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16025 6月9日 晴 重 （30阪神3）第3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 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

33 メモリーコウ 牝3栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 444＋ 41：53．9 4．1�
22 アドマイヤビート 牝3鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：54．64 8．5�
814 ホ ロ ー ポ 牝3黒鹿54 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 452＋14 〃 アタマ 137．5�
57 シーダークィーン 牝3鹿 54 川須 栄彦杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444－ 41：54．7� 10．3�
69 メモリーコバルト 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 462＋121：56．310 5．0�
58 メイショウカラタチ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 464－ 41：56．61� 151．7	
11 ミストレスメジャー 牝3栗 54

52 △森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 506－ 81：56．7クビ 147．3


45 ヴィンテージパール 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444＋ 2 〃 ハナ 63．2�

610 ティーアウリイ 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 416＋ 21：58．8大差 72．5�

813 カワキタロック 牝3鹿 54 和田 竜二川島 吉男氏 杉山 晴紀 新ひだか 木田牧場 486＋ 61：59．11� 2．3
34 パーフェクトクイン 牝3鹿 54

52 △富田 暁�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 434＋ 22：00．59 113．6�
712 エイシンベクター 牝3黒鹿 54

52 △川又 賢治�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 524 ―2：01．77 98．7�
711 ワンダームナリック 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太山本 能成氏 吉村 圭司 浦河 秋場牧場 438 ―2：01．9� 47．7�
46 サンタローザ 牝3栗 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 中田 英樹 466＋142：02．0� 13．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，729，100円 複勝： 40，840，600円 枠連： 10，016，200円
馬連： 46，647，000円 馬単： 25，541，400円 ワイド： 34，000，800円
3連複： 72，066，700円 3連単： 94，507，700円 計： 347，349，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 330円 � 2，910円 枠 連（2－3） 1，500円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 620円 �� 9，220円 �� 18，560円

3 連 複 ��� 90，380円 3 連 単 ��� 284，300円

票 数

単勝票数 計 237291 的中 � 45578（2番人気）
複勝票数 計 408406 的中 � 74424（2番人気）� 30986（5番人気）� 2828（12番人気）
枠連票数 計 100162 的中 （2－3） 5163（7番人気）
馬連票数 計 466470 的中 �� 21193（7番人気）
馬単票数 計 255414 的中 �� 6861（11番人気）
ワイド票数 計 340008 的中 �� 15167（7番人気）�� 914（47番人気）�� 452（61番人気）
3連複票数 計 720667 的中 ��� 598（112番人気）
3連単票数 計 945077 的中 ��� 241（420番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―13．2―12．6―12．8―13．0―12．7―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―36．5―49．1―1：01．9―1：14．9―1：27．6―1：40．6

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

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

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

勝馬の
紹 介

メモリーコウ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2017．7．8 中京5着

2015．3．5生 牝3栗 母 メモリーキャップ 母母 メモリーアフリート 4戦1勝 賞金 7，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 カワキタロック号・パーフェクトクイン号・エイシンベクター号・ワンダームナリック号・サンタローザ号
は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月9日まで平地競走に出走できない。

16026 6月9日 晴 重 （30阪神3）第3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

24 スピリットワンベル 牡3鹿 56 浜中 俊鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 526－ 41：25．2 1．5�
713 リスペクタブル 牡3鹿 56 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－ 4 〃 アタマ 10．0�
36 キタノナシラ �3鹿 56 国分 恭介北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 B476＋ 21：25．3� 6．9�
48 ミトノアミーゴ 牡3栗 56 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 458± 01：25．4� 36．4�
11 ブ ラ ス ト 牡3芦 56 酒井 学槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532＋ 21：26．14 210．0�
23 コパノジャッキー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 61：26．31 149．2	
59 レッドジョルト 牡3栗 56

54 △川又 賢治 
東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 488－ 51：26．93� 27．8�
510 シエラミノル 牝3鹿 54 �島 克駿吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 442－ 41：27．0� 107．7�
47 カノウムスビ 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 482± 01：27．21� 68．4
35 プラチナバローズ 牡3青鹿 56

53 ▲西村 淳也猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 バンダム牧場 B464＋ 41：27．3クビ 229．4�
12 タイプツーエー �3栗 56

54 △富田 暁安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450－121：27．72� 23．5�
714 ミ ル コ メ ダ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋161：28．55 24．2�
611 ライブリテックス 牡3青鹿56 幸 英明加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 490－ 21：28．82 105．5�
816 アキバガラメキ 牡3栗 56 藤懸 貴志髙野 哲氏 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 514 ― 〃 クビ 243．4�
612 ペイシャモン 牝3青鹿54 松山 弘平北所 直人氏 坂口 正則 様似 髙村 伸一 482± 01：28．9� 31．0�
815 アイランドクイーン 牝3鹿 54 松若 風馬大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 452＋ 81：29．64 9．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，988，000円 複勝： 111，537，800円 枠連： 11，978，000円
馬連： 56，523，400円 馬単： 34，414，500円 ワイド： 41，943，100円
3連複： 77，300，100円 3連単： 118，435，900円 計： 479，120，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（2－7） 390円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 280円 �� 220円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，390円

票 数

単勝票数 計 269880 的中 � 143598（1番人気）
複勝票数 計1115378 的中 � 828940（1番人気）� 50687（3番人気）� 70162（2番人気）
枠連票数 計 119780 的中 （2－7） 23514（1番人気）
馬連票数 計 565234 的中 �� 70186（2番人気）
馬単票数 計 344145 的中 �� 37396（2番人気）
ワイド票数 計 419431 的中 �� 38423（2番人気）�� 56347（1番人気）�� 10606（11番人気）
3連複票数 計 773001 的中 ��� 48727（2番人気）
3連単票数 計1184359 的中 ��� 25328（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．7―46．8―59．3―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピリットワンベル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．24 東京3着

2015．3．30生 牡3鹿 母 ショウサンミーベル 母母 スズカリーガル 6戦1勝 賞金 11，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キョウワヴィラン号・キングポセイドン号・トウカイボヌール号・ナイスドゥ号・ミュー号

第３回 阪神競馬 第３日



16027 6月9日 晴 重 （30阪神3）第3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）

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

611 アドマイヤビクター 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋141：52．3 8．3�
510 スワーヴアラミス 牡3鹿 56 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：53．04 12．5�
713 ワークアンドワーク 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也小林 祥晃氏 村山 明 新冠 タニグチ牧場 470＋ 21：54．38 5．3�
35 アルマトップエンド 牡3栗 56

54 △富田 暁コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 482－101：54．51� 22．4�
612 マイネルサブリエ 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 464－ 11：54．81� 238．5�
36 ラティーノヒート 牡3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 21：54．9クビ 36．5	
815 スズカビレッジ 牡3栗 56 松若 風馬永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B452± 01：55．0� 59．9

714 コ ン テ ン ト 牡3鹿 56 川田 将雅ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 41：55．32 2．6�
24 ラガースパーブ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 豊郷牧場 446＋ 61：56．15 311．3�
47 ヴィンセント 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B434－ 41：56．31� 8．8
11 ウインルーカス 牡3鹿 56

54 △川又 賢治�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 472± 0 〃 クビ 6．8�
23 キングアンドアイ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム B478－ 21：56．93� 10．0�
12 メイプルトップ 牡3栗 56 長岡 禎仁節 英司氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 522＋ 41：57．11 279．8�
816 エ ケ ト ロ ス 牡3黒鹿56 小牧 太中辻 明氏 笹田 和秀 浦河 中村 雅明 496＋ 61：57．2� 100．2�
48 ボアヴィスタ 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 浦河 笠松牧場 524－ 41：58．26 49．7�

（15頭）
59 アマノブライアン 牡3鹿 56 �島 良太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 560－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，345，900円 複勝： 49，296，100円 枠連： 14，478，300円
馬連： 56，753，700円 馬単： 27，546，800円 ワイド： 44，419，100円
3連複： 81，039，900円 3連単： 97，053，300円 計： 399，933，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 260円 � 470円 � 180円 枠 連（5－6） 6，700円

馬 連 �� 6，880円 馬 単 �� 12，060円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 900円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 9，280円 3 連 単 ��� 56，740円

票 数

単勝票数 差引計 293459（返還計 680） 的中 � 28274（4番人気）
複勝票数 差引計 492961（返還計 986） 的中 � 48150（5番人気）� 22533（7番人気）� 85100（2番人気）
枠連票数 差引計 144783（返還計 62） 的中 （5－6） 1673（19番人気）
馬連票数 差引計 567537（返還計 3433） 的中 �� 6387（23番人気）
馬単票数 差引計 275468（返還計 1821） 的中 �� 1712（44番人気）
ワイド票数 差引計 444191（返還計 3210） 的中 �� 4939（26番人気）�� 12907（9番人気）�� 11001（12番人気）
3連複票数 差引計 810399（返還計 10253） 的中 ��� 6548（28番人気）
3連単票数 差引計 970533（返還計 10926） 的中 ��� 1240（192番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．8―50．5―1：02．8―1：15．6―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．7
1
3
・（1，3）（2，8）11（7，6，13，14）－（15，16）12，10－5－4・（1，3）10（8，11）（2，6，14）13（7，15）（16，5）12－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤビクター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．6．25 阪神4着

2015．2．8生 牡3鹿 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走除外〕 アマノブライアン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボアヴィスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月9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 カタギ号

16028 6月9日 晴 稍重 （30阪神3）第3日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時25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� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

11 モンファロン 牡3黒鹿56 和田 竜二杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 452－221：33．8 43．8�
48 クリノアリエル 牝3青 54 池添 謙一栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 418± 0 〃 クビ 6．0�
23 ペプチドバンブー 牡3黒鹿56 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B484＋ 41：34．01 3．3�
715 ロードマドリード 牡3鹿 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 2 〃 ハナ 2．3�
713 レディーキティ 牝3鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 414＋101：34．1� 35．4�
35 トーセンフレール 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極島川 	哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 422－ 2 〃 クビ 44．4

510 プリメラビスタ 牝3栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 428－ 61：34．31� 9．8�
12 シールヴィクトリー 牝3鹿 54

52 △富田 暁�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム 462＋ 21：34．93� 129．4
36 アレグレメンテ 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：35．11� 41．0�
612 イッツパーフェクト �3鹿 56 北村 友一中村 祐子氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 516＋121：35．31 139．6�
816 サ ン デ ィ ー 牝3黒鹿54 岩崎 翼山住 勲氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 454－ 41：35．72� 42．2�
59 ピエナフラッシュ 牝3鹿 54 藤岡 康太本谷 兼三氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 470＋ 61：36．33� 222．9�
47 エイシンエトワール 牝3青鹿54 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 438－ 2 〃 クビ 24．2�
818 サトノゲイル 牡3青鹿56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 464＋ 21：36．62 31．9�
817 マーティンルナ 牝3鹿 54 幸 英明大戸 志浦氏 沖 芳夫 新冠 村上 欽哉 462＋ 21：36．92 145．2�
611 カ ル ナ 牝3黒鹿54 小牧 太杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 528 ―1：37．11� 52．8�
24 クロスチェック 牡3鹿 56 国分 優作鈴木 康弘氏 作田 誠二 新ひだか 今 牧場 514 ―1：37．52� 341．5�
714 コンキスタドール 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B504＋ 21：38．03 68．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，719，300円 複勝： 57，700，300円 枠連： 15，851，300円
馬連： 62，488，700円 馬単： 31，554，500円 ワイド： 46，470，900円
3連複： 85，791，500円 3連単： 112，579，700円 計： 444，156，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，380円 複 勝 � 770円 � 220円 � 170円 枠 連（1－4） 6，370円

馬 連 �� 13，530円 馬 単 �� 32，460円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 1，830円 �� 460円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 127，930円

票 数

単勝票数 計 317193 的中 � 5781（10番人気）
複勝票数 計 577003 的中 � 14550（8番人気）� 68652（3番人気）� 112324（2番人気）
枠連票数 計 158513 的中 （1－4） 1926（17番人気）
馬連票数 計 624887 的中 �� 3579（32番人気）
馬単票数 計 315545 的中 �� 729（68番人気）
ワイド票数 計 464709 的中 �� 3653（28番人気）�� 6265（16番人気）�� 28724（3番人気）
3連複票数 計 857915 的中 ��� 6700（27番人気）
3連単票数 計1125797 的中 ��� 638（313番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．7―46．5―58．2―1：09．8―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンファロン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．6．10 阪神8着

2015．3．26生 牡3黒鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 8戦1勝 賞金 8，850，000円
〔制裁〕 ペプチドバンブー号の騎手四位洋文は，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50，000円。（被害馬：5番・

8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンキスタドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月9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。
（非抽選馬） 3頭 オアハカ号・セブンポイント号・ヒデノトパーズ号



16029 6月9日 晴 良 （30阪神3）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・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
1：08．6
1：07．8

良
良

33 アウィルアウェイ 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450 ―1：10．3 1．5�
44 ヒ ラ ソ ー ル 牡2鹿 54 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 444 ―1：10．62 20．2�
55 ウインバラーディア 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 440 ―1：10．7クビ 63．5�
710 アドマイヤデルタ 牡2鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 ハナ 4．8�
67 ヨ ハ ン 牡2鹿 54 北村 友一サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 408 ―1：10．91� 42．6�
79 エイトマイル 牡2芦 54 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 476 ―1：11．21� 17．5	
22 ウィローグラウス 牝2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 420 ― 〃 クビ 143．3

811 デンコウブレイブ 牡2黒鹿54 松若 風馬田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 436 ―1：11．41 249．6�
56 コスモルシオ 牡2栗 54

51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 476 ―1：11．5� 97．3
812 アルマオプティ 牡2栗 54

52 △富田 暁コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 小島牧場 502 ―1：12．03 51．8�
68 タイガーティナ 牝2黒鹿54 	島 克駿伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ハシモトフアーム 434 ―1：12．21
 181．6�
11 � キュウドウクン 牡2鹿 54 武 豊冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 446 ―1：12．73 5．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 46，391，200円 複勝： 56，794，000円 枠連： 11，238，600円
馬連： 49，334，600円 馬単： 33，154，300円 ワイド： 35，227，800円
3連複： 66，515，100円 3連単： 125，899，000円 計： 424，554，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 660円 枠 連（3－4） 1，160円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，350円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 10，440円 3 連 単 ��� 25，380円

票 数

単勝票数 計 463912 的中 � 235213（1番人気）
複勝票数 計 567940 的中 � 338761（1番人気）� 26180（5番人気）� 8922（8番人気）
枠連票数 計 112386 的中 （3－4） 7469（4番人気）
馬連票数 計 493346 的中 �� 32924（5番人気）
馬単票数 計 331543 的中 �� 18370（6番人気）
ワイド票数 計 352278 的中 �� 20444（5番人気）�� 6542（13番人気）�� 2874（23番人気）
3連複票数 計 665151 的中 ��� 4778（26番人気）
3連単票数 計1258990 的中 ��� 3596（68番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．6―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―35．8―47．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アウィルアウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．2．4生 牝2鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ウィローグラウス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16030 6月9日 晴 良 （30阪神3）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：57．2
1：56．1

良
良

611 エリンズロマーネ 牝3栗 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 468－ 42：01．7 4．2�
816 ソ ー グ レ ア 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 468＋ 42：01．8� 54．6�
12 ピボットポイント 牡3鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462± 02：01．9� 2．3�
35 ロードレガリス 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 62：02．11	 9．4�
11 ア ク シ ス 牡3黒鹿56 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454－ 2 〃 クビ 10．3	
24 レーガノミクス 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 520± 02：02．2クビ 7．4

713 ダノンキャンディ 牝3青鹿54 松若 風馬�ダノックス 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 472＋ 62：02．3� 20．5�
510 ウェーブスピリッツ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 420－ 6 〃 クビ 216．7�
714 エイシンレーザー 牡3鹿 56 岩田 康誠平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 482± 02：02．4� 15．4
59 ディヴィナライン 牝3栗 54 池添 謙一吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 458＋ 22：02．5� 18．2�
23 ケントマンボ 牡3黒鹿56 国分 優作田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 442＋ 6 〃 アタマ 119．0�
612 メイショウメイホウ 牝3栗 54 岩崎 翼松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 464－ 22：02．82 45．2�
36 トウシンゴールド 牡3栗 56 酒井 学�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 504 ―2：03．22� 147．4�
815 アナザーパラダイス 牝3鹿 54 長岡 禎仁吉田 晴哉氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 62：03．3� 243．6�
48 バードランド 牝3青鹿54 幸 英明長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B416－ 22：03．62 258．1�
47 エストゥディオ 
3鹿 56

55 ☆義 英真�G1レーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B446－162：05．19 188．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，456，500円 複勝： 47，650，200円 枠連： 15，879，800円
馬連： 60，792，100円 馬単： 28，776，000円 ワイド： 43，415，200円
3連複： 83，618，000円 3連単： 100，025，300円 計： 411，613，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 930円 � 130円 枠 連（6－8） 8，080円

馬 連 �� 9，170円 馬 単 �� 13，760円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 260円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 67，330円

票 数

単勝票数 計 314565 的中 � 59582（2番人気）
複勝票数 計 476502 的中 � 87961（2番人気）� 8024（10番人気）� 122765（1番人気）
枠連票数 計 158798 的中 （6－8） 1522（21番人気）
馬連票数 計 607921 的中 �� 5134（29番人気）
馬単票数 計 287760 的中 �� 1568（45番人気）
ワイド票数 計 434152 的中 �� 4428（28番人気）�� 51886（1番人気）�� 4801（23番人気）
3連複票数 計 836180 的中 ��� 7715（27番人気）
3連単票数 計1000253 的中 ��� 1077（215番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．7―12．7―13．1―12．3―11．7―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．1―48．8―1：01．5―1：14．6―1：26．9―1：38．6―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3
9－4（1，8）10（3，12，14）（11，16）13（2，15）－6，5－7
9，4（1，8）（12，10，14）3（11，16）（13，15）（2，6）5，7

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

勝馬の
紹 介

エリンズロマーネ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 デュランダル デビュー 2018．3．17 阪神3着

2015．5．7生 牝3栗 母 エリンコート 母母 エリンバード 5戦1勝 賞金 10，350，000円
〔発走状況〕 エストゥディオ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エストゥディオ号は，平成30年6月10日から平成30年7月1日まで出走停止。停止期間の満了後に

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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キクノゼファー号
（非抽選馬） 7頭 オークヒルロッジ号・キラーチューン号・ザリーティー号・ゼットジガンテ号・フラッシュイメル号・ルリー号・

ロイヤルディクリー号



16031 6月9日 晴 重 （30阪神3）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 デロングスター 牝4栗 55 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460＋ 21：24．3 1．4�
713 マルモレイナ 牝4鹿 55 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 452＋ 41：24．72� 55．2�
47 リヴァイバル 牝5栗 55

54 ☆荻野 極杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488± 0 〃 クビ 7．9�
714 ブ ル ー ミ ン 牝4黒鹿 55

53 △川又 賢治佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 458－ 41：24．8� 11．1�
24 ガウラミディ 牝3栗 52 松若 風馬村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 488－ 81：25．33 44．5�
36 アミスターミノル 牝3栗 52 四位 洋文吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456＋141：25．4� 38．2	
612� サンシャーロット 牝4栗 55 藤岡 佑介 
加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 444＋ 6 〃 クビ 36．7�
816� ニホンピロメリーナ 牝4栗 55 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 456－ 6 〃 ハナ 93．2�
59 タガノエルフ 牝3黒鹿52 �島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 81：25．61	 10．9
611 ティーティクイーン 牝4鹿 55

53 △富田 暁ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 462± 01：25．7� 251．2�
12 � ワンダースニュマン 牝5鹿 55 藤懸 貴志山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 500＋141：25．91� 125．8�
815 モ ン ロ ー 牝4芦 55 古川 吉洋 
カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム B448＋ 41：26．0クビ 21．0�
11 ブライトメジャー 牝4栗 55 岩田 康誠谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458± 01：26．21� 170．0�
48 ウ マ コ 牝4栗 55 幸 英明河原 義宏氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 428＋161：26．3� 108．0�
23 ベルエスメラルダ 牝4黒鹿 55

54 ☆小崎 綾也内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B454＋ 21：26．72� 16．4�
510� ゴールデンローズ 牝5鹿 55 岡田 祥嗣太田珠々子氏 千田 輝彦 新冠 パカパカ

ファーム 476－ 41：27．23 430．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，815，600円 複勝： 171，657，400円 枠連： 17，738，900円
馬連： 73，700，900円 馬単： 48，906，600円 ワイド： 51，580，100円
3連複： 97，370，100円 3連単： 175，581，600円 計： 680，351，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 690円 � 170円 枠 連（3－7） 660円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 210円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 20，130円

票 数

単勝票数 計 438156 的中 � 245860（1番人気）
複勝票数 計1716574 的中 � 1348185（1番人気）� 11942（10番人気）� 80551（2番人気）
枠連票数 計 177389 的中 （3－7） 20799（3番人気）
馬連票数 計 737009 的中 �� 17877（9番人気）
馬単票数 計 489066 的中 �� 10483（12番人気）
ワイド票数 計 515801 的中 �� 10586（11番人気）�� 80013（1番人気）�� 2697（36番人気）
3連複票数 計 973701 的中 ��� 13480（17番人気）
3連単票数 計1755816 的中 ��� 6323（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―35．3―47．6―59．7―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 14，13，15，8，5（4，7）3（9，6）（2，16）（1，10）（11，12） 4 14（13，15）（5，8）（4，7）－（9，6）16（3，2，1）12（10，11）

勝馬の
紹 介

デロングスター �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Saint Liam デビュー 2017．6．25 阪神2着

2014．3．28生 牝4栗 母 アイアムルビー 母母 Cativa 9戦3勝 賞金 30，800，000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。
（非当選馬） 3頭 シグルーン号・テイエムゼッケイ号・ミスズマンボ号
（非抽選馬） 1頭 コカボムクイーン号

16032 6月9日 晴 重 （30阪神3）第3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

58 エルデュクラージュ �4芦 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 41：53．0 4．6�
47 サンライズセナ 牡3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 490＋ 2 〃 クビ 5．3�
11 ワンダーウマス 牡4鹿 57 岩田 康誠山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 B488＋ 61：53．1クビ 5．2�
610 ブロンズケイ 牡3黒鹿54 �島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 506＋ 21：53．41� 55．6�
815 マッカートニー 牡5栗 57 北村 友一薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 478－ 61：53．5� 15．5�
23 マイネルブロッケン 牡4青鹿57 国分 恭介 	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 B430－ 21：53．6	 4．7

611 タガノバルバドス 牡3鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－ 41：54．02	 83．1�
34 キタサンヴィクター 牡3鹿 54 岩崎 翼�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 488－ 6 〃 ハナ 43．3�
46 フォレストタウン 牡4黒鹿57 武 豊山上 和良氏 武 幸四郎 浦河 �川 啓一 508＋ 4 〃 クビ 7．9
59 メイショウカクウン 牡3青鹿54 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 444－ 41：54．1クビ 79．3�
712 タガノアンピール 牡4黒鹿57 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 540－101：54．73	 13．5�
22 アドラメレク 牡4黒鹿 57

55 △川又 賢治	G1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 460＋ 21：55．12	 9．6�

814
 アイファーウタオー 牡5黒鹿 57
54 ▲三津谷隼人中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 496－ 61：55．31	 272．8�

713
 コ エ レ 牡4黒鹿57 松山 弘平守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 474＋ 61：56．36 152．9�
35 ビップデヴィット 牡3栗 54 �島 克駿鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 476＋ 21：56．51 203．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，701，100円 複勝： 62，270，800円 枠連： 20，773，800円
馬連： 85，314，600円 馬単： 36，907，100円 ワイド： 55，923，400円
3連複： 117，862，800円 3連単： 150，468，500円 計： 566，222，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 170円 � 180円 枠 連（4－5） 810円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 500円 �� 420円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 11，680円

票 数

単勝票数 計 367011 的中 � 63281（1番人気）
複勝票数 計 622708 的中 � 117800（1番人気）� 90706（3番人気）� 83745（4番人気）
枠連票数 計 207738 的中 （4－5） 19825（4番人気）
馬連票数 計 853146 的中 �� 46683（5番人気）
馬単票数 計 369071 的中 �� 9500（9番人気）
ワイド票数 計 559234 的中 �� 28879（5番人気）�� 35277（2番人気）�� 19463（9番人気）
3連複票数 計1178628 的中 ��� 41559（3番人気）
3連単票数 計1504685 的中 ��� 9338（23番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．9―12．5―12．8―12．9―12．6―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．4―48．9―1：01．7―1：14．6―1：27．2―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エルデュクラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都1着

2014．5．3生 �4芦 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 13戦3勝 賞金 32，350，000円
〔制裁〕 ワンダーウマス号の騎手岩田康誠は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。



16033 6月9日 晴 良 （30阪神3）第3日 第9競走 ��
��1，400�

つ る は し

鶴 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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

713 タイキサターン 牡3黒鹿54 M．デムーロ�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484＋ 21：20．5 7．6�

612 グランドロワ 牡4栗 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B478－ 41：20．81� 4．3�
611 キャッチミーアップ 牝3鹿 52 荻野 極畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 436＋ 4 〃 クビ 12．2�
36 ライオネルカズマ 牡4鹿 57 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 496－181：21．11	 11．8�
35 キラーコンテンツ 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478－ 8 〃 クビ 4．7�
24 コンパウンダー 牡3黒鹿54 岩田 康誠ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 21：21．2クビ 27．5	
715 プ リ ュ ス 牝3鹿 52 武 豊
キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 428＋ 21：21．3� 6．2�
817 グロワールシチー 牡4鹿 57 秋山真一郎 
友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 468＋ 21：21．51
 9．0�
59 カープストリーマー 牡5栗 57 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522－ 6 〃 クビ 37．4
818 オースミベリル 牡4栗 57 川島 信二
オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 494＋ 61：21．6	 425．7�
11 メンターモード 牡4鹿 57 松若 風馬青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 488－14 〃 クビ 43．9�
48 � サウンドスカイメサ 牝4鹿 55 国分 恭介増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 446＋ 21：21．7クビ 293．7�
816 フ ラ ガ リ ア 牝4黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋12 〃 クビ 58．6�
47 モンテヴェルデ 牡4青鹿57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B462± 01：21．8クビ 34．5�
12 ラ グ ナ グ 牝5栗 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 480－ 41：21．9� 12．8�
510 ハッシュタグ 牡4鹿 57 和田 竜二石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－10 〃 アタマ 42．4�
23 サンライズビーム 牡5芦 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 460＋ 61：22．43 302．0�

（17頭）
714 トウショウビクター 牡5黒鹿57 古川 吉洋藤田 衛成氏 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 49，276，700円 複勝： 89，137，300円 枠連： 32，567，800円
馬連： 137，619，300円 馬単： 53，482，200円 ワイド： 87，510，500円
3連複： 187，849，200円 3連単： 229，281，700円 計： 866，724，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 290円 � 170円 � 290円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，880円 �� 820円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 36，240円

票 数

単勝票数 差引計 492767（返還計 898） 的中 � 51791（4番人気）
複勝票数 差引計 891373（返還計 1265） 的中 � 73384（4番人気）� 168372（1番人気）� 71338（5番人気）
枠連票数 計 325678 的中 （6－7） 44162（2番人気）
馬連票数 差引計1376193（返還計 2714） 的中 �� 45100（6番人気）
馬単票数 差引計 534822（返還計 1235） 的中 �� 8180（18番人気）
ワイド票数 差引計 875105（返還計 2391） 的中 �� 24782（9番人気）�� 11559（24番人気）�� 27859（5番人気）
3連複票数 差引計1878492（返還計 6977） 的中 ��� 22240（14番人気）
3連単票数 差引計2292817（返還計 8594） 的中 ��� 4586（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．5―45．9―57．4―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 12－13（8，18）（6，11，10）（1，9，15）5（4，17）7，3，16，2 4 12（13，18）（8，10）（6，11）15（1，9）5（4，17）（3，7）16，2

勝馬の
紹 介

タイキサターン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．10．28 東京3着

2015．3．11生 牡3黒鹿 母 マロノヴィーナス 母母 タンザナイト 7戦2勝 賞金 20，264，000円
〔出走取消〕 トウショウビクター号は，疾病〔顔部挫創〕のため出走取消。

16034 6月9日 晴 良 （30阪神3）第3日 第10競走 ��
��2，400�

さ ん だ

三 田 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，29．6．10以降30．6．3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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

66 グローブシアター 牡4黒鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436－ 82：25．6 5．0�
11 ブラックプラチナム 牡5青鹿57 M．デムーロ吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 492－ 42：25．91� 3．6�
44 フォーラウェイ 牡5鹿 54 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 42：26．11� 32．5�
88 アインザッツ 牡5鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B466＋ 42：26．2	 18．7�
33 ララエクラテール 牡6鹿 54 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B428－ 42：26．3� 21．1	
77 テーオーフォルテ 牡4鹿 57．5 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 510－ 42：26．51� 2．4

89 ス プ マ ン テ 牡4青鹿57 川田 将雅石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 474－ 42：26．71� 4．2�
55 ローデルバーン 牡5黒鹿53 水口 優也佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 
川 啓一 B462－ 62：27．23 94．9�

（8頭）
22 ヒ シ マ サ ル 牡4黒鹿57 四位 洋文阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 52，130，900円 複勝： 64，530，500円 枠連： 14，755，700円
馬連： 104，302，100円 馬単： 50，426，400円 ワイド： 61，216，700円
3連複： 109，633，600円 3連単： 219，706，200円 計： 676，702，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 160円 � 620円 枠 連（1－6） 1，000円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，420円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 18，130円

票 数

単勝票数 差引計 521309（返還計 39500） 的中 � 81941（4番人気）
複勝票数 差引計 645305（返還計 46690） 的中 � 114093（4番人気）� 123225（2番人気）� 19069（7番人気）
枠連票数 差引計 147557（返還計 28941） 的中 （1－6） 11434（6番人気）
馬連票数 差引計1043021（返還計195539） 的中 �� 89622（4番人気）
馬単票数 差引計 504264（返還計 94920） 的中 �� 18910（10番人気）
ワイド票数 差引計 612167（返還計101079） 的中 �� 37350（6番人気）�� 10537（17番人気）�� 13017（14番人気）
3連複票数 差引計1096336（返還計397003） 的中 ��� 20308（18番人気）
3連単票数 差引計2197062（返還計743807） 的中 ��� 8781（64番人気）

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

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―24．0―37．1―50．0―1：02．3―1：14．7―1：27．4―1：39．8―1：51．7―2：02．9―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F33．9
1
3
6，8，1，3－（4，7）（5，9）
6，8（1，3）（4，7）（5，9）

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

勝馬の
紹 介

グローブシアター 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．11．13 京都1着

2014．2．14生 牡4黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 10戦4勝 賞金 71，937，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ヒシマサル号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 フォーラウェイ号の騎手酒井学は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



16035 6月9日 晴 稍重 （30阪神3）第3日 第11競走 ��
��1，400�

あ き

安芸ステークス
発走15時35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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

79 タイセイエクレール 牡5鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 522＋ 61：24．2 5．5�
55 ファッショニスタ 牝4鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 4 〃 ハナ 2．3�
810 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 57 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 474－ 2 〃 アタマ 7．3�
67 ヤマニンアンプリメ 牝4鹿 55 �島 良太土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 482＋ 5 〃 クビ 6．3�
66 チェイスダウン 牡5鹿 57 松山 弘平畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 480－ 41：24．3	 80．0�
44 ヴェンジェンス 牡5栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 484－ 21：24．51 3．8�
78 ワンダーサジェス 牝5鹿 55 小牧 太山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 494＋101：24．6
 24．1	
22 ディープミタカ 牡7栗 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：24．81� 107．0

11 ライドオンウインド 牡6栗 57 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 498－ 61：25．11
 162．4�
811 オデュッセウス �5鹿 57 古川 吉洋ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 アタマ 64．3
33 ゲマインシャフト �8鹿 57 北村 友一丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 486－ 41：25．31� 276．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 85，499，900円 複勝： 107，631，600円 枠連： 36，021，500円
馬連： 245，983，900円 馬単： 118，830，800円 ワイド： 113，123，200円
3連複： 296，500，000円 3連単： 589，506，200円 計： 1，593，097，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 110円 � 170円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 250円 �� 520円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 854999 的中 � 123772（3番人気）
複勝票数 計1076316 的中 � 162348（3番人気）� 317778（1番人気）� 135609（5番人気）
枠連票数 計 360215 的中 （5－7） 56820（1番人気）
馬連票数 計2459839 的中 �� 296734（2番人気）
馬単票数 計1188308 的中 �� 57753（6番人気）
ワイド票数 計1131232 的中 �� 125972（2番人気）�� 49563（10番人気）�� 96467（4番人気）
3連複票数 計2965000 的中 ��� 196992（5番人気）
3連単票数 計5895062 的中 ��� 67422（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．5―59．8―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 6（5，8）（4，9）（7，11）（3，1）（2，10） 4 6（5，8）（4，9，11）（7，1）3（2，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイエクレール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．9．6 小倉7着

2013．3．6生 牡5鹿 母 クリスビーナス 母母 プレイリースカイ 29戦5勝 賞金 101，252，000円
〔制裁〕 タイセイエクレール号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

16036 6月9日 晴 良 （30阪神3）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時10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
1：44．5
1：43．9

良
良

88 ドミナートゥス 牡3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 478－101：46．7 1．4�
22 ジョーアラビカ 牡4芦 57 松山 弘平上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 502－ 81：46．8� 5．4�
66 	 サンライズサーカス 牡5青鹿57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B520－ 41：47．33 66．1�
11 サトノガーネット 牝3黒鹿52 川島 信二 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 81：47．4� 6．4�
55 シャフトオブライト 牡3栗 54

52 △富田 暁 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446－ 61：47．72 17．5	
77 キャノンストーム 牡5黒鹿57 
島 克駿前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 21：47．8� 37．8

33 ダンツセイケイ 牡3鹿 54

52 △川又 賢治山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 472－ 61：48．75 61．4�
89 ナムラアッパレ 牡3鹿 54 秋山真一郎奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 462－ 41：48．8� 17．8�
44 ナムラシンウチ 牡4鹿 57 松若 風馬奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 512－ 41：49．43� 17．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，312，400円 複勝： 153，632，200円 枠連： 17，695，200円
馬連： 98，619，200円 馬単： 69，373，200円 ワイド： 59，804，400円
3連複： 124，866，200円 3連単： 343，025，300円 計： 921，328，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 800円 枠 連（2－8） 290円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，130円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 9，740円

票 数

単勝票数 計 543124 的中 � 297547（1番人気）
複勝票数 計1536322 的中 � 1154093（1番人気）� 106658（2番人気）� 9787（9番人気）
枠連票数 計 176952 的中 （2－8） 46564（1番人気）
馬連票数 計 986192 的中 �� 225942（1番人気）
馬単票数 計 693732 的中 �� 121505（1番人気）
ワイド票数 計 598044 的中 �� 116509（1番人気）�� 11365（14番人気）�� 6161（20番人気）
3連複票数 計1248662 的中 ��� 19908（17番人気）
3連単票数 計3430253 的中 ��� 25518（30番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．0―12．4―12．3―11．5―11．1―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．7―49．1―1：01．4―1：12．9―1：24．0―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．8
3 6，5，2，8（3，7）（1，9）4 4 6－（2，5）8，3，7（1，9）－4

勝馬の
紹 介

ドミナートゥス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．8 京都2着

2015．2．2生 牡3黒鹿 母 デグラーティア 母母 デフィニット 5戦2勝 賞金 23，412，000円



（30阪神3）第3日 6月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

187，070，000円
7，600，000円
15，760，000円
1，260，000円
20，640，000円
66，334，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
511，366，600円
1，012，678，800円
218，995，100円
1，078，079，500円
558，913，800円
674，635，200円
1，400，413，200円
2，356，070，400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 7，811，152，600円

総入場人員 16，425名 （有料入場人員 14，358名）
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