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16037 6月12日 曇 良 （28阪神3）第4日 第1競走 ��1，400�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 ベ ル ク リ ア 牝3芦 54 川田 将雅水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 460－ 21：26．0 2．0�
510 モズワッショイ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 400－ 81：26．31� 3．3�
47 アスクノメガミ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼廣崎利洋HD� 中内田充正 平取 清水牧場 462＋ 2 〃 クビ 14．0�
12 リュウキンカ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 420± 01：26．4� 27．4�
816 アドマイヤフィズ 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋141：26．61� 18．2�
35 グレンダロッホ 牝3鹿 54 中谷 雄太 	社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 514 ―1：26．92 12．3

713 メイショウゴッデス 牝3鹿 54 松田 大作松本 好雄氏 松下 武士 新ひだか 三木田 明仁 476± 01：27．43 154．9�
36 テアトロレアル 牝3黒鹿 54

52 △加藤 祥太 	サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458 ―1：27．82� 22．2�
611 イ ワ バ シ ル 牝3栗 54 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 490 ―1：27．9クビ 35．5
48 アットリーチェノバ 牝3青鹿54 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 434＋141：28．22 194．3�
23 サンマルオーロラ 牝3黒鹿54 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城牧場 426＋ 41：28．3クビ 66．3�
59 トウカイペアーナ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 450＋ 81：28．62 52．1�
815 イチザビーナス 牝3鹿 54

52 △義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 478± 01：29．34 133．0�
612 バナナムーチョ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 422－221：29．51 14．6�
24 マンダリンショコラ 牝3栗 54 菱田 裕二	桜井牧場 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 436－ 81：30．03 301．0�
714 エイシンピイケア 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 430 ―1：33．2大差 70．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，111，500円 複勝： 31，168，700円 枠連： 14，190，000円
馬連： 52，668，500円 馬単： 31，163，900円 ワイド： 33，074，900円
3連複： 81，210，200円 3連単： 116，321，100円 計： 380，908，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（1－5） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 160円 �� 400円 �� 560円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，050円

票 数

単勝票数 計 211115 的中 � 83494（1番人気）
複勝票数 計 311687 的中 � 106390（1番人気）� 80949（2番人気）� 20993（3番人気）
枠連票数 計 141900 的中 （1－5） 44932（1番人気）
馬連票数 計 526685 的中 �� 157814（1番人気）
馬単票数 計 311639 的中 �� 52736（1番人気）
ワイド票数 計 330749 的中 �� 68876（1番人気）�� 18134（2番人気）�� 12239（7番人気）
3連複票数 計 812102 的中 ��� 65698（1番人気）
3連単票数 計1163211 的中 ��� 27642（3番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．5―12．8―12．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―36．1―48．9―1：01．5―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ク リ ア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．12．26 阪神3着

2013．2．16生 牝3芦 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 6戦1勝 賞金 11，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンピイケア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月12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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アカネバローロ号・キシュウマイウェイ号・シゲルメジロザメ号・タマモブレスレット号・リモナイア号

16038 6月12日 曇 良 （28阪神3）第4日 第2競走 ��1，800�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 エイシンミサイル 牡3鹿 56 北村 友一�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 504＋ 41：52．7 3．1�
611 メイショウミツタダ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 508＋ 41：53．65 5．0�
713 トーホウリーガル 牡3青鹿56 今井 貴大東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 516－ 81：53．7� 21．1�

（愛知）

35 サンライズサーカス 牡3青鹿56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B502－ 21：53．8クビ 2．6�
816 ベルウッドエフディ 牡3黒鹿56 幸 英明鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 438－ 21：54．01� 11．5�
48 トリデカゴン 牡3青鹿 56

53 ▲坂井 瑠星一村 哲也氏 高橋 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 482－ 21：54．63� 15．7	

714 ケンブリッジエス 牡3栗 56 小牧 太中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 川上牧場 468－ 41：55．23� 165．9

24 ミスターウインディ 牡3黒鹿56 松山 弘平阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 500－ 61：55．3クビ 22．5�
59 タガノビリオネア 牡3鹿 56 田辺 裕信八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 信成牧場 530± 01：55．4� 22．3�
12 パズドリーム 牡3栗 56

54 △義 英真岡 浩二氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 41：55．72 311．5

47 スズカウエーブ 牡3栗 56 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 466－ 21：55．8クビ 47．8�
23 タマモアッパレ 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 曾我 博 432－ 41：55．9� 195．0�
510 ツーエムブレイヴ 牡3黒鹿56 池添 謙一村上 憲政氏 本田 優 浦河 中村 雅明 490± 0 〃 クビ 58．0�
36 ゼットシャンティ 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 496－ 61：56．11 126．8�
612 ブルベアバラクーダ 牝3栗 54

52 △加藤 祥太 �ブルアンドベア 田中 章博 浦河 王蔵牧場 450＋ 41：57．05 485．1�
11 シゲルクロメバル 牡3黒鹿56 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 442－121：57．21� 291．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，379，500円 複勝： 36，355，500円 枠連： 14，618，900円
馬連： 56，316，700円 馬単： 29，667，200円 ワイド： 34，007，800円
3連複： 81，111，400円 3連単： 113，762，000円 計： 390，219，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 140円 � 330円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 250円 �� 860円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 10，030円

票 数

単勝票数 計 243795 的中 � 62184（2番人気）
複勝票数 計 363555 的中 � 82114（1番人気）� 72254（3番人気）� 20009（6番人気）
枠連票数 計 146189 的中 （6－8） 22856（2番人気）
馬連票数 計 563167 的中 �� 62241（3番人気）
馬単票数 計 296672 的中 �� 16945（4番人気）
ワイド票数 計 340078 的中 �� 40039（2番人気）�� 9229（8番人気）�� 8264（11番人気）
3連複票数 計 811114 的中 ��� 21427（7番人気）
3連単票数 計1137620 的中 ��� 8222（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―37．6―50．6―1：02．7―1：15．0―1：27．2―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
5，6，11（13，15）（3，16）（14，10）－8－（7，12）（2，9）1，4
5（6，11，15）（13，16）10－3，8，9（14，12）－（1，2）－4，7

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

勝馬の
紹 介

エイシンミサイル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2015．12．5 阪神4着

2013．3．23生 牡3鹿 母 エイシンメッチェン 母母 エイシンギヤロツプ 6戦1勝 賞金 9，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エンパイアバローズ号・コウザンベル号・スズカコメット号・デイジーフローラ号・ティーパフォーマー号・

ニホンピロマーク号
（非抽選馬） 1頭 イーグルバイオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 阪神競馬 第４日



16039 6月12日 曇 良 （28阪神3）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

612 ジュールポレール 牝3鹿 54 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：34．1 2．6�

510 サトノケンシロウ 牡3黒鹿56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：34．2� 2．7�
11 タマモグラツィエ 牝3栗 54 浜中 俊タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 458± 01：34．73 15．1�
48 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 464± 01：34．8クビ 72．8�
816 オーバーカム �3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 24．7�
59 ショウナンアーリー 牡3鹿 56 松若 風馬国本 哲秀氏 森田 直行 新冠 富本 茂喜 458＋ 61：35．01 53．6	
24 ダブルスキップ 牝3黒鹿 54

52 △城戸 義政ザ・チャンピオンズ 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 408± 01：35．1� 6．9

23 エイシンジルコン 牝3黒鹿54 松田 大作�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 448 ― 〃 アタマ 65．1�
47 ブ ボ ナ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 470－ 4 〃 クビ 23．0�
818 ナムラルパン 牡3鹿 56 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 498＋ 81：35．2� 8．9
12 エ ク デ ィ ス 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 424＋ 81：35．41� 89．2�
35 テイエムマケンゲナ 牝3鹿 54

52 △義 英真竹園 正繼氏 日吉 正和 鹿児島 テイエム牧場 438－ 2 〃 ハナ 126．2�
714 エアビートワン 牡3栗 56

55 ☆	島 克駿 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426－ 81：35．61� 183．6�
713 ラヴェラータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 ハナ 202．1�
611 エイシンキララ 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 446± 01：35．7� 264．1�
817 ゴールドグリッター 牡3鹿 56 中谷 雄太吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488－ 21：36．02 75．0�
715 エイシンミーティア 牝3鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 木田牧場 464 ―1：36．31� 222．9�
36 レイジングビート 牝3青鹿54 高田 潤野田 善己氏 角居 勝彦 新冠 中村 弘昭 412 ―1：36．51� 327．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，481，600円 複勝： 42，727，900円 枠連： 16，398，800円
馬連： 61，447，500円 馬単： 34，165，700円 ワイド： 41，592，700円
3連複： 90，836，300円 3連単： 133，930，200円 計： 450，580，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 120円 � 240円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 180円 �� 570円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 294816 的中 � 88327（1番人気）
複勝票数 計 427279 的中 � 99972（2番人気）� 105765（1番人気）� 31562（5番人気）
枠連票数 計 163988 的中 （5－6） 40832（1番人気）
馬連票数 計 614475 的中 �� 154633（1番人気）
馬単票数 計 341657 的中 �� 38215（2番人気）
ワイド票数 計 415927 的中 �� 76444（1番人気）�� 15893（6番人気）�� 14795（7番人気）
3連複票数 計 908363 的中 ��� 39266（3番人気）
3連単票数 計1339302 的中 ��� 18816（9番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．4―12．2―11．4―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．8―48．2―1：00．4―1：11．8―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．7
3 7，8（1，12）4（10，18）（2，5，16）9（3，17）（14，15）13（6，11） 4 7（8，12）（1，18）（4，10）（2，5，16）9，17（3，14，15）－（6，13）11

勝馬の
紹 介

ジュールポレール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2016．4．23 京都5着

2013．5．2生 牝3鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 3戦1勝 賞金 7，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ウルド号

16040 6月12日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28阪神3）第4日 第4競走 ��3，110�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：25．0良・良

66 メイショウセイウン 牡5栗 60 森 一馬松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 488－ 23：28．9 12．9�
22 リスヴェリアート 牡6鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 454± 0 〃 ハナ 5．5�
55 コスモパルダ 牡7青鹿60 山本 康志 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 23：29．32� 8．6�
78 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 480－ 43：29．83 1．6�
44 テーオーゼウス 牡8黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 502± 03：30．22� 28．0	
77 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 林 満明栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 448＋10 〃 アタマ 78．3

11 メイショウオヤシオ �4栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 466＋ 23：30．51� 10．1�
810 ショウリュウバイオ �6栗 60 平沢 健治バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－ 43：31．67 19．7�
33 ファイアーシチー 牡5青鹿60 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460－183：32．55 33．6
89 ミヤコデラックス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B470－ 8 （競走中止） 18．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，147，000円 複勝： 34，260，000円 枠連： 9，926，100円
馬連： 35，206，800円 馬単： 27，629，100円 ワイド： 22，800，000円
3連複： 59，400，300円 3連単： 117，238，100円 計： 323，607，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 480円 � 310円 � 440円 枠 連（2－6） 4，830円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，420円 �� 830円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 69，100円

票 数

単勝票数 計 171470 的中 � 10570（5番人気）
複勝票数 計 342600 的中 � 17989（5番人気）� 31322（2番人気）� 19740（4番人気）
枠連票数 計 99261 的中 （2－6） 1590（16番人気）
馬連票数 計 352068 的中 �� 6198（12番人気）
馬単票数 計 276291 的中 �� 1934（25番人気）
ワイド票数 計 228000 的中 �� 5520（11番人気）�� 4037（15番人気）�� 7177（9番人気）
3連複票数 計 594003 的中 ��� 5151（29番人気）
3連単票数 計1172381 的中 ��� 1230（183番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．2－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
5，1，10，6，8，7－2，4，3
5，10－（1，6）8（7，2）－4－3

�
�
5－1，10（6，8）7，2，4－3
5，6，1，8（10，2）7，4＝3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウセイウン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．25 京都11着

2011．4．11生 牡5栗 母 アイノサンライト 母母 モアインヘリタンス 障害：12戦2勝 賞金 24，900，000円
〔競走中止〕 ミヤコデラックス号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため1周目4号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



16041 6月12日 曇 良 （28阪神3）第4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

79 クインズサリナ 牝2黒鹿54 川田 将雅亀田 和弘氏 西村 真幸 新ひだか 佐竹 学 416 ―1：09．9 4．9�
68 リンクスゼロ 牡2黒鹿54 松若 風馬目谷 一幸氏 森 秀行 新冠 イワミ牧場 462 ―1：10．22 4．3�
811 ウイナーズロード 牝2青鹿54 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 412 ―1：10．41� 17．1�
33 カズマデプレシャン 牡2黒鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 480 ―1：10．5� 2．6�
55 エスピリトゥオーゾ 牡2栗 54

53 ☆	島 克駿名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 446 ―1：10．92� 14．8	
710 ブライトメジャー 牝2栗 54

53 ☆小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 438 ―1：11．21
 11．3

11 シゲルマントヒヒ 牡2栗 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 木田 晶範 542 ―1：12．05 28．5�
67 ノーブルエンジェル 牝2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 浦河 駿河牧場 416 ―1：12．21� 13．1�
812 カンサスシティ 牡2栗 54 	島 良太薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 476 ―1：12．41� 116．6
56 キングラズベリー 牡2栗 54

51 ▲三津谷隼人山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 446 ―1：12．61� 86．7�
22 ロックウォーター 牡2栗 54 川須 栄彦松田 整二氏 日吉 正和 鹿児島 服部 文明 404 ―1：13．55 169．5�
44 クリノアスカ 牝2青鹿54 田辺 裕信栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 鎌田 正嗣 426 ―1：13．71� 27．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，987，300円 複勝： 28，895，400円 枠連： 12，724，200円
馬連： 49，599，900円 馬単： 30，331，600円 ワイド： 27，566，600円
3連複： 65，118，800円 3連単： 107，184，600円 計： 352，408，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 150円 � 310円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，050円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 17，230円

票 数

単勝票数 計 309873 的中 � 52439（3番人気）
複勝票数 計 288954 的中 � 46525（3番人気）� 56131（2番人気）� 18825（7番人気）
枠連票数 計 127242 的中 （6－7） 18678（3番人気）
馬連票数 計 495999 的中 �� 38715（3番人気）
馬単票数 計 303316 的中 �� 12281（6番人気）
ワイド票数 計 275666 的中 �� 20517（3番人気）�� 6358（15番人気）�� 7624（12番人気）
3連複票数 計 651188 的中 ��� 10930（15番人気）
3連単票数 計1071846 的中 ��� 4509（57番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．2―46．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズサリナ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ウォーニング 初出走

2014．4．30生 牝2黒鹿 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16042 6月12日 曇 良 （28阪神3）第4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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

12 シ ャ ケ ト ラ 牡3青鹿56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 516 ―2：00．4 1．7�

24 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 498± 02：00．61� 9．5�
816 ミッキーディナシー 牝3黒鹿54 松山 弘平野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 392－ 42：00．7クビ 15．7�
612 マルヨプラード 牡3栗 56 田辺 裕信野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 474＋ 62：01．02 17．6�
47 クーパーズヒル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 412± 02：01．1� 128．7�
713 ワンスインアライフ 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 450－10 〃 アタマ 11．3	
611 マッジョテンペスタ 牡3鹿 56 川田 将雅太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 462± 02：01．2クビ 6．0

815 マーティンクリベー 牡3鹿 56 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 476＋ 4 〃 クビ 8．5�
48 ジャストコーズ 牡3青鹿56 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 42：01．62� 116．5
714 トウカイバレーノ 牝3黒鹿54 松若 風馬内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 446－10 〃 ハナ 33．1�
11 ネフェルテム 牡3黒鹿56 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新冠 村上 欽哉 520＋102：01．7クビ 338．0�
510	 ゴルディオン 牡3鹿 56 国分 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 米 Buck Pond
Farm, Inc 488－ 82：02．23 61．0�

35 エイシンミコノス 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 524 ―2：02．41� 205．1�
59 ミッキーチェリー 牝3黒鹿 54

53 ☆
島 克駿野田みづき氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：02．5� 109．7�
36 フェリアデアブリル �3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新冠 オリエント牧場 430－102：02．6� 266．5�
23 ホッコーバロネス 牝3鹿 54

52 △義 英真矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 434－ 82：03．02� 537．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，383，400円 複勝： 49，503，000円 枠連： 20，018，600円
馬連： 71，048，100円 馬単： 39，960，300円 ワイド： 44，820，300円
3連複： 97，910，400円 3連単： 144，765，200円 計： 507，409，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 250円 � 270円 枠 連（1－2） 1，190円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 440円 �� 630円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 9，930円

票 数

単勝票数 計 393834 的中 � 179160（1番人気）
複勝票数 計 495030 的中 � 168030（1番人気）� 38837（5番人気）� 34010（7番人気）
枠連票数 計 200186 的中 （1－2） 12932（7番人気）
馬連票数 計 710481 的中 �� 57107（3番人気）
馬単票数 計 399603 的中 �� 24672（4番人気）
ワイド票数 計 448203 的中 �� 27440（4番人気）�� 18334（7番人気）�� 7694（18番人気）
3連複票数 計 979104 的中 ��� 18485（13番人気）
3連単票数 計1447652 的中 ��� 10560（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．7―48．0―1：00．4―1：13．1―1：25．5―1：37．3―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ケ ト ラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel 初出走

2013．3．17生 牡3青鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 1戦1勝 賞金 4，800，000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。
（非抽選馬） 4頭 クレスコキングス号・ゲンパチヨシツネ号・ハクサンインパクト号・ブリーズリー号



16043 6月12日 曇 良 （28阪神3）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

36 アルティマウェポン 牝3栗 52 松若 風馬幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 454± 01：52．5 15．6�
612 キタサンコンサート 牡4芦 57 �島 良太�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B478± 01：52．71� 2．8�
47 キングルアウ 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 500± 0 〃 アタマ 3．3�
59 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 61：52．8クビ 30．3�
714 ハローマイディア 牡3黒鹿54 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 470－121：52．9� 5．0�
24 	 ジョウショーチカラ 牡4青鹿57 小牧 太熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 538＋ 2 〃 ハナ 20．1	
510 サンライズレーヴ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480－ 21：53．43 32．3


35 トーアライジン 牡3芦 54
53 ☆小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 494－ 4 〃 アタマ 6．5�

815 セフティーエムアイ 牡5鹿 57
54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 466－ 61：53．61� 89．0

23 ビバハイタッチ 牡5栗 57 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 492＋ 41：53．7� 135．3�
611 シュバリエブラン 牡4芦 57 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム B466－ 11：54．12� 141．6�
12 	 マルカジャーニー 牡4栗 57

54 ▲荻野 極日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 信成牧場 486± 0 〃 クビ 125．5�
713 タイセイパルサー 牡3黒鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 476－ 41：54．2クビ 39．8�
816	 ワンダープレジール 牡4黒鹿57 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 440－20 〃 クビ 194．2�
11 	 ジャストヴィークル 牡5鹿 57 松田 大作大塚 亮一氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 528＋101：54．3クビ 180．8�
48 マヤノパーチェム 牡4栗 57 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 474－101：54．51� 173．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，813，000円 複勝： 42，216，900円 枠連： 18，651，800円
馬連： 71，419，300円 馬単： 37，699，800円 ワイド： 42，784，800円
3連複： 97，234，600円 3連単： 135，331，000円 計： 477，151，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 240円 � 130円 � 150円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 540円 �� 810円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 16，810円

票 数

単勝票数 計 318130 的中 � 16285（5番人気）
複勝票数 計 422169 的中 � 33288（5番人気）� 104116（1番人気）� 77948（2番人気）
枠連票数 計 186518 的中 （3－6） 22334（3番人気）
馬連票数 計 714193 的中 �� 39800（5番人気）
馬単票数 計 376998 的中 �� 6946（15番人気）
ワイド票数 計 427848 的中 �� 19173（5番人気）�� 11999（9番人気）�� 52531（1番人気）
3連複票数 計 972346 的中 ��� 38357（5番人気）
3連単票数 計1353310 的中 ��� 5836（46番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―13．3―12．8―12．6―12．5―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．8―49．6―1：02．2―1：14．7―1：27．1―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルティマウェポン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．2．20 京都2着

2013．4．25生 牝3栗 母 レインボーアーチ 母母 エキストラグリーン 4戦2勝 賞金 15，650，000円
〔制裁〕 エイムハイ号の騎手北村友一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カフジデンジャー号
（非抽選馬） 1頭 カゼノドリーム号

16044 6月12日 小雨 良 （28阪神3）第4日 第8競走 ��
��1，400�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 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

817 マイアベーア 牡4青鹿 57
54 ▲坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 472＋ 41：21．0 7．0�

59 メイショウラバンド 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 456± 0 〃 クビ 9．8�
11 スマートスペクター 牡3鹿 54 池添 謙一大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 422－121：21．1クビ 27．9�
12 エ ル ノ ル テ 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464－ 41：21．31� 27．1�
48 	 エイシンダーラ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 454＋ 4 〃 クビ 17．6	
611 ビットレート 牝4栗 55 菱田 裕二 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 ハナ 14．9

816 サトノマルス 牡3青 54 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 446± 01：21．4クビ 2．8�
47 モンラッシェ 牡5栗 57 松山 弘平吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 81：21．61� 12．9�
510 オールオブナイト 牝5黒鹿 55

54 ☆
島 克駿市川義美ホール
ディングス� 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 436－ 21：21．81� 62．9

715 レッドカーラ 牝4黒鹿55 小牧 太 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436＋ 8 〃 ハナ 4．3�
714 インヴォーク 牝5栗 55 国分 優作�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 434－ 41：21．9クビ 312．1�
818 ウインベントゥーラ 牡4鹿 57 和田 竜二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 464± 01：22．0� 27．6�
23 	 ペプチドムーン 牡5栗 57

55 △義 英真沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 452－20 〃 アタマ 326．6�
36 	 アイファーハート 牝4黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 B444－ 61：22．21� 365．1�
713 エイシンファイヤー 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 494± 0 〃 クビ 26．5�
612 エイシンキサナドゥ 牡5栗 57 松若 風馬�栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

532＋ 21：22．94 28．2�
35  サウンドターゲット 牡5鹿 57

55 △加藤 祥太増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 476± 01：23．53� 152．2�
24 � センターフォワード 牡3鹿 54 今井 貴大馬場 祥晃氏 角田 輝也 日高 ファーミングヤナキタ 464－ 81：23．81� 104．1�

（愛知） （愛知）
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売 得 金
単勝： 35，192，800円 複勝： 53，013，200円 枠連： 30，505，000円
馬連： 95，405，600円 馬単： 43，540，200円 ワイド： 59，251，700円
3連複： 137，306，700円 3連単： 170，226，600円 計： 624，441，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 300円 � 270円 � 690円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 3，360円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 31，240円 3 連 単 ��� 122，070円

票 数

単勝票数 計 351928 的中 � 40003（3番人気）
複勝票数 計 530132 的中 � 49444（4番人気）� 54478（3番人気）� 17714（10番人気）
枠連票数 計 305050 的中 （5－8） 26112（3番人気）
馬連票数 計 954056 的中 �� 20831（10番人気）
馬単票数 計 435402 的中 �� 5557（17番人気）
ワイド票数 計 592517 的中 �� 12379（12番人気）�� 4480（41番人気）�� 5347（34番人気）
3連複票数 計1373067 的中 ��� 3296（101番人気）
3連単票数 計1702266 的中 ��� 1011（372番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．8―46．2―57．6―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．8
3 ・（8，9）（1，2）（5，11）4（10，13，14）3（6，16，17）（7，18）（15，12） 4 ・（8，9）11（1，2）（10，5，14）17（4，12）（13，16，18）3（7，15）6

勝馬の
紹 介

マイアベーア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Double Bed デビュー 2014．12．20 阪神3着

2012．3．25生 牡4青鹿 母 オンブルリジェール 母母 Flawlessly 13戦3勝 賞金 29，850，000円
※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） 3頭 アスクジョーダン号・シンダーズ号・タガノビーンズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



16045 6月12日 小雨 良 （28阪神3）第4日 第9競走 ��
��2，200�

さ ん だ

三 田 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，27．6．13以降28．6．5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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

55 ジュンヴァルカン 牡3鹿 53 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－ 82：10．8 1．7�
78 ヤマカツライデン 牡4黒鹿57 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 528＋ 62：11．01� 4．5�
33 デンコウインパルス 牡4鹿 57 松田 大作田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 486± 02：11．21� 11．3�
79 メイショウタチマチ 牝3鹿 51 松若 風馬松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 480＋ 22：11．51� 6．7�
22 	 ラルプデュエズ 牡6黒鹿55 和田 竜二吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492± 02：11．71� 49．0�
11 ステイザコース 
6栗 54 池添 謙一 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 22：11．91� 11．5	
67 レ ム ミ ラ ス 牝5鹿 53 太宰 啓介
ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 450－ 2 〃 クビ 244．4�
810 コウエイワンマン 牡5黒鹿56 田辺 裕信西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 532－ 2 〃 クビ 20．5�
811 イイデフューチャー 牡5黒鹿54 幸 英明松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 468± 02：12．21� 70．5
44 	 メイショウオトコギ 
7栗 52 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 490± 02：12．62� 304．3�
66 サダムロードショー 牡6鹿 55 浜中 俊大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 02：12．8� 21．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 46，758，300円 複勝： 84，709，000円 枠連： 23，959，200円
馬連： 118，607，600円 馬単： 71，964，400円 ワイド： 66，258，000円
3連複： 158，268，000円 3連単： 335，770，800円 計： 906，295，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（5－7） 210円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，000円

票 数

単勝票数 計 467583 的中 � 213447（1番人気）
複勝票数 計 847090 的中 � 417538（1番人気）� 119094（2番人気）� 62308（5番人気）
枠連票数 計 239592 的中 （5－7） 87971（1番人気）
馬連票数 計1186076 的中 �� 244903（1番人気）
馬単票数 計 719644 的中 �� 110440（1番人気）
ワイド票数 計 662580 的中 �� 118147（1番人気）�� 44725（4番人気）�� 32575（6番人気）
3連複票数 計1582680 的中 ��� 145902（2番人気）
3連単票数 計3357708 的中 ��� 121292（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．4―12．5―12．3―12．1―11．9―11．8―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．2―47．7―1：00．0―1：12．1―1：24．0―1：35．8―1：47．4―1：58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
8，9（3，5）（2，7）－11（1，4）－10＝6
8，9（3，5）2，7，1，11（4，10）＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンヴァルカン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．7．19 中京4着

2013．2．15生 牡3鹿 母 ピンクリップス 母母 マリスターⅡ 7戦3勝 賞金 42，210，000円

16046 6月12日 小雨 良 （28阪神3）第4日 第10競走 ��
��1，200�

み の お

箕 面 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

48 スマートアヴァロン 牡4黒鹿57 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 510－ 41：10．7 2．0�
47 センターピース 牡4栗 57 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466－ 41：10．91� 7．3�
36 キングソング 牡6鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 444－ 21：11．0	 44．8�
23 
 エルフィンコーブ 牝3鹿 52 松山 弘平吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

502－ 41：11．32 5．0�
612 トウケイタイガー 牡5黒鹿57 松田 大作木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 482＋ 21：11．4	 55．8�
11 
 ウォリアーズソウル �4鹿 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC B512± 01：11．61� 6．3	

815 サンライズトーク �6芦 57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 渡辺 薫彦 新ひだか 鳥井牧場 492－ 41：11．92 529．9

510
 ゼ ア ミ 牡5芦 57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Barnett Sta-

bles LLC 534－121：12．11� 10．5�
611 マッドアバウトユー 牝5栗 55 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 前川 勇 462＋10 〃 ハナ 38．2
713 セクシーボーイ 牡5鹿 57 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－ 61：12．2	 17．9�
24 � クリノカグヤマ 牝6栗 55 中谷 雄太栗本 博晴氏 奥村 豊 浦河 信成牧場 508＋20 〃 ハナ 338．8�
12 ネイティヴコード 牝5鹿 55 和田 竜二岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B500－ 41：12．3 114．3�
35 アラタマシャトル 牡5鹿 57 四位 洋文荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 482－141：12．51� 238．6�
59 
 シ ャ ラ ク 牡5鹿 57 古川 吉洋林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 520＋ 41：13．03 98．9�
816 エ フ ェ ク ト 牝4青鹿55 幸 英明山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 450＋ 21：14．27 209．3�
714 コージェント 牡3鹿 54 太宰 啓介水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 526－ 81：14．3	 77．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，718，300円 複勝： 74，587，500円 枠連： 36，538，700円
馬連： 159，830，400円 馬単： 82，094，500円 ワイド： 76，994，500円
3連複： 214，343，000円 3連単： 357，093，200円 計： 1，056，200，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 190円 � 670円 枠 連（4－4） 700円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，060円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 5，920円 3 連 単 ��� 15，830円

票 数

単勝票数 計 547183 的中 � 217269（1番人気）
複勝票数 計 745875 的中 � 256563（1番人気）� 91458（3番人気）� 16963（8番人気）
枠連票数 計 365387 的中 （4－4） 40107（4番人気）
馬連票数 計1598304 的中 �� 169016（3番人気）
馬単票数 計 820945 的中 �� 63444（2番人気）
ワイド票数 計 769945 的中 �� 74587（2番人気）�� 17641（13番人気）�� 5875（28番人気）
3連複票数 計2143430 的中 ��� 27142（20番人気）
3連単票数 計3570932 的中 ��� 16351（49番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―46．3―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアヴァロン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2014．11．2 京都1着

2012．3．27生 牡4黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 15戦4勝 賞金 67，929，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アルスマルカート号・クーゲル号・ディープミタカ号・ドリームカイザー号・ブリンディス号・メイショウカフウ号・

ラブミークン号

２レース目



16047 6月12日 雨 良 （28阪神3）第4日 第11競走 ��
��2，000�第21回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，3歳以上，27．6．13以降28．6．5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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

712 リラヴァティ 牝5黒鹿53 松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 61：59．3 10．8�
57 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿51 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 462－ 2 〃 クビ 13．3�
11 ココロノアイ 牝4鹿 55 横山 典弘�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 470＋121：59．4クビ 7．6�
813 シュンドルボン 牝5青鹿56 田辺 裕信�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 494－10 〃 クビ 4．8�
45 ハピネスダンサー 牝5鹿 53 川田 将雅前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484－ 81：59．5クビ 6．1	
33 ア カ ネ イ ロ 牝5栗 51 中谷 雄太 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：59．71� 13．8

34 レッドオリヴィア 牝5鹿 52 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 同着 6．2�
711 ウインリバティ 牝5黒鹿53 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 452± 01：59．8� 22．0�
22 ナ ム ラ ア ン 牝4黒鹿55 池添 謙一奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 460－ 22：00．11� 6．5
610 ゴールドテーラー 牝6栗 50 岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430＋ 62：00．2� 21．2�
69 メイショウマンボ 牝6鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496＋ 22：00．52 23．9�
58 タガノエトワール 牝5鹿 54 小牧 太八木 良司氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：00．82 22．6�
46 ショウナンバーキン 牝6青 50 藤懸 貴志国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 476－ 62：00．9クビ 80．2�
814 シャイニーガール 牝5鹿 49 酒井 学小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 B486＋ 82：07．2大差 99．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 148，563，500円 複勝： 201，370，800円 枠連： 129，325，200円
馬連： 662，178，500円 馬単： 253，526，200円 ワイド： 278，077，100円
3連複： 1，183，818，600円 3連単： 1，741，554，800円 計： 4，598，414，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 370円 � 370円 � 310円 枠 連（5－7） 2，390円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 2，170円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 24，090円 3 連 単 ��� 147，190円

票 数

単勝票数 計1485635 的中 � 109275（6番人気）
複勝票数 計2013708 的中 � 139610（7番人気）� 142231（6番人気）� 173231（5番人気）
枠連票数 計1293252 的中 （5－7） 41897（16番人気）
馬連票数 計6621785 的中 �� 85072（25番人気）
馬単票数 計2535262 的中 �� 16218（55番人気）
ワイド票数 計2780771 的中 �� 38576（25番人気）�� 32999（32番人気）�� 31936（35番人気）
3連複票数 計11838186 的中 ��� 36844（104番人気）
3連単票数 計17415548 的中 ��� 8578（611番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―12．2―12．6―12．1―12．1―11．9―11．6―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．0―22．7―34．9―47．5―59．6―1：11．7―1：23．6―1：35．2―1：46．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リラヴァティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．6．30 中京2着

2011．3．5生 牝5黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 22戦5勝 賞金 141，794，000円

16048 6月12日 雨 稍重 （28阪神3）第4日 第12競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 セ ネ ッ テ ィ 牡3鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490＋ 21：23．3 7．3�
815 ラインシュナイダー 牡4鹿 57 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 472＋ 81：23．62 1．8�
59 ツーエムマイスター 牡4黒鹿57 浜中 俊水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456＋ 81：23．81� 3．2�
48 タマモワカサマ 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 478－ 41：24．12 95．3�
713 ヤサカナンティー 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 482－ 41：24．2クビ 42．7�
611 メイショウノボサン 牡3栗 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 454± 0 〃 クビ 40．4	
24 ライムチェイサー 牡4鹿 57 池添 謙一�杉山忠国 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 472－ 41：24．51� 52．3

47 グランシュクレ 牝4芦 55

53 △加藤 祥太間宮 秀直氏 庄野 靖志 新冠 芳住 鉄兵 460± 01：24．6� 19．6�
35 � サンライズフレンチ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 514＋ 61：24．7	 280．5�

510 カノヤプレジデント 
6鹿 57 中村 将之神田アヤ子氏 谷 潔 登別 青藍牧場 482－ 61：24．8クビ 76．8
714 セカンドエフォート 牡3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 486± 01：24．9� 24．0�
12 インクレディブル 牡4鹿 57 藤懸 貴志前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 518－ 81：25．32	 42．8�
612 マイネルレハイム 牡4栗 57

54 ▲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 ビッグレッドファーム 464－ 31：25．51 392．4�

816� チュウワワンダー 牡6鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 152．1�
36 レッドリーガル 牡4鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：26．35 28．5�
11 � スズカグランデ 
5栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 420－131：26．4� 268．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，900，800円 複勝： 88，190，600円 枠連： 41，626，700円
馬連： 186，223，200円 馬単： 103，151，500円 ワイド： 93，708，500円
3連複： 255，012，900円 3連単： 497，090，000円 計： 1，334，904，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 510円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 150円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 699008 的中 � 75678（3番人気）
複勝票数 計 881906 的中 � 94454（3番人気）� 386632（1番人気）� 148782（2番人気）
枠連票数 計 416267 的中 （2－8） 62796（2番人気）
馬連票数 計1862232 的中 �� 250563（2番人気）
馬単票数 計1031515 的中 �� 47484（4番人気）
ワイド票数 計 937085 的中 �� 103946（2番人気）�� 61657（3番人気）�� 184747（1番人気）
3連複票数 計2550129 的中 ��� 369234（1番人気）
3連単票数 計4970900 的中 ��� 67985（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．7―46．4―58．4―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ネ ッ テ ィ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．12．27 阪神6着

2013．5．10生 牡3鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 7戦2勝 賞金 16，100，000円
※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 カフジイーグル号・シルバーソード号

４レース目



（28阪神3）第4日 6月12日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

242，550，000円
2，530，000円
7，200，000円
1，620，000円
26，820，000円
72，161，500円
5，474，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
549，437，000円
766，998，500円
368，483，200円
1，619，952，100円
784，894，400円
820，936，900円
2，521，571，200円
3，970，267，600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 11，402，540，900円

総入場人員 18，218名 （有料入場人員 17，161名）
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