
16049 6月16日 晴 良 （30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

66 リ ゲ イ ン 牝2鹿 54 和田 竜二 �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 428± 01：22．4 3．9�
89 ハッピーアワー 牡2鹿 54 秋山真一郎髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 436－ 6 〃 クビ 2．0�
77 コスモルシオ 牡2栗 54 柴田 未崎 �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± 01：23．57 55．6�
55 スターリーパレード 牡2鹿 54 幸 英明 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 480－ 61：24．24 10．3�
22 コスモスターリング 牡2栗 54 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 458＋ 2 〃 クビ 3．7	
44 デンコウブレイブ 牡2黒鹿 54

52 △川又 賢治田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 440＋ 41：24．83� 34．9

11 ゴールドウエイ 牝2黒鹿54 松若 風馬加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 宮内牧場 420＋ 4 〃 ハナ 50．5�
88 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 428－ 61：24．9� 111．1�
33 コラルブラッシュ 牡2鹿 54 小牧 太中島 俊房氏 服部 利之 日高 Wing Farm 450－ 41：25．75 99．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，400，100円 複勝： 34，740，600円 枠連： 6，671，000円
馬連： 30，649，300円 馬単： 20，788，500円 ワイド： 19，436，300円
3連複： 47，683，400円 3連単： 96，722，100円 計： 276，091，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 710円 枠 連（6－8） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，580円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 10，970円

票 数

単勝票数 計 194001 的中 � 41301（3番人気）
複勝票数 計 347406 的中 � 49495（3番人気）� 188876（1番人気）� 4371（7番人気）
枠連票数 計 66710 的中 （6－8） 19912（1番人気）
馬連票数 計 306493 的中 �� 81982（1番人気）
馬単票数 計 207885 的中 �� 21401（3番人気）
ワイド票数 計 194363 的中 �� 37635（2番人気）�� 2584（14番人気）�� 3385（12番人気）
3連複票数 計 476834 的中 ��� 11593（8番人気）
3連単票数 計 967221 的中 ��� 6390（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．5―46．6―58．1―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ゲ イ ン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．6．2 阪神3着

2016．2．23生 牝2鹿 母 ダイイチコパン 母母 ダイイチアレキ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

16050 6月16日 晴 良 （30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 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

68 シゲルマツタケ 牝3栗 54 松若 風馬森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 448＋ 41：57．0 44．0�
69 ピエナシニスター 牝3栗 54 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 462± 01：57．21� 11．4�
812 シゲルミズナ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 B498＋ 21：57．52 20．7�
44 デイジーメーカー 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 502－ 21：57．81� 1．9�
11 ナリタカピリナ 牝3鹿 54 岩崎 翼�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 492＋101：58．33 19．1�
56 グローバルフェイム 牝3芦 54 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 490± 0 〃 アタマ 9．2	
45 カ ル チ ョ 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 408＋ 21：58．4� 6．3

711 ガーネットウィング 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極 �ローレルレーシング 庄野 靖志 浦河 中神牧場 478＋ 21：58．82� 124．2�
22 ダイシンマナ 牝3栗 54 小牧 太大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 422＋181：59．22� 163．6�
33 フラッシュイメル 牝3栗 54

52 △森 裕太朗杉澤 真吾氏 藤沢 則雄 日高 メイプルファーム 398－ 61：59．94 217．3
57 クナップフラウ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 追分ファーム 424± 0 〃 アタマ 5．3�
813 トウカイボヌール 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 444－ 62：00．53� 299．8�
710 レ ガ ー メ 牝3鹿 54

52 △川又 賢治�グランド牧場 橋田 満 新冠 芳住 鉄兵 534 ―2：06．1大差 25．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，015，000円 複勝： 39，770，500円 枠連： 11，485，800円
馬連： 40，193，100円 馬単： 25，438，600円 ワイド： 28，452，200円
3連複： 56，928，300円 3連単： 84，582，500円 計： 309，866，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，400円 複 勝 � 1，080円 � 350円 � 670円 枠 連（6－6） 15，210円

馬 連 �� 11，010円 馬 単 �� 27，970円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 4，220円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 39，680円 3 連 単 ��� 371，650円

票 数

単勝票数 計 230150 的中 � 4180（9番人気）
複勝票数 計 397705 的中 � 9082（9番人気）� 32509（5番人気）� 15282（7番人気）
枠連票数 計 114858 的中 （6－6） 585（20番人気）
馬連票数 計 401931 的中 �� 2827（26番人気）
馬単票数 計 254386 的中 �� 682（64番人気）
ワイド票数 計 284522 的中 �� 2250（29番人気）�� 1721（33番人気）�� 4020（20番人気）
3連複票数 計 569283 的中 ��� 1076（80番人気）
3連単票数 計 845825 的中 ��� 165（535番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―14．1―13．3―12．4―12．7―12．5―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―39．4―52．7―1：05．1―1：17．8―1：30．3―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルマツタケ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Haafhd デビュー 2017．7．2 中京10着

2015．3．10生 牝3栗 母 マイスイートベス 母母 ポーリッシュピンク 7戦1勝 賞金 5，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 レガーメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16日まで平地競走に出
走できない。

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



16051 6月16日 晴 良 （30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 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

612 セトノシャトル 牡3栗 56 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 508＋ 21：12．8 2．6�
47 スキュータム 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗 �カナヤマホール
ディングス 羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 488－ 4 〃 クビ 25．2�

12 ヴ ァ ン フ レ 牡3青鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500± 01：12．9クビ 5．6�

59 � アメリカンエース 牡3鹿 56 M．デムーロ吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster B482－ 61：13．75 2．8�
611 メイショウワザモノ 牡3芦 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 日高 白井牧場 442＋101：13．91	 70．1�
24 スパニッシュフライ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希	協和牧場 藤沢 則雄 新冠 協和牧場 470＋ 41：14．11 12．1

11 ワンダーアグリコラ 牝3黒鹿54 小牧 太山本 能成氏 沖 芳夫 新ひだか 城地牧場 426－ 21：14．52
 305．0�
36 � モズダディー 牡3栗 56 幸 英明 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B484 ―1：14．82 27．3�
23 ロ ー ン チ 牡3鹿 56 福永 祐一青山 洋一氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：14．9� 13．1
713 マリーベリー 牝3栗 54 酒井 学薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 422－ 21：15．0クビ 266．8�
714 スズノアリュール 牡3鹿 56 秋山真一郎新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 490± 0 〃 ハナ 96．7�
815� アンカーテソーロ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極了德寺健二ホール
ディングス� 吉村 圭司 米 Dr. Christoph

Berglar 472－ 81：16．06 17．1�
48 アモーレジョディー 牝3栗 54 浜中 俊 �ローレルレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 432－ 21：16．21	 68．5�
816 メイショウヴァルス 牝3鹿 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 418＋121：16．3� 427．4�
35 ゴールドムーン 牝3鹿 54

52 △川又 賢治野口 弘司氏 加用 正 浦河 大道牧場 442＋141：16．61
 289．7�
510 キ ノ カ ワ 牝3栗 54 水口 優也浜井 弘至氏 森 秀行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 440－ 81：18．19 323．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，687，300円 複勝： 39，912，300円 枠連： 12，769，100円
馬連： 51，795，300円 馬単： 26，158，400円 ワイド： 35，996，200円
3連複： 73，339，900円 3連単： 94，422，900円 計： 366，081，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 370円 � 170円 枠 連（4－6） 2，200円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 740円 �� 260円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 18，500円

票 数

単勝票数 計 316873 的中 � 94987（1番人気）
複勝票数 計 399123 的中 � 110057（1番人気）� 19037（7番人気）� 60606（3番人気）
枠連票数 計 127691 的中 （4－6） 4483（8番人気）
馬連票数 計 517953 的中 �� 15406（8番人気）
馬単票数 計 261584 的中 �� 5051（13番人気）
ワイド票数 計 359962 的中 �� 11741（8番人気）�� 41063（2番人気）�� 5679（17番人気）
3連複票数 計 733399 的中 ��� 14687（10番人気）
3連単票数 計 944229 的中 ��� 3700（53番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．0―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．4―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2017．11．3 京都12着

2015．5．16生 牡3栗 母 セトノウインド 母母 シンウインド 8戦1勝 賞金 12，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キノカワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16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 ブルベアサンショウ号・マンテンファースト号

16052 6月16日 晴 良 （30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 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

815 セイリスペクト 牡3黒鹿56 松山 弘平金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B466－ 81：55．4 9．6�
714 ア ト ス 牡3青鹿56 福永 祐一前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 438± 01：56．25 2．8�
23 スターズテソーロ 牡3鹿 56 川田 将雅了德寺健二ホール

ディングス� 吉村 圭司 新冠 つつみ牧場 494－ 81：56．73 8．1�
48 ブ ン ゴ 牡3鹿 56

54 △川又 賢治江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 486＋ 21：56．8� 117．9�
510 キクノゼファー 牡3鹿 56 酒井 学菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 456＋ 21：56．9クビ 68．7�
35 タガノヤマト 牡3栗 56 浜中 俊八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－ 6 〃 クビ 2．3	
713 ペイシャジャン 牡3鹿 56 畑端 省吾北所 直人氏 吉田 直弘 様似 清水スタッド 496－ 41：57．0� 177．3

36 スピンドクター �3黒鹿56 松若 風馬ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B462＋ 2 〃 アタマ 24．6�
59 カズフィンテック 牡3黒鹿56 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 日高 白井牧場 B460＋ 81：57．1� 164．9�
11 アリイタヤス 牡3鹿 56 �島 克駿横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 484－ 2 〃 ハナ 18．6
816 タ イ フ ー ン 牡3鹿 56 秋山真一郎ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－101：57．84 31．8�
47 スズカビッグワン 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 476 ―1：59．29 215．5�
12 オークヒルロッジ 牡3青鹿56 和田 竜二宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：59．41 13．1�
611 ワールドカフェ �3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 斉藤 崇史 新ひだか 矢野牧場 496－ 82：00．14 154．3�
24 サルサデージャ 牡3鹿 56 岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 476－142：00．2� 323．0�
612 ヒロノカチドキ 牡3青 56 水口 優也小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 西川富岡牧場 464＋ 82：01．79 222．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，902，700円 複勝： 31，118，000円 枠連： 21，172，000円
馬連： 45，691，100円 馬単： 24，338，600円 ワイド： 32，088，900円
3連複： 63，765，800円 3連単： 80，249，100円 計： 322，326，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 190円 � 150円 � 190円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，040円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 22，950円

票 数

単勝票数 計 239027 的中 � 19761（4番人気）
複勝票数 計 311180 的中 � 40015（3番人気）� 63275（2番人気）� 38210（4番人気）
枠連票数 計 211720 的中 （7－8） 28576（3番人気）
馬連票数 計 456911 的中 �� 28524（5番人気）
馬単票数 計 243386 的中 �� 6302（10番人気）
ワイド票数 計 320889 的中 �� 16130（5番人気）�� 7423（11番人気）�� 18052（4番人気）
3連複票数 計 637658 的中 ��� 14402（9番人気）
3連単票数 計 802491 的中 ��� 2535（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．1―50．2―1：03．2―1：16．6―1：29．7―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

セイリスペクト �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．12．9 阪神5着

2015．4．11生 牡3黒鹿 母 グラールホーリー 母母 オオシマダリア 8戦1勝 賞金 11，000，000円
〔制裁〕 アリイタヤス号の騎手�島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノカチドキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16日まで平地競

走に出走できない。
※セイリスペクト号・タイフーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16053 6月16日 晴 良 （30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

24 チュウワフライヤー 牝2栗 54 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496 ―1：13．8 5．6�
714 アールロッソ 牝2栗 54 松山 弘平前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 468 ― 〃 クビ 35．2�
12 ア ン ビ ル 牡2黒鹿54 秋山真一郎�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 452 ―1：14．33 46．5�
23 デンコウハピネス 牝2黒鹿54 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 430 ―1：14．51� 184．3�
816 スズカモンド 牡2栗 54 松若 風馬永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 466 ― 〃 ハナ 16．7�
11 ロックスピリット 牡2鹿 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 476 ― 〃 クビ 50．2	
59 マルモネオフォース 牝2鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 488 ―1：14．71� 8．9

36 タ イ サ イ 牡2栗 54 酒井 学�KTレーシング 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448 ―1：14．8� 181．2�
815 イッツクール 牡2栗 54 松田 大作久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 448 ―1：14．9� 16．2
612 エ ス ト 牝2鹿 54 福永 祐一大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 アタマ 7．6�
47 マイネルメーア 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 洞	湖 レイクヴィラファーム 490 ―1：15．32� 2．0�
48 メイショウハヤナリ 牡2鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 454 ―1：16．25 29．3�
611 ブルベアボルド 牡2鹿 54

53 ☆荻野 極 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 490 ―1：17．05 33．0�
510 ジョーノベリスタ 牝2黒鹿54 幸 英明上田けい子氏 清水 久詞 安平 追分ファーム 440 ―1：17．21 215．2�
35 アマノコマンダー 牡2鹿 54

52 △川又 賢治中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 470 ―1：17．41� 177．3�

（15頭）
713 ゴールドラグーン 牡2栗 54 
島 克駿吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 474 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，083，900円 複勝： 35，808，500円 枠連： 14，946，800円
馬連： 44，791，800円 馬単： 24，525，500円 ワイド： 32，037，600円
3連複： 59，721，800円 3連単： 74，842，700円 計： 319，758，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 690円 � 930円 枠 連（2－7） 7，420円

馬 連 �� 8，560円 馬 単 �� 17，070円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 3，240円 �� 9，500円

3 連 複 ��� 42，050円 3 連 単 ��� 475，970円

票 数

単勝票数 差引計 330839（返還計 2633） 的中 � 49590（2番人気）
複勝票数 差引計 358085（返還計 3592） 的中 � 55755（2番人気）� 12196（9番人気）� 8784（10番人気）
枠連票数 差引計 149468（返還計 207） 的中 （2－7） 1560（20番人気）
馬連票数 差引計 447918（返還計 12239） 的中 �� 4054（21番人気）
馬単票数 差引計 245255（返還計 6414） 的中 �� 1077（46番人気）
ワイド票数 差引計 320376（返還計 11362） 的中 �� 3487（24番人気）�� 2554（29番人気）�� 859（56番人気）
3連複票数 差引計 597218（返還計 34506） 的中 ��� 1065（100番人気）
3連単票数 差引計 748427（返還計 39465） 的中 ��� 114（744番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．1―12．1―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．5―47．6―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュウワフライヤー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2016．4．20生 牝2栗 母 ヴィヴィッドカラー 母母 アドマイヤライト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ゴールドラグーン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 ノーブルアーレス号

16054 6月16日 晴 良 （30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 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
2：24．1
2：22．1

良
良

23 セルヴィエット 牡3黒鹿56 松若 風馬�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 506－ 62：25．2 15．6�
48 ララシャンパーニュ 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか タイヘイ牧場 424± 02：25．41� 19．6�
11 リンディスファーン 牡3鹿 56 松田 大作吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 494－12 〃 クビ 108．7�
12 レッドアルジーヌ 牝3芦 54 �島 克駿 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 446－ 62：26．46 16．2�
817 イ ベ リ ア 牡3黒鹿56 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492± 02：26．72 4．9	
36 ヒミノゴールド 牡3黒鹿56 �島 良太佐々木八郎氏 森田 直行 平取 原田 新治 504－ 22：27．12	 24．0

816 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 470－ 6 〃 アタマ 3．8�
47 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 522－ 42：27．2	 4．7�
714 サウンドスター 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 448－ 22：27．41	 42．3
59 フォーアシュトース 牡3黒鹿56 酒井 学前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 イワミ牧場 520＋ 4 〃 ハナ 248．4�
35 ミコデイジーラブ 牝3黒鹿54 岩崎 翼古賀 慎一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 514＋ 42：27．6
 232．5�
24 コシミノダンサー 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 ハナ 4．6�
612 ル リ ー 牝3栗 54 秋山真一郎サン 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 416－ 62：27．7
 185．4�
713 ザリーティー 牝3栗 54

52 △川又 賢治中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 436－ 62：27．91� 227．8�
815 カ タ ギ 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 442－ 42：28．11� 177．5�
510 ウォーターエルピス 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 516＋10 〃 アタマ 23．8�
611 ジュンエスポワール 牡3黒鹿56 川田 将雅河合 純二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 462－ 22：28．63 22．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，861，800円 複勝： 42，683，700円 枠連： 18，168，700円
馬連： 56，419，300円 馬単： 24，019，800円 ワイド： 36，796，300円
3連複： 75，385，400円 3連単： 80，227，800円 計： 360，562，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 520円 � 580円 � 3，200円 枠 連（2－4） 740円

馬 連 �� 17，040円 馬 単 �� 38，320円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 16，080円 �� 26，330円

3 連 複 ��� 261，750円 3 連 単 ��� 830，930円

票 数

単勝票数 計 268618 的中 � 13725（5番人気）
複勝票数 計 426837 的中 � 22647（6番人気）� 20163（7番人気）� 3254（12番人気）
枠連票数 計 181687 的中 （2－4） 18860（3番人気）
馬連票数 計 564193 的中 �� 2565（40番人気）
馬単票数 計 240198 的中 �� 470（86番人気）
ワイド票数 計 367963 的中 �� 2119（42番人気）�� 589（73番人気）�� 359（89番人気）
3連複票数 計 753854 的中 ��� 216（288番人気）
3連単票数 計 802278 的中 ��� 70（1264番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．5―12．2―12．0―11．6―11．9―11．9―11．9―11．8―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―36．9―49．1―1：01．1―1：12．7―1：24．6―1：36．5―1：48．4―2：00．2―2：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．8
1
3
16，10（3，7）－（2，4）14（1，5）9（8，13）17，11－6－12＝15
16，7，10－3－4，2－（1，9）（8，14，5）17，11（13，6）－12－15

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セルヴィエット �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．2 阪神4着

2015．2．27生 牡3黒鹿 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル 4戦1勝 賞金 7，400，000円



16055 6月16日 晴 良 （30阪神3）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：48．5
1：47．8

重
重

67 アイアンテーラー 牝4栗 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 470± 01：53．4 2．0�
55 エイシンムジカ 牝4栗 55 M．デムーロ平井 克彦氏 西園 正都 新ひだか 木田牧場 492＋ 41：54．46 2．2�
66 � モ ハ ー 牝4栗 55 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 486－ 2 〃 ハナ 50．4�
811 デイジーフローラ 牝5鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 41：54．93 16．6�
79 � サンマルタイトル 牝4栗 55

53 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 442－101：55．11� 85．0�
810 ベルフロレゾン 牝3栗 52 松山 弘平 	シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 41：55．42 8．3

78 スズカスマート 牝4鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 476＋ 81：55．71� 21．1�
33 ショウナンサアーダ 牝6黒鹿 55

53 △川又 賢治国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 520＋ 21：55．8クビ 221．5�
22 � ゴ ス ペ ル 牝4鹿 55 酒井 学サイプレスホール

ディングス合同会社 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－101：56．01� 311．6

44 ヴ ィ グ ー ル 牝3鹿 52 和田 竜二サイプレスホール
ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 444－ 21：57．9大差 28．5�

11 テイエムゼッケイ 牝3栗 52
49 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 村下農場 464－101：58．53	 46．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，736，100円 複勝： 52，849，100円 枠連： 12，031，300円
馬連： 53，812，100円 馬単： 36，083，300円 ワイド： 33，682，000円
3連複： 72，842，900円 3連単： 153，535，600円 計： 445，572，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 500円 枠 連（5－6） 200円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 130円 �� 840円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 307361 的中 � 120406（1番人気）
複勝票数 計 528491 的中 � 153751（2番人気）� 250576（1番人気）� 7320（8番人気）
枠連票数 計 120313 的中 （5－6） 45303（1番人気）
馬連票数 計 538121 的中 �� 207150（1番人気）
馬単票数 計 360833 的中 �� 70772（1番人気）
ワイド票数 計 336820 的中 �� 101931（1番人気）�� 7459（11番人気）�� 5581（15番人気）
3連複票数 計 728429 的中 ��� 28582（5番人気）
3連単票数 計1535356 的中 ��� 22245（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―36．4―48．7―1：01．3―1：14．0―1：26．6―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアンテーラー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．8生 牝4栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 11戦3勝 賞金 30，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムゼッケイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月16日まで平地

競走に出走できない。

16056 6月16日 晴 良 （30阪神3）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・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 1，500，000
1，500，000

円
円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

22 テリトーリアル 牡4栗 57 幸 英明ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 81：59．2 6．9�

810 エクレアスパークル 牡4青鹿57 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：59．51� 1．5�
55 メイショウカミシマ 牡4黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 454－ 61：59．71 31．3�
78 リシュブール 牡3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 同着 7．0�
66 ブ リ ラ ー レ 牡4栗 57 M．デムーロ早野 誠氏 斉藤 崇史 洞	湖 レイクヴィラファーム 470－ 21：59．91
 5．6�
79 ナンヨープランタン 牡3黒鹿54 浜中 俊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 440－ 42：00．32� 21．4�
33 ミヤジユウダイ 牡4鹿 57 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 536± 02：00．51
 95．1	
811 コールストーム 牡4鹿 57 和田 竜二
ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 22：00．71
 29．0�
11 ロックザボート 牝3鹿 52

50 △川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：00．91
 45．3
44 インターンシップ 牡7鹿 57 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 460＋ 42：01．54 72．0�
67  モ ン ト 牡5鹿 57 小林 徹弥平山 靖氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 500－ 42：01．6� 439．5�
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売 得 金
単勝： 44，061，500円 複勝： 143，889，300円 枠連： 13，588，600円
馬連： 65，184，700円 馬単： 39，485，100円 ワイド： 44，787，500円
3連複： 87，360，000円 3連単： 162，391，400円 計： 600，748，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 120円 � 110円 �
�

190円
130円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 140円 ��
��

710円
350円

��
��

320円
170円

3 連 複 ���
���

1，150円
480円 3 連 単 ���

���
7，140円
3，420円

票 数

単勝票数 計 440615 的中 � 51011（3番人気）
複勝票数 計1438893 的中 �

�
81975
63050

（2番人気）
（4番人気）

� 1086796（1番人気）� 30990（6番人気）

枠連票数 計 135886 的中 （2－8） 20716（3番人気）
馬連票数 計 651847 的中 �� 108005（2番人気）
馬単票数 計 394851 的中 �� 17547（6番人気）
ワイド票数 計 447875 的中 ��

��
63738
18363

（1番人気）
（7番人気）

��
��

7159
48327

（16番人気）
（3番人気）

�� 16486（9番人気）

3連複票数 計 873600 的中 ��� 26981（9番人気）��� 70997（3番人気）
3連単票数 計1623914 的中 ��� 8196（47番人気）��� 17270（21番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．4―12．2―11．9―11．9―11．9―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．0―48．2―1：00．1―1：12．0―1：23．9―1：35．4―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3
1
3
2，11－5，10－8，1，9，6，4－7－3
2，11＝5，10（4，8）6（1，9）－7，3

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

勝馬の
紹 介

テリトーリアル �
�
父 Teofilo �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．11．12 京都3着

2014．2．26生 牡4栗 母 コンサヴァトワー 母母 Mezzo Soprano 13戦3勝 賞金 41，820，000円



16057 6月16日 晴 良 （30阪神3）第5日 第9競走 ��
��1，600�

し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

66 エイシンティンクル 牝5芦 55 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 506＋ 61：32．0 6．7�
88 インディチャンプ 牡3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 アタマ 1．9�
22 サウンドキアラ 牝3鹿 52 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 440± 01：32．31� 15．6�
33 ボンセルヴィーソ 牡4栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 470± 01：32．51	 5．5�
55 クリアザトラック 牡4鹿 57 M．デムーロ 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 448－ 61：32．6
 3．4	
11 ハローユニコーン 牝4鹿 55 川田 将雅 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 460＋ 41：33．13 39．3

44 ヤマカツボーイ 牡6黒鹿57 太宰 啓介山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466± 0 〃 クビ 89．7�
89 ウォーターピオニー 牝5鹿 55 岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 440－ 21：33．73
 169．6�
77 メイショウヤマホコ 牡8黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 472－ 61：34．76 154．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 55，342，100円 複勝： 77，177，300円 枠連： 13，395，400円
馬連： 85，265，400円 馬単： 54，801，900円 ワイド： 45，362，500円
3連複： 98，924，500円 3連単： 258，198，700円 計： 688，467，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 110円 � 260円 枠 連（6－8） 760円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 310円 �� 880円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 11，630円

票 数

単勝票数 計 553421 的中 � 65462（4番人気）
複勝票数 計 771773 的中 � 53320（4番人気）� 438551（1番人気）� 35158（5番人気）
枠連票数 計 133954 的中 （6－8） 13604（3番人気）
馬連票数 計 852654 的中 �� 87343（3番人気）
馬単票数 計 548019 的中 �� 20517（9番人気）
ワイド票数 計 453625 的中 �� 40566（4番人気）�� 12044（10番人気）�� 24257（6番人気）
3連複票数 計 989245 的中 ��� 37586（7番人気）
3連単票数 計2581987 的中 ��� 16095（41番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．3―11．4―11．5―10．9―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．8―35．1―46．5―58．0―1：08．9―1：19．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．0
3 6－3，2，9，4，8（1，5）－7 4 6－3，2（4，8）9（1，5）7

勝馬の
紹 介

エイシンティンクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．28 阪神2着

2013．3．8生 牝5芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 12戦4勝 賞金 59，044，000円
〔発走状況〕 メイショウヤマホコ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

16058 6月16日 晴 良 （30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，29．6．17以降30．6．10まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

68 ナインテイルズ 牡7栗 55 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 472－ 81：07．6 10．8�
22 アッラサルーテ 牝5栗 54 川田 将雅吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486± 01：07．81� 5．1�
710 ブラッククローバー 牡6黒鹿55 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 492± 01：08．01� 11．1�
44 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 51 酒井 学上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 496＋ 8 〃 クビ 58．3�
811 アドマイヤナイト 牝6栗 54 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 2 〃 アタマ 4．4�
33 レーヴムーン 牡5黒鹿56 松山 弘平ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 478＋ 4 〃 ハナ 6．0	
11 スカイパッション 牝6栗 52 秋山真一郎小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 462－ 21：08．1クビ 25．4

55 ゲンキチハヤブサ 	6栗 54 和田 竜二荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 478＋ 41：08．31
 7．3�
812 ダイトウキョウ 牡6鹿 55 福永 祐一市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 4．5�
67 パーリオミノル 牝5鹿 52 高倉 稜吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 464－ 41：08．4� 18．8
79 ナイトフォックス 牡6鹿 53 川又 賢治石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：08．82
 87．6�
56 クリノコマチ 牝7栗 50 森 裕太朗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 460－ 41：09．43
 161．3�
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売 得 金
単勝： 42，631，000円 複勝： 66，368，100円 枠連： 26，566，400円
馬連： 114，143，400円 馬単： 45，894，400円 ワイド： 64，480，600円
3連複： 143，067，500円 3連単： 192，527，000円 計： 695，678，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 310円 � 190円 � 260円 枠 連（2－6） 1，930円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，400円 �� 820円

3 連 複 ��� 8，800円 3 連 単 ��� 56，120円

票 数

単勝票数 計 426310 的中 � 31425（6番人気）
複勝票数 計 663681 的中 � 51226（7番人気）� 105744（1番人気）� 63987（6番人気）
枠連票数 計 265664 的中 （2－6） 10645（8番人気）
馬連票数 計1141434 的中 �� 28450（17番人気）
馬単票数 計 458944 的中 �� 4788（39番人気）
ワイド票数 計 644806 的中 �� 14551（17番人気）�� 11614（23番人気）�� 20673（9番人気）
3連複票数 計1430675 的中 ��� 12193（39番人気）
3連単票数 計1925270 的中 ��� 2487（239番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．1―11．0―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．1―45．1―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．5
3 8，10（2，11）（4，6，9）（1，5）（3，7，12） 4 ・（8，10）（2，11，9）（4，5，6）12（1，7）3

勝馬の
紹 介

ナインテイルズ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．7生 牡7栗 母 マイネフォクシー 母母 ゴールデンタッソー 50戦5勝 賞金 100，189，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16059 6月16日 晴 良 （30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，日本馬：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，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 ウインムート 牡5青鹿58 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 502－ 21：23．6 11．6�
713 ヒデノインペリアル 牡6栗 56 秋山真一郎大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 520＋ 81：23．7	 44．5�
59 スマートアヴァロン 牡6黒鹿58 M．デムーロ大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 518－ 21：23．91
 3．4�
11 ドライヴナイト 牡5黒鹿57 福永 祐一桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 528－ 61：24．11
 4．2�
611 ワンダーリーデル 牡5鹿 56 和田 竜二山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 532＋12 〃 ハナ 8．1�
714 ハヤブサマカオー 牡3栗 52 松若 風馬武田 修氏 寺島 良 新ひだか グランド牧場 450－ 61：24．2クビ 15．3	
12 サ ン グ ラ ス 牡7青鹿56 小牧 太玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B502＋ 6 〃 クビ 200．6

35 ドリームドルチェ 牡6青鹿56 荻野 極ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 502－101：24．3	 95．1�
815 サトノファンタシー 牡5鹿 57 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 484－ 2 〃 クビ 4．2�
816 プレスティージオ 牡5栗 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 482＋ 41：24．4� 29．6
612 キタサンサジン 牡6栗 57 太宰 啓介�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 534－ 41：24．5クビ 32．4�
36 サイタスリーレッド 牡5鹿 57 酒井 学西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 482＋ 4 〃 クビ 22．5�
47 ニットウスバル 牡6鹿 57 川田 将雅�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 510－ 61：24．6クビ 17．0�
48 ヒカリブランデー 牡7鹿 56 �島 良太�ヒカリクラブ 池上 昌和 浦河 笠松牧場 478－ 81：25．13 336．1�
24 トウショウカウント 牡6栗 56 �島 克駿トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 492－ 81：25．41� 469．4�
23 ペイシャモンシェリ 牡7鹿 56 岩崎 翼北所 直人氏 坂口 正則 平取 赤石牧場 478－ 41：27．4大差 609．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，432，800円 複勝： 115，495，900円 枠連： 61，275，200円
馬連： 305，569，700円 馬単： 115，778，600円 ワイド： 143，969，500円
3連複： 443，539，000円 3連単： 612，774，800円 計： 1，883，835，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 360円 � 790円 � 170円 枠 連（5－7） 2，110円

馬 連 �� 24，970円 馬 単 �� 40，500円

ワ イ ド �� 5，840円 �� 810円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 24，490円 3 連 単 ��� 223，470円

票 数

単勝票数 計 854328 的中 � 58860（5番人気）
複勝票数 計1154959 的中 � 77321（6番人気）� 30459（11番人気）� 224827（2番人気）
枠連票数 計 612752 的中 （5－7） 22475（9番人気）
馬連票数 計3055697 的中 �� 9484（50番人気）
馬単票数 計1157786 的中 �� 2144（86番人気）
ワイド票数 計1439695 的中 �� 6137（50番人気）�� 48353（7番人気）�� 13961（31番人気）
3連複票数 計4435390 的中 ��� 13583（77番人気）
3連単票数 計6127748 的中 ��� 1988（556番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．2―12．3―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．1―46．3―58．6―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインムート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．8．22 札幌1着

2013．3．21生 牡5青鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 24戦8勝 賞金 149，907，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ゴーインググレート号・ヒラボクプリンス号・マッチレスヒーロー号

16060 6月16日 晴 良 （30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
1：31．9
1：30．7

良
良

510 ブルベアトリュフ 牡3鹿 54 福永 祐一 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 444－101：32．4 7．1�
36 ハクサンフエロ 牡3鹿 54 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 �川 啓一 452－ 21：32．71	 4．5�
612 ナンヨーマーズ 牡4鹿 57 高倉 稜中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 450－ 41：32．8
 20．4�
713 ダイシンカレラ 牡6黒鹿57 酒井 学大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 486－ 2 〃 クビ 47．6�
24 キラージョー 牡5栗 57 松若 風馬河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 500－ 61：32．9
 4．4�
47 ゼニステレスコープ 牡4鹿 57 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 442± 0 〃 ハナ 12．3

23 リ ン ク ス �5鹿 57 秋山真一郎ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－101：33．1	 15．7�
11 レンジャックマン 牡4鹿 57 �島 克駿田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 448＋ 2 〃 クビ 52．6�
816 スマートウェールズ 牡4黒鹿57 幸 英明大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 468± 01：33．2
 30．6
12 マッスルマサムネ 牡3鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋ 41：33．3
 8．2�
48  ゴールドハット 牡4黒鹿57 和田 竜二合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 406－ 4 〃 アタマ 6．6�

714� ペ ガ ー ズ 牡4鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 478－101：33．72
 14．7�

611 ロードソリスト 牡4鹿 57
56 ☆荻野 極 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 440－ 61：33．91� 129．5�

35 ライトオブピース 牡4鹿 57 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－12 〃 ハナ 30．4�

815� ツ キ ノ ミ チ 牝4鹿 55
54 ☆義 英真吉井 理人氏 清水 久詞 浦河 林 孝輝 424＋ 61：34．0
 162．6�

59 フェザリータッチ 牡5鹿 57
55 △川又 賢治 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：34．32 59．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，591，400円 複勝： 70，176，800円 枠連： 34，769，900円
馬連： 140，900，100円 馬単： 52，034，300円 ワイド： 81，699，200円
3連複： 196，504，100円 3連単： 241，317，700円 計： 864，993，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 210円 � 420円 枠 連（3－5） 1，610円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，610円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 13，870円 3 連 単 ��� 63，640円

票 数

単勝票数 計 475914 的中 � 53025（4番人気）
複勝票数 計 701768 的中 � 76971（3番人気）� 95690（2番人気）� 37965（8番人気）
枠連票数 計 347699 的中 （3－5） 16689（7番人気）
馬連票数 計1409001 的中 �� 52824（6番人気）
馬単票数 計 520343 的中 �� 8777（11番人気）
ワイド票数 計 816992 的中 �� 24418（7番人気）�� 7879（34番人気）�� 10718（24番人気）
3連複票数 計1965041 的中 ��� 10621（46番人気）
3連単票数 計2413177 的中 ��� 2749（195番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．2―11．7―11．1―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．5―45．7―57．4―1：08．5―1：20．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 6，7（4，9）8（3，10）（13，15）2，16－（14，11）－12（1，5） 4 6，7（4，8，9）（3，10）（2，13，15，11）16（14，12）－5，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルベアトリュフ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．9．9 阪神7着

2015．3．6生 牡3鹿 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 9戦2勝 賞金 16，300，000円
〔制裁〕 リンクス号の騎手秋山真一郎は，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：14番・1番）



（30阪神3）第5日 6月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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
厩務員出走奨励金

208，920，000円
19，680，000円
1，190，000円
23，050，000円
65，496，000円
4，186，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
463，745，700円
749，990，100円
246，840，200円
1，034，415，300円
489，347，000円
598，788，800円
1，419，062，600円
2，131，792，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，133，982，000円

総入場人員 13，617名 （有料入場人員 12，854名）
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