
・（5，14）9（6，4，8）（2，10，7）（11，3）－1，12
8，14－5（9，10）（6，7）4，3－2＝11－1－12

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルスズキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．26 阪神10着

2013．5．2生 牡5栗 母 ウインエルドール 母母 イージームービング 障害：13戦1勝 賞金 15，300，000円
〔騎手変更〕 ウルラーレ号の騎手石神深一は，第3回東京競馬第5日第4競走での落馬負傷のため植野貴也に変更。
〔競走中止〕 パリカラノテガミ号は，3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アドバンスゴード号・イソノヴィグラス号・マイネルヴァッサー号・メイショウイチオシ号
（非抽選馬） 1頭 テイエムファンドル号



16065 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

89 ショウリュウイクゾ 牡2栗 54 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474 ―1：35．8 2．8�
66 ブールバール 牝2鹿 54 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 428 ―1：36．01� 4．5�
810 テルモードーサ 牝2鹿 54 幸 英明吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 クビ 3．9�
33 � フォートワズワース 牡2黒鹿54 松若 風馬 �シルクレーシング 西村 真幸 米 Chelston 506 ―1：36．1	 5．8�
22 ゴットパシオン 牝2栗 54 松山 弘平後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 432 ―1：36．95 9．1�
77 コ ル ツ ァ 牝2栗 54

51 ▲服部 寿希中島 俊房氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 436 ―1：37．0クビ 110．7	
44 キタサンルージュ 牝2黒鹿54 秋山真一郎�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 466 ―1：37．32 33．4

78 マイネルリサイタル 牡2鹿 54 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 414 ―1：37．83 46．0�
55 ビクトリーゴールド 牝2鹿 54

53 ☆小崎 綾也田島 政光氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 392 ―1：38．43	 96．6

11 ウチュウセンカン 牡2鹿 54 
島 克駿三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 増本 良孝 462 ―1：38．61� 59．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，034，900円 複勝： 31，519，000円 枠連： 10，635，800円
馬連： 45，634，600円 馬単： 26，823，700円 ワイド： 26，366，100円
3連複： 56，159，700円 3連単： 99，797，300円 計： 331，971，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 230円 �� 200円 �� 280円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 350349 的中 � 102918（1番人気）
複勝票数 計 315190 的中 � 79278（1番人気）� 53784（3番人気）� 62655（2番人気）
枠連票数 計 106358 的中 （6－8） 21635（1番人気）
馬連票数 計 456346 的中 �� 60631（2番人気）
馬単票数 計 268237 的中 �� 18202（3番人気）
ワイド票数 計 263661 的中 �� 29606（2番人気）�� 35104（1番人気）�� 22075（4番人気）
3連複票数 計 561597 的中 ��� 76622（1番人気）
3連単票数 計 997973 的中 ��� 27623（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．9―12．3―12．2―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．4―36．3―48．6―1：00．8―1：12．3―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 3（6，7）10（1，2）（5，9）8，4 4 3（6，7）（1，2，10）（5，9）（8，4）

勝馬の
紹 介

ショウリュウイクゾ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．2．11生 牡2栗 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※キタサンルージュ号・マイネルリサイタル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16066 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 テイエムチューハイ 牡4黒鹿57 松山 弘平竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B452± 01：53．4 1．7�
710 エ イ コ ー ン 牡3鹿 54 浜中 俊西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 454± 01：53．5� 6．6�
813 ジョースターライト 牡5青鹿57 �島 克駿上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B470＋ 4 〃 クビ 13．6�
69 メイショウマトイ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 478＋ 81：54．35 16．0�
711� ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也ライオンレースホース� 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 508－ 21：54．72� 260．9�
68 テイエムギフテッド 牡3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 454－101：54．8� 67．6	
45 ラ レ ー タ 牡4栗 57 秋山真一郎�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－14 〃 アタマ 31．4

22 サトノエメラルド 牡3鹿 54 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480＋ 61：55．86 5．3�
33 トモノコテツ 牡3鹿 54

52 △森 裕太朗共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 462＋ 41：55．9クビ 101．9�
812 イージーマネー 牡4芦 57

55 △川又 賢治丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 68．0
56 ダノンロイヤル 牡3鹿 54 小牧 太�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 520－ 81：56．0� 11．3�
44 トウショウビクター 牡5黒鹿57 酒井 学藤田 衛成氏 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448－141：56．85 133．0�
57 サンライズナイト 牡3黒鹿54 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 476＋ 4 〃 クビ 44．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，172，600円 複勝： 65，430，100円 枠連： 12，802，600円
馬連： 60，821，000円 馬単： 35，842，600円 ワイド： 44，297，700円
3連複： 83，269，200円 3連単： 132，518，000円 計： 468，153，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（1－7） 420円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 180円 �� 330円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，130円

票 数

単勝票数 計 331726 的中 � 155421（1番人気）
複勝票数 計 654301 的中 � 353241（1番人気）� 75432（2番人気）� 39367（4番人気）
枠連票数 計 128026 的中 （1－7） 23286（1番人気）
馬連票数 計 608210 的中 �� 109667（1番人気）
馬単票数 計 358426 的中 �� 41966（1番人気）
ワイド票数 計 442977 的中 �� 76735（1番人気）�� 31727（3番人気）�� 15026（8番人気）
3連複票数 計 832692 的中 ��� 53909（2番人気）
3連単票数 計1325180 的中 ��� 30653（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．9―12．7―12．2―12．6―12．8―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．6―49．3―1：01．5―1：14．1―1：26．9―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3
13（4，7）3，1（10，12）（2，6，11）－5（8，9）・（13，4，7，12）（10，1）6（2，11）3（5，9）－8

2
4
13（4，7）（3，1）（10，12）（2，6）11－5，9，8
13（10，1）（7，12）6（2，11）（3，4，5）9，8

勝馬の
紹 介

テイエムチューハイ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2016．7．31 小倉12着

2014．3．23生 牡4黒鹿 母 テイエムヒスイ 母母 ベ イ ダ ー 17戦1勝 賞金 35，790，000円
［他本会外：4戦2勝］

〔制裁〕 エイコーン号の騎手浜中俊は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・2番）



16067 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

12 � アスタースウィング 牡4栗 57 	島 良太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar
Farm, LLC B516－ 21：12．1 6．6�

816 クリノサンレオ 牡5栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 462＋ 41：12．52
 15．3�
612 フィールブリーズ 牡5鹿 57

55 △川又 賢治水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 528－14 〃 アタマ 11．7�
24 ホイールバーニング 牡5栗 57 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 522－ 41：12．6
 12．7�
713� ペルペトゥオ 牝3鹿 52

51 ☆小崎 綾也吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford
Thoroughbreds 466± 0 〃 クビ 3．9�

48 クレスコブレイブ 牡4栗 57 高倉 稜堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B504－101：12．81� 178．0	
815 ニシノダンテ 牡3青鹿54 秋山真一郎西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 B478－ 41：13．01
 61．3

59 � レジスタンス 4鹿 57 松若 風馬前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 81：13．21� 130．7�
611 ウインクルチェリー 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 504＋ 81：13．94 36．9�
36 メイショウブレナム 牡4栗 57

56 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 484－ 21：14．11� 9．1
714� リッカクロフネ 牡6芦 57 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 480－ 61：14．52
 58．7�
47 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿 54

52 △森 裕太朗栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 472＋ 21：14．6� 92．2�
35 カゼノカムイ 5鹿 57 	島 克駿菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 B454－ 41：14．81� 318．3�
23 アユツリオヤジ 牡4栗 57 福永 祐一 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 	川 啓一 492＋ 41：14．9
 2．7�
11 � ハ イ ブ ロ グ 牡4鹿 57 松田 大作服部 新平氏 森 秀行 浦河 	川フアーム 538± 01：15．32
 15．7�

（15頭）
510 カレンコマンドール 5鹿 57

56 ☆荻野 極鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 B470－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，231，600円 複勝： 46，242，800円 枠連： 17，607，100円
馬連： 71，281，200円 馬単： 31，408，700円 ワイド： 46，746，300円
3連複： 95，142，100円 3連単： 114，461，800円 計： 456，121，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 270円 � 350円 � 290円 枠 連（1－8） 3，060円

馬 連 �� 6，630円 馬 単 �� 11，240円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，270円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 16，290円 3 連 単 ��� 84，240円

票 数

単勝票数 差引計 332316（返還計 2041） 的中 � 40262（3番人気）
複勝票数 差引計 462428（返還計 3903） 的中 � 47152（4番人気）� 32944（7番人気）� 42541（5番人気）
枠連票数 差引計 176071（返還計 74） 的中 （1－8） 4455（13番人気）
馬連票数 差引計 712812（返還計 10558） 的中 �� 8330（24番人気）
馬単票数 差引計 314087（返還計 3747） 的中 �� 2095（40番人気）
ワイド票数 差引計 467463（返還計 9202） 的中 �� 6029（23番人気）�� 9583（15番人気）�� 7993（19番人気）
3連複票数 差引計 951421（返還計 26836） 的中 ��� 4378（49番人気）
3連単票数 差引計1144618（返還計 29429） 的中 ��� 985（263番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．0―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．7―46．7―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 13（1，3）2（4，11，14）16（9，6，12）（5，15）8－7 4 ・（13，2）3（4，11）（1，14）16（9，6）12，8，15，5＝7

勝馬の
紹 介

�アスタースウィング �
�
父 Haynesfield �

�
母父 Wild Again デビュー 2016．11．19 東京1着

2014．5．3生 牡4栗 母 Swinging 母母 Pennant Champion 14戦3勝 賞金 39，911，000円
〔競走除外〕 カレンコマンドール号は，馬場入場時に放馬。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンクララ号

16068 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右・外）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

44 レイズアベール 牝4鹿 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 444－ 81：44．7 4．8�
11 ア シ ュ リ ン 牝3青鹿 52

50 △川又 賢治吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 452＋121：44．8� 12．0�
33 レッドランディーニ 牝3青 52 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－ 21：45．01� 2．2�
56 ニホンピロヘイロー 牝3鹿 52 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 474＋ 41：45．21� 14．8�
57 プ ロ キ シ マ 牝4青 55

54 ☆荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464＋ 61：45．3� 28．5	
45 ミッドサマーコモン 牝3鹿 52 福永 祐一ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 2 〃 クビ 7．4

69 フ ィ ッ プ ル 牝4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 61：45．62 66．1�
711 アドマイヤローザ 牝4芦 55 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：45．7� 7．4�
68 レディギャング 牝4芦 55 松若 風馬近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 472－ 61：46．01� 15．4
812 アイネバーフェイル 牝3黒鹿 52

51 ☆小崎 綾也飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 448－ 2 〃 ハナ 38．1�
22 バ ル ベ ー ラ 牝4青鹿55 	島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 436＋121：46．21� 35．8�
710 ミスレジェンド 牝4黒鹿 55

53 △森 裕太朗 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 41：46．62� 249．1�
813 ビップキャッツアイ 牝4黒鹿 55

54 ☆義 英真鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490± 01：46．81� 356．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，093，300円 複勝： 55，068，200円 枠連： 18，131，400円
馬連： 76，927，700円 馬単： 38，369，100円 ワイド： 49，612，300円
3連複： 98，244，600円 3連単： 146，268，600円 計： 517，715，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 280円 � 120円 枠 連（1－4） 1，960円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 940円 �� 250円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 21，060円

票 数

単勝票数 計 350933 的中 � 57782（2番人気）
複勝票数 計 550682 的中 � 108430（2番人気）� 33619（6番人気）� 151126（1番人気）
枠連票数 計 181314 的中 （1－4） 7135（8番人気）
馬連票数 計 769277 的中 �� 17573（12番人気）
馬単票数 計 383691 的中 �� 4629（21番人気）
ワイド票数 計 496123 的中 �� 11982（11番人気）�� 59556（1番人気）�� 21755（6番人気）
3連複票数 計 982446 的中 ��� 33963（4番人気）
3連単票数 計1462686 的中 ��� 5033（62番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．6―11．8―11．7―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．6―46．2―58．0―1：09．7―1：21．2―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 8（1，10）（7，12）－（6，9）（5，11，13）2，3－4 4 8，10（1，12）7（6，9）（11，13）（2，5，3）4

勝馬の
紹 介

レイズアベール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2016．11．12 京都1着

2014．4．6生 牝4鹿 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 9戦3勝 賞金 32，822，000円



16069 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第9競走 ��
��1，200�

み の お

箕 面 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

23 � オールドベイリー 牡4黒鹿57 小崎 綾也ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree
Farm, LLC 464± 01：11．6 5．2�

59 スズカグラーテ 牝4黒鹿55 松山 弘平永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 448－ 81：12．02	 2．2�
713 クレヴァーパッチ 牡3栗 54 秋山真一郎陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 辻 牧場 506＋ 21：12．1
 7．6�
816 ジ オ ラ マ 牡5栗 57 福永 祐一�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 528＋ 21：12．31	 12．5�
815� ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 460± 0 〃 アタマ 70．4�
612 アグネスエーデル 牡6鹿 57 荻野 極渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 512－ 4 〃 クビ 31．0	
714� ゼットマックイーン 牡5鹿 57 水口 優也
フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 456＋ 21：12．4クビ 142．8�
24 モアニケアラ 牝6芦 55 浜中 俊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 19．3�
36 シアーライン 牡5鹿 57 松若 風馬吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 524＋ 2 〃 ハナ 7．5
11 メ ー プ ル 牝3黒鹿52 川又 賢治土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 502＋ 41：12．5クビ 13．9�
48 オンリーワンスター 牝5鹿 55 高倉 稜
宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 460＋12 〃 クビ 102．8�
510 メイショウボノム 牡6鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484± 01：12．6クビ 126．6�
35 ナムラヒューマン 牡6芦 57 �島 克駿奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 472＋ 41：12．7
 108．1�
611 タケルラグーン 牡6鹿 57 松田 大作森 保彦氏 池上 昌和 平取 びらとり牧場 486± 01：12．91 108．1�
12 ロードエース 牡3鹿 54 幸 英明 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 482－ 2 〃 ハナ 21．5�
47 � フジノパンサー 牡5鹿 57 酒井 学久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド B500－ 21：13．53	 75．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，298，200円 複勝： 61，888，900円 枠連： 25，282，100円
馬連： 107，972，400円 馬単： 49，096，800円 ワイド： 66，739，600円
3連複： 150，792，700円 3連単： 197，252，100円 計： 699，322，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 120円 � 230円 枠 連（2－5） 500円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 270円 �� 800円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 8，780円

票 数

単勝票数 計 402982 的中 � 61464（2番人気）
複勝票数 計 618889 的中 � 92570（2番人気）� 173373（1番人気）� 52065（4番人気）
枠連票数 計 252821 的中 （2－5） 38494（1番人気）
馬連票数 計1079724 的中 �� 132787（1番人気）
馬単票数 計 490968 的中 �� 21707（4番人気）
ワイド票数 計 667396 的中 �� 69395（1番人気）�� 18854（8番人気）�� 45600（3番人気）
3連複票数 計1507927 的中 ��� 76352（2番人気）
3連単票数 計1972521 的中 ��� 16279（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．2―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．6
3 ・（1，9）10（3，8）（2，12）（4，6，13）（5，14）15－16，7，11 4 ・（1，9）10，3（8，12）2（4，6，13）（5，14）15－16（7，11）

勝馬の
紹 介

�オールドベイリー �
�
父 To Honor and Serve �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．4．6生 牡4黒鹿 母 Passion Du Coeur 母母 Arianna’s Passion 10戦4勝 賞金 45，836，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エイシンカーニバル号・サンビショップ号・ショウナンカイドウ号・スズカコーズライン号・テキスタイルアート号・

ハングリーベン号・ヒルノデンハーグ号・メイショウサチシオ号

16070 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第10競走 ��
��1，800�

なだ

灘 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

57 ハイランドピーク 牡4青鹿57 福永 祐一島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 462－ 61：52．9 1．7�

69 マイネルビクトリー 牡5鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 490＋ 21：53．11� 49．1�

34 アンデスクイーン 牝4栗 55 松若 風馬 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：53．2クビ 7．9�
46 ピ ッ ト ボ ス 牡5鹿 57 	島 克駿前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 512－ 8 〃 ハナ 50．2�
813 オースミラナキラ 牡6鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 514－ 4 〃 アタマ 7．5	
58 イーストオブザサン 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 480＋ 6 〃 ハナ 57．4

33 ノーブルサターン 牡4黒鹿57 	島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 508± 01：54．37 13．3�
22 マイネルトゥラン 牡5黒鹿57 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B516－ 61：54．4� 235．0�
45 タガノディグオ 牡4黒鹿57 松山 弘平八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 21：54．5
 7．2
814 ワンダーピルエット 牝5鹿 55 小崎 綾也山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 490－121：54．6� 116．7�
712 ネイビーブルー 牡5鹿 57 浜中 俊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 504－ 41：54．81� 10．0�
711 コパノアラジン 牡5栗 57 酒井 学小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 514－ 21：55．65 75．3�
11 � ディープオーパス 牡5芦 57 秋山真一郎深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B488± 01：55．7� 44．3�
610 エンキンドル �7青 57 荻野 極ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 562－ 41：56．02 236．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 47，650，600円 複勝： 70，939，100円 枠連： 27，625，600円
馬連： 126，387，800円 馬単： 66，475，800円 ワイド： 68，680，200円
3連複： 170，492，000円 3連単： 290，758，600円 計： 869，009，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 790円 � 200円 枠 連（5－6） 3，310円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 330円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 9，980円 3 連 単 ��� 41，240円

票 数

単勝票数 計 476506 的中 � 217191（1番人気）
複勝票数 計 709391 的中 � 270460（1番人気）� 13159（10番人気）� 74419（5番人気）
枠連票数 計 276256 的中 （5－6） 6467（12番人気）
馬連票数 計1263878 的中 �� 21710（17番人気）
馬単票数 計 664758 的中 �� 9067（15番人気）
ワイド票数 計 686802 的中 �� 10992（19番人気）�� 61553（3番人気）�� 3957（36番人気）
3連複票数 計1704920 的中 ��� 12807（34番人気）
3連単票数 計2907586 的中 ��� 5111（120番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．8―12．0―12．3―12．3―12．7―13．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．6―48．6―1：00．9―1：13．2―1：25．9―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．7
1
3
・（6，5）－1，14（4，7，12）（8，11）2（9，13）（3，10）・（6，5）－1－14（4，12）（8，7）11，9（3，10）（2，13）

2
4

・（6，5）－1－（4，14）（7，12）（8，11）－（2，9）－13，3，10・（6，5）＝（4，1，7）14（8，3，12）（9，11）13，10，2
勝馬の
紹 介

ハイランドピーク �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．8．27 新潟15着

2014．5．16生 牡4青鹿 母 ハイランドダンス 母母 ル カ ダ ン ス 12戦5勝 賞金 78，066，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ハイランドピーク号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ピットボス号の騎手	島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番）
〔その他〕 ピットボス号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。

１レース目



16071 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第11競走
大山開山1300年祭開催記念

��
��1，600�

よ な ご

米子ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

米子市長賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

67 ベステンダンク 牡6栗 56 	島 克駿市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 508－ 21：31．9 31．3�

22 タイセイサミット 牡5栗 56 福永 祐一田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B488± 01：32．75 2．5�
79 マサハヤドリーム 牡6鹿 56 松山 弘平中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468－ 41：32．8クビ 6．2�
55 テイエムイナズマ 牡8黒鹿58 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 512－ 2 〃 ハナ 51．2�
710 コウエイタケル 牡7鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 496± 01：32．9
 19．6�
56 � シベリアンスパーブ 牡9鹿 56 小崎 綾也藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 512＋101：33．1
 215．9	
33 チェッキーノ 牝5栗 55 杉原 誠人 
サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500＋38 〃 クビ 4．1�
44 ラ ン グ レ ー 牡7鹿 57 秋山真一郎 
サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B494＋ 21：33．31 52．4�
11 アメリカズカップ 牡4黒鹿56 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446± 01：33．62 5．7
68 ジョーストリクトリ 牡4鹿 56 高倉 稜上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 500－ 6 〃 ハナ 16．1�
812 メドウラーク 牡7鹿 56 幸 英明吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：33．91
 26．8�
811 ブラヴィッシモ 牡6鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B488－ 41：34．96 18．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 62，476，500円 複勝： 58，830，900円 枠連： 47，347，100円
馬連： 214，250，200円 馬単： 98，197，000円 ワイド： 89，626，200円
3連複： 278，946，900円 3連単： 496，388，400円 計： 1，346，063，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 450円 � 130円 � 170円 枠 連（2－6） 1，230円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，130円 �� 270円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 52，720円

票 数

単勝票数 計 624765 的中 � 15960（9番人気）
複勝票数 計 588309 的中 � 22559（9番人気）� 156755（1番人気）� 90904（2番人気）
枠連票数 計 473471 的中 （2－6） 29668（6番人気）
馬連票数 計2142502 的中 �� 52255（11番人気）
馬単票数 計 981970 的中 �� 7764（30番人気）
ワイド票数 計 896262 的中 �� 24333（11番人気）�� 9558（26番人気）�� 101531（1番人気）
3連複票数 計2789469 的中 ��� 38919（17番人気）
3連単票数 計4963884 的中 ��� 6826（160番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．5―11．6―10．9―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．5―46．0―57．6―1：08．5―1：19．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．3
3 ・（7，1，11）（2，8）（6，10）（3，12）（4，5）9 4 7（1，11）2（8，10）（6，12）（4，5）（3，9）

勝馬の
紹 介

ベステンダンク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．9．21 阪神9着

2012．3．4生 牡6栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 27戦6勝 賞金 114，077，000円

16072 6月17日 晴 良 （30阪神3）第6日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

33 ガ ゼ ボ 牡3青 54
52 △川又 賢治吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 520＋121：08．7 9．9�

710 ナンゴクアイネット 牝3鹿 52 松若 風馬渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 462＋ 6 〃 クビ 6．3�
811 デザートストーム 牡4黒鹿57 福永 祐一ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 41：09．12� 2．4�
22 メイケイダイハード 牡3鹿 54 秋山真一郎名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 526－ 41：09．2� 7．5�
11 	 ジ ェ ス ロ 
5鹿 57 小牧 太松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 432＋121：09．3クビ 39．7�
67 ゲンパチケンシン 牡4芦 57

54 ▲服部 寿希平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 470± 0 〃 アタマ 13．2	
55 テイエムイキオイ 牡4青鹿 57

55 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 470± 01：09．51� 21．8

44 サウンドテーブル 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 478－ 2 〃 ハナ 23．9�
56 クールファンタジー 牝4黒鹿55 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 468＋ 41：09．71� 39．8�
68 	 ホッコーカゲムシャ 牡4黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 458－20 〃 クビ 67．9
79 アドマイヤジャズ 牡6青鹿57 幸 英明近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456± 01：10．01� 14．8�
812 サンライズルーク 牡3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498－ 81：10．21� 6．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，065，700円 複勝： 64，834，500円 枠連： 34，753，900円
馬連： 151，317，800円 馬単： 66，562，800円 ワイド： 80，048，600円
3連複： 204，846，600円 3連単： 323，416，300円 計： 980，846，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 280円 � 200円 � 120円 枠 連（3－7） 3，010円

馬 連 �� 4，820円 馬 単 �� 10，010円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 570円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 30，260円

票 数

単勝票数 計 550657 的中 � 44132（5番人気）
複勝票数 計 648345 的中 � 42816（7番人気）� 71673（2番人気）� 199775（1番人気）
枠連票数 計 347539 的中 （3－7） 8929（10番人気）
馬連票数 計1513178 的中 �� 24321（18番人気）
馬単票数 計 665628 的中 �� 4984（39番人気）
ワイド票数 計 800486 的中 �� 12497（18番人気）�� 35383（6番人気）�� 74692（1番人気）
3連複票数 計2048466 的中 ��� 52687（6番人気）
3連単票数 計3234163 的中 ��� 7747（98番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．5―45．8―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．2
3 ・（4，12）10（6，11）（7，8）2，3，9，5－1 4 ・（4，12）11（6，10，8）（2，7，3，9）（5，1）

勝馬の
紹 介

ガ ゼ ボ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．15 中京6着

2015．3．3生 牡3青 母 アマルフィターナ 母母 ホワットケイティーディド 5戦2勝 賞金 12，500，000円
〔発走状況〕 ジェスロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 クルークヴァール号（疾病〔四肢挫創〕のため）

４レース目



（30阪神3）第6日 6月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

220，950，000円
14，340，000円
1，290，000円
24，380，000円
69，430，500円
5，208，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
436，682，400円
594，951，300円
254，047，900円
1，052，329，800円
509，285，200円
612，222，700円
1，433，809，500円
2，149，448，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，042，777，400円

総入場人員 17，126名 （有料入場人員 16，171名）
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