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16001 6月3日 晴 稍重 （29阪神3）第1日 第1競走 ��1，200�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 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
1：08．8
1：08．7

重
重

12 ウインクルチェリー 牝3鹿 54 福永 祐一塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 498－121：12．5 3．1�
816 メイショウヒボタン 牝3栗 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 446＋ 61：12．71 8．7�
714 アルバシュルク 牝3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 462－ 61：13．44 12．3�
713 ダノンキラメキ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム B444＋ 21：13．72 7．5�
24 プリンセスヨウク 牝3鹿 54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 446＋ 6 〃 アタマ 7．8�
11 ハトマークワルツ 牝3栗 54 藤岡 康太山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 430± 01：13．91� 3．9	
611 ゲイムフリー 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 平取 スガタ牧場 B468－ 4 〃 クビ 43．9

510 ハギノカンタービレ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 81：14．21� 177．9�

23 センターシティ 牝3鹿 54 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 432＋ 41：14．51� 67．0
612 キ ク ノ デ ア 牝3青鹿 54

51 ▲川又 賢治菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 矢野牧場 410－ 21：14．6� 169．4�
48 ハンドレッドライフ 牝3鹿 54 幸 英明伊藤 信之氏 石橋 守 新ひだか チャンピオンズファーム 456± 01：14．7� 11．1�
59 メイショウワカクサ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星松本 好雄氏 中村 均 浦河 林 孝輝 488＋ 41：14．8� 23．9�
815 グレートコマンダー 牝3黒鹿54 秋山真一郎山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 470＋ 61：15．11� 44．9�
36 ワイルドプリンセス 牝3鹿 54 川須 栄彦小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 460＋ 21：15．42 192．7�
47 メイショウオヒサマ 牝3黒鹿 54

53 ☆城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462± 01：15．93 154．9�
35 クリノカッシミー 牝3鹿 54 大下 智栗本 博晴氏 作田 誠二 平取 二風谷ファーム 478－121：17．510 193．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，508，300円 複勝： 35，623，400円 枠連： 15，020，600円
馬連： 53，338，900円 馬単： 24，579，300円 ワイド： 34，350，900円
3連複： 77，227，000円 3連単： 93，730，200円 計： 354，378，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 310円 枠 連（1－8） 680円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 520円 �� 820円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 20，640円

票 数

単勝票数 計 205083 的中 � 52391（1番人気）
複勝票数 計 356234 的中 � 80989（1番人気）� 39077（4番人気）� 23969（7番人気）
枠連票数 計 150206 的中 （1－8） 16899（3番人気）
馬連票数 計 533389 的中 �� 33151（3番人気）
馬単票数 計 245793 的中 �� 9185（4番人気）
ワイド票数 計 343509 的中 �� 18046（3番人気）�� 10762（9番人気）�� 5079（21番人気）
3連複票数 計 772270 的中 ��� 12528（16番人気）
3連単票数 計 937302 的中 ��� 3291（64番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．2―12．0―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインクルチェリー �
�
父 サマーバード �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．12．18 阪神6着

2014．5．8生 牝3鹿 母 ウインクルグラス 母母 ポ ー サ ー 4戦1勝 賞金 6，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノカッシミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月3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 アスターフローラ号・エピューレ号・スーサンフェアリー号・プローチダ号

16002 6月3日 晴 稍重 （29阪神3）第1日 第2競走 ��
��1，400�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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

815� ハニージェイド 牝3黒鹿54 川田 将雅吉田 和子氏 �島 一歩 米
John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

464＋101：25．0 2．3�
713 ティモシーブルー 牡3鹿 56 松若 風馬中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 498＋ 61：25．21	 80．0�
36 クリノキング 
3栗 56 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 452＋ 2 〃 クビ 8．8�
612 ダンツプロシード 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 494－ 41：26．05 8．4�
59 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 高倉 稜 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B454－ 81：26．21	 7．1�
12 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 488＋ 2 〃 クビ 5．1	
24 ウォーターダンテ 牡3栗 56 柴田 未崎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 516＋ 61：26．83� 158．2

35 メイショウラクエン 牡3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 460± 01：27．11� 169．3�
510 バックファイヤー 
3栗 56 小牧 太�KTレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：27．31	 22．0�
47 メイショウツムギ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 456＋ 8 〃 クビ 56．5
611 ペリステライト 牡3芦 56 田中 健吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 480 ―1：27．72� 32．7�
816 ハ グ 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政幅田 京子氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 508 ―1：28．12 68．9�
48 � エアシャマール 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 450＋ 21：28．41� 9．6�
11 フライングスター 牡3栗 56

53 ▲富田 暁藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 508＋18 〃 クビ 113．6�
23 � マ イ ギ フ ト 牝3黒鹿54 藤岡 康太栗山 良子氏 �島 一歩 米 Double In-

finity Ranch 492－101：28．93 73．8�
714 ワールドスター 牡3栗 56 藤懸 貴志サン 安達 昭夫 新ひだか 西川富岡牧場 462 ―1：30．17 291．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，997，000円 複勝： 37，358，100円 枠連： 13，485，900円
馬連： 54，649，500円 馬単： 27，161，700円 ワイド： 33，649，800円
3連複： 72，730，700円 3連単： 84，552，400円 計： 350，585，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 1，070円 � 240円 枠 連（7－8） 5，490円

馬 連 �� 13，420円 馬 単 �� 19，640円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 780円 �� 9，520円

3 連 複 ��� 39，990円 3 連 単 ��� 189，190円

票 数

単勝票数 計 269970 的中 � 91011（1番人気）
複勝票数 計 373581 的中 � 91521（1番人気）� 6385（10番人気）� 38399（4番人気）
枠連票数 計 134859 的中 （7－8） 1901（17番人気）
馬連票数 計 546495 的中 �� 3155（32番人気）
馬単票数 計 271617 的中 �� 1037（52番人気）
ワイド票数 計 336498 的中 �� 2392（31番人気）�� 11710（9番人気）�� 879（61番人気）
3連複票数 計 727307 的中 ��� 1364（99番人気）
3連単票数 計 845524 的中 ��� 324（452番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．9―47．4―59．8―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハニージェイド �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Hard Spun デビュー 2016．12．17 阪神3着

2014．2．12生 牝3黒鹿 母 Hard Hat 母母 Bright Feather 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワールドスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴィアデラモーレ号・トゥルーヒーロー号
（非抽選馬） 1頭 ハンズスミス号

第３回 阪神競馬 第１日



16003 6月3日 晴 稍重 （29阪神3）第1日 第3競走 ��1，800�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 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

713 クインズヌーサ 牝3鹿 54 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 454＋ 41：54．7 70．0�
47 アスターストーリー 牝3鹿 54 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 444± 0 〃 クビ 12．6�
12 タマモエルドラド 牝3栗 54 和田 竜二タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 504＋ 4 〃 ハナ 6．7�
815 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 522± 01：54．8� 1．5�
23 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 54 高倉 稜吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 478± 01：55．54 12．2�
24 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 松若 風馬水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 488± 01：55．71 54．5	
611 ヒデノエーデル 牝3鹿 54 酒井 学大石 秀夫氏 梅田 智之 新ひだか 服部 健太郎 440－ 41：56．23 51．2

59 マダムストーリー 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 416－ 21：56．41� 134．8�
48 ガーランドワルツ 牝3鹿 54

52 △荻野 極 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452－ 41：56．61� 54．8
35 スプレンダークラン 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B428＋141：56．81� 46．0�
36 フェアチャイルド 牝3鹿 54 北村 友一岩﨑 伸道氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 452＋ 21：56．9	 8．8�
510 シゲルムササビ 牝3鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 476＋141：58．17 128．7�
11 メイショウシラカバ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 494＋101：59．27 48．8�
714 デンコウフドウ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 472＋121：59．52 431．1�
816 ブルースガール 牝3黒鹿54 松山 弘平福井 明氏 鈴木 孝志 浦河 辻 牧場 414－ 42：00．67 120．0�
612 ピッパレジーナ 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 浦河 宮内牧場 490 ―2：03．6大差 36．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，900，800円 複勝： 84，458，900円 枠連： 14，204，400円
馬連： 52，668，900円 馬単： 32，710，400円 ワイド： 37，627，900円
3連複： 75，314，300円 3連単： 112，228，400円 計： 434，114，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，000円 複 勝 � 2，320円 � 520円 � 370円 枠 連（4－7） 17，040円

馬 連 �� 25，050円 馬 単 �� 57，180円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 4，180円 �� 920円

3 連 複 ��� 37，880円 3 連 単 ��� 398，850円

票 数

単勝票数 計 249008 的中 � 2844（12番人気）
複勝票数 計 844589 的中 � 8618（10番人気）� 43170（5番人気）� 66195（2番人気）
枠連票数 計 142044 的中 （4－7） 646（25番人気）
馬連票数 計 526689 的中 �� 1629（41番人気）
馬単票数 計 327104 的中 �� 429（77番人気）
ワイド票数 計 376279 的中 �� 1851（44番人気）�� 2273（32番人気）�� 11006（7番人気）
3連複票数 計 753143 的中 ��� 1491（81番人気）
3連単票数 計1122284 的中 ��� 204（598番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．8―50．4―1：03．0―1：15．2―1：27．7―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

クインズヌーサ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．1．14 京都14着

2014．4．18生 牝3鹿 母 クィーンオブキネマ 母母 シネマライフ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 メイショウシラカバ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルースガール号・ピッパレジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

7月3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 ナニアヒアヒ号

16004 6月3日 晴 良 （29阪神3）第1日 第4競走 ��
��1，400�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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

35 エイシンルーク 牡3黒鹿56 C．ルメール�栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 494＋ 21：21．0 2．0�
48 エンゲージスマイル 牝3鹿 54 酒井 学 �社台レースホース北出 成人 千歳 社台ファーム 448＋10 〃 クビ 39．3�
24 チ ト ニ ア 牝3栗 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 464－10 〃 ハナ 17．8�
11 ラ フ ォ リ ア 牝3黒鹿54 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 472－ 81：21．31� 3．5�
12 イ ズ ナ 牝3黒鹿54 秋山真一郎杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 416＋ 2 〃 同着 45．0	
612 ホープフルスター 牡3栗 56 藤岡 佑介前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 21：21．62 5．7

59 ヒマワリノヤクソク 牝3栗 54 川田 将雅山口 敦広氏 斉藤 崇史 新ひだか オギオギ牧場 458－ 4 〃 ハナ 15．7�
510 スマートサクソン 牝3芦 54 小牧 太大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 486－ 41：21．91� 69．1�

713 ゼ ナ 牝3青鹿54 和田 竜二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 400－101：22．0� 55．4
818 サンブリリアント 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 484－ 4 〃 アタマ 42．7�
714 タガノアヌビス 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B468－ 81：22．21	 30．0�

611 アイファーヒロイン 牝3栗 54 藤懸 貴志中島 稔氏 
島 一歩 新ひだか 静内山田牧場 414 ―1：22．3� 291．8�
23 ベ ニ ー ニ 牡3黒鹿56 藤岡 康太桑畑 �信氏 羽月 友彦 新ひだか 福岡 駿弥 488 ― 〃 アタマ 176．2�
47 ヤマニンアドルフォ �3青鹿 56

53 ▲川又 賢治土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 386± 0 〃 ハナ 515．7�
816 マルムーティエ 牝3鹿 54

52 △荻野 極 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 ハナ 46．2�
817 テイケイラフイン 牝3青鹿 54

51 ▲森 裕太朗兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 412＋ 61：22．4� 201．1�
715 フランツジョセフ 牝3栗 54 松山 弘平手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 446＋10 〃 ハナ 60．4�
36 エイシンプレミアム 牝3鹿 54 岩田 康誠�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 木田牧場 472 ―1：24．1大差 93．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，590，800円 複勝： 46，492，400円 枠連： 16，794，200円
馬連： 62，137，800円 馬単： 33，749，900円 ワイド： 42，990，800円
3連複： 92，850，400円 3連単： 118，169，900円 計： 442，776，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 700円 � 430円 枠 連（3－4） 3，410円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 750円 �� 6，490円

3 連 複 ��� 16，580円 3 連 単 ��� 52，430円

票 数

単勝票数 計 295908 的中 � 112806（1番人気）
複勝票数 計 464924 的中 � 140013（1番人気）� 12311（9番人気）� 21967（5番人気）
枠連票数 計 167942 的中 （3－4） 3806（13番人気）
馬連票数 計 621378 的中 �� 13714（9番人気）
馬単票数 計 337499 的中 �� 4815（14番人気）
ワイド票数 計 429908 的中 �� 9176（8番人気）�� 15456（5番人気）�� 1624（45番人気）
3連複票数 計 928504 的中 ��� 4199（39番人気）
3連単票数 計1181699 的中 ��� 1634（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．9―45．7―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンルーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alydeed デビュー 2016．12．25 阪神3着

2014．4．15生 牡3黒鹿 母 エイシンリンデン 母母 Polish Devil 6戦1勝 賞金 11，900，000円
〔制裁〕 チトニア号の騎手福永祐一は，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：1番・15番）
※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 サンレイサワヤカ号・ドナマコン号・ロードアイビス号



16005 6月3日 晴 良 （29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

22 ケイアイノーテック 牡2鹿 54 福永 祐一亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 450 ―1：36．8 2．5�
89 バイオレントブロー 牡2黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 474 ―1：37．12 21．8�
78 ディバインブリーズ 牡2黒鹿54 C．ルメール 杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B488 ―1：37．2クビ 7．1�
66 タイセイソニック 牡2黒鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 420 ―1：37．41� 36．9�
77 タガノライジン 牡2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 454 ―1：37．61� 21．9�
55 アメイジングセンス 牡2鹿 54 武 豊	ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ―1：37．81� 5．8

11 ヤマカツケンザン 牡2鹿 54 池添 謙一山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 522 ― 〃 ハナ 6．6�
44 セイウンフォーカス 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 470 ― 〃 クビ 34．0�
33 セドゥラマジー 牝2栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 吉田 直弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 496 ―1：38．01� 5．5
810 ナ ム ラ イ ヴ 牝2栗 54 小林 徹弥奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 424 ―1：38．63� 152．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，401，600円 複勝： 45，413，100円 枠連： 10，249，200円
馬連： 57，149，000円 馬単： 32，446，500円 ワイド： 35，555，900円
3連複： 70，753，000円 3連単： 117，951，400円 計： 409，919，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 450円 � 200円 枠 連（2－8） 2，750円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 710円 �� 410円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 30，660円

票 数

単勝票数 計 404016 的中 � 132497（1番人気）
複勝票数 計 454131 的中 � 137704（1番人気）� 17248（7番人気）� 53976（5番人気）
枠連票数 計 102492 的中 （2－8） 2885（12番人気）
馬連票数 計 571490 的中 �� 15206（13番人気）
馬単票数 計 324465 的中 �� 5524（23番人気）
ワイド票数 計 355559 的中 �� 12764（10番人気）�� 23924（4番人気）�� 4381（21番人気）
3連複票数 計 707530 的中 ��� 8990（25番人気）
3連単票数 計1179514 的中 ��� 2789（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―36．7―50．4―1：03．0―1：14．1―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイノーテック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones 初出走

2015．4．7生 牡2鹿 母 ケイアイガーベラ 母母 アンナステルツ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16006 6月3日 晴 稍重 （29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 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

23 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿56 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 472－ 21：54．8 3．5�
713 メイショウヒカル 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 450± 01：55．11� 29．5�
24 メイショウヴォルガ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 474－ 4 〃 アタマ 5．7�
59 ハイクアウト 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 488＋ 41：55．42 5．5�
510 ブ ル ノ 牡3栗 56 水口 優也北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム B452± 0 〃 クビ 136．1	
47 ホ ノ ル ア 牡3黒鹿56 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 444± 01：55．5クビ 7．2

11 ファニーフェロー 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極小田 吉男氏 斉藤 崇史 日高 加藤牧場 458－ 61：56．45 7．4�
611 クールブルーズ 牡3黒鹿56 国分 優作川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 480＋ 61：57．14 58．2�
48 ワデスドンマナー 牡3鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム 498± 01：57．2� 35．5
612 アオテンジョウ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太北所 直人氏 沖 芳夫 登別 ユートピア牧場 484－ 61：57．3� 37．1�
35 スマートフェンリル 牡3栗 56

53 ▲富田 暁大川 徹氏 大久保龍志 青森 マルシチ牧場 478± 0 〃 ハナ 150．4�
12 テイエムナナフク 牡3栗 56 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 笠松牧場 468－ 21：57．83 34．5�
714 サクラヴァンガード 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 526－ 21：57．9クビ 164．0�
36 ダンツワープ 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 536－ 2 〃 ハナ 39．2�
816 ダイレクトトリガー 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 21：59．07 41．9�

815 ビートイット �3黒鹿56 福永 祐一吉田 和美氏 松永 幹夫 宮城 佐藤 庄一 496－ 41：59．32 7．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，099，900円 複勝： 40，592，400円 枠連： 18，431，900円
馬連： 59，947，100円 馬単： 28，045，200円 ワイド： 38，506，500円
3連複： 83，761，300円 3連単： 98，392，000円 計： 393，776，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 620円 � 190円 枠 連（2－7） 2，510円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 6，010円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 550円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 40，070円

票 数

単勝票数 計 260999 的中 � 58268（1番人気）
複勝票数 計 405924 的中 � 84401（1番人気）� 12209（7番人気）� 58038（3番人気）
枠連票数 計 184319 的中 （2－7） 5672（12番人気）
馬連票数 計 599471 的中 �� 11278（16番人気）
馬単票数 計 280452 的中 �� 3498（27番人気）
ワイド票数 計 385065 的中 �� 7328（15番人気）�� 19289（4番人気）�� 2868（34番人気）
3連複票数 計 837613 的中 ��� 7014（27番人気）
3連単票数 計 983920 的中 ��� 1780（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．9―49．6―1：03．0―1：16．1―1：28．7―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メ ガ フ レ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．2．12 京都11着

2014．3．2生 牡3黒鹿 母 オーシャンルミナス 母母 オーシャンドリーム 5戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アウトレイジャス号・ダイシンコラード号・ブルベアバック号・メイショウミチシオ号



16007 6月3日 晴 良 （29阪神3）第1日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走13時15分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード
2：41．4
2：37．3

稍重
良

59 ナ ム ラ マ ル 牡3鹿 56 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 武田 寛治 500－ 62：40．0レコード 1．4�
612 タガノヤグラ 牡3栗 56 C．ルメール 八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 62：40．95 4．3�
611 タイセイバロン 牡3鹿 56 北村 友一田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 490－ 42：41．32� 18．2�
11 ブルベアライノ 牡3芦 56

55 ☆城戸 義政 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 470－ 2 〃 クビ 131．7�
12 ニホンピロワールド 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 454＋ 62：41．61� 23．8�
816 スムーズジャズ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 	サンデーレーシング 今野 貞一 安平 追分ファーム 486－ 82：41．81� 70．2

35 マヴェリックライト 牡3栗 56 酒井 学栗山 良子氏 羽月 友彦 新ひだか 株式会社U・M・A 454－ 4 〃 アタマ 375．0�
713 タルトリンツァー 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 日高 若林 順一 372－ 2 〃 ハナ 125．1�

715 モンドバーグ 牡3鹿 56 浜中 俊 	社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 42：41．9� 12．3

817 テ ン ペ ス ト 牡3鹿 56
53 ▲富田 暁三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456－ 82：42．11� 86．9�

510 オンワードミシガン 牡3芦 56
55 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B420＋ 2 〃 クビ 326．2�

24 オウケンサクラブ 牝3栗 54 菱田 裕二福井 明氏 安田 隆行 新冠 高瀬牧場 426± 02：42．2クビ 283．0�
23 アーダルベルト 牡3鹿 56 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 B426－ 4 〃 アタマ 31．7�
36 エバーゴールド 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 428－ 22：42．3� 250．0�
48 カルトデュモンド 牡3青鹿56 松山 弘平 	社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 42：42．51� 40．1�
818 パラダイスシップ 牡3芦 56 松若 風馬 	サンデーレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 42：43．24 176．1�
47 ラ ラ オ ー ロ 牡3鹿 56

54 △荻野 極�G1レーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B448± 02：43．41� 50．9�
714 ララスモーキン 牡3芦 56 和田 竜二フジイ興産� 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 468－ 8 （競走中止） 69．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，227，600円 複勝： 117，256，300円 枠連： 21，988，100円
馬連： 69，742，800円 馬単： 48，869，900円 ワイド： 41，653，900円
3連複： 90，341，200円 3連単： 174，186，200円 計： 601，266，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 240円 枠 連（5－6） 200円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 160円 �� 380円 �� 550円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 372276 的中 � 205962（1番人気）
複勝票数 計1172563 的中 � 889271（1番人気）� 93752（2番人気）� 26219（5番人気）
枠連票数 計 219881 的中 （5－6） 82657（1番人気）
馬連票数 計 697428 的中 �� 210810（1番人気）
馬単票数 計 488699 的中 �� 102535（1番人気）
ワイド票数 計 416539 的中 �� 83657（1番人気）�� 24793（3番人気）�� 15869（7番人気）
3連複票数 計 903412 的中 ��� 75485（2番人気）
3連単票数 計1741862 的中 ��� 59886（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．1―13．0―12．6―12．7―12．8―12．9―12．8―12．5―11．3―11．1―12．2

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�
12．5―24．0―36．1―49．1―1：01．7―1：14．4―1：27．2―1：40．1―1：52．9―2：05．4―2：16．7―2：27．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ マ ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都3着

2014．4．22生 牡3鹿 母 ピクトリアル 母母 ダイナシユガー 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔競走中止〕 ララスモーキン号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

16008 6月3日 曇 稍重 （29阪神3）第1日 第8競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

610 テンザワールド 牡3栗 54 和田 竜二天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 428－ 61：52．8 7．1�
815 テイエムチューハイ 牡3黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 438＋ 2 〃 クビ 45．1�
23 ペルランヴェール 牡3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：53．22� 2．7�
814 ラ レ ー タ 牡3栗 54

52 △荻野 極�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋101：53．3	 17．2�

46 メイショウマトイ 牡3鹿 54 M．デムーロ松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 476＋ 61：53．4クビ 9．5�
58 レッドウィズダム 牡4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 角居 勝彦 新ひだか 乾 皆雄 506＋ 61：53．5� 4．1	
11 オ ク ラ ホ マ 牡3栗 54 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 クビ 14．0

59 キーグラウンド 牡3鹿 54 
島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 468－ 61：53．6クビ 18．5�
713 カルムパシオン �4鹿 57 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋ 61：53．81� 37．7�
34  トウシンダイヤ 牡4栗 57 藤岡 康太�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 544－ 41：54．01� 88．5
47 ガ ン コ 牡4青鹿57 小牧 太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 484± 0 〃 クビ 8．3�
22  ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 幸 英明熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 532－201：54．53 37．7�
611 カシノランド 牡5黒鹿57 国分 優作柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 458－ 21：54．6� 190．9�
35 メイショウゲントク 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 480－141：54．7� 311．2�
712 パイオニアシーザー 牡3黒鹿54 松山 弘平 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 498－101：55．12� 214．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，767，900円 複勝： 73，414，000円 枠連： 22，949，300円
馬連： 98，287，800円 馬単： 41，991，700円 ワイド： 61，106，300円
3連複： 128，737，500円 3連単： 157，777，900円 計： 624，032，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 720円 � 150円 枠 連（6－8） 3，820円

馬 連 �� 10，740円 馬 単 �� 17，150円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 510円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 95，160円

票 数

単勝票数 計 397679 的中 � 44702（3番人気）
複勝票数 計 734140 的中 � 92732（3番人気）� 18668（9番人気）� 169095（1番人気）
枠連票数 計 229493 的中 （6－8） 4646（13番人気）
馬連票数 計 982878 的中 �� 7092（33番人気）
馬単票数 計 419917 的中 �� 1836（57番人気）
ワイド票数 計 611063 的中 �� 4998（33番人気）�� 33151（2番人気）�� 6786（27番人気）
3連複票数 計1287375 的中 ��� 8630（40番人気）
3連単票数 計1577779 的中 ��� 1202（308番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．8―50．5―1：02．9―1：15．3―1：28．1―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンザワールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．10．22 京都2着

2014．2．10生 牡3栗 母 クォリティシーズン 母母 コンファームドダンサー 6戦2勝 賞金 19，700，000円
※出走取消馬 タガノインペーロ号（疾病〔左飛節部裂創〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ツーエムアーマー号・マコトシャムロック号・ミラクルユニバンス号・ワイドコマンダー号



16009 6月3日 曇 良 （29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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

23 ダイアナヘイロー 牝4黒鹿55 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 466± 01：07．7 1．7�
34 パーリオミノル 牝4鹿 55 川田 将雅吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452－141：08．02 5．9�
712 スナークスカイ 牡4鹿 57 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 452－ 41：08．42� 45．9�
713 ビックリシタナモー 牡3黒鹿54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 500－ 21：08．5	 29．9�
22 クールファンタジー 牝3黒鹿52 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 小野 秀治 450± 01：08．6クビ 17．9�
47 マコトルーメン 牡4鹿 57 古川 吉洋�ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 488＋ 61：08．7� 120．4	
611 フォーチュンキセキ 牝3鹿 52 菱田 裕二山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 444－ 2 〃 ハナ 42．3

815 ゲンキチハヤブサ 
5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 456－ 2 〃 アタマ 32．6�
814 ショウナンアヴィド 牡4青鹿57 岩田 康誠�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B482＋ 6 〃 ハナ 20．8
46 � スペードクイーン 牝4栗 55 北村 友一吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 470＋ 41：08．8クビ 75．0�
58 フェザリータッチ 牡4鹿 57 �島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 444± 01：08．9� 22．4�
11 � モズキングタイド 牡3黒鹿54 C．ルメール �キャピタル・システム 藤岡 健一 米

Omega Farm, B. D.
Gibbs Farm LLC &
Chancey Mill Farm

462＋ 4 〃 アタマ 8．7�
610 ミンナノプリンセス 牝5黒鹿55 幸 英明�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B450＋ 81：09．32� 28．3�
35 メモリートニック 牡3黒鹿54 秋山真一郎�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 B442＋ 21：09．93� 234．9�
59 � トーセンクリス 牝4鹿 54 藤岡 康太島川 �哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

512－ 61：11．49 11．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，281，500円 複勝： 72，578，700円 枠連： 30，518，400円
馬連： 114，377，100円 馬単： 56，007，000円 ワイド： 68，925，600円
3連複： 149，635，000円 3連単： 230，681，100円 計： 769，004，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 600円 枠 連（2－3） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，250円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 10，150円

票 数

単勝票数 計 462815 的中 � 207119（1番人気）
複勝票数 計 725787 的中 � 267600（1番人気）� 90602（2番人気）� 17658（11番人気）
枠連票数 計 305184 的中 （2－3） 51938（1番人気）
馬連票数 計1143771 的中 �� 175777（1番人気）
馬単票数 計 560070 的中 �� 62847（1番人気）
ワイド票数 計 689256 的中 �� 84529（1番人気）�� 12864（13番人気）�� 5553（30番人気）
3連複票数 計1496350 的中 ��� 24301（14番人気）
3連単票数 計2306811 的中 ��� 16471（15番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―10．8―11．0―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．2―44．2―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．5
3 3，10（2，5）6（4，14）8（11，9）（12，15）1－13，7 4 3，10，2（4，5，6）（11，14）（8，9）（12，15）－（1，13）7

勝馬の
紹 介

ダイアナヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．5．5生 牝4黒鹿 母 ヤマカツセイレーン 母母 ヤマカツサクラ 13戦3勝 賞金 62，965，000円
〔制裁〕 ミンナノプリンセス号の騎手幸英明は，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10，000円。（被害馬：6番）
〔その他〕 トーセンクリス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

16010 6月3日 晴 良 （29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，28．6．4以降29．5．28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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

44 テ オ ド ー ル 牡4鹿 57．5 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 544＋ 41：45．8 1．8�
78 プリンセスアスク 牝6青鹿52 岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 460± 0 〃 クビ 14．9�
33 プリモンディアル 牝6鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446－ 41：45．9クビ 4．4�
66 エーティーサンダー 牡4青鹿57 秋山真一郎荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 506－ 81：46．0� 7．3�
11 ウインクルサルーテ 牝4鹿 54 武 豊�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 418－ 6 〃 クビ 7．4	
55 サイモンラムセス 牡7鹿 55 川田 将雅澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B448＋ 61：46．21 25．5

67 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 54 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 470－ 61：46．41� 24．3�
810	 スリーヴェローチェ 牡8鹿 52 国分 恭介永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 466－ 2 〃 ハナ 117．4�
811 メイショウミツボシ 牡5鹿 53 幸 英明松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 476－ 2 〃 ハナ 51．3
22 アグネスミニッツ 牡6栗 54 菱田 裕二上山 牧氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 488－201：46．5� 75．2�
79 マイネボニータ 牝6栗 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 コスモヴューファーム 428± 01：47．35 111．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 46，187，900円 複勝： 73，623，900円 枠連： 22，499，900円
馬連： 120，001，200円 馬単： 67，377，500円 ワイド： 67，908，800円
3連複： 155，507，400円 3連単： 314，235，000円 計： 867，341，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 130円 枠 連（4－7） 1，160円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 580円 �� 190円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 8，650円

票 数

単勝票数 計 461879 的中 � 205131（1番人気）
複勝票数 計 736239 的中 � 298115（1番人気）� 43806（5番人気）� 126502（2番人気）
枠連票数 計 224999 的中 （4－7） 14987（4番人気）
馬連票数 計1200012 的中 �� 58823（6番人気）
馬単票数 計 673775 的中 �� 25875（7番人気）
ワイド票数 計 679088 的中 �� 26650（6番人気）�� 113119（1番人気）�� 18581（11番人気）
3連複票数 計1555074 的中 ��� 66262（5番人気）
3連単票数 計3142350 的中 ��� 26315（28番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．0―12．1―11．8―11．5―11．0―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．3―48．4―1：00．2―1：11．7―1：22．7―1：33．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ オ ド ー ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．27 東京9着

2013．5．6生 牡4鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 12戦4勝 賞金 54，011，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16011 6月3日 晴 良 （29阪神3）第1日 第11競走
第70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，28．6．4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，28．6．3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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

89 ステイインシアトル 牡6黒鹿56 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484－ 81：59．4 7．9�
78 スマートレイアー 牝7芦 54 M．デムーロ大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 6 〃 クビ 2．3�
33 マイネルフロスト 牡6芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B488± 01：59．71� 13．8�
44 スズカデヴィアス 牡6黒鹿56 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 516－10 〃 クビ 9．2�
22 スピリッツミノル 牡5栗 56 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496－ 21：59．8クビ 56．4�
66 デニムアンドルビー 牝7鹿 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋12 〃 ハナ 8．6	
55 バンドワゴン 牡6黒鹿56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 544± 02：00．01	 4．0

11 ラストインパクト 牡7青鹿56 四位 洋文 �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 486＋ 22：00．1クビ 12．5�
810 ミュゼエイリアン 
5鹿 56 松山 弘平菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 466－ 82：00．2	 43．1
77 レッドソロモン 牡5鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B480－ 82：00．3� 29．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 141，939，500円 複勝： 175，959，400円 枠連： 47，907，300円
馬連： 432，345，500円 馬単： 186，015，800円 ワイド： 208，383，300円
3連複： 615，457，400円 3連単： 1，121，313，900円 計： 2，929，322，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 120円 � 250円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，120円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 14，460円

票 数

単勝票数 計1419395 的中 � 142700（3番人気）
複勝票数 計1759594 的中 � 193349（3番人気）� 531754（1番人気）� 139481（6番人気）
枠連票数 計 479073 的中 （7－8） 61281（2番人気）
馬連票数 計4323455 的中 �� 391086（2番人気）
馬単票数 計1860158 的中 �� 62601（7番人気）
ワイド票数 計2083833 的中 �� 159853（2番人気）�� 43660（15番人気）�� 107620（5番人気）
3連複票数 計6154574 的中 ��� 179571（8番人気）
3連単票数 計11213139 的中 ��� 56199（44番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．7―12．5―12．2―12．0―11．7―11．5―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．9―49．4―1：01．6―1：13．6―1：25．3―1：36．8―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステイインシアトル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．4．12 福島1着

2011．1．11生 牡6黒鹿 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 10戦5勝 賞金 97，893，000円

16012 6月3日 晴 稍重 （29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

59 コパノリスボン 牡4栗 57 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 504－ 21：11．3 1．9�
36 オンリーワンスター 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 446－ 41：11．62 20．5�
714 マッカートニー 牡4栗 57 岩田 康誠薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 476－ 21：11．7� 9．2�
611 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 440± 01：11．91� 30．8�
816 メイショウミズカゼ 牡3栗 54 北村 友一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 458＋ 21：12．11� 25．1�
47 アップビート 牝3鹿 52 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 61：12．31 7．3	
48 ダンツゴウユウ 牡3栗 54 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 454＋101：12．4� 140．0

815 ウォーターミリオン 牡4栗 57 藤岡 佑介山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 428－161：12．5	 213．1�
510 スキースクール 牝5青鹿55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 4 〃 アタマ 20．0�
35 スワーヴノートン 牡3鹿 54 武 豊NICKS 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 B474± 01：12．6� 5．4�
23 レ ン レ ン 牝3栗 52

50 △荻野 極石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 450＋ 41：12．81� 27．7�
24 リリーメーカー 牝3鹿 52 松若 風馬阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 488＋10 〃 クビ 94．8�
713
 ペ リ コ ー ル 牝4栗 55 幸 英明門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 452－ 41：12．9	 178．7�
612 エイシンブリッツ 牡3栗 54 和田 竜二栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 486＋ 41：13．85 18．1�
12 セローフォース 牡3鹿 54 松山 弘平 カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 藤原牧場 494－ 81：13．9	 68．0�
11 メイショウアタカマ 牡4鹿 57

55 △坂井 瑠星松本 和子氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 470＋141：14．21	 165．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，376，900円 複勝： 86，230，200円 枠連： 38，191，600円
馬連： 156，772，700円 馬単： 73，345，100円 ワイド： 95，852，700円
3連複： 231，358，300円 3連単： 341，311，300円 計： 1，085，438，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 310円 � 210円 枠 連（3－5） 440円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 560円 �� 350円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 623769 的中 � 256332（1番人気）
複勝票数 計 862302 的中 � 300992（1番人気）� 48274（6番人気）� 86582（3番人気）
枠連票数 計 381916 的中 （3－5） 67145（1番人気）
馬連票数 計1567727 的中 �� 80501（5番人気）
馬単票数 計 733451 的中 �� 27897（6番人気）
ワイド票数 計 958527 的中 �� 43774（5番人気）�� 76021（2番人気）�� 15386（14番人気）
3連複票数 計2313583 的中 ��� 62054（6番人気）
3連単票数 計3413113 的中 ��� 23500（18番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．9―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．8―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．4
3 ・（6，4）9，12（3，10）（8，16）（1，5）7－14（2，11，13）－15 4 ・（6，4）9，3（10，12）（1，8，16）（5，7）－14（11，13）－15－2

勝馬の
紹 介

コパノリスボン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．6．21 函館9着

2013．3．14生 牡4栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 18戦3勝 賞金 40，172，000円
〔発走状況〕 ペリコール号は，枠入り不良。
※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 カゼノカムイ号
（非抽選馬） 3頭 アイファーヴリル号・スズカプリズム号・ヨドノベスト号



（29阪神3）第1日 6月3日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 177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

225，050，000円
2，530，000円
12，920，000円
1，340，000円
26，950，000円
71，288，000円
4，772，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
542，279，700円
889，000，800円
272，240，800円
1，331，418，300円
652，300，000円
766，512，400円
1，843，673，500円
2，964，529，700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
計 9，261，955，200円

総入場人員 15，666名 （有料入場人員 14，746名）
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