
16049 6月18日 晴 稍重 （28阪神3）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

44 シーハリケーン 牡2鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 470－201：23．0 80．7�
33 マイネルパラディ 牡2芦 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 462－ 4 〃 ハナ 2．1�

55 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± 0 〃 クビ 1．7�
11 ナムラボンド 牡2鹿 54 松若 風馬奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 418± 01：23．95 47．3�
77 ハンズスミス 牡2鹿 54 和田 竜二永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442－ 41：24．11 16．6	
22 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 438＋ 81：24．2� 40．9


88 ナインゴラン 牡2栗 54 高倉 稜 �コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458－ 2 〃 ハナ 225．5�
66 ナムラバウアー 牡2黒鹿54 太宰 啓介奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 416－ 61：24．41� 75．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，455，900円 複勝： 45，048，800円 枠連： 発売なし
馬連： 33，389，600円 馬単： 26，974，300円 ワイド： 25，596，800円
3連複： 41，293，300円 3連単： 122，577，100円 計： 320，335，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，070円 複 勝 � 370円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 20，490円

ワ イ ド �� 890円 �� 800円 �� 110円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 36，730円

票 数

単勝票数 計 254559 的中 � 2678（7番人気）
複勝票数 計 450488 的中 � 4849（7番人気）� 206052（1番人気）� 186455（2番人気）
馬連票数 計 333896 的中 �� 3770（11番人気）
馬単票数 計 269743 的中 �� 987（24番人気）
ワイド票数 計 255968 的中 �� 2905（13番人気）�� 3229（11番人気）�� 158339（1番人気）
3連複票数 計 412933 的中 ��� 21618（4番人気）
3連単票数 計1225771 的中 ��� 2419（57番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．1―11．6―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．7―47．8―59．4―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーハリケーン 
�
父 タートルボウル 

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．5 阪神9着

2014．3．21生 牡2鹿 母 ホーカーハリケーン 母母 ワールウインド 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 シーハリケーン号の騎手松山弘平は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・1番）

16050 6月18日 晴 重 （28阪神3）第5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）

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 ネフェルティティ 牝3芦 54 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ B454± 01：54．0 3．6�

48 オーシャンマタハリ 牝3黒鹿54 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 426＋ 61：54．21 12．7�
510 アマルティア 牝3黒鹿54 浜中 俊�ターフ・スポート安達 昭夫 日高 幾千世牧場 450＋ 2 〃 ハナ 6．8�
12 イケジュンクイーン 牝3黒鹿 54

52 △義 英真鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 440＋ 81：54．3� 64．0�
24 タガノガンチャン 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 21：54．51� 7．4�
611 モルトカリーナ 牝3黒鹿54 松山 弘平原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 500－ 8 〃 アタマ 20．5	
35 デイジーフローラ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B490－ 21：54．6クビ 5．6

816 アークマイニング 牝3栗 54 幸 英明門野 文典氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 500＋12 〃 同着 4．9�
714 ティーパフォーマー 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 436－ 21：55．13 27．9�
11 シャイニンカーラ 牝3青鹿54 藤懸 貴志市川 義美氏 高橋 亮 平取 坂東牧場 436＋ 11：55．95 57．9
59 アグネスクレア 牝3栗 54 畑端 省吾渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 556 ―1：56．11� 211．1�
612 タガノアメジスト 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極八木 一雄氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 418＋161：57．48 118．1�

23 ク ム フ ラ 牝3黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 494＋ 41：57．82� 21．1�

815 エイシンシラユキ 牝3芦 54 太宰 啓介�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 440－ 41：58．0� 20．5�
713 ストロングヴァンダ 牝3鹿 54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 412± 01：58．85 112．9�
47 アイファーメリッサ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗中島 稔氏 �島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 452± 01：59．12 234．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，530，300円 複勝： 31，201，500円 枠連： 13，587，300円
馬連： 41，337，100円 馬単： 20，446，900円 ワイド： 24，967，300円
3連複： 56，550，700円 3連単： 66，603，800円 計： 273，224，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 270円 � 230円 枠 連（3－4） 1，160円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 740円 �� 410円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 16，630円

票 数

単勝票数 計 185303 的中 � 40212（1番人気）
複勝票数 計 312015 的中 � 75988（1番人気）� 24729（6番人気）� 31399（5番人気）
枠連票数 計 135873 的中 （3－4） 9002（5番人気）
馬連票数 計 413371 的中 �� 16254（7番人気）
馬単票数 計 204469 的中 �� 4484（9番人気）
ワイド票数 計 249673 的中 �� 8557（6番人気）�� 16557（1番人気）�� 5084（15番人気）
3連複票数 計 565507 的中 ��� 11464（10番人気）
3連単票数 計 666038 的中 ��� 2903（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―13．1―12．6―12．5―12．3―12．7―13．1―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．6―49．2―1：01．7―1：14．0―1：26．7―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F40．0
1
3
14（6，16）10（2，13）3，11，4－5（7，8）－12，1，15－9
14，6，16，10，13，2，11－5，3（7，8）4，1，9（15，12）

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

勝馬の
紹 介

ネフェルティティ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．11．14 京都8着

2013．2．18生 牝3芦 母 ラヴェリータ 母母 Go Classic 8戦1勝 賞金 5，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーメリッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月18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 メイショウレオネス号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 阪神競馬 第５日

追 加 記 事（第 3回阪神競馬第 3日第 9競走）
〔その他〕　　トラヴィス号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕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。



16051 6月18日 晴 重 （28阪神3）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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

814 タガノモーサン 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 508＋ 41：12．4 14．3�
22 ボンテアトル 牝3鹿 54 田中 健吉田 修氏 福島 信晴 新ひだか タガミファーム 486＋ 21：12．61� 18．1�
23 オリエンタルポリス 牡3芦 56 高倉 稜下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 478± 01：13．13 60．3�
34 ハニーブーケ 牝3鹿 54 松田 大作�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 432－ 21：13．2クビ 265．9�
611 トロントロン 牝3黒鹿54 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 446－ 2 〃 クビ 398．3�
713 シゲルカマス 牝3鹿 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 444＋ 61：13．3� 207．1	
35 ショウサングランド 牡3鹿 56 小牧 太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 474＋ 41：13．4� 2．4

58 セイシュプリーム 牝3鹿 54 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 浦河 伏木田牧場 434－ 8 〃 クビ 13．8�
11 メイショウユメマル 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 和子氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 502± 01：13．82� 1．7�
59 ブルーズネフュウ 牡3栗 56 国分 恭介新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 436＋ 41：14．0� 234．1
47 アカネバローロ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 472＋ 61：14．63� 77．1�
46 テイエムハマッタ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 458＋ 81：15．02� 230．4�
815 タマモブレスレット 牝3黒鹿54 和田 竜二タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 434＋ 81：15．21� 59．3�
712 ニホンピロワンダー 牝3鹿 54 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 438－ 61：16．69 224．5�
610 ミッキールパン 牡3栗 56

53 ▲荻野 極三木 久史氏 中村 均 新冠 大栄牧場 468 ―1：19．7大差 46．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，010，000円 複勝： 56，245，300円 枠連： 11，593，200円
馬連： 43，947，600円 馬単： 31，910，400円 ワイド： 24，857，700円
3連複： 61，830，100円 3連単： 112，678，500円 計： 365，072，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 600円 � 850円 � 2，140円 枠 連（2－8） 4，880円

馬 連 �� 7，990円 馬 単 �� 19，410円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 4，590円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 46，650円 3 連 単 ��� 347，620円

票 数

単勝票数 計 220100 的中 � 12263（4番人気）
複勝票数 計 562453 的中 � 25876（4番人気）� 17565（5番人気）� 6626（7番人気）
枠連票数 計 115932 的中 （2－8） 1838（10番人気）
馬連票数 計 439476 的中 �� 4260（15番人気）
馬単票数 計 319104 的中 �� 1233（29番人気）
ワイド票数 計 248577 的中 �� 3024（18番人気）�� 1388（28番人気）�� 1502（26番人気）
3連複票数 計 618301 的中 ��� 994（58番人気）
3連単票数 計1126785 的中 ��� 235（363番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．6―47．7―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノモーサン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．24 京都10着

2013．1．10生 牡3鹿 母 スターリーヘヴン 母母 パーフェクトサークル 4戦1勝 賞金 5，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキールパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月18日まで平地競

走に出走できない。
ニホンピロワンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月18日まで平
地競走に出走できない。

※出走取消馬 アレッチ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 アイファーリスナー号・メイショウダイウン号
（非抽選馬） 1頭 シアワセデス号

16052 6月18日 晴 重 （28阪神3）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30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

59 ヒ ダ ロ マ ン 牝3黒鹿54 熊沢 重文日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 514± 01：51．8 36．1�
816 スノードルフィン 牡3黒鹿56 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B480－ 21：52．11� 1．9�
713 ブリーズスズカ 牡3青鹿56 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452－ 21：53．16 5．2�
35 コウザンベル 牡3青鹿56 酒井 学山下 良子氏 湯窪 幸雄 新ひだか 沖田 忠幸 476＋ 2 〃 アタマ 44．6�
815 トウカイエクレール 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 472＋ 21：53．52� 3．9�
611 ミスターライジン 牡3鹿 56 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 480－ 41：54．56 114．4�
612 イーグルバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ	 西浦 勝一 平取 清水牧場 486－121：54．81� 50．5

12 マ ジ メ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 前川 隆範 482＋ 21：55．01� 40．2�
47 ゼンノリボーン 牡3栗 56 太宰 啓介大迫久美子氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 496＋ 6 〃 アタマ 207．5�
23 テイケイアムール 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極兼松 忠男氏 �島 一歩 浦河 藤春 修二 524＋10 〃 クビ 44．4
11 スピードジャンパー 牡3鹿 56 小牧 太�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 488 ―1：55．63� 99．9�
24 ウイングカイユウ 	3鹿 56 �島 良太池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 468－ 41：55．81 378．3�
36 ゴールデンゲート 牡3黒鹿56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 21：56．65 8．3�
510 スターズストリーク 牡3鹿 56 中谷 雄太吉田 照哉氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 494± 01：56．91� 54．4�
48 メイショウジーター 牡3栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 514－101：58．28 183．7�
714 ブルベアカトラス 牡3鹿 56 和田 竜二 	ブルアンドベア 日吉 正和 新ひだか 久井牧場 476－ 82：00．4大差 393．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，634，200円 複勝： 37，323，900円 枠連： 14，902，100円
馬連： 48，290，300円 馬単： 28，303，200円 ワイド： 29，755，700円
3連複： 69，804，600円 3連単： 99，892，700円 計： 353，906，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，610円 複 勝 � 500円 � 110円 � 150円 枠 連（5－8） 1，240円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 9，060円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，060円 �� 270円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 52，740円

票 数

単勝票数 計 256342 的中 � 5680（5番人気）
複勝票数 計 373239 的中 � 10847（8番人気）� 131473（1番人気）� 58073（3番人気）
枠連票数 計 149021 的中 （5－8） 9310（4番人気）
馬連票数 計 482903 的中 �� 11313（8番人気）
馬単票数 計 283032 的中 �� 2342（22番人気）
ワイド票数 計 297557 的中 �� 5872（9番人気）�� 3307（25番人気）�� 33816（2番人気）
3連複票数 計 698046 的中 ��� 11548（13番人気）
3連単票数 計 998927 的中 ��� 1373（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．3―48．8―1：01．5―1：14．3―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．5
1
3
9，6（5，15）（3，11，16）－14（2，10，12）8（4，7，13）－1
9（6，15）5（11，16）（3，12）（10，13）2，14，4（1，7）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ダ ロ マ ン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．5．29 京都14着

2013．3．11生 牝3黒鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 2戦1勝 賞金 4，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターズストリーク号・メイショウジーター号・ブルベアカトラス号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成28年7月18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 インヴィジブル号・キングジュエリー号・ネオヴァンプアップ号・メイショウアケボノ号



16053 6月18日 晴 稍重 （28阪神3）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・右）
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� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

814 ディオスコリダー 牡2黒鹿 54
51 ▲荻野 極野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 480 ―1：12．6 6．8�

23 ミスミーチャン 牝2鹿 54 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 千歳 社台ファーム 436 ―1：13．02� 5．7�
713 フィールドセンス 牡2鹿 54 M．デムーロ前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：13．63� 3．9�
712 ア ー ド ラ ー 牡2鹿 54 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B458 ―1：13．7� 20．4�
58 ガールズブランド 牝2栗 54 国分 優作吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 436 ―1：14．97 178．1�
22 マイネルストラトス 牡2黒鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 谷川牧場 454 ―1：15．0クビ 26．7	
35 エ ッ シ ャ ー 牡2栗 54 福永 祐一小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 462 ― 〃 クビ 4．4

47 ヤマニンフィオレロ 牝2鹿 54

53 ☆	島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 日高 道見牧場 452 ―1：15．1クビ 73．6�
815 クインズウィンダム 牡2鹿 54 幸 英明亀田 和弘氏 奥平 雅士 新冠 隆栄牧場 530 ―1：15．2� 7．5�
34 シゲルシャチ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 石田牧場 484 ―1：16．05 75．1
11 ジューンリーザ 牝2鹿 54 高倉 稜吉川 潤氏 崎山 博樹 日高 出口牧場 450 ―1：17．06 43．0�
46 ノーブルサターン 牡2黒鹿54 M．デュプレシス 吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 496 ―1：17．63� 13．0�

（新）

610 グ レ イ タ グ 牡2芦 54 黒岩 悠山上 和良氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド 482 ―1：17．7� 96．9�
59 アイファーサフラン 牝2鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 荒谷 輝和 436 ―1：18．01� 222．1�
611 ラニカイタヤス 牡2栗 54 小牧 太横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 492 ―1：18．74 39．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，366，200円 複勝： 29，229，300円 枠連： 14，977，600円
馬連： 45，195，200円 馬単： 23，875，600円 ワイド： 24，774，300円
3連複： 55，864，200円 3連単： 71，986，300円 計： 294，268，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 190円 � 150円 枠 連（2－8） 930円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 590円 �� 490円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 10，860円

票 数

単勝票数 計 283662 的中 � 35049（4番人気）
複勝票数 計 292293 的中 � 36954（4番人気）� 37666（3番人気）� 58366（1番人気）
枠連票数 計 149776 的中 （2－8） 12458（5番人気）
馬連票数 計 451952 的中 �� 20867（6番人気）
馬単票数 計 238756 的中 �� 5104（15番人気）
ワイド票数 計 247743 的中 �� 10470（7番人気）�� 12955（3番人気）�� 15404（2番人気）
3連複票数 計 558642 的中 ��� 21832（2番人気）
3連単票数 計 719863 的中 ��� 4805（22番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．3―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．6―47．9―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 14，12（3，13）（8，5）10（15，4）－2－7－1，6－11－9 4 ・（14，12）（3，13）8（4，5）（15，2）10－7＝1－（6，9）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディオスコリダー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ワイルドラッシュ 初出走

2014．3．28生 牡2黒鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイタグ号・アイファーサフラン号・ラニカイタヤス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成28年7月18日まで平地競走に出走できない。
※クインズウィンダム号・マイネルストラトス号は，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。

16054 6月18日 晴 良 （28阪神3）第5日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右・外）
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
2：24．2
2：22．1

良
良

510 ニホンピロカーン 牡3鹿 56 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 446－ 22：26．6 9．1�
714 エックスマス 牡3鹿 56 M．デムーロ小田 吉男氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 1．7�
12 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 444－ 42：26．81� 20．5�
818 グローサーザール 牡3栗 56 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 524－ 62：27．01 13．7�
48 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± 02：27．21� 3．2	
47 マサハヤダイヤ 牡3栗 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋102：27．3� 56．9

611 ヤマニンゲイナー 牡3青鹿56 太宰 啓介土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 430＋ 42：27．4クビ 114．5�
11 ナムラムサシ 牡3鹿 56 秋山真一郎奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 444－ 22：28．03� 50．7�
35 フルオブライト 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 382－ 22：28．21	 443．4
816 クレスコキングス 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 480－ 62：28．73 543．8�
713 ユービリーヴミー 牡3栗 56 大下 智小川 勲氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 B450－12 〃 クビ 373．1�
24 ディスグラース 牝3黒鹿 54

53 ☆
島 克駿 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 490－ 22：29．12� 18．4�
36 シャインレイ 牡3黒鹿 56

54 △義 英真吉田 晴哉氏 池添 学 安平 追分ファーム 498－102：29．41� 222．1�
715 アルマンディン 牝3黒鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456－182：29．93 32．1�
817 スイフトアタック 牡3鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 518＋122：31．39 359．1�
23 ジョープレシャス 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居 忠吉 472－ 42：31．72� 520．5�
59 シェイプマイハート 牡3鹿 56 松田 大作二口 雅一氏 
島 一歩 むかわ 上水牧場 536± 02：36．7大差 373．7�
612 エイシンミキサー 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 488± 0 （競走中止） 115．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，825，100円 複勝： 54，905，400円 枠連： 14，156，100円
馬連： 58，213，300円 馬単： 35，639，100円 ワイド： 32，880，400円
3連複： 75，475，700円 3連単： 129，233，000円 計： 429，328，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 190円 � 110円 � 280円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，310円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 21，150円

票 数

単勝票数 計 288251 的中 � 25173（3番人気）
複勝票数 計 549054 的中 � 44779（3番人気）� 288515（1番人気）� 25022（5番人気）
枠連票数 計 141561 的中 （5－7） 14413（2番人気）
馬連票数 計 582133 的中 �� 62468（2番人気）
馬単票数 計 356391 的中 �� 10127（8番人気）
ワイド票数 計 328804 的中 �� 27961（2番人気）�� 5868（12番人気）�� 14515（6番人気）
3連複票数 計 754757 的中 ��� 17241（9番人気）
3連単票数 計1292330 的中 ��� 4429（58番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．7―12．4―12．4―12．3―12．8―12．7―12．7―11．5―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� 2，200�
12．7―23．9―36．6―49．0―1：01．4―1：13．7―1：26．5―1：39．2―1：51．9―2：03．4―2：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．7
1
3

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

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

ニホンピロカーン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 スニッツェル デビュー 2015．11．21 京都8着

2013．3．1生 牡3鹿 母 ニホンピロヴィータ 母母 ニホンピロタイラ 8戦1勝 賞金 9，420，000円
〔競走中止〕 エイシンミキサー号は，競走中に銜が口内から抜けたため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 エイシンミキサー号の調教師沖芳夫は，馬装（銜の装着）について注意義務を怠り過怠金100，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョープレシャス号・シェイプマイハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

7月18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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イメージング号・ゴッツアン号・コンゴウノカガヤキ号・スティルウォーター号・メイショウサトヤマ号・

メイショウバラード号
（非抽選馬） 1頭 グッドスカイ号



16055 6月18日 晴 稍重 （28阪神3）第5日 第7競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 ワンダーリーデル 牡3鹿 54 和田 竜二山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528－ 41：23．7 9．0�
59 レッドヴェルサス 牡3鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B502＋ 21：24．12� 2．9�
816 ワンミリオンス 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋10 〃 クビ 3．5�
48 シルバーソード 牡4鹿 57 幸 英明�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 21：24．41� 34．4�
612 ウインクルミラクル 牝5鹿 55 太宰 啓介�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 B474－101：24．61� 40．7	
510� キクノステラ 牡4鹿 57 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 508－101：24．7	 36．6

815 ジ オ ラ マ 牡3栗 54 酒井 学�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 518＋ 41：24．8� 40．5�
611 クリノダイスーシー 牡4鹿 57 M．デュプレシス 栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 498－ 81：25．12 37．2�

（新）

35 キセキノツヅキ 牡3鹿 54
52 △義 英真 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456－ 41：25．31� 4．9

713� タガノロブロイ 牡4鹿 57 藤懸 貴志八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494± 01：25．4� 180．3�

11 � グランプリビッグ 牡3鹿 54 国分 恭介北側 雅勝氏 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 502－ 61：25．5	 251．2�
24 ウェディングラン 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 430－ 81：25．71� 498．6�
12 カフジイーグル 牡4栗 57 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 500＋ 41：25．91� 72．2�
23 サクレメジャー 牡3栗 54 松山 弘平 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506＋ 21：26．0クビ 46．8�
36 グルーヴァー 牝5青鹿 55

52 ▲荻野 極吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 ハナ 9．8�
47 サトノワイバーン 牡3黒鹿54 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 21：26．95 28．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，913，600円 複勝： 43，589，300円 枠連： 17，961，100円
馬連： 76，749，600円 馬単： 34，456，300円 ワイド： 41，361，600円
3連複： 93，935，600円 3連単： 123，204，800円 計： 464，171，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（5－7） 1，410円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 400円 �� 540円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 329136 的中 � 28962（4番人気）
複勝票数 計 435893 的中 � 47846（4番人気）� 101184（1番人気）� 86280（2番人気）
枠連票数 計 179611 的中 （5－7） 9809（5番人気）
馬連票数 計 767496 的中 �� 51352（4番人気）
馬単票数 計 344563 的中 �� 7347（13番人気）
ワイド票数 計 413616 的中 �� 25153（3番人気）�� 17899（6番人気）�� 47883（1番人気）
3連複票数 計 939356 的中 ��� 48163（2番人気）
3連単票数 計1232048 的中 ��� 6631（29番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．2―12．1―12．4―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．1―46．2―58．6―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーリーデル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．12．5 阪神3着

2013．4．24生 牡3鹿 母 アストレアピース 母母 オカノスピカ 8戦2勝 賞金 20，140，000円
※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 クリノシャンボール号
※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。

16056 6月18日 晴 良 （28阪神3）第5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

58 パーシーズベスト 牝3黒鹿52 浜中 俊 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 61：45．3 3．3�
814 レーヌドブリエ 牝4栗 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 440＋12 〃 クビ 8．4�
712 ウインアキレア 牝4鹿 55 高倉 稜�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 448－ 41：45．4� 6．4�
22 シ ン ダ ー ズ 牝4青鹿55 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 41：45．61� 17．8�
34 リリコイパイ 牝5鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 476＋20 〃 ハナ 13．6	
11 スターリーウインド 牝4黒鹿55 和田 竜二 �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 468－ 4 〃 ハナ 15．3

711 ゼーリムニル 牝3鹿 52

49 ▲森 裕太朗一村 哲也氏 	島 一歩 日高 高山牧場 466± 01：45．7
 26．0�
69 シンシアズブレス 牝3黒鹿52 松山 弘平 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474± 01：45．8クビ 4．1�
45 � ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55

52 ▲荻野 極畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 468＋14 〃 クビ 349．7
610 オ デ ッ タ 牝4黒鹿55 M．デムーロ近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452－ 41：45．9クビ 10．4�
46 � サンレイフレンチ 牝5栗 55 	島 良太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420＋ 21：46．22 421．7�
33 リルティングインク 牝3黒鹿52 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 21：46．73 25．4�
57 プリンセスアスク 牝5青鹿 55

54 ☆岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 B466＋101：47．55 16．8�
813 ヤマニンアリエッタ 牝5黒鹿55 佐久間寛志土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 530－ 21：47．6� 164．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，997，800円 複勝： 43，797，400円 枠連： 17，682，900円
馬連： 70，797，900円 馬単： 31，174，900円 ワイド： 39，362，500円
3連複： 95，557，300円 3連単： 113，930，300円 計： 443，301，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 220円 � 170円 枠 連（5－8） 1，070円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 680円 �� 500円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 12，470円

票 数

単勝票数 計 309978 的中 � 73607（1番人気）
複勝票数 計 437974 的中 � 84627（1番人気）� 45158（4番人気）� 65132（3番人気）
枠連票数 計 176829 的中 （5－8） 12744（5番人気）
馬連票数 計 707979 的中 �� 37010（3番人気）
馬単票数 計 311749 的中 �� 8500（5番人気）
ワイド票数 計 393625 的中 �� 14496（6番人気）�� 20418（2番人気）�� 17061（4番人気）
3連複票数 計 955573 的中 ��� 26972（3番人気）
3連単票数 計1139303 的中 ��� 6620（15番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．3―11．9―11．8―11．9―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―34．7―46．6―58．4―1：10．3―1：21．7―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 7，11－（4，12）13（3，9）10，5，14（2，8）－（1，6） 4 ・（7，11）（4，12）（9，13）3（5，10，14）（2，8）（1，6）

勝馬の
紹 介

パーシーズベスト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2015．10．11 京都2着

2013．3．30生 牝3黒鹿 母 パーシステントリー 母母 Just Reward 6戦2勝 賞金 18，300，000円
〔制裁〕 ゼーリムニル号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）



16057 6月18日 晴 稍重 （28阪神3）第5日 第9競走 ��
��1，800�

た か と り

鷹 取 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 スマートボムシェル 牡4栗 57 福永 祐一大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498－101：50．7 8．0�
713 オールブラッシュ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：51．01� 2．5�
24 エ キ ド ナ 牝3青鹿52 松若 風馬�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 486－ 4 〃 ハナ 7．9�
815	 タガノヴェリテ 牡4鹿 57 M．デムーロ八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 41：51．31� 3．1�
36 ドライバーズハイ 牡3鹿 54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 442－ 81：51．4
 39．5	
510 リーゼントロック 牡5黒鹿57 中谷 雄太三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 530＋ 21：51．61
 17．9

816 スズカウラノス 牡7鹿 57 義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 466－ 61：51．81
 371．1�
714 ワースムーン 牡6鹿 57 浜中 俊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 516＋ 21：52．0� 11．9�
59 	 タ イ マ ツ リ 牡5黒鹿57 酒井 学浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：52．1� 114．1
12 	 エアカーディナル 牡5鹿 57 M．デュプレシス �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 478－ 81：52．2クビ 71．7�

（新）

48 マズルファイヤー 牡6青鹿57 幸 英明 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 560＋ 21：52．41
 23．3�
612 オウケンゴールド 牡5栃栗57 松田 大作福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 498＋ 21：53．99 270．9�
11 モアニケアラ 牝4芦 55 �島 克駿名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458＋ 21：54．43 26．2�
47 ゴーイングベル 牡6芦 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 510－ 61：54．5クビ 193．5�
35 	 ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 464＋101：55．35 619．3�
611	 ビーチブレイブ 牡6芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B506＋ 41：57．8大差 289．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，623，400円 複勝： 61，871，900円 枠連： 28，279，700円
馬連： 110，729，500円 馬単： 49，272，000円 ワイド： 56，918，600円
3連複： 154，905，400円 3連単： 213，272，600円 計： 712，873，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 110円 � 220円 枠 連（2－7） 450円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，130円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 17，640円

票 数

単勝票数 計 376234 的中 � 37538（4番人気）
複勝票数 計 618719 的中 � 59001（3番人気）� 214744（1番人気）� 52783（4番人気）
枠連票数 計 282797 的中 （2－7） 47800（2番人気）
馬連票数 計1107295 的中 �� 99778（2番人気）
馬単票数 計 492720 的中 �� 17644（6番人気）
ワイド票数 計 569186 的中 �� 36842（2番人気）�� 11894（13番人気）�� 33356（3番人気）
3連複票数 計1549054 的中 ��� 39127（9番人気）
3連単票数 計2132726 的中 ��� 8763（44番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．5―11．9―12．1―12．5―12．7―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―35．6―47．5―59．6―1：12．1―1：24．8―1：37．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートボムシェル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌1着

2012．2．7生 牡4栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 12戦4勝 賞金 52，028，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビーチブレイブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月18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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノリトミシュル号
（非抽選馬） 7頭 キョウワランサー号・キングブレイク号・コウユーアンドレ号・ダイナミックウオー号・タガノハヤテ号・

ビートゴーズオン号・マッシヴヒーロー号
※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。

16058 6月18日 晴 良 （28阪神3）第5日 第10競走 ��
��1，200�

み な づ き

水無月ステークス
発走15時00分 （芝・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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

33 コスモドーム 牡5鹿 57 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 518± 01：08．3 13．9�
55 メイショウハガクレ 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 472± 01：08．51� 90．8�
11 タガノアザガル 牡4黒鹿57 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 21：08．81	 9．7�
44 
 アドマイヤイナズマ 牡6青鹿57 M．デュプレシス 近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 B522＋ 6 〃 アタマ 11．1�

（新）

77 コウエイタケル 牡5鹿 57 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 488－ 2 〃 クビ 5．0�
22 ラヴァーズポイント 牝6青鹿55 M．デムーロ三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 512＋ 21：08．9クビ 1．7	
66 アンナミルト 牝5黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 436± 01：09．21	 4．5


（7頭）

売 得 金
単勝： 37，452，700円 複勝： 36，327，700円 枠連： 発売なし
馬連： 75，473，700円 馬単： 52，339，000円 ワイド： 29，861，200円
3連複： 79，406，400円 3連単： 248，180，300円 計： 559，041，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 600円 � 2，840円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 23，020円 馬 単 �� 48，220円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 1，140円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 25，570円 3 連 単 ��� 346，020円

票 数

単勝票数 計 374527 的中 � 21518（6番人気）
複勝票数 計 363277 的中 � 25166（6番人気）� 4821（7番人気）
馬連票数 計 754737 的中 �� 2540（19番人気）
馬単票数 計 523390 的中 �� 814（37番人気）
ワイド票数 計 298612 的中 �� 1640（19番人気）�� 7004（14番人気）�� 1585（21番人気）
3連複票数 計 794064 的中 ��� 2329（29番人気）
3連単票数 計2481803 的中 ��� 520（195番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．1―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモドーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Yonaguska デビュー 2013．6．1 東京4着

2011．3．17生 牡5鹿 母 コスモパルムドール 母母 Gate Swinger 30戦5勝 賞金 84，057，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ジャストドゥイング号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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。



16059 6月18日 晴 稍重 （28阪神3）第5日 第11競走 ��
��1，400�

てんぽうざん

天保山ステークス
発走15時35分 （ダート・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，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

810 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500－ 41：22．7 7．0�
55 キョウワダッフィー 牡8鹿 58 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 464± 0 〃 クビ 3．1�
89 ナガラオリオン 牡7鹿 57 中谷 雄太長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 468－ 41：23．12� 16．4�
78 ワ デ ィ 牝5栗 54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：23．2	 4．8�
44 フミノファルコン 牡6黒鹿56 松田 大作谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 536－101：23．3	 68．0�
33 キクノストーム 牡7鹿 59 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 498＋ 21：23．51
 21．3	
77 ウォータールルド 牡8黒鹿57 M．デムーロ山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 502± 01：24．13� 7．8

11 ポメグラネイト 牡5栗 56 松山 弘平畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 582＋ 21：24．2� 3．3�
66 ヒ メ サ ク ラ 牝6鹿 54 松若 風馬岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 454－101：25．37 37．6�
22 アスコットシチー 牡7栗 56 M．デュプレシス 友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 480＋ 21：27．7大差 91．1�

（新）

（10頭）

売 得 金
単勝： 60，623，100円 複勝： 73，621，000円 枠連： 39，009，500円
馬連： 201，481，600円 馬単： 92，151，800円 ワイド： 84，751，300円
3連複： 257，172，300円 3連単： 502，471，000円 計： 1，311，281，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 150円 � 290円 枠 連（5－8） 740円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，230円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 20，610円

票 数

単勝票数 計 606231 的中 � 68622（4番人気）
複勝票数 計 736210 的中 � 86685（5番人気）� 152283（2番人気）� 55540（6番人気）
枠連票数 計 390095 的中 （5－8） 40432（5番人気）
馬連票数 計2014816 的中 �� 124923（7番人気）
馬単票数 計 921518 的中 �� 23977（14番人気）
ワイド票数 計 847513 的中 �� 43959（8番人気）�� 16970（17番人気）�� 27691（11番人気）
3連複票数 計2571723 的中 ��� 48404（16番人気）
3連単票数 計5024710 的中 ��� 17672（84番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―11．7―12．2―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．8―45．5―57．7―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーイングパワー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．7．24 京都1着

2009．5．30生 牡7鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 38戦4勝 賞金 141，886，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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。

16060 6月18日 晴 良 （28阪神3）第5日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・右・外）

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
1：32．0
1：30．7

良
良

59 メイショウチギリ 牡5鹿 57
55 △義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 478± 01：33．3 16．0�

24 ストリートキャップ 牡4芦 57 幸 英明 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 484± 01：33．4� 11．6�
35 シ ョ パ ン 牡3黒鹿54 川田 将雅窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466－ 21：33．5� 4．5�
713 セイントバローズ 牡4鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 478± 01：33．71� 2．6�
23 ビップライブリー 牡3栗 54 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456± 01：33．8� 6．1�
48 ベッラレジーナ 牝5鹿 55 秋山真一郎 	シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 448＋181：33．9� 21．7

36 キャンドヒート 牡3黒鹿54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 平山牧場 462－ 4 〃 アタマ 44．7�
12 クールジョーカー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 452－ 2 〃 クビ 347．3�
714 ブルーフラッシュ 	5芦 57 福永 祐一桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 446＋ 61：34．11� 27．3
816 ケンホファヴァルト 牡3鹿 54 M．デュプレシス 中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 448－ 2 〃 ハナ 16．6�
（新）

510 タガノビーンズ 牝5鹿 55 
島 良太八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432＋ 4 〃 クビ 159．5�

611 キングナポレオン 	5黒鹿57 中谷 雄太田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－ 41：34．2クビ 19．8�
815 レッドラヴィータ 牝5栗 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450－201：34．73 85．8�
612 ウインオスカー 牡3鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 476＋ 21：34．8� 33．2�
11 サ ル ド ナ 牝3栗 52

49 ▲荻野 極寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：34．9� 16．0�
817 ブロウユアマインド 牡4鹿 57

56 ☆
島 克駿 	シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 452－ 2 〃 ハナ 87．6�
47 アルトゥーナ 牝5黒鹿55 和田 竜二 	社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 クビ 206．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 51，977，100円 複勝： 72，292，700円 枠連： 37，878，200円
馬連： 141，496，800円 馬単： 57，586，600円 ワイド： 73，450，200円
3連複： 184，300，500円 3連単： 256，849，000円 計： 875，831，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 350円 � 280円 � 220円 枠 連（2－5） 2，360円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 16，690円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，800円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 15，290円 3 連 単 ��� 126，410円

票 数

単勝票数 計 519771 的中 � 25923（5番人気）
複勝票数 計 722927 的中 � 49514（5番人気）� 66753（4番人気）� 93850（2番人気）
枠連票数 計 378782 的中 （2－5） 12425（8番人気）
馬連票数 計1414968 的中 �� 14104（25番人気）
馬単票数 計 575866 的中 �� 2587（55番人気）
ワイド票数 計 734502 的中 �� 8167（26番人気）�� 10420（17番人気）�� 17863（10番人気）
3連複票数 計1843005 的中 ��� 9040（46番人気）
3連単票数 計2568490 的中 ��� 1473（402番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．3―12．1―12．1―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．4―46．5―58．6―1：10．0―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．7
3 1（7，16）3（8，14）17，5（4，6）－11（2，12）9（15，13）－10 4 1，7（3，16）（8，14，17）4（2，5）（9，6）（15，11）（12，13）10

勝馬の
紹 介

メイショウチギリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2013．9．28 阪神3着

2011．3．9生 牡5鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 8戦2勝 賞金 23，037，000円
※タガノビーンズ号は，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。



（28阪神3）第5日 6月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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 手 当

207，120，000円
8，280，000円
1，130，000円
20，220，000円
65，080，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
400，409，400円
585，454，200円
210，027，700円
947，102，200円
484，130，100円
488，537，600円
1，226，096，100円
2，060，879，400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 6，402，636，700円

総入場人員 13，354名 （有料入場人員 12，495名）
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