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16001 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 エルパンドール 牝3黒鹿 54
52 △城戸 義政難波 経雄氏 南井 克巳 新冠 ハシモトフアーム 472－ 21：53．5 6．9�

23 チ カ リ ー タ 牝3芦 54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：53．71� 1．4�
815 フレグラントブレス 牝3芦 54 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：53．8� 6．3�
24 アイアンアヴァロン 牝3芦 54

51 ▲荻野 極池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 444± 01：54．33 112．5�
11 アマルティア 牝3黒鹿54 菱田 裕二�ターフ・スポート安達 昭夫 日高 幾千世牧場 448＋ 41：54．51� 65．5	
714 タガノボワテュール 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 高橋 亮 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 41：54．71� 205．5

510 ヒデノホープ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 412＋ 6 〃 ハナ 46．7�

47 パープルミラクル 牝3黒鹿54 高倉 稜中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 414± 01：54．8� 126．0�
816 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 幸 英明松本 好氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 498＋ 81：54．9クビ 34．5�
611 メイショウカイヒメ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 470 ―1：55．0� 225．8�
12 グ ラ ウ ス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗�ターフ・スポート飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462－ 41：55．21� 36．2�
713 スタンリープール 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 424 ―1：55．52 23．3�
35 チョウキタイ 牝3青鹿54 松若 風馬丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 434＋ 4 〃 ハナ 177．3�
48 ク レ オ メ 牝3鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 446－ 21：55．81� 16．2�
612 レイホービンテージ 牝3鹿 54

52 △義 英真永井 啓弍氏 谷 潔 浦河 辻 牧場 460－ 61：56．22� 378．0�
59 シャルメーヌ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 486＋141：57．26 203．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，650，500円 複勝： 116，291，800円 枠連： 12，837，400円
馬連： 57，232，200円 馬単： 40，127，800円 ワイド： 37，102，200円
3連複： 80，269，600円 3連単： 143，365，800円 計： 513，877，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（2－3） 500円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 210円 �� 370円 �� 140円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 266505 的中 � 30807（3番人気）
複勝票数 計1162918 的中 � 51591（3番人気）� 904632（1番人気）� 91330（2番人気）
枠連票数 計 128374 的中 （2－3） 19868（2番人気）
馬連票数 計 572322 的中 �� 93716（2番人気）
馬単票数 計 401278 的中 �� 19099（5番人気）
ワイド票数 計 371022 的中 �� 43642（2番人気）�� 19807（4番人気）�� 82477（1番人気）
3連複票数 計 802696 的中 ��� 100225（1番人気）
3連単票数 計1433658 的中 ��� 19598（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．7―49．1―1：01．7―1：14．4―1：27．5―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3
・（3，4）5，6，8（1，2，9）－（15，10）（14，13）（7，16）12，11
3（4，5）6，8（1，2）（15，9）（7，10）14，16－11，12－13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エルパンドール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．11．7 京都9着

2013．3．18生 牝3黒鹿 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 6戦1勝 賞金 6，850，000円
〔制裁〕 エルパンドール号の騎手城戸義政は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

エルパンド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過怠金30，000円。（被害馬：4番・5
番）

16002 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

815 タガノヴィッター 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504± 01：11．9 4．9�
816 メイカーズムービー �3黒鹿56 松田 大作髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 440＋ 61：13．07 6．5�
23 ハトマークレディ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 400± 01：13．42� 3．1�
714 メイショウオルソ 牡3黒鹿56 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 510 ―1：13．5� 12．4�
59 ア レ ッ チ 牡3鹿 56 中谷 雄太手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 470－ 2 〃 ハナ 21．4�
713 スーサンブルース 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 458－ 8 〃 クビ 169．5�
47 キクノブリリオ 牝3鹿 54 岩田 康誠菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 504＋ 41：13．92� 9．9	
611 リ ュ ウ セ イ 牡3栗 56 古川 吉洋
ターフ・スポート宮 徹 浦河 笹地牧場 468＋ 81：14．11 30．8�
48 サンライズムーヴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 456－ 4 〃 クビ 4．9�
510 ヒロノチャンバー 牡3栗 56

53 ▲荻野 極高原 将浩氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 494－ 41：14．31 38．1
35 タガノシェーヴル 牡3栗 56 北村 友一八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 41：14．51 15．9�
11 トップエンパイア 牡3鹿 56 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 454± 0 〃 クビ 230．1�
12 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 56

54 △義 英真森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 480－10 〃 ハナ 389．5�
24 アンバーナイト 牡3栗 56 岡田 祥嗣山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 福岡 光夫 512－ 81：14．92� 159．4�
612 ヴィシュトリア 牡3黒鹿56 柴田 未崎棚網 基己氏 田所 秀孝 新ひだか 千代田牧場 454－ 81：15．32� 546．4�
36 シゲルヒラスズキ 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 坂本 春信 436－ 41：15．51� 333．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，565，500円 複勝： 35，150，300円 枠連： 17，284，700円
馬連： 52，186，900円 馬単： 25，336，900円 ワイド： 31，628，200円
3連複： 70，130，200円 3連単： 84，502，300円 計： 339，785，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（8－8） 1，600円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 440円 �� 400円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 計 235655 的中 � 38105（2番人気）
複勝票数 計 351503 的中 � 52049（4番人気）� 55050（3番人気）� 68289（1番人気）
枠連票数 計 172847 的中 （8－8） 8339（6番人気）
馬連票数 計 521869 的中 �� 36624（4番人気）
馬単票数 計 253369 的中 �� 9587（5番人気）
ワイド票数 計 316282 的中 �� 18020（4番人気）�� 19978（2番人気）�� 25266（1番人気）
3連複票数 計 701302 的中 ��� 38337（1番人気）
3連単票数 計 845023 的中 ��� 7926（6番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．8―47．0―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 ・（3，15）16，7－10，13（5，9）（4，8，11）（1，2，12）－14，6 4 ・（3，15）16，7－（10，13）9（5，11）8（4，12）2，1，14－6

勝馬の
紹 介

タガノヴィッター �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．5 阪神4着

2013．3．20生 牡3鹿 母 ダンスティルドーン 母母 Kaysama 4戦1勝 賞金 7，200，000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 シゲルカマス号・マンテンロード号
（非抽選馬） 1頭 スズカコメット号

第３回 阪神競馬 第１日



16003 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 ヤマイチファミリー 牝3鹿 54 酒井 学坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 500＋ 61：24．9 8．0�
510 セトノチーター 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 440± 01：25．0� 4．3�
713 イ イ ナ ヅ ケ 牝3鹿 54 畑端 省吾大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478 ―1：26．27 44．5�
611 アリノマンボ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也聖心台牧場� 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 446＋ 21：26．41� 2．5�
23 ウエスタンビジュー 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 468＋18 〃 クビ 6．8�
815 アメジストデュー 牝3青鹿 54

53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 526－141：26．61� 15．9	
11 エンプレスクー 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太�中山牧場 奥村 豊 浦河 中山牧場 418＋ 61：26．81� 41．2

12 サ マ ン サ 牝3黒鹿54 松若 風馬浜井 弘至氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 408－ 21：26．9� 160．6�
59 エイシンキラウエア 牝3栗 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 城地 清満 446－101：27．11� 50．4
35 アイヲシルニッポン 牝3黒鹿54 小牧 太石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 476＋ 21：27．42 32．6�
24 レディーズトピック 牝3青鹿54 松山 弘平田島 大史氏 田中 章博 新ひだか 前谷 武志 414＋ 21：27．5クビ 89．2�
47 アグネスプレジール 牝3栗 54 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 508＋ 21：28．13� 26．2�
612 イエスペガサス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 442± 01：29．16 36．7�
36 クニサキゴメスタア 牝3栗 54 松田 大作國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 472＋ 81：29．2� 43．3�
48 シロインジャー 牝3白 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：29．3クビ 11．6�
816 ブライティアベガ 牝3鹿 54 川須 栄彦小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 436＋ 21：29．61� 230．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，103，100円 複勝： 35，300，100円 枠連： 14，892，100円
馬連： 55，076，300円 馬単： 26，144，200円 ワイド： 34，564，800円
3連複： 71，521，500円 3連単： 89，749，500円 計： 352，351，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 240円 � 180円 � 1，120円 枠 連（5－7） 1，730円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 870円 �� 5，090円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 28，530円 3 連 単 ��� 122，070円

票 数

単勝票数 計 251031 的中 � 25073（4番人気）
複勝票数 計 353001 的中 � 40147（4番人気）� 63550（2番人気）� 6226（13番人気）
枠連票数 計 148921 的中 （5－7） 6668（7番人気）
馬連票数 計 550763 的中 �� 17501（7番人気）
馬単票数 計 261442 的中 �� 3870（14番人気）
ワイド票数 計 345648 的中 �� 10731（8番人気）�� 1703（46番人気）�� 2507（33番人気）
3連複票数 計 715215 的中 ��� 1880（79番人気）
3連単票数 計 897495 的中 ��� 533（336番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．1―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．6―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．3
3 14，6，10－8（3，15）11（9，13）16（7，12）4（1，2）5 4 14，10－6－（3，15）8（13，11）9－（16，5）（12，2）7，4，1

勝馬の
紹 介

ヤマイチファミリー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．3．6 阪神5着

2013．3．1生 牝3鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 3戦1勝 賞金 5，400，000円
〔制裁〕 イイナヅケ号の騎手畑端省吾は，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：9番・4番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノエディンバラ号
（非抽選馬） 3頭 アカネバローロ号・キシュウマイウェイ号・マヤブリリアント号

16004 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第4競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

36 ハイドロフォイル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B480－ 22：12．3 2．4�
818 ナリタエイト 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 454－ 82：12．61� 3．8�
715 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 M．デムーロ前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 42：12．7� 4．4�
611 ニホンピロカーン 牡3鹿 56 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 448＋ 2 〃 クビ 9．4�
713 ラ プ ル ー ズ 牡3鹿 56 岩田 康誠西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 484＋ 22：12．8クビ 23．8	
59 グッドスカイ 牝3黒鹿54 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：13．01 80．7

12 ウインカートゥーン 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 4 〃 クビ 18．0�
510 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 498＋ 22：13．42� 20．2�
714 デッセシャテーヌ 牝3栗 54 池添 謙一篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 474＋ 22：13．5� 162．8
11 マイネルチャンプ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 むかわ 上水牧場 476＋ 4 〃 クビ 31．1�

35 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450± 02：13．71� 276．2�

48 クリノヴェルサイユ 牝3鹿 54 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 様似 様似渡辺牧場 422－ 2 〃 アタマ 56．4�
24 モノトーンボーイ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿ライオンレースホース� 加用 正 新ひだか 千代田牧場 B472－ 82：13．8� 263．2�
47 トウケイイダテン 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 460－ 42：14．01� 183．0�
816 オースミフォース 牡3鹿 56 酒井 学�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 476－ 6 〃 ハナ 126．7�
612 エイシンシルダリア 牝3栗 54

52 △義 英真�栄進堂 川村 禎彦 浦河 小島牧場 444＋ 22：14．1� 130．5�
817 シ ャ ウ テ ィ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗小林竜太郎氏 鈴木 孝志 新冠 スカイビーチステーブル 450＋ 22：18．4大差 515．4�
23 エイシンピッコロ 牝3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 446＋ 82：19．46 419．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，383，100円 複勝： 38，986，000円 枠連： 14，635，800円
馬連： 55，148，000円 馬単： 30，056，700円 ワイド： 35，322，900円
3連複： 77，334，500円 3連単： 105，039，800円 計： 383，906，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 230円 �� 270円 �� 300円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 273831 的中 � 90690（1番人気）
複勝票数 計 389860 的中 � 88323（1番人気）� 72107（2番人気）� 65312（3番人気）
枠連票数 計 146358 的中 （3－8） 23424（2番人気）
馬連票数 計 551480 的中 �� 86716（1番人気）
馬単票数 計 300567 的中 �� 24462（1番人気）
ワイド票数 計 353229 的中 �� 41570（1番人気）�� 32890（2番人気）�� 28979（4番人気）
3連複票数 計 773345 的中 ��� 94197（1番人気）
3連単票数 計1050398 的中 ��� 29489（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―12．6―13．1―12．8―12．6―12．0―11．7―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．1―34．3―46．9―1：00．0―1：12．8―1：25．4―1：37．4―1：49．1―2：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9
1
3

17，2－6，4，18，1（15，14）（12，9）（8，16）11，5，13，7，10－3
17，2，6，13（1，4，18）（8，15，14）11（12，9）5（16，10）7－3

2
4

17，2－6，4，18，1（15，14）（12，9）（8，16）（5，11）13－7，10，3・（2，6）13（4，18）11（17，15，14）（1，9）（8，12）（5，10）16－7＝3
勝馬の
紹 介

ハイドロフォイル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．1．5 京都8着

2013．3．9生 牡3鹿 母 レースウィング 母母 レ ー ス 6戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 ラプルーズ号は，発走地点で左前肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。発走時刻9分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャウティ号・エイシンピッコロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月4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 メイショウサトヤマ号



16005 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15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 レッドラシーマ 牡2芦 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 476 ―1：37．0 4．7�
77 サトノホルス 牡2栗 54 M．デムーロ里見 治氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470 ―1：37．21� 2．9�
78 メルヴィンカズマ 牡2黒鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 468 ―1：37．3� 31．0�
44 シゲルボブキャット 牡2栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 430 ―1：37．51� 67．3�
66 アルメリアブルーム 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 追分ファーム 406 ― 〃 クビ 13．8	
810 アルマシャール 牡2鹿 54

53 ☆�島 克駿コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 482 ―1：37．92� 49．4

22 タガノアヌビス 牡2鹿 54 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466 ― 〃 ハナ 6．3�
33 ノ リ ミ 牝2鹿 54

51 ▲荻野 極仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 430 ― 〃 クビ 24．9�

55 ナムラボンド 牡2鹿 54
51 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 418 ―1：38．11� 42．7

11 スズカマイゲスト 牡2鹿 54 戸崎 圭太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 464 ―1：40．3大差 3．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，115，700円 複勝： 32，586，100円 枠連： 9，042，200円
馬連： 47，372，000円 馬単： 29，598，100円 ワイド： 25，619，400円
3連複： 60，028，800円 3連単： 108，390，800円 計： 347，753，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 130円 � 520円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，270円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 18，580円

票 数

単勝票数 計 351157 的中 � 61420（3番人気）
複勝票数 計 325861 的中 � 56551（3番人気）� 84788（1番人気）� 10495（7番人気）
枠連票数 計 90422 的中 （7－8） 12880（2番人気）
馬連票数 計 473720 的中 �� 55913（2番人気）
馬単票数 計 295981 的中 �� 15308（4番人気）
ワイド票数 計 256194 的中 �� 26539（2番人気）�� 4736（15番人気）�� 5308（14番人気）
3連複票数 計 600288 的中 ��� 10118（13番人気）
3連単票数 計1083908 的中 ��� 4229（57番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．4―13．4―12．5―11．3―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．8―37．2―50．6―1：03．1―1：14．4―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．9
3 2，7（6，5）（4，9）（3，10）8＝1 4 ・（2，7，9）（6，10，8）（4，5，3）－1

勝馬の
紹 介

レッドラシーマ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．4．25生 牡2芦 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16006 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 � ハリケーンバローズ 牡3鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Dr. Naoya Yoshida
& Bill Justice 506－101：53．2 1．7�

35 デューズワイルズ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472± 01：53．73 8．0�
714 ハギノスノーボール 牡3芦 56 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 488± 01：53．8� 3．0�
23 ネフェルティティ 牝3芦 54 岩田 康誠前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ B454－ 41：54．22� 47．3�
816 タイセイプレゼンス 牡3黒鹿56 川須 栄彦田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 482－ 61：54．3	 31．8�
713� ストーミーストーム 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 愛 Rodger

O’Dwyer 470－ 21：54．4クビ 13．0	
48 サンマルドライヴ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 440± 01：54．5	 47．0

611 ベストインザスカイ 牡3鹿 56 畑端 省吾飯田 正剛氏 
島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B490－ 81：54．6	 289．8�
12 アサクサジャック 牡3鹿 56 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466＋ 61：54．81� 100．8�
24 タイムシャワー 牡3栗 56 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B442－ 21：54．9クビ 641．5
510 メイショウエミュー 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 474－ 2 〃 クビ 33．2�
815� レザニティエ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星吉田 和子氏 矢作 芳人 米 Padua Sta-
bles, LLC 456－ 41：55．32� 286．6�

59 バックパッカー 牡3鹿 56
54 △義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 514＋221：55．5	 401．8�

11 スリーハーツクライ 牡3鹿 56
54 △城戸 義政永井商事� 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 472± 01：56．03 142．9�

47 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 454＋ 21：56．85 195．2�
612 ランデックアブデル 牡3鹿 56 戸崎 圭太簗田 満氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム 522＋121：58．29 73．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，364，100円 複勝： 51，966，300円 枠連： 17，888，100円
馬連： 66，038，800円 馬単： 39，747，800円 ワイド： 42，288，100円
3連複： 87，436，400円 3連単： 141，160，300円 計： 481，889，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（3－3） 760円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 250円 �� 150円 �� 240円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 353641 的中 � 162829（1番人気）
複勝票数 計 519663 的中 � 188831（1番人気）� 59447（3番人気）� 134751（2番人気）
枠連票数 計 178881 的中 （3－3） 18008（2番人気）
馬連票数 計 660388 的中 �� 66752（2番人気）
馬単票数 計 397478 的中 �� 30756（3番人気）
ワイド票数 計 422881 的中 �� 37362（3番人気）�� 85741（1番人気）�� 39602（2番人気）
3連複票数 計 874364 的中 ��� 128431（1番人気）
3連単票数 計1411603 的中 ��� 43313（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．3―12．7―12．2―12．4―12．9―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．7―50．4―1：02．6―1：15．0―1：27．9―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．2
1
3
3（14，15）（1，13）11－2（6，16）5（4，10）（8，9）7，12
3（14，15）13（1，11）7，6，2（4，5）16，8（9，10）＝12

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

勝馬の
紹 介

�ハリケーンバローズ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．9．12 阪神2着

2013．4．24生 牡3鹿 母 Naughty Mambo 母母 Naughty Notions 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 バックパッカー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 バックパッカー号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモパフューム号
（非抽選馬） 3頭 アイアンドーム号・サンライズサーカス号・ミスターウインディ号



16007 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時15分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 ファンタサイズ 牡3鹿 56
53 ▲坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 426－101：21．6 2．7�

817 ココファンタジア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 クビ 8．1�
715 カ イ 牡3栗 56 小牧 太�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 41：21．7� 21．5�
12 クーファレイア 牝3鹿 54 松山 弘平大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 482＋ 61：21．8� 141．6�
714 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 浜中 俊八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 424± 0 〃 クビ 2．6	
713 ジョーマイク 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 470＋121：21．9クビ 31．1

23 ミュゲプリンセス 牝3鹿 54 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 426－ 8 〃 ハナ 21．7�
36 シャウトオブジョイ 牝3黒鹿54 福永 祐一前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 512＋ 41：22．22 25．6�
611 シュネルギア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：22．41� 72．7
818 ジ ュ ラ ー レ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 416± 01：22．5� 74．6�

510 ノーザンメジャー 牝3栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 442－ 41：22．6� 59．6�
59 ウォーターサルーン 牡3黒鹿56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 452＋ 61：22．7	 17．4�
24 カマラードミノル 牡3栗 56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 492－161：22．8	 334．7�
47 エクスプレスレーン 牝3青鹿54 M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 412＋101：23．01� 9．2�
35 
 レディーガリレオ 牝3栗 54 中谷 雄太大塚 亮一氏 斉藤 崇史 愛 Paulyn

Limited 396－ 41：23．85 260．6�
816 テーオーフェミニン 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政小笹 公也氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 428＋ 21：24．01� 516．5�
612 ダイシンザーゲ 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太大八木信行氏 千田 輝彦 日高 中原牧場 490＋ 2 （競走中止） 307．6�
（17頭）

48 キセキノデアイ 牝3青鹿54 藤岡 佑介阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，192，900円 複勝： 48，201，400円 枠連： 20，844，500円
馬連： 76，528，500円 馬単： 34，779，100円 ワイド： 45，855，600円
3連複： 96，943，400円 3連単： 124，456，000円 計： 482，801，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 260円 � 410円 枠 連（1－8） 1，190円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 590円 �� 920円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 23，650円

票 数

単勝票数 計 351929 的中 � 101377（2番人気）
複勝票数 計 482014 的中 � 97758（2番人気）� 44827（4番人気）� 24783（6番人気）
枠連票数 計 208445 的中 （1－8） 13542（6番人気）
馬連票数 計 765285 的中 �� 45722（2番人気）
馬単票数 計 347791 的中 �� 10293（5番人気）
ワイド票数 計 458556 的中 �� 21070（4番人気）�� 12855（9番人気）�� 5290（21番人気）
3連複票数 計 969434 的中 ��� 11473（14番人気）
3連単票数 計1244560 的中 ��� 3814（54番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．0―11．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―46．9―58．7―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．7
3 6（15，17）（2，3，18）13（1，10）11，4，14，5，9，7，16＝12 4 ・（6，15，17）（2，3，18）13（1，10，11）（4，14）9（5，7）16

勝馬の
紹 介

ファンタサイズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Law Society デビュー 2015．10．4 阪神2着

2013．3．7生 牡3鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 12戦1勝 賞金 18，400，000円
〔出走取消〕 キセキノデアイ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 テーオーフェミニン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ダイシンザーゲ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ダイシンザーゲ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 3頭 タランテュー号・トチノマドンナ号・メイショウカネミツ号

16008 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 � シャイニービーム 牡4鹿 57 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 440± 02：05．9 2．5�
22 � デルマコテツ 牡5栗 57 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 452± 02：06．22 27．1�
812 ハギノセゾン 牝5青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 478＋ 82：06．3クビ 65．8�
710 スマイルフォース 牡4鹿 57 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 446－ 22：06．4� 40．0�
69 チャップリン 牡4黒鹿57 川田 将雅髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 490＋ 22：06．5� 4．3�
44 トウカイパイロ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 472± 02：06．6� 5．2�
56 ミラクルユニバンス 牡3栗 54

53 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 430－ 22：06．7	 4．6	
711 フクノドービル 牡4鹿 57 古川 吉洋福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 500－ 42：06．8クビ 210．3

45 イスズイーグル 牡3黒鹿54 藤岡 佑介�イスズ牧場 作田 誠二 浦河 イスズ牧場 496＋ 12：06．9� 91．3�
57 � バ ニ ス タ ー 牡4青鹿 57

55 △義 英真村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 508－222：07．22 22．8
813 アグネスユニコーン 牡5黒鹿57 幸 英明渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B504± 02：08．79 24．4�
33 メイショウヤギリ 牡4黒鹿 57

56 ☆�島 克駿松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 478＋ 22：08．91 25．1�
68 � ナ ポ レ オ ン 牡4栗 57

54 ▲荻野 極前迫 義幸氏 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 466± 02：11．3大差 89．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，818，000円 複勝： 36，816，100円 枠連： 19，482，900円
馬連： 75，607，200円 馬単： 37，108，700円 ワイド： 41，137，300円
3連複： 96，188，200円 3連単： 135，973，100円 計： 472，131，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 430円 � 690円 枠 連（1－2） 3，100円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 970円 �� 2，380円 �� 7，810円

3 連 複 ��� 32，220円 3 連 単 ��� 92，040円

票 数

単勝票数 計 298180 的中 � 92008（1番人気）
複勝票数 計 368161 的中 � 78146（1番人気）� 19309（5番人気）� 11230（10番人気）
枠連票数 計 194829 的中 （1－2） 4864（12番人気）
馬連票数 計 756072 的中 �� 18044（8番人気）
馬単票数 計 371087 的中 �� 6499（13番人気）
ワイド票数 計 411373 的中 �� 11331（7番人気）�� 4414（27番人気）�� 1317（49番人気）
3連複票数 計 961882 的中 ��� 2239（78番人気）
3連単票数 計1359731 的中 ��� 1071（255番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―13．5―12．8―12．8―13．0―13．0―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―34．8―48．3―1：01．1―1：13．9―1：26．9―1：39．9―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シャイニービーム �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．2．5生 牡4鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 10戦2勝 賞金 17，000，000円
初出走 JRA

※ナポレオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16009 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第9競走 ��
��1，200�

えびすばし

戎 橋 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

714 スノーエンジェル 牝4芦 55 戸崎 圭太三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 458＋161：07．9 9．3�
48 メイショウネブタ 牡5鹿 57 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 478－ 41：08．22 22．4�
612 オールインワン 牡3鹿 54 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 浦河 笹島 政信 470－ 41：08．3� 5．8�
816 サウンドドゥイット 牡4鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 442－ 41：08．61	 48．5�
510 ゲンキチハヤブサ 
4栗 57 和田 竜二荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 464＋ 4 〃 クビ 31．4�
59 オ フ ク ヒ メ 牝3黒鹿52 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 430± 01：08．7クビ 20．6	
815 タガノファサネイト 牡3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 21：08．8� 523．8

611 クリノスーアンコー 牡4青鹿57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 504＋161：08．9� 31．2�
713� ジェントルヴァウ 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 466－ 4 〃 クビ 1．7�
36  エスペランサナナ 牝5鹿 55 �島 良太江上 幸氏 西橋 豊治 浦河 杵臼牧場 472＋ 81：09．0クビ 59．0�
11  セルリアンシュロス 牡5青鹿57 高倉 稜�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 498＋101：09．1� 71．9�
12 プリンシパルスター 牡3青鹿54 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 クビ 30．2�
23 サウンドカール 牡5青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 480－ 4 〃 アタマ 103．9�
47 エスペランサリュウ 牡3鹿 54 M．デムーロ江上 幸氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 454－ 61：09．2クビ 7．9�
35 オウケンダイヤ 牝3黒鹿52 国分 恭介福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 388－ 21：09．3	 248．7�
24 ラッシュストーム 牝3黒鹿52 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 456＋101：10．15 96．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，873，300円 複勝： 60，335，300円 枠連： 25，478，000円
馬連： 111，895，100円 馬単： 62，032，400円 ワイド： 59，700，400円
3連複： 140，360，900円 3連単： 226，779，800円 計： 730，455，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 340円 � 450円 � 200円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 8，250円 馬 単 �� 14，110円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 980円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 12，630円 3 連 単 ��� 89，990円

票 数

単勝票数 計 438733 的中 � 37392（4番人気）
複勝票数 計 603353 的中 � 44547（4番人気）� 30732（6番人気）� 90882（2番人気）
枠連票数 計 254780 的中 （4－7） 40951（2番人気）
馬連票数 計1118951 的中 �� 10505（22番人気）
馬単票数 計 620324 的中 �� 3295（40番人気）
ワイド票数 計 597004 的中 �� 6668（24番人気）�� 15970（9番人気）�� 10315（15番人気）
3連複票数 計1403609 的中 ��� 8331（36番人気）
3連単票数 計2267798 的中 ��� 1827（246番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．1―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．2―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．8
3 12（8，14）4（2，10，13）16（3，9，15）7（5，6）－1－11 4 ・（12，8，14，16）（4，2，10，13）（9，15）（3，7）5（6，11）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スノーエンジェル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 小倉1着

2012．4．1生 牝4芦 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット 14戦3勝 賞金 37，840，000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） 1頭 サウンドターゲット号
（非抽選馬） 2頭 スナークスカイ号・ダンシングワンダー号

16010 6月4日 曇 良 （28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，1，000万円以下，27．6．6以降28．5．29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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 アスカビレン 牝4鹿 55 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 460－ 41：45．0 5．9�
811 バ イ ガ エ シ 牡4黒鹿57．5 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 514＋ 41：45．31� 2．1�
11 ブレイヴリー 牡5鹿 56 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B486－ 81：45．4� 12．5�
55 ラ デ ィ ウ ス 牡5鹿 56 川田 将雅名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 470＋ 8 〃 クビ 37．3�
67 スピリッツミノル 牡4栗 57．5 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 492－ 21：45．5� 10．7�
79 ダノンメジャー 牡4栗 58 戸崎 圭太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 ハナ 3．4	
68 アドマイヤコリン 牡8青鹿53 菱田 裕二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：45．6� 77．6

44 アドマイヤシーマ 牝5鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446± 01：45．7� 35．3�
710 デンコウリキ 牡6黒鹿55 福永 祐一田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 516± 01：45．8クビ 31．9�
22 エイシンライダー 牡4黒鹿55 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 B494± 0 〃 アタマ 22．2
812 ダンツクロノス 	6鹿 53 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 528± 01：45．9� 249．5�
56 
 サウンドデューク 牡6栗 55 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud B482± 01：46．53� 122．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 52，219，700円 複勝： 68，403，800円 枠連： 24，480，100円
馬連： 138，342，900円 馬単： 65，930，100円 ワイド： 71，007，900円
3連複： 172，983，000円 3連単： 282，032，700円 計： 875，400，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 120円 � 190円 枠 連（3－8） 720円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 300円 �� 590円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 9，360円

票 数

単勝票数 計 522197 的中 � 69929（3番人気）
複勝票数 計 684038 的中 � 96575（3番人気）� 192903（1番人気）� 72000（4番人気）
枠連票数 計 244801 的中 （3－8） 26139（2番人気）
馬連票数 計1383429 的中 �� 157129（2番人気）
馬単票数 計 659301 的中 �� 28231（5番人気）
ワイド票数 計 710079 的中 �� 63224（2番人気）�� 28185（7番人気）�� 51214（3番人気）
3連複票数 計1729830 的中 ��� 76469（4番人気）
3連単票数 計2820327 的中 ��� 21842（22番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．1―11．7―11．5―11．5―11．2―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．5―47．2―58．7―1：10．2―1：21．4―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．8
3 12＝2－（3，1）（5，9）（4，10）11，7－8－6 4 12＝2，1，3，9，5（4，10）11，7，8，6

勝馬の
紹 介

アスカビレン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2014．9．20 阪神1着

2012．2．7生 牝4鹿 母 スウェプトレジーナ 母母 ヴィヴァットレジーナ 13戦4勝 賞金 53，831，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 サウンドデューク号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 サウンドデューク号は，発走調教再審査。



16011 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第11競走
第69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，27．6．6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，27．6．5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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 サトノノブレス 牡6黒鹿56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 504－101：57．6レコード 3．8�
712 ステファノス 牡5鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 9 〃 クビ 3．3�
22 プランスペスカ 牡6鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：57．7クビ 252．7�
57 パッションダンス 牡8鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516－ 21：57．8	 6．3�
69 マジェスティハーツ 牡6鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496－ 41：57．9	 33．7	
610 ヤマカツエース 牡4栗 56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 502－ 21：58．0
 2．8

46 トラストワン 牡8黒鹿56 岩田 康誠大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 500＋ 21：58．1クビ 58．6�
11 メイショウナルト �8鹿 56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 460－ 6 〃 アタマ 16．4�
45 アクションスター 牡6栗 56 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 クビ 122．2
58 メイショウカンパク 牡9黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484－ 41：58．2クビ 539．2�
814 フレージャパン 牡7栗 56 福永 祐一難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 484± 01：58．3	 153．3�
711 フラガラッハ 牡9鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 2 〃 クビ 82．6�
813 クランモンタナ 牡7芦 56 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 484＋ 21：58．51� 117．6�
34 アズマシャトル 牡5鹿 56 和田 竜二東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 518＋101：58．6クビ 23．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 131，578，700円 複勝： 165，124，700円 枠連： 67，163，200円
馬連： 434，872，900円 馬単： 199，073，400円 ワイド： 200，498，000円
3連複： 644，096，800円 3連単： 1，131，063，200円 計： 2，973，470，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 2，760円 枠 連（3－7） 580円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 320円 �� 7，090円 �� 9，050円

3 連 複 ��� 33，750円 3 連 単 ��� 123，600円

票 数

単勝票数 計1315787 的中 � 271759（3番人気）
複勝票数 計1651247 的中 � 329644（2番人気）� 326988（3番人気）� 9790（13番人気）
枠連票数 計 671632 的中 （3－7） 89480（3番人気）
馬連票数 計4348729 的中 �� 531908（3番人気）
馬単票数 計1990734 的中 �� 122865（6番人気）
ワイド票数 計2004980 的中 �� 188943（3番人気）�� 6646（45番人気）�� 5192（50番人気）
3連複票数 計6440968 的中 ��� 14311（72番人気）
3連単票数 計11310632 的中 ��� 6634（268番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―11．7―11．4―11．8―11．7―11．6―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．9―47．6―59．0―1：10．8―1：22．5―1：34．1―1：45．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノノブレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．8．18 新潟1着

2010．3．18生 牡6黒鹿 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 25戦6勝 賞金 360，263，000円

16012 6月4日 曇 良 （28阪神3）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
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
1：08．8
1：08．7

重
重

11 ヨ シ オ 牡3鹿 54 川田 将雅仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 460＋ 41：11．7 5．3�

47 � ノボリクリーン 牡4青鹿57 水口 優也原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 470± 01：11．8� 28．8�
36 タマモイレブン 牡4鹿 57 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 524－ 41：11．9� 5．8�
35 � リッカクロフネ 牡4芦 57

55 △加藤 祥太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 474± 01：12．32� 245．0�
510� シゲルノマオイ 牡4栗 57 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 486＋ 41：12．61� 99．0�
815 タイセイラビッシュ 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 7．7	
611 ショウナンカイドウ 牡3栗 54 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 520＋ 61：12．7� 3．2

816� メイショウワカアユ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 468± 0 〃 クビ 20．7�
713 カノヤカンザクラ 牡4栗 57 小牧 太神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 506－ 61：12．8� 18．2�
48 � シンプリースパーブ 牡4鹿 57 M．デュプレシス 水上ふじ子氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 496＋111：12．9� 158．5

（新）

24 サウスリバティー 牡4栗 57
54 ▲荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 456－ 61：13．32� 5．7�

714� タイセイバンデット 牡5栗 57 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか グランド牧場 B512＋101：13．4クビ 21．8�
612 スズカブリザード 牡10鹿 57

55 △義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 502－ 61：13．61	 245．9�
23 ライトフォーミー 牡3鹿 54 中谷 雄太�ターフ・スポート松下 武士 新ひだか 大典牧場 492－ 21：13．81� 28．2�
12 ディアヒラリー 牝3栗 52

51 ☆岩崎 翼永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 434＋ 51：17．5大差 148．6�
59 アーネストミノル 牡5鹿 57 太宰 啓介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 2 （競走中止） 29．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，912，500円 複勝： 80，548，300円 枠連： 37，780，700円
馬連： 163，140，100円 馬単： 73，644，700円 ワイド： 85，331，000円
3連複： 209，429，100円 3連単： 288，433，000円 計： 993，219，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 470円 � 240円 枠 連（1－4） 7，720円

馬 連 �� 9，100円 馬 単 �� 17，890円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 660円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 12，310円 3 連 単 ��� 93，600円

票 数

単勝票数 計 549125 的中 � 82805（2番人気）
複勝票数 計 805483 的中 � 121540（3番人気）� 37605（6番人気）� 91835（4番人気）
枠連票数 計 377807 的中 （1－4） 3789（27番人気）
馬連票数 計1631401 的中 �� 13892（36番人気）
馬単票数 計 736447 的中 �� 3087（66番人気）
ワイド票数 計 853310 的中 �� 9843（29番人気）�� 35335（5番人気）�� 9688（30番人気）
3連複票数 計2094291 的中 ��� 12752（46番人気）
3連単票数 計2884330 的中 ��� 2234（338番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．7―46．7―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 ・（2，4，7）（11，15）－（1，16）14（6，5）－（3，8）13，12，10 4 ・（4，7）（11，15）（1，16）（6，5）14－（8，13）（2，3）（10，12）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ヨ シ オ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2015．7．18 函館8着

2013．5．9生 牡3鹿 母 フローラルホーム 母母 タイキフローラ 19戦2勝 賞金 24，950，000円
〔競走中止〕 アーネストミノル号は，発走後まもなく騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔制裁〕 アーネストミノル号の騎手太宰啓介は，競走中の御法（発走後まもなく両鐙を踏み外し，バランスをくずし落馬した）について

過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアヒラリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カシノヒカル号・シゲルクロマグロ号・テイエムシャンパン号・ブラックジョー号
※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。



（28阪神3）第1日 6月4日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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 手 当

222，350，000円
2，530，000円
6，820，000円
1，590，000円
25，220，000円
71，377，000円
4，918，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
520，777，100円
769，710，200円
281，809，700円
1，333，440，900円
663，579，900円
710，055，800円
1，806，722，400円
2，860，946，300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 8，947，042，300円

総入場人員 15，130名 （有料入場人員 14，228名）
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