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16085 6月26日 晴 重 （28阪神3）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05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 ウエスタンビジュー 牝3鹿 54 戸崎 圭太西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 466－ 21：25．4 5．9�
35 シゲルメジロザメ 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 450＋ 4 〃 クビ 7．0�
59 リュウキンカ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 416－ 41：25．6� 25．3�
816 アドマイヤフィズ 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492－ 61：26．02� 22．8�
23 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 436－ 4 〃 ハナ 1．9�
11 アリノマンボ 牝3鹿 54 松山 弘平聖心台牧場	 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 454＋ 81：26．1� 10．2

12 リ モ ナ イ ア 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 442－161：26．42 39．0�
612 トチノマドンナ 牝3黒鹿54 国分 優作阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 山田 昇史 436＋ 61：26．82� 170．5�
815 タイセイウインク 牝3黒鹿54 酒井 学田中 成奉氏 森田 直行 新冠 オリエント牧場 484± 01：26．9� 226．6
36 シゲルヒメオコゼ 牝3黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 438 ―1：27．0クビ 167．4�
611 アスクノメガミ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼廣崎利洋HD� 中内田充正 平取 清水牧場 470＋ 8 〃 アタマ 7．2�
47 チュウワフェザー 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462 ―1：27．53 25．4�
48 コウエイスズラン 牝3鹿 54 田中 健西岡 静男氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 456－ 21：27．6クビ 226．8�
713 シルバージュビリー 牝3栗 54 M．デュプレシス 吉田 和美氏 池添 学 浦河 �川 啓一 446＋101：28．34 70．1�

（新）

24 スマートアンカー 牝3芦 54 武 豊トニー倶楽部 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 476＋221：28．72� 53．2�
510 アイファーリスナー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 392－121：30．4大差 479．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，418，000円 複勝： 43，399，700円 枠連： 13，192，500円
馬連： 57，152，200円 馬単： 29，977，200円 ワイド： 37，271，200円
3連複： 82，230，000円 3連単： 106，530，600円 計： 398，171，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 210円 � 430円 枠 連（3－7） 1，860円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，800円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 8，290円 3 連 単 ��� 34，610円

票 数

単勝票数 計 284180 的中 � 38116（2番人気）
複勝票数 計 433997 的中 � 58656（3番人気）� 58996（2番人気）� 22314（6番人気）
枠連票数 計 131925 的中 （3－7） 5469（7番人気）
馬連票数 計 571522 的中 �� 25384（5番人気）
馬単票数 計 299772 的中 �� 5632（11番人気）
ワイド票数 計 372712 的中 �� 16801（5番人気）�� 5164（19番人気）�� 5548（17番人気）
3連複票数 計 822300 的中 ��� 7432（27番人気）
3連単票数 計1065306 的中 ��� 2231（114番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―12．5―12．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．3―46．8―59．7―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンビジュー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．1．17 京都12着

2013．5．11生 牝3鹿 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 5戦1勝 賞金 6，030，000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 リッカークイーン号
※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。

16086 6月26日 晴 重 （28阪神3）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35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

23 ローデルバーン 牡3黒鹿56 田中 健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 448－101：53．3 27．4�
24 リリーシューター 牡3鹿 56 和田 竜二土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 492－ 41：53．4� 1．5�
11 ウォータープリアム 牡3栗 56 田辺 裕信山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 504＋ 21：53．82� 15．3�
35 キングエイティ 牡3鹿 56 小牧 太前田 篤久氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田 宗将 466± 01：54．01� 61．4�
59 リベランジェロ 牡3鹿 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 520－101：54．31� 153．4�
611 スズカウエーブ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 464－ 21：54．4� 198．6�
36 ス ト ラ ー ノ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼	G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 484＋ 21：54．61� 80．3

47 グレートジーピー 牡3黒鹿56 国分 優作竹下千亜子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 472－121：54．7� 20．7�
12 タガノジーニアス 牡3鹿 56 川田 将雅八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋121：55．23 4．3�
815 テアトロレアル 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 454－ 41：55．51� 116．5�
612 クラウンドヘッド 牝3鹿 54 M．デュプレシス 下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 410＋ 61：55．92� 17．8�

（新）

48 コウエイドルバコ 牡3栗 56 戸崎 圭太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 512± 01：56．21� 24．2�
816 ゴールドグリッター 牡3鹿 56 中谷 雄太吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 478－101：57．15 65．1�
714 フ ァ ク タ ー 牡3黒鹿56 藤岡 康太石川 達絵氏 角田 晃一 日高 藤本ファーム 464－ 21：57．31 20．0�
510 ニホンピロリープ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 488－ 41：58．68 154．3�
713 リトルトウキョウ 牝3黒鹿54 松山 弘平市川 義美氏 吉村 圭司 新冠 石郷岡 雅樹 480 ―1：59．98 132．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，173，800円 複勝： 103，873，400円 枠連： 14，682，000円
馬連： 54，472，600円 馬単： 37，868，900円 ワイド： 36，651，500円
3連複： 81，116，200円 3連単： 135，026，800円 計： 488，865，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，740円 複 勝 � 350円 � 110円 � 240円 枠 連（2－2） 1，490円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，370円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 41，110円

票 数

単勝票数 計 251738 的中 � 7346（8番人気）
複勝票数 計1038734 的中 � 18925（7番人気）� 794791（1番人気）� 30773（4番人気）
枠連票数 計 146820 的中 （2－2） 7604（4番人気）
馬連票数 計 544726 的中 �� 26673（6番人気）
馬単票数 計 378689 的中 �� 5565（14番人気）
ワイド票数 計 366515 的中 �� 20056（4番人気）�� 3551（20番人気）�� 27250（2番人気）
3連複票数 計 811162 的中 ��� 17028（11番人気）
3連単票数 計1350268 的中 ��� 2381（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．7―49．1―1：01．3―1：13．9―1：26．8―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
12，4（1，10）（2，14）11，3，16，5，8，15－13，6，9－7・（12，4）（1，2）（14，5）（3，10）11，15，16，8－（7，9）－（13，6）

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

勝馬の
紹 介

ローデルバーン �
�
父 デュランダル �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．12．6 阪神8着

2013．2．20生 牡3黒鹿 母 ラ テ ィ エ ラ 母母 メガミゲラン 8戦1勝 賞金 5，550，000円
〔その他〕 ニホンピロリープ号は，1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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リトルトウキョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月26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 エスプリベルテ号
※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。

第３回 阪神競馬 第８日



16087 6月26日 晴 重 （28阪神3）第8日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時05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

11 ウォーターバオバブ 牡3栗 56 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 478－ 61：11．7 3．1�
816 ヴィクトリアマンボ 牝3青鹿54 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 452＋ 21：12．12� 5．6�
510 ゼ ラ ル ダ 牝3栗 54 福永 祐一幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 坪田 信作 480＋ 21：12．52� 20．4�
23 オリエンタルポリス 牡3芦 56 戸崎 圭太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 476－ 2 〃 クビ 8．9�
815 ウインフェルベール 牡3青鹿56 川田 将雅�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 478＋ 8 〃 アタマ 6．2	
35 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± 01：12．6クビ 4．6

612 ロードリゲル 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 478＋121：12．7� 23．8�
714 アンバーナイト 牡3栗 56 国分 優作山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 福岡 光夫 512± 01：12．9� 281．8�
36 キタサンコトブキ �3青鹿56 �島 良太�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B478－ 8 〃 アタマ 10．9
24 テイエムスタンリー 牡3鹿 56 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 加野牧場 460＋121：13．0� 30．6�
48 テゾーロミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 61：13．42� 60．4�
713 シャリマティー 牝3黒鹿54 竹之下智昭�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 438＋ 21：13．5クビ 117．8�
611 メイショウダイウン 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 482± 01：13．81� 136．3�
12 マリンランプ 牝3芦 54 中谷 雄太小林 正和氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 406± 01：13．9� 174．7�
47 ゴールドバリオス 牡3栗 56 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新ひだか 三石ビクトリーファーム 476 ―1：18．5大差 212．2�
59 スリーノヴェル 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 486－ 61：19．24 335．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，205，200円 複勝： 41，964，700円 枠連： 18，668，000円
馬連： 58，720，100円 馬単： 30，562，100円 ワイド： 37，351，200円
3連複： 83，348，800円 3連単： 107，787，700円 計： 407，607，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 210円 � 350円 枠 連（1－8） 480円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，010円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 26，450円

票 数

単勝票数 計 292052 的中 � 74881（1番人気）
複勝票数 計 419647 的中 � 94607（1番人気）� 48633（4番人気）� 24764（7番人気）
枠連票数 計 186680 的中 （1－8） 30080（1番人気）
馬連票数 計 587201 的中 �� 37417（2番人気）
馬単票数 計 305621 的中 �� 9682（4番人気）
ワイド票数 計 373512 的中 �� 16406（6番人気）�� 9483（12番人気）�� 5279（22番人気）
3連複票数 計 833488 的中 ��� 9743（22番人気）
3連単票数 計1077877 的中 ��� 2954（82番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．7―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．4―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 ・（6，16）（1，4，5）11－12（10，15）13（8，14）3－2＝7，9 4 ・（6，16）（1，5）－（4，11）－（10，15，12）13（8，14，3）－2＝7，9

勝馬の
紹 介

ウォーターバオバブ �
�
父 ウォーターリーグ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2015．10．10 京都12着

2013．2．28生 牡3栗 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 7戦1勝 賞金 9，570，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドバリオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月26日まで平地

競走に出走できない。
スリーノヴェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月26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。
（非当選馬） 2頭 クニサキゴメスタア号・クリノアンジュ号

16088 6月26日 晴 重 （28阪神3）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：32．0
1：30．7

良
良

611 ロードキング 牡3鹿 56 T．ベリー 市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B482＋ 21：35．8 36．9�

（豪）

510 エンヴァール 牡3栗 56 戸崎 圭太寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466＋161：35．9� 1．8�
59 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 浜中 俊加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：36．21� 9．6�
714 テーオーピコタン 牝3栗 54 M．デムーロ小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：36．3� 8．1�
713 ナムラエルサ 牝3鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 446－ 21：36．62 47．3�
24 モ ン ト 牡3鹿 56 C．ルメール 平山 靖氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 492± 01：36．7� 7．1	
818 ゴールデンバイオ 牡3芦 56 柴山 雄一バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 456＋ 61：36．8� 61．4

47 ウォータースイング 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 	島 一歩 浦河 畔高牧場 434＋ 8 〃 ハナ 20．1�
816 ナノセカンド 牡3青鹿56 高倉 稜近藤 克麿氏 宮本 博 日高 シンボリ牧場 444－ 61：36．9クビ 5．9�
23 エイシンウィキ 牝3黒鹿54 酒井 学�栄進堂 西園 正都 浦河 三嶋牧場 496＋ 6 〃 アタマ 113．3
715 シゲルシーラカンス 牡3黒鹿56 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 	川 啓一 472± 01：37．21� 102．8�
35 トレジャーハンター 牡3黒鹿 56

55 ☆	島 克駿 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋ 2 〃 クビ 141．6�

48 レッドジュディス 牝3栗 54 M．デュプレシス �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：37．3� 229．1�
（新）

11 ワンダーエクラタン 牡3栗 56 中谷 雄太山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム 500＋181：37．4� 69．7�
612 シルヴィーズモード 牝3青 54 藤懸 貴志�大樹ファーム 平田 修 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 464－18 〃 ハナ 401．4�
36 トウケイドライヴ 牡3鹿 56 藤岡 康太木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 460＋ 21：37．5クビ 258．3�
12 ゴールドエンブレム 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 410± 01：37．81� 244．7�
817 パルトネルラーフ 牡3鹿 56 池添 謙一髙樽さゆり氏 矢作 芳人 日高 浜本牧場 510＋101：40．6大差 373．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，592，600円 複勝： 59，178，300円 枠連： 16，968，800円
馬連： 71，839，100円 馬単： 41，493，400円 ワイド： 44，740，300円
3連複： 97，161，500円 3連単： 144，009，800円 計： 514，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，690円 複 勝 � 590円 � 120円 � 240円 枠 連（5－6） 2，650円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 10，700円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 2，650円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 57，460円

票 数

単勝票数 計 395926 的中 � 8578（7番人気）
複勝票数 計 591783 的中 � 16968（8番人気）� 190056（1番人気）� 54772（5番人気）
枠連票数 計 169688 的中 （5－6） 4944（9番人気）
馬連票数 計 718391 的中 �� 16244（12番人気）
馬単票数 計 414934 的中 �� 2908（29番人気）
ワイド票数 計 447403 的中 �� 8109（15番人気）�� 4050（23番人気）�� 31419（4番人気）
3連複票数 計 971615 的中 ��� 13818（14番人気）
3連単票数 計1440098 的中 ��� 1817（159番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．4―12．6―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．9―47．3―59．9―1：11．8―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．9
3 3，11－9（2，7）－（8，13）（10，14）1（18，16）4，17－15，6，5，12 4 ・（3，11）9－7，8（2，13）10（1，14）18（4，16）（15，6，17）（12，5）

勝馬の
紹 介

ロードキング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．1．30 京都6着

2013．2．27生 牡3鹿 母 ピサノアラバスター 母母 シャイニンレーサー 4戦1勝 賞金 4，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パルトネルラーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月26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。
（非当選馬） 1頭 エアフォルク号
（非抽選馬） 1頭 エレーデ号
※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。



16089 6月26日 晴 稍重 （28阪神3）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時25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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

22 アンバーミニー 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450 ―1：51．4 5．7�
610 スピリットソウル 牡2黒鹿54 福永 祐一落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 466 ―1：51．93 5．9�
611 ドリームソルジャー 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 448 ― 〃 ハナ 77．2�

713 アルムチャレンジ 牡2黒鹿54 M．デュプレシス 﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464 ―1：52．21� 179．4�

（新）

23 サーカムスタンス 牡2栗 54 松山 弘平吉田 勝己氏 池添 学 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464 ― 〃 ハナ 59．1	

34 クリスタルバブルス 牡2黒鹿54 武 豊 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 446 ―1：52．73 12．4

814 ア カ カ 牝2芦 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 482 ― 〃 ハナ 2．9�
47 プエルタデルソル 牡2栗 54 川田 将雅�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ― 〃 クビ 11．4�
815 スティーマーレーン 牡2鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 484 ―1：52．8� 8．1
712 スズカロング 牡2鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472 ―1：53．11� 28．1�
58 オイカケマショウ 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 456 ―1：53．31 140．9�
35 ガーランドワルツ 牝2鹿 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 444 ―1：53．51	 13．6�
46 ロードエフェクト 牡2栗 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 472 ―1：53．71	 76．3�
59 エスケーレア 牝2芦 54 浜中 俊菅藤 宗一氏 木原 一良 新冠 村上 欽哉 510 ―1：54．76 23．2�
11 エ ル ネ ス ト 牡2鹿 54 柴山 雄一吉澤 克己氏 奥村 豊 新ひだか 折手牧場 444 ―1：55．01� 139．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，642，000円 複勝： 51，813，100円 枠連： 17，917，700円
馬連： 67，551，300円 馬単： 35，382，400円 ワイド： 38，937，100円
3連複： 84，546，400円 3連単： 107，644，500円 計： 452，434，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 180円 � 1，310円 枠 連（2－6） 1，620円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 590円 �� 6，500円 �� 5，040円

3 連 複 ��� 35，440円 3 連 単 ��� 139，110円

票 数

単勝票数 計 486420 的中 � 70982（2番人気）
複勝票数 計 518131 的中 � 64493（3番人気）� 87542（2番人気）� 7762（11番人気）
枠連票数 計 179177 的中 （2－6） 8554（7番人気）
馬連票数 計 675513 的中 �� 29762（6番人気）
馬単票数 計 353824 的中 �� 11143（7番人気）
ワイド票数 計 389371 的中 �� 18498（4番人気）�� 1478（50番人気）�� 1911（43番人気）
3連複票数 計 845464 的中 ��� 1789（93番人気）
3連単票数 計1076445 的中 ��� 561（394番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．2―12．9―13．3―12．9―12．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．7―49．6―1：02．9―1：15．8―1：27．8―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．6
3 ・（3，2）（5，13，7）12，4，15（6，10）1（9，14）11，8 4 ・（3，2）（5，13，7，12）（6，4，15）10，1（9，14）（8，11）

勝馬の
紹 介

アンバーミニー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Monsun 初出走

2014．2．14生 牝2鹿 母 ラ ブ ー ム 母母 La Bouche 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

16090 6月26日 晴 稍重 （28阪神3）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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

713 ロイヤルパンプ 牡4栗 57 蛯名 正義吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 530－ 81：51．0 2．6�
714 サウスオブボーダー 牡3鹿 54 M．デムーロ三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 452＋ 21：51．42� 18．8�
815 エイシンナセル 牡4鹿 57 C．ルメール�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 486＋ 21：51．71� 4．5�
12 サンライズウィズ 牡3鹿 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 476－ 21：52．12� 29．7�
612 ボンナヴァン 牡3鹿 54 岩田 康誠吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 528－ 41：52．2� 8．2�
48 ショウナンバローネ 牡4鹿 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 496＋101：52．3クビ 5．3	
24 スマートガイア 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：52．51	 112．7

816 ダ ン カ ン 牡4鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 452－ 21：52．6� 25．2�
35 ハッピーメモリーズ 牡5芦 57 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 492± 0 〃 ハナ 35．1�
59 
 メイショウクロタカ 牡4鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454－ 11：52．7� 137．7
47 ファンドレイザー 牡3鹿 54 川田 将雅 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 B522＋ 21：52．8� 11．9�
23 ウインランブル 牡3鹿 54

51 ▲荻野 極�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 470± 01：53．01� 45．0�
36 ネオヴァリアント 牡5鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 492＋ 81：53．1� 35．2�
510 ミ コ ラ ソ ン 牡4鹿 57 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B486－ 61：53．52� 31．3�
11 
 ステージダイブ 牡4青鹿57 中谷 雄太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 528－ 81：53．6� 180．0�

（15頭）
611 スマイルフォース 牡4鹿 57 藤岡 康太上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，362，400円 複勝： 57，122，200円 枠連： 20，230，800円
馬連： 77，180，500円 馬単： 35，830，800円 ワイド： 49，387，400円
3連複： 104，433，100円 3連単： 124，807，500円 計： 504，354，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 380円 � 150円 枠 連（7－7） 3，530円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 300円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 20，750円

票 数

単勝票数 差引計 353624（返還計 2289） 的中 � 107511（1番人気）
複勝票数 差引計 571222（返還計 4460） 的中 � 136088（1番人気）� 26017（6番人気）� 112095（2番人気）
枠連票数 差引計 202308（返還計 477） 的中 （7－7） 4431（12番人気）
馬連票数 差引計 771805（返還計 13253） 的中 �� 16400（11番人気）
馬単票数 差引計 358308（返還計 6692） 的中 �� 5600（15番人気）
ワイド票数 差引計 493874（返還計 13013） 的中 �� 9540（13番人気）�� 49405（1番人気）�� 8816（15番人気）
3連複票数 差引計1044331（返還計 37503） 的中 ��� 18624（7番人気）
3連単票数 差引計1248075（返還計 42817） 的中 ��� 4360（46番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．2―11．7―12．0―12．5―12．7―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．0―48．7―1：00．7―1：13．2―1：25．9―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルパンプ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．6．14 東京9着

2012．3．22生 牡4栗 母 ロイヤルタバスコ 母母 マチカネベニザクラ 14戦2勝 賞金 32，854，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔競走除外〕 スマイルフォース号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ミコラソン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 グレンガイル号



16091 6月26日 晴 稍重 （28阪神3）第8日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳53�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
2：10．1
2：09．9

良
良

55 サトノエトワール 牡3青鹿53 M．デュプレシス 里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B492－ 42：15．1 15．6�
（新）

89 ホットファイヤー 牡3鹿 53 武 豊西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 456± 02：15．2� 16．7�
78 サラトガスピリット 牡4栗 57 C．ルメール 平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 508－ 42：15．3� 2．2�
33 サンデーウィザード 牡4鹿 57 T．ベリー 巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 452－ 42：15．83 6．1�

（豪）

77 トーセンバジル 牡4黒鹿57 戸崎 圭太島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480＋102：16．01� 2．5�
22 オリハルコン 牡5黒鹿57 川田 将雅	G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 530－122：16．21� 19．5

66 ダンツエイコウ 牡3鹿 53

52 ☆�島 克駿山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 466± 0 〃 アタマ 123．4�
810 ダブルイーグル 牡8鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480± 02：16．41� 32．4�
11 メイショウミツボシ 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 472± 02：16．61� 65．9
44 	 フジノサムライ 牡4黒鹿57 岩田 康誠栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 柏木 一則 520＋102：16．7クビ 62．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，173，100円 複勝： 59，884，300円 枠連： 17，022，300円
馬連： 75，519，700円 馬単： 49，539，200円 ワイド： 43，450，300円
3連複： 108，663，500円 3連単： 214，153，400円 計： 611，405，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 270円 � 350円 � 110円 枠 連（5－8） 5，640円

馬 連 �� 6，910円 馬 単 �� 18，450円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 460円 �� 680円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 64，500円

票 数

単勝票数 計 431731 的中 � 22071（4番人気）
複勝票数 計 598843 的中 � 37446（4番人気）� 27104（5番人気）� 256204（1番人気）
枠連票数 計 170223 的中 （5－8） 2337（12番人気）
馬連票数 計 755197 的中 �� 8458（17番人気）
馬単票数 計 495392 的中 �� 2013（36番人気）
ワイド票数 計 434503 的中 �� 6312（16番人気）�� 25967（4番人気）�� 16440（6番人気）
3連複票数 計1086635 的中 ��� 14042（17番人気）
3連単票数 計2141534 的中 ��� 2407（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．4―36．8―50．1―1：03．0―1：15．3―1：27．4―1：39．6―1：51．4―2：02．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノエトワール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．10．12 京都4着

2013．1．25生 牡3青鹿 母 マドモアゼルドパリ 母母 ア ド マ イ ス 7戦2勝 賞金 17，200，000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。

16092 6月26日 晴 稍重 （28阪神3）第8日 第8競走 ��
��1，800�

き の さ き

城 崎 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

56 ギ モ ー ヴ 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 454± 01：49．3 4．9�
79 イレイション 牡4栗 57 川田 将雅 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 488＋ 41：49．51� 2．0�
22 アドマイヤロマン 牡3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 14．2�
11 ヤマカツボーイ 牡4黒鹿57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448＋ 21：49．6クビ 24．0�
44 ステイキングダム 牡3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 418＋ 21：49．7	 5．0�
812 レッドラヴィータ 牝5栗 55 横山 典弘 	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± 01：49．8
 138．3

33 トーアライジン 牡3芦 54 国分 優作高山ランド	 村山 明 豊浦トーア牧場 490－ 4 〃 クビ 81．2�
811� ミトノグラス 牡3鹿 54 荻野 極ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 472± 01：49．9クビ 241．3�
68 フロレットアレー 牝4鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 424－ 2 〃 クビ 62．5
710 マイネルネーベル 牡4鹿 57 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 61：50．0クビ 6．0�
55 マイネルサグラ 牡3栗 54 松山 弘平 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 21：50．74 46．1�
67 ウルトラバロック 牡3鹿 54 福永 祐一	G1レーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 クビ 33．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，540，900円 複勝： 60，917，000円 枠連： 20，924，500円
馬連： 97，853，700円 馬単： 50，659，800円 ワイド： 49，899，700円
3連複： 118，866，400円 3連単： 206，435，700円 計： 654，097，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 110円 � 240円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 260円 �� 850円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 485409 的中 � 77969（2番人気）
複勝票数 計 609170 的中 � 88536（3番人気）� 201514（1番人気）� 44346（5番人気）
枠連票数 計 209245 的中 （5－7） 42402（1番人気）
馬連票数 計 978537 的中 �� 131117（2番人気）
馬単票数 計 506598 的中 �� 26657（4番人気）
ワイド票数 計 498997 的中 �� 55442（2番人気）�� 13390（10番人気）�� 26018（6番人気）
3連複票数 計1188664 的中 ��� 48937（4番人気）
3連単票数 計2064357 的中 ��� 16483（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．6―48．9―1：01．8―1：14．7―1：26．5―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．6
3 12－6，9（5，8）11（7，10）（1，2）4，3 4 ・（12，6）（5，8，9，11）10（7，1，2）（4，3）

勝馬の
紹 介

ギ モ ー ヴ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．15 京都2着

2013．1．19生 牝3鹿 母 ヒカルアマランサス 母母 ス タ ー ミ ー 6戦2勝 賞金 25，187，000円



16093 6月26日 晴 稍重 （28阪神3）第8日 第9競走 ��
��1，200�

か い け

皆 生 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．6．27以降28．6．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

11 キーナンバー 牡3栗 53 国分 恭介北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 492－ 41：09．4 22．2�
47 アレスバローズ 牡4黒鹿57 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 480－ 41：09．71� 3．8�
510 レッドラウダ 牡3鹿 53 M．デムーロ �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 502－ 6 〃 ハナ 4．2�
12 オ ヒ ア 牝4黒鹿55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 460＋ 61：09．91 11．6�
816 スノーエンジェル 牝4芦 52 戸崎 圭太三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 452－ 6 〃 クビ 6．2�
48 タガノバラード 牝5黒鹿53 松山 弘平八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋121：10．0� 139．2	
714 サクラディソール 牝6鹿 52 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 440＋ 41：10．1� 67．4

59 キタサンラブコール 牡5鹿 56 福永 祐一�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 472± 01：10．2クビ 21．3�
611 サンライズポパイ 牡8鹿 54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 482－ 81：10．3� 137．0
815 ヴィクタープライム 牡4青鹿57 C．ルメール 村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 460± 01：10．4� 11．1�
713 エイシンペペラッツ 牡5栗 57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 474－ 41：10．5� 12．5�
612 アグネスキズナ 	6栗 52 
島 良太渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 498－ 41：10．71 245．4�
35 フルールシチー 牝5鹿 54 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 516＋ 4 〃 クビ 7．0�
23 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 長浜牧場 488＋10 〃 ハナ 18．4�
36 ジェントルハート 牝3栗 51 
島 克駿前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 81：11．33� 63．9�
24 リアルヴィーナス 牝5鹿 54 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 460－ 41：11．72� 153．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，201，800円 複勝： 80，515，500円 枠連： 31，089，400円
馬連： 143，901，000円 馬単： 59，006，400円 ワイド： 72，374，300円
3連複： 193，503，300円 3連単： 248，741，500円 計： 882，333，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 540円 � 160円 � 180円 枠 連（1－4） 1，680円

馬 連 �� 4，790円 馬 単 �� 11，130円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，940円 �� 410円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 59，120円

票 数

単勝票数 計 532018 的中 � 19161（10番人気）
複勝票数 計 805155 的中 � 28389（10番人気）� 156082（1番人気）� 124059（2番人気）
枠連票数 計 310894 的中 （1－4） 14281（8番人気）
馬連票数 計1439010 的中 �� 23249（22番人気）
馬単票数 計 590064 的中 �� 3976（47番人気）
ワイド票数 計 723743 的中 �� 11573（22番人気）�� 9052（29番人気）�� 49425（1番人気）
3連複票数 計1935033 的中 ��� 21065（24番人気）
3連単票数 計2487415 的中 ��� 3050（209番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キーナンバー �
�
父 デュランダル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．10．31 京都8着

2013．5．8生 牡3栗 母 キーポケット 母母 ターフメビュース 6戦2勝 賞金 28，293，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔その他〕 リアルヴィーナス号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 リアルヴィーナス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月26日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカアーサー号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤビジン号・エフェクト号

16094 6月26日 晴 稍重 （28阪神3）第8日 第10競走 ��
��1，800�

はな

花のみちステークス
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

714 モルトベーネ 牡4栗 57 蛯名 正義三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 452－101：49．8 3．8�
36 テイエムジンソク 牡4芦 57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 486＋ 61：50．11� 6．1�
35 メイショウスミトモ 牡5鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 61：50．2� 64．2�
713 サンライズホーム 牡5青鹿57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 B494± 0 〃 ハナ 12．2�
611 スノーモンキー 牡6鹿 57 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 456＋ 8 〃 クビ 17．4�
510 チェスナットバロン 牡7栗 57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 566± 01：50．62	 44．4	
815 グッドマイスター 牡7鹿 57 
島 克駿久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470± 01：50．92 205．2

11 モズライジン 牡4芦 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 474＋ 41：51．21� 3．6�
816 ロードフォワード 牡5青鹿57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：51．62	 130．0�
59 ブラインドサイド �7鹿 57 柴山 雄一諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488－ 41：51．81	 76．8
24 マヤノオントロジー 牡7黒鹿57 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 502＋ 21：52．01� 53．0�
12 キングノヨアケ 牡4黒鹿57 武 豊平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 492＋ 61：52．21� 6．0�
47 グレナディアーズ 牡5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498－ 61：52．3クビ 9．6�
612 カ ナ ロ ア 牡7鹿 57 M．デュプレシス 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 456± 0 〃 アタマ 58．2�

（新）

23 トップボンバー 牡5鹿 57 藤岡 康太�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452＋ 21：52．83 26．3�
48 ダノンフェニックス 牡8黒鹿57 松田 大作�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 472± 01：54．6大差 105．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，049，800円 複勝： 75，884，400円 枠連： 41，549，000円
馬連： 167，733，900円 馬単： 71，338，400円 ワイド： 78，683，500円
3連複： 218，501，500円 3連単： 296，346，100円 計： 1，007，086，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 250円 � 1，110円 枠 連（3－7） 900円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，770円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 19，090円 3 連 単 ��� 66，990円

票 数

単勝票数 計 570498 的中 � 118188（2番人気）
複勝票数 計 758844 的中 � 140608（2番人気）� 81063（4番人気）� 13548（12番人気）
枠連票数 計 415490 的中 （3－7） 35605（3番人気）
馬連票数 計1677339 的中 �� 111863（3番人気）
馬単票数 計 713384 的中 �� 24629（4番人気）
ワイド票数 計 786835 的中 �� 38661（4番人気）�� 5165（36番人気）�� 4296（42番人気）
3連複票数 計2185015 的中 ��� 8584（54番人気）
3連単票数 計2963461 的中 ��� 3207（203番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．4―12．0―12．3―12．8―12．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．7―47．7―1：00．0―1：12．8―1：25．3―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．0
1
3
3－（13，14）2－6（5，4，16）11，7（8，10，15）－（9，12）－1
3－（13，14）（5，2）6（11，4，1）（10，16，7）（8，9，12）15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モルトベーネ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．7．5 中京11着

2012．3．24生 牡4栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 18戦5勝 賞金 74，335，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ダテノハクトラ号・ピオネロ号・ポイントブランク号・マノワール号・ミツバ号・リッカルド号
※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。

２レース目



16095 6月26日 晴 稍重 （28阪神3）第8日 第11競走 ��
��2，200�第57回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上58�，牝馬2�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，612，000円 1，032，000円 516，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：10．1
2：09．9
2：10．1

良
良
良

816 マリアライト 牝5黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438± 02：12．8 25．1�
59 ドゥラメンテ 牡4鹿 58 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498 〃 クビ 1．9�
23 キタサンブラック 牡4鹿 58 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 536＋12 〃 ハナ 5．0�
47 ラブリーデイ 牡6黒鹿58 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－ 42：13．01� 10．6�
48 ステファノス 牡5鹿 58 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 484－ 22：13．42	 18．3	
815 サトノクラウン 牡4黒鹿58 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 32：13．5
 28．7

36 ラストインパクト 牡6青鹿58 川田 将雅 �シルクレーシング 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 2：13．81
 57．9�
612 サトノノブレス 牡6黒鹿58 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 496－ 82：13．9	 50．6�
35 シュヴァルグラン 牡4栗 58 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468± 02：14．21
 15．8
714 ヒットザターゲット 牡8栗 58 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 512± 02：14．3クビ 201．8�
510 カレンミロティック �8栗 58 T．ベリー 鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 アタマ 86．7�

（豪）

713 タッチングスピーチ 牝4鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 125．0�
817 ヤマカツエース 牡4栗 58 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 498－ 42：14．4	 104．3�
24 ワンアンドオンリー 牡5黒鹿58 田辺 裕信前田 幸治氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492 2：14．82	 85．4�
611 トーホウジャッカル 牡5栗 58 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 492± 02：14．9クビ 17．7�
12 アンビシャス 牡4黒鹿58 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 470＋ 2 〃 クビ 9．1�
11 フェイムゲーム 牡6青鹿58 柴山 雄一 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458－ 22：15．11 64．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 1，034，056，400円 複勝： 1，032，136，400円 枠連： 648，576，100円 馬連： 2，903，491，800円 馬単： 1，475，729，200円
ワイド： 1，287，237，300円 3連複： 4，617，387，500円 3連単： 9，500，858，800円 5重勝： 741，712，700円 計： 23，241，186，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 350円 � 110円 � 150円 枠 連（5－8） 1，050円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 8，460円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，150円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 26，250円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／函館11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 4，719，980円

票 数

単勝票数 計10340564 的中 � 329400（8番人気）
複勝票数 計10321364 的中 � 453326（8番人気）� 3337286（1番人気）� 1795175（2番人気）
枠連票数 計6485761 的中 （5－8） 475854（4番人気）
馬連票数 計29034918 的中 �� 918458（8番人気）
馬単票数 計14757292 的中 �� 130721（24番人気）
ワイド票数 計12872373 的中 �� 394164（8番人気）�� 255410（13番人気）�� 1576386（1番人気）
3連複票数 計46173875 的中 ���1236261（5番人気）
3連単票数 計95008588 的中 ��� 262306（66番人気）
5重勝票数 計7417127 的中 ����� 110

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．6―34．7―47．0―59．1―1：11．5―1：23．8―1：36．0―1：47．9―2：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マリアライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．1．11 中山1着

2011．2．19生 牝5黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 17戦6勝 賞金 407，258，000円
〔制裁〕 カレンミロティック号の騎手T．ベリーは，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100，000円。（被害馬：11番・

1番）
〔その他〕 ドゥラメンテ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症。
※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。

16096 6月26日 晴 稍重 （28阪神3）第8日 第12競走 ��
��1，400�リ ボ ン 賞

発走16時30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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

36 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 524－ 41：23．2 5．9�
815 ハラペーニョペパー 牝4芦 55 武 豊 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 クビ 2．2�
612 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 464＋ 41：23．41� 9．3�
24 ロスヴァイセ 牝5黒鹿55 T．ベリー �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：23．72 7．1�

（豪）

11 アドマイヤイバマ 牡6芦 57 秋山真一郎近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472± 01：23．8クビ 105．2	
48 アドマイヤスパーズ 牡6鹿 57 松田 大作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 496－ 6 〃 クビ 109．0

816 ペリーホワイト 牡5芦 57 M．デュプレシス 西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 464－ 6 〃 アタマ 124．9�

（新）

59 	 スズカプリオール 牡5鹿 57 国分 優作永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 496－ 81：24．01� 162．5�
23 ラブミークン 牡4栗 57 幸 英明小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 490＋ 81：24．21� 25．5
510 マサノグリンベレー 牡5青 57 柴山 雄一中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 500＋ 21：24．4
 94．3�
47 ケンコンイッテキ 牡3青鹿54 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 498－ 2 〃 ハナ 6．6�
12 ドリームカイザー 牡5栗 57 池添 謙一ライオンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 510＋ 4 〃 ハナ 97．4�
35 ディープミタカ 牡5栗 57 福永 祐一深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 61：24．82� 33．3�
713 サンライズマーチ 牡6鹿 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 482－ 41：24．9� 49．9�
714 ク ー ゲ ル 牡5栗 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 512＋ 4 〃 クビ 45．7�
611 キタサンウンゲツ 牡5鹿 57 C．ルメール�大野商事 橋口 慎介 新ひだか 木田 祐博 520＋ 21：25．0クビ 14．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 128，651，200円 複勝： 150，477，200円 枠連： 73，562，100円
馬連： 296，151，900円 馬単： 145，588，600円 ワイド： 164，657，200円
3連複： 402，238，200円 3連単： 694，333，200円 計： 2，055，659，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 130円 � 230円 枠 連（3－8） 540円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 340円 �� 930円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 14，710円

票 数

単勝票数 計1286512 的中 � 173781（2番人気）
複勝票数 計1504772 的中 � 200504（2番人気）� 401863（1番人気）� 131367（5番人気）
枠連票数 計 735621 的中 （3－8） 105438（1番人気）
馬連票数 計2961519 的中 �� 320790（1番人気）
馬単票数 計1455886 的中 �� 57996（5番人気）
ワイド票数 計1646572 的中 �� 134886（3番人気）�� 41960（10番人気）�� 84928（4番人気）
3連複票数 計4022382 的中 ��� 121655（5番人気）
3連単票数 計6943332 的中 ��� 34206（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．0―45．9―58．0―1：10．0

コーナー
通過順位

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

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 9戦3勝 賞金 35，518，000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 アチーヴ号・アバンサル号・アルスマルカート号・コピーライター号・タッチシタイ号・メイショウカフウ号・

ラディカル号・ワイルドダラー号
※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。

５レース目



（28阪神3）第8日 6月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 183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

476，070，000円
1，270，000円
6，900，000円
7，100，000円
58，790，000円
75，082，500円
5，387，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
1，571，067，200円
1，817，166，200円
934，383，200円
4，071，567，800円
2，062，976，400円
1，940，641，000円
6，191，996，400円
11，886，675，600円
741，712，700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
5 重 勝
計 31，218，186，500円

総入場人員 73，119名 （有料入場人員 70，763名）



平成28年度 第3回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，389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

1，927，120，000円
15，190，000円
57，540，000円
16，480，000円
210，650，000円
555，061，500円
39，081，400円
13，334，400円

勝馬投票券売得金
4，843，385，600円
6，420，472，200円
2，771，053，900円
12，443，409，500円
6，233，335，300円
6，294，432，000円
17，671，293，200円
30，409，967，500円
741，712，700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
5 重 勝
計 87，829，061，900円

総入場延人員 181，489名 （有料入場延人員 171，245名）
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