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16013 6月2日 曇 良 （1阪神3） 第2日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

牝；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
1：20．3

不良
不良

612 パラーティウム 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 61：26．2 2．2�
35 メイショウミチノク 牝3芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 462± 01：26．94 49．2�
510 レイトブルーミング 牝3青鹿54 藤岡 康太�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 438＋ 4 〃 ハナ 10．5�
59 ア ル ポ ル ト 牝3青鹿54 藤井勘一郎�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：27．11� 11．4�
23 スイートミーティア 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太伊東 純一氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 462＋12 〃 アタマ 21．6	
815 フ ラ ッ パ ー 牝3青鹿54 松若 風馬長谷川光司氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 432± 01：27．2クビ 50．1

12 ロ ナ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 3．8�
24 カ ラ ミ ン サ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来吉田 和美氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 492－101：27．3クビ 27．5
714 ワンダールウェス 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 米田牧場 448＋ 81：27．4� 49．9�
611 サダムオリジン 牝3芦 54 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 430＋101：27．5� 121．5�
48 サーストンネイジュ 牝3芦 54 丸山 元気齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 452－101：28．13� 8．5�
47 ラストシーン 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 470＋101：28．31� 89．0�
713 マ ル キ ー ズ 牝3栃栗54 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 450＋ 21：28．51� 14．6�
816 スマートサンドラ 牝3栗 54

51 ▲団野 大成大川 徹氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 428± 01：28．6� 103．1�
11 ピンクダンサー 牝3鹿 54 国分 恭介木村 久子氏 牧田 和弥 日高 沖田牧場 466 ―1：29．23� 120．0�
36 ヤマニンポルボロン 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 424＋ 61：30．69 241．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，158，900円 複勝： 49，718，800円 枠連： 14，085，900円
馬連： 58，234，400円 馬単： 31，759，200円 ワイド： 44，399，400円
3連複： 92，232，300円 3連単： 111，839，700円 計： 430，428，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 750円 � 260円 枠 連（3－6） 2，920円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 420円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 37，340円

票 数

単勝票数 計 281589 的中 � 98776（1番人気）
複勝票数 計 497188 的中 � 208401（1番人気）� 9630（10番人気）� 34462（4番人気）
枠連票数 計 140859 的中 （3－6） 3727（11番人気）
馬連票数 計 582344 的中 �� 10448（13番人気）
馬単票数 計 317592 的中 �� 3927（21番人気）
ワイド票数 計 443994 的中 �� 7915（14番人気）�� 29940（3番人気）�� 3138（30番人気）
3連複票数 計 922323 的中 ��� 9306（22番人気）
3連単票数 計1118397 的中 ��� 2171（114番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．5―12．4―12．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．4―47．9―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パラーティウム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West デビュー 2018．8．19 札幌3着

2016．3．14生 牝3黒鹿 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 7戦1勝 賞金 11，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンポルボロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月2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。
（非当選馬） 1頭 ディーズファンシー号
（非抽選馬） 3頭 ゴールデンラン号・タイセイカリーノ号・メイショウカササギ号

16014 6月2日 曇 良 （1阪神3） 第2日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

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

23 テイエムイブシギン 牡3芦 56 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 B516＋ 41：13．1 1．5�
48 ヒロシゲウェーブ 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 義浩 430＋ 2 〃 クビ 36．9�
47 コマノバルーガ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 474 ―1：13．31 76．7�
816 ミキノモンテカルロ 牝3鹿 54 古川 吉洋谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 466－ 21：13．83 18．5�
815 タガノアリサ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460＋141：14．11� 16．6�

36 ジュンユウコー 牝3鹿 54 石橋 脩河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 410＋ 4 〃 アタマ 10．3�
59 メイショウワカタケ 牡3鹿 56 �島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 462－ 4 〃 アタマ 49．0	
35 ウォーターマゼラン 牡3芦 56

54 △西村 淳也山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 478－ 4 〃 クビ 5．1

24 カーディストリー 牝3栗 54 四位 洋文�下河辺牧場 長谷川浩大 日高 下河辺牧場 456－121：14．3� 14．9�
510 ブラックフェアリー 牝3青 54 小崎 綾也�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458＋ 2 〃 クビ 63．6
713 イズジョークラウン 牡3鹿 56 竹之下智昭泉 一郎氏 千田 輝彦 新ひだか へいはた牧場 478＋101：15．36 116．3�
11 ホッコーフラッパー 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心北幸商事� 飯田 祐史 日高 川端 正博 456－ 8 〃 アタマ 116．9�
12 ワンダーエマ 牝3黒鹿54 城戸 義政山本 能成氏 奥村 豊 浦河 秋場牧場 474＋ 61：15．62 169．6�
611 タガノコノミン 牝3黒鹿54 秋山真一郎八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 408＋ 41：16．13 275．1�
714 スカイノブランチ 牝3黒鹿54 和田 竜二江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 410－ 61：16．95 26．5�
612 アイファーリリー 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 374－121：18．9大差 315．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，959，400円 複勝： 64，678，300円 枠連： 17，465，500円
馬連： 55，898，600円 馬単： 35，671，300円 ワイド： 43，281，800円
3連複： 82，176，400円 3連単： 123，720，600円 計： 453，851，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 490円 � 1，460円 枠 連（2－4） 1，850円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 3，130円 �� 15，420円

3 連 複 ��� 48，680円 3 連 単 ��� 117，400円

票 数

単勝票数 計 309594 的中 � 156919（1番人気）
複勝票数 計 646783 的中 � 377074（1番人気）� 15977（8番人気）� 4799（11番人気）
枠連票数 計 174655 的中 （2－4） 7283（6番人気）
馬連票数 計 558986 的中 �� 17177（8番人気）
馬単票数 計 356713 的中 �� 7846（10番人気）
ワイド票数 計 432818 的中 �� 11485（9番人気）�� 3520（31番人気）�� 702（68番人気）
3連複票数 計 821764 的中 ��� 1266（96番人気）
3連単票数 計1237206 的中 ��� 764（266番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムイブシギン �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2018．12．8 阪神12着

2016．4．3生 牡3芦 母 マヤノソーナ 母母 ジゼールペン 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 メイショウワカタケ号の騎手�島克駿は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月2日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ホッコーフラッパー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月2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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サウンドサムデイ号
（非抽選馬） 5頭 カシノアペックス号・コスモスターリング号・サンライズエール号・サンライズグラン号・メイショウドウダン号

第３回 阪神競馬 第２日



16015 6月2日 曇 良 （1阪神3） 第2日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

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 サンライズヴュー 牡3青鹿 56
54 △西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 470＋141：54．9 8．5�

713 メイショウハナモリ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 502－ 21：55．21� 9．1�
59 スズノチェルシー 牡3鹿 56 国分 優作新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 452 ―1：55．52 20．5�
47 タニノシェクハンド 牡3栗 56 和田 竜二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 476－ 21：55．6� 4．3�
611 マンノグランプリ 牡3鹿 56 菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B512＋ 41：56．13 5．4�
46 ザプリオレス 牡3鹿 56 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 498－ 61：56．52� 5．6�
35 ショウサンワンラヤ 牝3黒鹿54 中谷 雄太鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 422＋ 21：56．7� 17．6	
58 ブラックタートル 牡3黒鹿56 中井 裕二中本 行則氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 クビ 31．0

610 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 �島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B548－ 21：57．76 41．0�
712 メイショウナリカク 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 490－ 71：58．76 48．1
815 アイゴットイット 牡3栗 56 吉田 隼人吉田 千津氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 498－ 21：58．8クビ 6．3�
34 ブルベアカーキ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 沼田 照秋 538± 01：59．86 95．0�
22 ハイナイスレディ 牝3鹿 54 荻野 琢真服部 新平氏 寺島 良 浦河 �川フアーム 480 ―2：00．01	 240．0�
11 タガノアヴァンス 牡3芦 56 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 22：00．1� 33．4�
814 クルージーン 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 492＋ 82：00．73� 19．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，643，600円 複勝： 44，617，800円 枠連： 19，066，000円
馬連： 62，570，900円 馬単： 30，588，100円 ワイド： 45，499，800円
3連複： 89，789，600円 3連単： 102，539，600円 計： 424，315，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 320円 � 260円 � 660円 枠 連（2－7） 4，400円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 9，300円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 4，700円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 34，980円 3 連 単 ��� 179，560円

票 数

単勝票数 計 296436 的中 � 27860（5番人気）
複勝票数 計 446178 的中 � 37926（6番人気）� 49299（4番人気）� 15525（9番人気）
枠連票数 計 190660 的中 （2－7） 3354（20番人気）
馬連票数 計 625709 的中 �� 10506（19番人気）
馬単票数 計 305881 的中 �� 2466（38番人気）
ワイド票数 計 454998 的中 �� 7686（17番人気）�� 2459（51番人気）�� 4205（35番人気）
3連複票数 計 897896 的中 ��� 1925（118番人気）
3連単票数 計1025396 的中 ��� 414（585番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．9―12．6―12．9―12．9―13．0―13．0―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．4―49．0―1：01．9―1：14．8―1：27．8―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．1
1
3
13，15（1，4，5）14（6，11）10（2，9）（8，12）－3，7
13（15，11）（1，5）6，9（8，4，14）（10，7）3－2，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズヴュー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Celtic Swing デビュー 2019．1．20 中京5着

2016．3．13生 牡3青鹿 母 ミッドナイトソプラノ 母母 Midnight Glimmer 3戦1勝 賞金 5，600，000円
〔その他〕 ハイナイスレディ号・クルージーン号は，発走後まもなく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〕 タガノアヴァンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月2日まで平地競

走に出走できない。

16016 6月2日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1阪神3） 第2日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時20分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

810 キタサンサジン 牡7栗 60 難波 剛健�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 544＋ 43：23．1 8．9�
55 ワンスインアライフ 牡6鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 482± 03：23．41� 11．2�
66 ファスナハト 牡6青鹿60 西谷 誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 548－ 23：23．72 6．9�
11 インウィスパーズ 牡5鹿 60 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 448－ 23：23．8クビ 1．8�
22 � アイファーヴリル 牡6栗 60 植野 貴也中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 466＋ 63：23．9� 24．4	
77 ブレスアロット 牡6栗 60 石神 深一吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 478－ 23：24．32� 17．2

89 ヒ ダ ロ マ ン 牝6黒鹿58 森 一馬日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 504＋ 43：25．910 24．5�
78 メイショウヒサカタ 牝4栗 58 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 486－ 23：34．3大差 29．1�
33 ライブリシュナイト 牡6鹿 60 小坂 忠士加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 498＋123：41．2大差 145．8
44 コスモバーダン 牡7鹿 60 上野 翔 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 526＋ 6 （競走中止） 5．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，526，100円 複勝： 25，243，300円 枠連： 10，694，000円
馬連： 38，457，300円 馬単： 26，898，500円 ワイド： 26，686，800円
3連複： 63，230，000円 3連単： 109，751，600円 計： 324，487，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 260円 � 290円 � 270円 枠 連（5－8） 2，660円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，000円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 9，690円 3 連 単 ��� 57，200円

票 数

単勝票数 計 235261 的中 � 21032（4番人気）
複勝票数 計 252433 的中 � 26368（3番人気）� 22494（5番人気）� 24542（4番人気）
枠連票数 計 106940 的中 （5－8） 3108（11番人気）
馬連票数 計 384573 的中 �� 7624（13番人気）
馬単票数 計 268985 的中 �� 2716（26番人気）
ワイド票数 計 266868 的中 �� 7548（10番人気）�� 6897（11番人気）�� 5147（15番人気）
3連複票数 計 632300 的中 ��� 4889（31番人気）
3連単票数 計1097516 的中 ��� 1391（167番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．5－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
2－7，10，5（6，1）9－8＝3・（5，2）（1，10）（7，6）＝9＝8＝3

�
�
2－7，5（10，1）6，9＝8＝3
2，10－（5，6）－1，7－9＝8＝3

勝馬の
紹 介

キタサンサジン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2015．1．17 京都2着

2012．2．16生 牡7栗 母 キタサンヒメ 母母 キタサンクイン 障害：5戦1勝 賞金 11，360，000円
〔競走中止〕 コスモバーダン号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 コスモバーダン号の調教師水野貴広は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金30，000円。

アイファーヴリル号の騎手植野貴也は，8号障害を外側に斜飛したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・1番）



16017 6月2日 曇 良 （1阪神3） 第2日 第5競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時10分 （芝・右）
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
1：20．8
1：20．3

良
良

66 タイセイビジョン 牡2栗 54 石橋 脩田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 454 ―1：23．0 2．8�
33 レッドブロンクス 牡2黒鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450 ―1：23．42� 4．7�
22 ノーブルライガー 牡2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 440 ―1：24．25 12．3�
79 メイショウマサヒメ 牝2青鹿54 和田 竜二松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 462 ―1：24．73 9．8�
55 サイクロトロン 牡2鹿 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 クビ 3．7	
67 スーパーセヴン 牡2栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ―1：25．01� 27．0

811 グランフェスタ 牡2黒鹿54 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 420 ―1：25．53 56．7�
44 ペプチドサクラ 牝2黒鹿54 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 456 ―1：26．03 11．4�
810 テ レ ー ザ 牝2青鹿 54

52 △西村 淳也門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 456 ―1：26．1� 41．3
78 ワンダフルデイズ 牡2栗 54 酒井 学阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 438 ―1：27．05 87．2�
11 ゴールデンイーグル 牡2栗 54

51 ▲団野 大成池田 草龍氏 森 秀行 新冠 上井農場 462 ―1：27．32 133．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，317，300円 複勝： 39，677，900円 枠連： 11，064，300円
馬連： 61，961，600円 馬単： 33，250，700円 ワイド： 40，440，800円
3連複： 76，743，800円 3連単： 123，099，100円 計： 426，555，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 150円 � 220円 枠 連（3－6） 690円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 270円 �� 540円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 8，300円

票 数

単勝票数 計 403173 的中 � 116704（1番人気）
複勝票数 計 396779 的中 � 96243（1番人気）� 66168（3番人気）� 37431（5番人気）
枠連票数 計 110643 的中 （3－6） 12271（2番人気）
馬連票数 計 619616 的中 �� 65811（2番人気）
馬単票数 計 332507 的中 �� 19013（3番人気）
ワイド票数 計 404408 的中 �� 42612（2番人気）�� 18416（5番人気）�� 13487（12番人気）
3連複票数 計 767438 的中 ��� 26168（9番人気）
3連単票数 計1230991 的中 ��� 10748（21番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―11．8―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―46．6―58．6―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 ・（10，4）－（2，5）7（3，6）9＝8，11＝1 4 ・（10，4，6）（2，5，7，9）3＝11－8＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイビジョン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2017．2．26生 牡2栗 母 ソ ム ニ ア 母母 ドリームスケイプ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 テレーザ号の騎手西村淳也は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンイーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月2日まで平

地競走に出走できない。

16018 6月2日 曇 良 （1阪神3） 第2日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時40分 （ダート・右）

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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

814 トゥプエデス 牡3黒鹿 56
53 ▲斎藤 新佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B438± 02：09．0 12．6�

69 レイジングブレイズ 牡3栗 56
54 △西村 淳也 �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 462＋ 22：09．1� 4．9�
45 メイショウモチヅキ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 476－ 62：09．2クビ 11．5�
610 オーロペスカ 牡3栗 56 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496－ 22：09．52 62．0�
57 ナムラシンゲキ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 木村牧場 524－ 2 〃 ハナ 15．3�
46 シャンパンクーペ 牡3鹿 56 荻野 琢真 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 522－ 42：09．71 11．1

58 クリノグレイト 牡3栗 56 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 496－ 82：09．91 75．1�
22 メテオスウォーム 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 B482± 02：10．11 4．0�
33 プレシャスメタル 牡3栗 56 国分 恭介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 538＋ 22：10．41� 4．2
711 サンライズアキレス 牡3芦 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 498± 02：10．5� 7．3�
34 サウンドバレット 牡3黒鹿56 松田 大作増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム B464－ 22：10．92� 70．6�
712 キービジュアル 牡3鹿 56 石橋 脩 �シルクレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B514－ 22：11．32� 18．2�
11 スモールウェーブ 牝3黒鹿54 酒井 学中辻 明氏 西園 正都 浦河 栄進牧場 476－122：11．4� 295．1�
813 トーアコルレオーネ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心高山ランド	 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 420－102：11．6� 119．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，639，000円 複勝： 52，840，400円 枠連： 18，230，600円
馬連： 76，664，200円 馬単： 34，178，900円 ワイド： 53，619，000円
3連複： 109，116，100円 3連単： 125，685，800円 計： 504，974，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 370円 � 200円 � 370円 枠 連（6－8） 2，530円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 7，300円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 2，730円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 14，890円 3 連 単 ��� 97，660円

票 数

単勝票数 計 346390 的中 � 21916（7番人気）
複勝票数 計 528404 的中 � 34632（7番人気）� 79711（3番人気）� 34399（8番人気）
枠連票数 計 182306 的中 （6－8） 5569（12番人気）
馬連票数 計 766642 的中 �� 18686（16番人気）
馬単票数 計 341789 的中 �� 3508（32番人気）
ワイド票数 計 536190 的中 �� 11144（17番人気）�� 4939（33番人気）�� 11872（15番人気）
3連複票数 計1091161 的中 ��� 5495（55番人気）
3連単票数 計1256858 的中 ��� 933（354番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．5―14．0―13．4―12．5―12．4―12．9―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―37．1―51．1―1：04．5―1：17．0―1：29．4―1：42．3―1：55．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥプエデス �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．10．7 京都4着

2016．3．26生 牡3黒鹿 母 シルバーベル 母母 ノベンバーサンライズ 8戦1勝 賞金 10，150，000円
〔制裁〕 トゥプエデス号の騎手斎藤新は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：12番・10番・8番）
〔3走成績による出走制限〕 スモールウェーブ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月2日まで平地競走に出走で

きない。



16019 6月2日 曇 良 （1阪神3） 第2日 第7競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走13時10分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：43．9

良
良

47 シルヴァーソニック 牡3芦 56 藤岡 康太 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 444＋ 21：48．2 1．5�
48 ハギノベルエキプ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人日隈 良江氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 426－ 21：48．62� 24．6�

24 ベルファーリング 牝3栗 54 吉田 隼人子安 裕樹氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 456 ―1：49．23� 101．6�
23 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 484－ 41：49．62� 25．7�
815 オーミハルカゼ 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 430＋ 81：49．7� 75．8�
612 マーガレットリバー 牡3鹿 56 酒井 学	フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 502－ 2 〃 クビ 13．3

59 ブルベアリーノ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来 	ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 458－ 21：49．8クビ 239．0�
11 ラインエミネント 牡3鹿 56 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 466－ 4 〃 アタマ 7．8�
35 ダンツベスト 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗山元 哲二氏 本田 優 浦河 中神牧場 476－ 8 〃 同着 174．5
816 アナザードリーム 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B460＋ 2 〃 ハナ 23．5�
817 キープザレスト 牝3青鹿54 石橋 脩 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 21：50．12 84．2�
714 オーラクルム 牡3黒鹿56 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504± 01：50．31	 6．2�
36 エールジョリー 牝3鹿 54 松若 風馬佐伯由加理氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 422－ 61：50．4� 162．5�
713 アイファープライス 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 412－ 41：51．03� 210．2�
12 ゴットパシオン 牝3栗 54

53 ☆富田 暁後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 430－ 61：51．1� 17．7�
611 ブルベアクレーマ 牡3栗 56 高倉 稜 	ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 484 ―1：51．95 220．5�
510 ビ デ ィ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 B408－ 81：52．53� 225．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 36，002，900円 複勝： 108，467，000円 枠連： 21，221，400円
馬連： 69，839，600円 馬単： 46，168，400円 ワイド： 51，486，200円
3連複： 104，670，800円 3連単： 170，558，700円 計： 608，415，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 330円 � 1，170円 枠 連（4－4） 1，240円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，290円 �� 12，020円

3 連 複 ��� 19，800円 3 連 単 ��� 49，700円

票 数

単勝票数 計 360029 的中 � 185662（1番人気）
複勝票数 計1084670 的中 � 762244（1番人気）� 30397（6番人気）� 6951（11番人気）
枠連票数 計 212214 的中 （4－4） 13193（5番人気）
馬連票数 計 698396 的中 �� 43853（5番人気）
馬単票数 計 461684 的中 �� 23263（6番人気）
ワイド票数 計 514862 的中 �� 27614（5番人気）�� 5595（26番人気）�� 1039（55番人気）
3連複票数 計1046708 的中 ��� 3964（48番人気）
3連単票数 計1705587 的中 ��� 2488（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．3―47．6―1：00．1―1：12．4―1：24．1―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーソニック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．1．20 京都2着

2016．3．22生 牡3芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 4戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月2日まで平地競走に出

走できない。

16020 6月2日 曇 良 （1阪神3） 第2日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時40分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：30．5

良
良

612 スラッシュメタル 牡4鹿 57
55 △西村 淳也吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 456＋121：35．3 10．1�

714� クリノアリエル 牝4青 55 四位 洋文栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 398－181：35．51	 51．2�
818 ミッキーバディーラ 牝3鹿 52 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 460－ 6 〃 クビ 8．8�
36 カフジジュピター 牡3鹿 54 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 21：35．6
 27．0�
817 プライドランド 牡3芦 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456－ 81：35．8
 11．3�
59 ハクサンフエロ �4鹿 57 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 �川 啓一 448－ 6 〃 ハナ 9．6	
816 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 丸山 元気 
ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 468± 0 〃 アタマ 8．4�
611 リュクスポケット 牡4栗 57 秋山真一郎田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 ハナ 26．0�
24  タニノミッション 牝3鹿 52 藤岡 康太谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 488－ 2 〃 クビ 4．0
35 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 21：36．11
 32．8�
48 ディープサドラーズ 牡3鹿 54

51 ▲岩田 望来廣崎利洋HD
 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450－ 41：36．2クビ 4．7�
715 トーアライジン 牡6芦 57 小崎 綾也高山ランド
 村山 明 豊浦トーア牧場 B514＋ 4 〃 クビ 111．4�
510 アントーニオ �4栗 57 �島 克駿ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－101：36．3
 108．0�
11 プリヴェット 牝4鹿 55 和田 竜二下河邉俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 480－ 21：36．4クビ 11．0�
713� シーアフェアリー 牝4栗 55 荻野 極
G1レーシング 高柳 大輔 安平 追分ファーム 442－ 21：36．72 170．2�
12 ウォーターミリオン 牡6栗 57 国分 恭介山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 442＋ 21：36．91� 157．8�
47 シゲルホウレンソウ 牡4栗 57

54 ▲斎藤 新森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 504－ 61：38．49 41．4�
（17頭）

23 セグレドスペリオル 牡3鹿 54 藤岡 佑介名古屋友豊
 宮本 博 安平 ノーザンファーム 470－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，638，500円 複勝： 59，689，100円 枠連： 33，809，300円
馬連： 65，098，400円 馬単： 25，952，600円 ワイド： 50，820，000円
3連複： 74，668，800円 3連単： 78，286，900円 計： 422，963，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 300円 � 1，550円 � 290円 枠 連（6－7） 11，920円

馬 連 �� 26，380円 馬 単 �� 26，090円

ワ イ ド �� 7，820円 �� 1，190円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 41，050円 3 連 単 ��� 361，510円

票 数

単勝票数 差引計 346385（返還計 88521） 的中 � 27239（6番人気）
複勝票数 差引計 596891（返還計115531） 的中 � 55302（5番人気）� 8567（13番人気）� 58628（4番人気）
枠連票数 差引計 338093（返還計 24737） 的中 （6－7） 2197（26番人気）
馬連票数 差引計 650984（返還計386507） 的中 �� 1912（68番人気）
馬単票数 差引計 259526（返還計158006） 的中 �� 746（99番人気）
ワイド票数 差引計 508200（返還計239764） 的中 �� 1642（68番人気）�� 11392（11番人気）�� 2995（56番人気）
3連複票数 差引計 746688（返還計770303） 的中 ��� 1364（146番人気）
3連単票数 差引計 782869（返還計867806） 的中 ��� 157（1133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．5―47．8―59．8―1：10．9―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スラッシュメタル �
�
父 ワークフォース �

�
母父 Zenno Rob Roy デビュー 2017．11．5 京都1着

2015．2．16生 牡4鹿 母 ゼ マ テ ィ ス 母母 Acoustics 14戦2勝 賞金 26，708，000円
〔競走除外〕 セグレドスペリオル号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔発走状況〕 シゲルホウレンソウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スラッシュメタル号の騎手西村淳也は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金10，000円。（被害馬：4番）
※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 ショウナンタイザン号



16021 6月2日 雨 良 （1阪神3） 第2日 第9競走 ��
��2，000�

き の さ き

城 崎 特 別
発走14時15分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

79 ジョウショームード 牡3黒鹿54 秋山真一郎熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 428－142：02．0 3．8�
78 デクレアラー 牡4栗 57 藤岡 康太�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 ハナ 16．6�
810 ウインラナキラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 410－ 42：02．1	 15．9�
67 ニューポート 牡3黒鹿54 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 11．8�
55 サマーセント 牝3黒鹿52 吉田 隼人ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋102：02．2	 13．0�
22 クリノオウジャ 牡3鹿 54 松若 風馬栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B438＋ 42：02．3クビ 29．3	
66 ウォーターパルフェ 牡4鹿 57 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 474－102：02．4	 5．6

811 ウインインペリアル 牡4栗 57 菱田 裕二�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 482－ 4 〃 アタマ 127．8�
44 ア ル カ サ ル 
6青鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 518－122：02．61	 17．7
33 ノストラダムス 牡4鹿 57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 アタマ 2．7�
11 ラヴベローナ 牝4鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 470－ 22：03．02 15．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，073，500円 複勝： 65，083，100円 枠連： 22，509，800円
馬連： 124，611，600円 馬単： 53，224，800円 ワイド： 70，559，900円
3連複： 159，342，600円 3連単： 227，098，300円 計： 770，503，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 420円 � 390円 枠 連（7－7） 3，180円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，090円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 45，520円

票 数

単勝票数 計 480735 的中 � 98837（2番人気）
複勝票数 計 650831 的中 � 114206（2番人気）� 35941（9番人気）� 38606（6番人気）
枠連票数 計 225098 的中 （7－7） 5472（17番人気）
馬連票数 計1246116 的中 �� 28780（16番人気）
馬単票数 計 532248 的中 �� 7398（22番人気）
ワイド票数 計 705599 的中 �� 14662（19番人気）�� 16862（16番人気）�� 9946（23番人気）
3連複票数 計1593426 的中 ��� 11996（38番人気）
3連単票数 計2270983 的中 ��� 3617（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―36．8―49．3―1：01．5―1：13．4―1：25．2―1：37．1―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョウショームード �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2018．8．5 小倉7着

2016．3．27生 牡3黒鹿 母 ジョウショーコトミ 母母 ジョウショーツリー 5戦2勝 賞金 19，388，000円
〔制裁〕 クリノオウジャ号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・3番）

16022 6月2日 雨 良 （1阪神3） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

か こ が わ

加 古 川 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 クイックファイア 牡4鹿 57 藤岡 佑介下河�美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 470± 01：53．2 3．0�
12 サクラアリュール 牡4栗 57 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B478－ 21：53．41� 17．6�
713 テイエムチューハイ 牡5黒鹿57 浜中 俊竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B454± 0 〃 ハナ 6．7�
611 キーフラッシュ 牡4栗 57 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 478± 01：53．72 4．6�
510	 アポロテネシー 牡4鹿 57 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

512－ 21：54．12
 7．8	
612 ダンサクドゥーロ 牡5芦 57 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 514－ 21：54．3� 23．8

815 マッカートニー 牡6栗 57 秋山真一郎薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 482＋10 〃 ハナ 101．0�
36 テイエムテツジン 牡7栗 57 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 450－ 21：54．4� 211．6�
11 	 ア ニ エ ー ゼ 牝4鹿 55 国分 恭介�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 464＋ 41：54．5� 41．0
714 クルスデルスール 牡4黒鹿57 藤井勘一郎谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 512± 01：54．71 16．9�
24 ナムラヘラクレス 牡5鹿 57 田中 健奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 486± 0 〃 ハナ 9．7�
48 � デュアルウィールド 牝4栗 55 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 500＋ 2 〃 クビ 61．8�
816� ヘヴントゥナイト 牡5芦 57 島 克駿 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 490＋ 21：54．8
 21．4�
23 ウォーターシャウト 牡6青鹿57 吉田 隼人山岡 良一氏 安田 翔伍 新ひだか タイヘイ牧場 488－ 21：54．9クビ 80．9�
59 シップーコウライ 牡7栗 57 小崎 綾也�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 474± 0 〃 クビ 24．8�
47 ワタシノロザリオ 牝5青鹿55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 448± 01：55．11� 47．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，003，800円 複勝： 85，521，900円 枠連： 36，144，900円
馬連： 164，024，700円 馬単： 68，914，200円 ワイド： 102，877，100円
3連複： 237，108，600円 3連単： 288，189，100円 計： 1，037，784，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 380円 � 200円 枠 連（1－3） 1，620円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 990円 �� 560円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 24，310円

票 数

単勝票数 計 550038 的中 � 142507（1番人気）
複勝票数 計 855219 的中 � 184158（1番人気）� 45287（7番人気）� 106750（3番人気）
枠連票数 計 361449 的中 （1－3） 17271（8番人気）
馬連票数 計1640247 的中 �� 50990（8番人気）
馬単票数 計 689142 的中 �� 14241（11番人気）
ワイド票数 計1028771 的中 �� 26332（9番人気）�� 49887（2番人気）�� 15075（18番人気）
3連複票数 計2371086 的中 ��� 32344（13番人気）
3連単票数 計2881891 的中 ��� 8593（51番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．9―12．8―12．5―12．1―12．1―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―39．0―51．8―1：04．3―1：16．4―1：28．5―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クイックファイア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2018．7．22 中京1着

2015．2．27生 牡4鹿 母 マジカルシェイプ 母母 モーメンツオブマジック 7戦3勝 賞金 37，016，000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 ウインフォルティス号・ギラーミン号・サンティーニ号・ランドジュピター号

２レース目



16023 6月2日 小雨 良 （1阪神3） 第2日 第11競走 ��
��2，400�グリーンステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳53�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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

55 タイセイトレイル 牡4黒鹿57 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488± 02：27．0 2．8�
11 マイネルヴンシュ 牡5鹿 57 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 4 〃 アタマ 3．6�
44 ノチェブランカ 牝4芦 55 浜中 俊吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450－122：27．85 5．2�

33 ララエクラテール 牡7鹿 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B430－ 42：28．01� 32．9�
（法942）

77 ネプチュナイト 牡4黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B478＋ 22：28．21� 4．9�
22 ロサグラウカ 牝4黒鹿55 丸山 元気 	サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454＋122：28．3	 7．0

66 ケンホファヴァルト 牡6鹿 57 荻野 極中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 468－ 4 〃 ハナ 15．7�
（7頭）

売 得 金
単勝： 68，191，300円 複勝： 59，632，300円 枠連： 発売なし
馬連： 163，077，700円 馬単： 79，186，400円 ワイド： 63，042，400円
3連複： 170，580，100円 3連単： 454，170，800円 計： 1，057，881，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 360円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，850円

票 数

単勝票数 計 681913 的中 � 189031（1番人気）
複勝票数 計 596323 的中 � 172665（1番人気）� 130757（2番人気）
馬連票数 計1630777 的中 �� 235167（1番人気）
馬単票数 計 791864 的中 �� 58862（1番人気）
ワイド票数 計 630424 的中 �� 83469（1番人気）�� 60397（3番人気）�� 39657（6番人気）
3連複票数 計1705801 的中 ��� 168625（2番人気）
3連単票数 計4541708 的中 ��� 115168（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．4―12．5―12．7―12．8―12．6―12．2―11．7―11．3―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．3―36．7―49．2―1：01．9―1：14．7―1：27．3―1：39．5―1：51．2―2：02．5―2：14．1

コーナー
通過順位

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

2
4
6，2－1（3，5）（4，7）・（6，2，1）（3，5）7，4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイトレイル �

父 ハーツクライ �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．8．27 小倉6着

2015．2．5生 牡4黒鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 17戦4勝 賞金 71，538，000円
※出走取消馬 ヘリファルテ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

16024 6月2日 小雨 良 （1阪神3） 第2日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時10分 （500万円以下） （ダート・右）
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

815 サンライズカラマ 牡5栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B494－ 41：12．1 14．4�

612� マラードザレコード 	5青鹿57 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd 460－ 61：12．31
 5．6�

510 カモンスプリング 牡3鹿 54 国分 恭介石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 486－ 41：12．4� 19．7�
714� ラインジェット 牡5黒鹿57 藤懸 貴志大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440＋ 81：12．82 38．2�
36 ホープフルスター 牡5栗 57 丸山 元気前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510± 01：12．9 6．9�
611 スナークスター 	3鹿 54 �島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 448± 01：13．0クビ 47．6�
48 ペ ガ サ ス 牡3青鹿 54

51 ▲岩田 望来中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 448－ 41：13．1� 4．8	
35 ミユキメガバックス 牡3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新長井 純一氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 542± 01：13．2� 3．2

713 ハッピーゴラッキー 牝3鹿 52 松若 風馬ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：13．3 19．1�
47 グランデミノル 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 494＋ 41：13．72 36．4�
59 � クリノカサット 牝4栗 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 448－ 41：14．01 85．0
24 シ ト リ カ 牝4鹿 55 藤井勘一郎水上 行雄氏 牧浦 充徳 新冠 競優牧場 430＋ 41：14．42 132．3�
816 リフタスフェルト 牝3鹿 52 吉田 隼人 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 2 〃 クビ 22．5�
23 � ヒルノアルゲーロ 牡4栗 57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 B484－101：14．5クビ 117．5�
11 メイショウブレナム 牡5栗 57 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 480－ 41：14．82 11．4�
12 � ヴィヴィアナガール 牝4芦 55

53 △西村 淳也�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 476－15 〃 クビ 114．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 87，066，300円 複勝： 107，869，700円 枠連： 56，849，700円
馬連： 214，881，300円 馬単： 89，798，200円 ワイド： 137，569，900円
3連複： 320，003，300円 3連単： 409，971，800円 計： 1，424，010，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 320円 � 260円 � 410円 枠 連（6－8） 1，860円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，400円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 15，040円 3 連 単 ��� 103，850円

票 数

単勝票数 計 870663 的中 � 48320（6番人気）
複勝票数 計1078697 的中 � 88271（5番人気）� 116829（4番人気）� 63802（7番人気）
枠連票数 計 568497 的中 （6－8） 23669（9番人気）
馬連票数 計2148813 的中 �� 54987（10番人気）
馬単票数 計 897982 的中 �� 8486（34番人気）
ワイド票数 計1375699 的中 �� 33591（10番人気）�� 14448（30番人気）�� 23749（17番人気）
3連複票数 計3200033 的中 ��� 15953（54番人気）
3連単票数 計4099718 的中 ��� 2862（349番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．1―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．3―47．4―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズカラマ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．10．30 京都4着

2014．4．28生 牡5栗 母 ティボリサンライズ 母母 ラディカルチック 29戦2勝 賞金 29，200，000円
〔制裁〕 ラインジェット号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 エスペランサリュウ号

４レース目



（1阪神3）第2日 6月2日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

187，700，000円
9，970，000円
14，540，000円
1，200，000円
19，140，000円
68，044，500円
4，898，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
516，220，600円
763，039，600円
261，141，400円
1，155，320，300円
555，591，300円
730，283，100円
1，579，662，400円
2，324，912，000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 7，886，170，700円

総入場人員 18，134名 （有料入場人員 17，038名）
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