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16001 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；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

814 スマートフルーレ 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 502－ 41：54．8 1．7�
46 マーブルサニー 牝3芦 54 池添 謙一下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 486＋ 41：55．65 30．3�
59 ハートウォーミング 牝3青鹿 54

52 △西村 淳也ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B438－ 21：55．7� 9．1�

712 クインズジャスミン 牝3栗 54 小崎 綾也亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 富田牧場 428＋ 61：55．8クビ 25．6�
713 リップグロス 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 428－ 41：55．9� 9．7�
611 エールドール 牝3栗 54 幸 英明長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 458－161：56．11� 6．2	
34 マラスキーノ 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 434＋ 61：56．42 71．3

22 モ モ コ 牝3鹿 54 酒井 学ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋ 21：56．5� 39．6�
47 ラキエストバイオ 牝3青 54 高倉 稜バイオ� 渡辺 薫彦 平取 清水牧場 454－ 41：57．45 101．2�
35 ハッピーアモーレ 牝3芦 54 D．レーン 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 532＋101：58．03� 7．0

（豪）

815 キタノハピネス 牝3黒鹿54 国分 恭介北所 直人氏 吉田 直弘 日高 高山牧場 434＋ 21：58．1� 193．5�
610 ゴルディロックス 牝3栗 54

53 ☆富田 暁 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 386－ 61：58．2� 100．6�
11 メイショウハクト 牝3鹿 54 小牧 太松本 和子氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 500－ 81：59．15 163．3�
58 クレスコセレーナ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム 462＋ 41：59．41� 225．4�
23 クラシックメジャー 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 440＋101：59．5� 188．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，285，000円 複勝： 89，997，400円 枠連： 12，076，600円
馬連： 53，622，300円 馬単： 33，815，600円 ワイド： 45，330，300円
3連複： 86，175，200円 3連単： 126，420，300円 計： 478，722，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 440円 � 180円 枠 連（4－8） 1，760円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 750円 �� 270円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 11，770円

票 数

単勝票数 計 312850 的中 � 146412（1番人気）
複勝票数 計 899974 的中 � 572137（1番人気）� 17920（6番人気）� 62288（4番人気）
枠連票数 計 120766 的中 （4－8） 5309（5番人気）
馬連票数 計 536223 的中 �� 19805（5番人気）
馬単票数 計 338156 的中 �� 9566（9番人気）
ワイド票数 計 453303 的中 �� 14591（9番人気）�� 50152（2番人気）�� 6735（16番人気）
3連複票数 計 861752 的中 ��� 21605（8番人気）
3連単票数 計1264203 的中 ��� 7784（40番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．4―12．7―12．7―12．5―12．8―13．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．2―49．9―1：02．6―1：15．1―1：27．9―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．7
1
3
12（7，9）5（6，14）2－11－（1，13）4，15（8，10）－3
12（7，9）5（6，14）2－11，13，1，4（8，15）（10，3）

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

勝馬の
紹 介

スマートフルーレ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Shamardal デビュー 2018．12．28 阪神4着

2016．4．17生 牝3黒鹿 母 ベルエアメイダン 母母 Bella Vitessa 6戦1勝 賞金 12，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウハクト号・クレスコセレーナ号・キタノハピネス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年8月1日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16002 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第2競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走10時25分 （ダート・右）
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
1：20．3

不良
不良

510� ヴィーゲンリート 牝3青鹿54 浜中 俊�ノースヒルズ 武 幸四郎 米 Kinsman
Farm 458－ 61：26．4 3．8�

35 ボンディマンシュ �3黒鹿 56
53 ▲亀田 温心 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 504 ―1：26．5	 6．5�

816 ブラッディムーン 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 448－ 61：26．71
 3．2�
12 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B466－ 21：26．8	 15．0�
11 ラッキーグラン 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B446－ 61：27．01
 43．5	
36 ド ナ ブ レ ス 牝3黒鹿54 �島 良太大内 景子氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B434－ 41：27．64 137．3

24 マッシヴレジェンド 牡3栗 56 幸 英明小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 476＋101：27．81
 97．6�
47 サントルヴィル 牡3芦 56 小坂 忠士�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 508－121：28．01
 90．7�
48 レークサイド 牡3鹿 56 三浦 皇成本間 茂氏 �島 一歩 むかわ 上水牧場 470＋ 61：28．1� 11．3
713 サスガハシャチョウ 牡3芦 56 酒井 学 �ミキハウスHKサービス 飯田 祐史 浦河 梅田牧場 446 ―1：28．63 59．0�
59 コルニッシュドール 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 556 ―1：28．92 15．7�
612 モンタナドライブ 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 �川フアーム 450 ―1：29．0	 80．2�

714 マ ッ テ オ 牡3栗 56 中井 裕二門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 81：29．21 308．8�
815 レ フ ィ ナ ド 牡3鹿 56 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 土田農場 492 ―1：29．73 22．9�
23 サツキサンダー 牝3栗 54 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新冠 芳住 鉄兵 440－ 41：30．76 5．6�

（15頭）
611� モニュメントキング 牡3青鹿56 武 豊�キーファーズ 清水 久詞 米 Brereton

C. Jones 494－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，183，300円 複勝： 42，894，000円 枠連： 13，630，600円
馬連： 52，232，900円 馬単： 24，050，600円 ワイド： 36，358，300円
3連複： 64，816，500円 3連単： 76，444，400円 計： 338，610，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 180円 � 120円 枠 連（3－5） 1，480円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 600円 �� 220円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 9，750円

票 数

単勝票数 差引計 281833（返還計 17444） 的中 � 59038（2番人気）
複勝票数 差引計 428940（返還計 20832） 的中 � 75345（2番人気）� 48202（4番人気）� 116910（1番人気）
枠連票数 差引計 136306（返還計 267） 的中 （3－5） 7136（6番人気）
馬連票数 差引計 522329（返還計 62272） 的中 �� 22236（7番人気）
馬単票数 差引計 240506（返還計 28898） 的中 �� 5472（11番人気）
ワイド票数 差引計 363583（返還計 47157） 的中 �� 13797（7番人気）�� 48945（1番人気）�� 18986（4番人気）
3連複票数 差引計 648165（返還計131757） 的中 ��� 33524（3番人気）
3連単票数 差引計 764444（返還計153043） 的中 ��� 5680（19番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．2―12．5―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―47．8―1：00．3―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．6
3 10，16，8（13，9）5，12（2，3，15）7，1，4，14－6 4 10，16，8（5，9）－（2，13）（12，3）（1，15）7，4－6－14

勝馬の
紹 介

�ヴィーゲンリート �
�
父 Tiznow �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．10．13 京都15着

2016．2．7生 牝3青鹿 母 Dream Supreme 母母 Spinning Round 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔競走除外〕 モニュメントキング号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ボンディマンシュ号の騎手亀田温心は，4コーナー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・12番・3

番）
ニホンピロコレール号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

〔その他〕 サツキサンダー号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔3走成績による出走制限〕 レークサイド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月1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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ジェミニキング号・ブルベアヴェルデ号

第３回 阪神競馬 第１日



16003 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

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

45 ウラノメトリア �3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：56．6 3．8�

69 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 武 豊小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 502＋ 21：57．13 2．5�
44 デルマシャンティ 牡3芦 56 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 520＋ 81：57．52� 12．7�
711 オ ー マ オ 牡3栗 56 和田 竜二吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 440＋ 4 〃 アタマ 6．3�
33 サ ブ ゼ ロ 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 01：57．6クビ 18．9�
57 ロ グ ブ ッ ク 牡3黒鹿56 国分 優作玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育

成牧場 472－11 〃 ハナ 60．3	
813 サイレントクララ 牝3黒鹿54 小牧 太吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 502－ 41：57．81 146．7

710 マイディアライフ 牡3栗 56 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 クビ 5．2�
22 ゴルトグランツ 牡3栗 56 岡田 祥嗣�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 476± 01：58．01� 139．1
68 キタサンブラウン 牡3栗 56 浜中 俊�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 532＋ 21：58．53 25．0�
11 スターオブザナイル 牡3鹿 56 吉田 隼人 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 498－ 41：58．92� 37．4�
56 ウインググランダー 牡3鹿 56 秋山真一郎池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 522 ―1：59．11� 115．8�
812 カームタウン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 岡本 昌市 478＋ 22：00．37 113．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，135，000円 複勝： 51，854，500円 枠連： 12，976，100円
馬連： 57，756，900円 馬単： 32，315，500円 ワイド： 40，776，700円
3連複： 81，232，400円 3連単： 116，894，000円 計： 424，941，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 110円 � 190円 枠 連（4－6） 390円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 280円 �� 770円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 311350 的中 � 64594（2番人気）
複勝票数 計 518545 的中 � 74326（3番人気）� 166965（1番人気）� 52556（5番人気）
枠連票数 計 129761 的中 （4－6） 25676（2番人気）
馬連票数 計 577569 的中 �� 83029（1番人気）
馬単票数 計 323155 的中 �� 23451（2番人気）
ワイド票数 計 407767 的中 �� 40692（2番人気）�� 12143（10番人気）�� 25809（4番人気）
3連複票数 計 812324 的中 ��� 40799（4番人気）
3連単票数 計1168940 的中 ��� 13225（18番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―14．4―13．4―13．0―13．1―12．9―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―39．0―52．4―1：05．4―1：18．5―1：31．4―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウラノメトリア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．12．22 阪神2着

2016．2．4生 �3鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 5戦1勝 賞金 9，800，000円

16004 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右・外）

牝；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
1：31．9
1：30．5

良
良

818 プリモプレミオ 牝3黒鹿54 武 豊堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 452＋101：36．1 11．8�
715 トラピッチェ 牝3鹿 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 420＋ 6 〃 クビ 8．0�
612 マハーラーニー 牝3鹿 54 D．レーン �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 460± 01：36．31� 2．3�

（豪）

510 カークソング 牝3鹿 54
51 ▲岩田 望来戸賀 智子氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 448＋ 6 〃 ハナ 141．2�

817 レッドルーヴル 牝3黒鹿 54
53 ☆坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462－ 41：36．51 9．4	

611 ベストクィーン 牝3栗 54 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 416＋ 2 〃 クビ 10．8

59 クインオブザシーズ 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム 418± 01：36．6� 20．9�
47 ダンサリーノ 牝3鹿 54 松田 大作�三嶋牧場 中内田充正 浦河 三嶋牧場 424 ― 〃 クビ 21．8�
12 オレンジオレンジ 牝3鹿 54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 444＋ 81：36．7クビ 32．1
714 ムーンスピーク 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 444＋ 41：36．91� 35．9�
36 セルプランタン 牝3芦 54 幸 英明 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 458－12 〃 クビ 13．1�
11 ガーデンガーデン 牝3黒鹿54 浜中 俊松島 千佳氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 464＋ 4 〃 ハナ 7．0�
48 プラエクラーラ 牝3青鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422＋ 6 〃 ハナ 309．8�
35 ノースカガヤキ 牝3黒鹿54 国分 優作�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470＋ 61：37．64 225．2�
24 トワイライトパレス 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 410± 01：38．23� 150．6�
713 レイザーズエッジ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 474 ―1：38．62� 144．4�

23 キシュウブライト 牝3栗 54 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 432＋101：39．02� 254．3�
816 エバーフレイム 牝3鹿 54

52 △西村 淳也宇田 豊氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋ 41：41．7大差 92．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，736，100円 複勝： 52，100，500円 枠連： 18，325，600円
馬連： 62，270，300円 馬単： 30，485，200円 ワイド： 48，511，600円
3連複： 89，285，300円 3連単： 103，151，700円 計： 437，866，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 340円 � 200円 � 140円 枠 連（7－8） 1，410円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 9，210円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 640円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 36，110円

票 数

単勝票数 計 337361 的中 � 22855（6番人気）
複勝票数 計 521005 的中 � 29745（7番人気）� 65724（3番人気）� 126802（1番人気）
枠連票数 計 183256 的中 （7－8） 10023（5番人気）
馬連票数 計 622703 的中 �� 10405（18番人気）
馬単票数 計 304852 的中 �� 2481（33番人気）
ワイド票数 計 485116 的中 �� 8545（16番人気）�� 19287（5番人気）�� 31716（3番人気）
3連複票数 計 892853 的中 ��� 15679（10番人気）
3連単票数 計1031517 的中 ��� 2071（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．9―48．5―1：01．0―1：12．9―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリモプレミオ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2018．11．17 京都2着

2016．3．27生 牝3黒鹿 母 サンドスラッシュ 母母 Slap Shot 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エバーフレイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月1日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



16005 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右・外）

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

33 リアアメリア 牝2黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 462 ―1：36．5 1．2�
22 ラルゲッツァ 牝2栗 54 福永 祐一 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―1：37．88 20．5�
55 ラヴォアドゥース 牝2栃栗54 岩田 康誠�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：38．33 7．8�
66 テーオーマルクス 牡2鹿 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 474 ―1：38．72� 15．7�
11 ワルツフォーデビー 牡2栗 54 浜中 俊風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 430 ―1：39．65 35．4	
77 ダイヤモンドライフ 牡2黒鹿54 D．レーン 大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 クビ 7．7


（豪）

（6頭）
44 エクストラオールド 牡2鹿 54 三浦 皇成新井 浩明氏 宮本 博 洞�湖 レイクヴィラファーム 466 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 56，819，200円 複勝： 132，488，800円 枠連： 発売なし
馬連： 41，782，300円 馬単： 41，617，100円 ワイド： 29，000，600円
3連複： 44，988，800円 3連単： 185，237，300円 計： 531，934，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 270円 �� 150円 �� 610円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 差引計 568192（返還計 6898） 的中 � 378037（1番人気）
複勝票数 差引計1324888（返還計 8000） 的中 � 1116596（1番人気）� 24661（5番人気）
馬連票数 差引計 417823（返還計 19077） 的中 �� 38439（4番人気）
馬単票数 差引計 416171（返還計 16207） 的中 �� 33077（4番人気）
ワイド票数 差引計 290006（返還計 13468） 的中 �� 24791（5番人気）�� 65872（1番人気）�� 9179（9番人気）
3連複票数 差引計 449888（返還計 51468） 的中 ��� 40682（4番人気）
3連単票数 差引計1852373（返還計143845） 的中 ��� 50210（9番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．0―12．7―12．3―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．6―36．6―49．3―1：01．6―1：13．1―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 ・（2，6）－（5，7）－（1，3） 4 ・（2，6）7（5，3）1

勝馬の
紹 介

リアアメリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rockport Harbor 初出走

2017．2．21生 牝2黒鹿 母 リアアントニア 母母 Beer Baroness 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 エクストラオールド号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16006 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第6競走 ��
��2，600�3歳未勝利

発走12時45分 （芝・右・外）
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
2：39．0
2：37．3

良
良

44 シャイニープレット 牡3鹿 56 池添 謙一小林 昌志氏 松永 幹夫 平取 雅 牧場 474－ 42：41．1 2．6�
812 ララフォーナ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム B472－102：41．42 32．3�
710 アイアムレジェンド 牡3鹿 56 D．レーン �グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 480－ 42：42．67 3．5�

（豪）

11 ボ ン ベ ー ル 牡3鹿 56 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 454± 0 〃 アタマ 11．5�
711 ヒラボクメルロー 牝3黒鹿54 小崎 綾也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 464 ―2：42．81� 30．3	
56 シングインザレイン 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心丸山 担氏 友道 康夫 浦河 伏木田牧場 428－ 82：43．01� 7．1

813 ケンブリッジウルス 牡3青鹿56 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 470－ 22：43．1	 12．0�
57 メイショウテッペキ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 510－ 42：43．2クビ 10．0�
33 ビップモーリー 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 452－ 22：43．3
 25．3
45 マテラブレス 牡3栗 56 岩田 康誠大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 488－ 22：43．4	 28．7�
22 � レーヴナイト 牡3栗 56 小牧 太 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 愛 Barron-

stown Stud 486－12 〃 アタマ 70．6�
68 モズアンジェラ 牝3鹿 54 国分 恭介 �キャピタル・システム 西村 真幸 千歳 社台ファーム 426－ 82：46．2大差 51．6�
69 プロンジョン 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 512＋ 62：48．7大差 261．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，995，500円 複勝： 39，652，300円 枠連： 14，411，900円
馬連： 58，757，400円 馬単： 28，355，500円 ワイド： 40，940，200円
3連複： 79，557，000円 3連単： 100，675，200円 計： 390，345，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 550円 � 150円 枠 連（4－8） 820円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 220円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 29，280円

票 数

単勝票数 計 279955 的中 � 85410（1番人気）
複勝票数 計 396523 的中 � 109375（1番人気）� 11207（9番人気）� 75936（2番人気）
枠連票数 計 144119 的中 （4－8） 13518（3番人気）
馬連票数 計 587574 的中 �� 10041（15番人気）
馬単票数 計 283555 的中 �� 2951（26番人気）
ワイド票数 計 409402 的中 �� 6149（20番人気）�� 59452（1番人気）�� 4765（25番人気）
3連複票数 計 795570 的中 ��� 13191（13番人気）
3連単票数 計1006752 的中 ��� 2492（91番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．0―13．1―12．9―12．6―12．6―12．6―12．8―12．2―11．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．4―24．2―36．2―49．3―1：02．2―1：14．8―1：27．4―1：40．0―1：52．8―2：05．0―2：16．4―2：28．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニープレット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2018．12．16 阪神7着

2016．3．15生 牡3鹿 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン 6戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ボンベール号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズアンジェラ号・プロンジョン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月

1日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 レーヴナイト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月1日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 3回京都競馬第 11 日第 2競走）
〔その他〕　　カシノアンビション号は，競走中に疾病〔右中間手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



16007 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

34 カフジロッソ 牡3鹿 54 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 508＋ 22：07．4 50．9�
45 タスクフォース 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 560＋ 22：07．5� 6．5�
712 エルティグレ 牡4栗 57 川田 将雅�桑田牧場 大久保龍志 浦河 桑田牧場 484－ 82：07．6� 3．4�
57 イシュタルゲート 牡3鹿 54 D．レーン 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 ハナ 2．4�

（豪）

813 シェアザモーメント 牡5鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 474± 02：07．7� 30．3�
11 プチティラン 牡3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 474＋ 6 〃 クビ 12．9	
46 チャーチタウン 牡4鹿 57 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 新冠 オリエント牧場 506± 02：07．91� 43．7

814 クリノカポネ �4鹿 57 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 22：08．0クビ 31．7�
69 スズカマイゲスト 牡5鹿 57 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B488－ 4 〃 アタマ 25．0�
711 クールデザイン 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 460＋ 62：08．63� 83．6
58 ヤマニンスプレモ 牡3青鹿54 浜中 俊土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 474＋ 62：08．81	 102．2�
33 コ ー ン ス ス 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 524＋ 22：08．9� 167．3�
610 イージーマネー 牡5芦 57 岩田 康誠丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484－ 22：09．0� 10．6�
22 ダンツスピリット 牡3黒鹿 54

52 △西村 淳也山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B484－ 62：10．27 16．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，155，900円 複勝： 51，590，400円 枠連： 15，644，300円
馬連： 73，494，600円 馬単： 38，085，700円 ワイド： 52，015，400円
3連複： 98，176，800円 3連単： 130，155，400円 計： 495，318，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，090円 複 勝 � 1，060円 � 180円 � 150円 枠 連（3－4） 11，850円

馬 連 �� 16，690円 馬 単 �� 37，330円

ワ イ ド �� 4，010円 �� 2，350円 �� 470円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 146，520円

票 数

単勝票数 計 361559 的中 � 5677（11番人気）
複勝票数 計 515904 的中 � 8507（11番人気）� 78941（3番人気）� 115686（2番人気）
枠連票数 計 156443 的中 （3－4） 1023（27番人気）
馬連票数 計 734946 的中 �� 3411（38番人気）
馬単票数 計 380857 的中 �� 765（77番人気）
ワイド票数 計 520154 的中 �� 3151（34番人気）�� 5451（25番人気）�� 30869（3番人気）
3連複票数 計 981768 的中 ��� 5112（44番人気）
3連単票数 計1301554 的中 ��� 644（376番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．2―13．5―13．0―12．8―12．6―12．8―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―36．7―50．2―1：03．2―1：16．0―1：28．6―1：41．4―1：54．1

コーナー
通過順位

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

2
4
6，4（1，5）3，13（8，9）（12，14，2）（10，7）11
6，4，5，1（13，9）（8，14）（3，12，2）7，10，11

勝馬の
紹 介

カフジロッソ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2019．2．3 中京7着

2016．4．15生 牡3鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド 7戦2勝 賞金 15，250，000円
※ヤマニンスプレモ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16008 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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
1：07．1
1：06．5

良
良

11 クインズチャパラ 牝4鹿 55 小崎 綾也亀田 和弘氏 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 B456＋ 21：09．5 4．2�
611 クロンヌデトワール 牝4栗 55 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 442－ 2 〃 アタマ 63．1�
35 パールズベスト 牝5青鹿55 和田 竜二谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462＋141：09．71� 13．0�
816 リ ゲ イ ン 牝3鹿 52 川須 栄彦 �コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 440＋121：09．91 62．3�
23 キャスパリーグ 牝5鹿 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454＋ 4 〃 ハナ 4．8	
714 エ ヴ ァ イ エ 牝4鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 476＋ 8 〃 クビ 7．5

36 マリアバローズ 牝4黒鹿55 福永 祐一猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 440＋ 2 〃 クビ 7．8�
510 ディーブラッド 牝3鹿 52 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 21：10．0� 7．2�
59 ファビュラスギフト 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 448－ 81：10．1クビ 28．3
815 エ ス ト 牝3鹿 52

49 ▲斎藤 新大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 7．0�
12 カ ワ イ ア ラ 牝5芦 55 吉田 隼人名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 456± 01：10．2� 26．6�
612 ヤマニンブルーベル 牝3芦 52 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 466＋121：10．3クビ 33．3�
24 ブルービューティ 牝4黒鹿55 荻野 琢真桜井 欣吾氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 456－ 81：10．4� 32．3�
47 スノーガーデン 牝4鹿 55 水口 優也グリーンスウォード吉田 直弘 日高 浜本牧場 B468－ 2 〃 アタマ 188．7�
48 トーホウガーベラ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心東豊物産� 南井 克巳 浦河 栄進牧場 462＋18 〃 クビ 98．1�
713 ダブルミステリー 牝5栗 55 岩崎 翼西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 31：13．0大差 125．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，003，800円 複勝： 65，133，800円 枠連： 22，892，200円
馬連： 92，115，200円 馬単： 38，354，800円 ワイド： 64，613，700円
3連複： 121，859，300円 3連単： 137，919，900円 計： 581，892，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 1，190円 � 350円 枠 連（1－6） 3，950円

馬 連 �� 13，150円 馬 単 �� 21，710円

ワ イ ド �� 4，070円 �� 1，130円 �� 8，420円

3 連 複 ��� 49，180円 3 連 単 ��� 274，700円

票 数

単勝票数 計 390038 的中 � 74103（1番人気）
複勝票数 計 651338 的中 � 116521（2番人気）� 11420（12番人気）� 45604（7番人気）
枠連票数 計 228922 的中 （1－6） 4488（16番人気）
馬連票数 計 921152 的中 �� 5426（41番人気）
馬単票数 計 383548 的中 �� 1325（69番人気）
ワイド票数 計 646137 的中 �� 4039（41番人気）�� 15236（15番人気）�� 1934（66番人気）
3連複票数 計1218593 的中 ��� 1858（139番人気）
3連単票数 計1379199 的中 ��� 364（763番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．3―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―45．7―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．1
3 5，13，12（1，14）16（11，15）9，10（6，7）2（3，8）－4 4 5－12（13，14）1，16，11（9，15）10（6，7，8）（2，3）4

勝馬の
紹 介

クインズチャパラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．4．22 京都1着

2015．4．18生 牝4鹿 母 ネ ネ グ ー ス 母母 サンスプリング 8戦2勝 賞金 20，000，000円
〔制裁〕 エヴァイエ号の騎手�島克駿は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダブルミステリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月1日まで平地競

走に出走できない。



16009 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第9競走 ��
��1，200�

す も と

洲 本 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

48 クリノケンリュウ 牡5栗 57 �島 克駿栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 504＋ 61：11．5 20．3�
816 ロングベスト 牡5鹿 57 秋山真一郎中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 522± 01：11．6	 8．2�
815 ジュエアトゥー 
5栗 57 古川 吉洋首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 508－ 21：11．7クビ 40．2�
611 ヒデノヴィーナス 牝3栗 52 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 446＋121：11．91� 5．7�
23 � メイショウヒボタン 牝5栗 55 西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 466＋101：12．32� 39．9�
714 タガノプレトリア 牡4鹿 57 岩田 康誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 4 〃 クビ 4．1�
47 ジ オ ラ マ 牡6栗 57 藤岡 康太	G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 528± 01：12．4クビ 4．7

24 � ワキノアタリ 牝6鹿 55 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 480＋ 61：12．72 19．3�
36 ト ッ カ ー タ 牡4黒鹿57 森 裕太朗門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 484± 0 〃 ハナ 35．2�
12 スターペスマリア 牝5栗 55 松田 大作河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 486－ 81：12．8� 29．5
11 メ ー プ ル 牝4黒鹿55 小崎 綾也土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 502± 01：12．9� 8．5�
713 マリノディアナ 牝4青鹿55 三浦 皇成和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 434－ 61：13．0� 63．3�
612 ジェットコルサ 牡7青 57 和田 竜二尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 472－141：13．42� 16．6�
35 メイショウタイシ 牡4栗 57 斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 492－ 41：13．61 41．3�
59 ヒルノデンハーグ 
7栗 57 太宰 啓介	ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 480± 01：13．7� 19．6�
510� アストロローグ 
4鹿 57 酒井 学 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B482－161：14．44 43．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，211，600円 複勝： 71，250，700円 枠連： 31，553，400円
馬連： 130，950，000円 馬単： 54，290，900円 ワイド： 89，034，600円
3連複： 187，332，800円 3連単： 217，412，000円 計： 828，036，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 710円 � 420円 � 1，230円 枠 連（4－8） 2，060円

馬 連 �� 6，360円 馬 単 �� 14，020円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 7，880円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 55，200円 3 連 単 ��� 397，030円

票 数

単勝票数 計 462116 的中 � 18156（9番人気）
複勝票数 計 712507 的中 � 26056（9番人気）� 48765（4番人気）� 14355（14番人気）
枠連票数 計 315534 的中 （4－8） 11824（8番人気）
馬連票数 計1309500 的中 �� 15955（20番人気）
馬単票数 計 542909 的中 �� 2903（48番人気）
ワイド票数 計 890346 的中 �� 12171（20番人気）�� 2874（79番人気）�� 6576（38番人気）
3連複票数 計1873328 的中 ��� 2545（178番人気）
3連単票数 計2174120 的中 ��� 397（1194番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．0―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．1―47．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノケンリュウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．12．11 阪神5着

2014．4．11生 牡5栗 母 オサマジョール 母母 スプリングバンブー 16戦3勝 賞金 37，171，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ショウナンカイドウ号・リュウシンベガス号・ワンダープラヤアン号
（非抽選馬） 9頭 アヴァンティスト号・アルマユディト号・クリムゾンバローズ号・ケイアイターコイズ号・サンビショップ号・

タマモサザンクロス号・ディーズフェイク号・メイショウバイタル号・ルミナリースピン号

16010 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

み き

三 木 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．2以降1．5．26まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

三木市長賞（1着）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 ルナーランダー 牡6栗 54 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506± 01：46．6 7．7�

811 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 53 武 豊石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 438－ 21：46．81� 9．1�
67 ショウボート 牡7栗 55 D．レーン 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 ハナ 6．6�

（豪）

812 レーヴドリーブ 牝4栗 53 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 ハナ 2．8�
710 デルニエオール 牝4栗 52 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－101：46．9� 39．3�
44 サンライズローリエ 牡4青鹿54 和田 竜二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 456－ 2 〃 ハナ 15．5	
55 タガノアスワド 牝5黒鹿52 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 21：47．0	 6．9

56 ハローユニコーン 牝5鹿 53 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 村下 明博 468－ 81：47．1クビ 14．0�
33 メイショウテンシャ 牡5芦 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474－ 21：47．31� 7．1
79 フェルトベルク 牝5鹿 52 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 444＋ 61：47．51� 23．4�
11 ホットファイヤー 牡6鹿 54 秋山真一郎西田 彰宏氏 坂口 智康 日高 スマイルファーム 478＋ 21：48．13� 77．3�
68 サイモンサーマル �4鹿 53 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B490＋ 21：50．0大差 186．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，366，600円 複勝： 82，291，100円 枠連： 30，442，100円
馬連： 143，522，800円 馬単： 60，284，600円 ワイド： 87，759，200円
3連複： 186，341，600円 3連単： 248，220，600円 計： 894，228，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 230円 � 230円 � 210円 枠 連（2－8） 850円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，190円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 36，990円

票 数

単勝票数 計 553666 的中 � 57328（5番人気）
複勝票数 計 822911 的中 � 91206（4番人気）� 91507（3番人気）� 108309（2番人気）
枠連票数 計 304421 的中 （2－8） 27503（3番人気）
馬連票数 計1435228 的中 �� 38403（12番人気）
馬単票数 計 602846 的中 �� 7309（25番人気）
ワイド票数 計 877592 的中 �� 23379（11番人気）�� 18618（17番人気）�� 33008（6番人気）
3連複票数 計1863416 的中 ��� 23718（22番人気）
3連単票数 計2482206 的中 ��� 4865（131番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―10．8―11．1―11．6―12．0―11．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―34．7―45．8―57．4―1：09．4―1：21．0―1：33．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルナーランダー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．1．9 京都9着

2013．4．3生 牡6栗 母 タ ッ チ Ⅱ 母母 Caress 21戦4勝 賞金 55，382，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



16011 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第11競走
第72回農林水産省賞典

��
��2，000�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬
2�減，30．6．2以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，30．6．1以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000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
1：57．2
1：56．1

良
良

77 メールドグラース 牡4黒鹿56 D．レーン �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B476－ 21：59．6 2．7�
（豪）

89 ブラックスピネル 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B506－ 81：59．81� 13．7�
66 ステイフーリッシュ 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 4．8�
33 ギ ベ オ ン 牡4鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506＋ 61：59．9クビ 3．6�
55 ノーブルマーズ 牡6栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 498± 02：00．0	 18．5�
88 ブラックバゴ 牡7黒鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 516－ 42：00．31	 50．0	
22 サンデーウィザード 牡7鹿 56 藤岡 康太巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464＋ 62：00．4クビ 54．5

44 
 タニノフランケル 牡4青鹿56 武 豊谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 522－ 42：00．82� 4．6�
11 プラチナムバレット 牡5芦 56 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 62：00．9	 56．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 145，488，400円 複勝： 158，099，100円 枠連： 44，962，400円
馬連： 369，090，000円 馬単： 176，770，900円 ワイド： 203，211，200円
3連複： 540，732，600円 3連単： 1，095，470，600円 計： 2，733，825，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 280円 � 150円 枠 連（7－8） 1，250円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 650円 �� 300円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 11，410円

票 数

単勝票数 計1454884 的中 � 428878（1番人気）
複勝票数 計1580991 的中 � 400284（1番人気）� 105236（5番人気）� 279260（3番人気）
枠連票数 計 449624 的中 （7－8） 27753（6番人気）
馬連票数 計3690900 的中 �� 151484（7番人気）
馬単票数 計1767709 的中 �� 50912（13番人気）
ワイド票数 計2032112 的中 �� 76566（8番人気）�� 190165（3番人気）�� 62648（12番人気）
3連複票数 計5407326 的中 ��� 170275（8番人気）
3連単票数 計10954706 的中 ��� 69582（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．2―48．4―1：00．4―1：12．4―1：24．3―1：35．8―1：47．3

コーナー
通過順位

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

2
4
9－（1，4）6，2，5－7－3－8
9（1，4，6）（2，5）7（3，8）

勝馬の
紹 介

メールドグラース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．30 阪神3着

2015．5．26生 牡4黒鹿 母 グレイシアブルー 母母 ブルーラスター 16戦6勝 賞金 142，013，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16012 6月1日 晴 良 （1阪神3） 第1日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走16時10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

611 シンハラージャ 牡4栗 57 D．レーン �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450－ 41：54．0 3．3�
（豪）

48 � シンアンドケン 牡4鹿 57 吉田 隼人 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 4 〃 クビ 164．0�
714 シャイニーロック 牡3鹿 54

51 ▲斎藤 新小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 506＋141：54．42� 16．2�

47 ロフティネス 牡3鹿 54
51 ▲亀田 温心吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 462－ 61：54．61 14．1�

12 ネクストムーブ 牡6栗 57 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 510＋ 21：54．92 5．8�
23 テイエムギフテッド 牡4黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466＋ 61：55．11 100．0	
510� ランドヘルメース 牡4鹿 57 和田 竜二木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 498＋ 41：55．2� 67．1

713 メイショウオオタカ 牡3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 6 〃 クビ 7．5�
59 プレイヤーズハイ 牡3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 436＋ 21：55．3� 27．0�
35 テイエムヨハネス 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 500－ 41：55．4クビ 22．4
24 フ ロ ー リ ン 牡4栗 57 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 61：55．72 3．5�
36 スズカハイライト 牡4鹿 57 川島 信二永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 454＋ 2 〃 クビ 146．5�
11 ハギノアグレッシブ 牡4栗 57

54 ▲岩田 望来日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 488＋ 81：56．12� 45．1�
612� パープルヒストリー 牡4栗 57 川須 栄彦中野 銀十氏 作田 誠二 新ひだか 竹内 良一 446＋ 21：56．52� 173．5�
815� ナンゴクユメネット 牝4栗 55

53 △西村 淳也渡 義光氏 田所 秀孝 新冠 村上牧場 450＋ 41：57．03 293．0�
816 ア ル デ ン テ 牝3鹿 52

51 ☆富田 暁吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 486－101：59．1大差 11．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 72，080，100円 複勝： 97，717，200円 枠連： 38，561，200円
馬連： 166，125，600円 馬単： 68，458，200円 ワイド： 112，252，700円
3連複： 245，833，400円 3連単： 297，209，700円 計： 1，098，238，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 3，440円 � 450円 枠 連（4－6） 1，920円

馬 連 �� 29，400円 馬 単 �� 36，720円

ワ イ ド �� 8，460円 �� 1，140円 �� 26，480円

3 連 複 ��� 125，590円 3 連 単 ��� 699，600円

票 数

単勝票数 計 720801 的中 � 173292（1番人気）
複勝票数 計 977172 的中 � 222769（1番人気）� 5537（15番人気）� 50077（7番人気）
枠連票数 計 385612 的中 （4－6） 15551（7番人気）
馬連票数 計1661256 的中 �� 4378（57番人気）
馬単票数 計 684582 的中 �� 1398（91番人気）
ワイド票数 計1122527 的中 �� 3364（57番人気）�� 26381（13番人気）�� 1068（95番人気）
3連複票数 計2458334 的中 ��� 1468（209番人気）
3連単票数 計2972097 的中 ��� 308（1163番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．4―12．9―12．8―12．7―13．0―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．3―50．2―1：03．0―1：15．7―1：28．7―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
15（4，8，16）（1，2）14，7－13－11（3，10）－6，9－（5，12）
15（4，8）（2，16）（1，14）7（11，13）6，10（9，3）（5，12）

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

勝馬の
紹 介

シンハラージャ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．12．24 阪神4着

2015．4．22生 牡4栗 母 シンハリーズ 母母 Baize 12戦2勝 賞金 23，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルデンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月1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。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンスプレモ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（1阪神3）第1日 6月1日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

238，400，000円
2，590，000円
18，820，000円
1，390，000円
26，130，000円
67，434，000円
4，391，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
603，460，500円
935，069，800円
255，476，400円
1，301，720，300円
626，884，600円
849，804，500円
1，826，331，700円
2，835，211，100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 9，233，958，900円

総入場人員 15，021名 （有料入場人員 14，111名）
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