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16025 6月10日 晴 稍重 （29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

815 クリノゼノビア 牝3黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 418＋ 41：56．0 24．0�

612 パープルミネルバ 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460－ 41：56．21� 9．9�
48 サイレントアスカ 牝3鹿 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486± 01：56．41 1．6�
11 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 武 豊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 488＋ 41：56．5� 8．5�
59 ウインプルミエ 牝3鹿 54

52 △荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B448± 0 〃 クビ 27．1�
816 チークトゥチーク 牝3芦 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 532 ― 〃 ハナ 44．6	
714 イチザヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 436± 01：56．71� 79．9

36 ブラックナイル 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 494± 01：57．23 14．4�
24 キシュウサラリン 牝3栗 54 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 414＋ 6 〃 ハナ 359．2�
713 ナニアヒアヒ 牝3栗 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：57．51� 7．6
23 シュクルダール 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム B500－ 2 〃 アタマ 10．2�
35 ヴィクトリーダンス 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�G1レーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 422± 01：58．77 228．8�
611 グ ラ ッ チ ェ 牝3鹿 54 川島 信二市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか タイヘイ牧場 462＋101：58．8� 149．5�
510 カ イ ホ ロ 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星名古屋友豊� 池添 学 新ひだか 武 牧場 422＋ 22：00．410 260．9�
47 イケジュンペガサス 牝3芦 54 酒井 学鈴木 等氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 470－ 42：00．72 274．7�
12 カフジダイヤ 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 456－ 42：01．55 170．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，886，700円 複勝： 63，692，500円 枠連： 10，852，400円
馬連： 51，911，300円 馬単： 28，945，200円 ワイド： 37，319，800円
3連複： 80，722，200円 3連単： 106，537，300円 計： 407，867，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 220円 � 180円 � 110円 枠 連（6－8） 3，480円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 11，130円

ワ イ ド �� 880円 �� 480円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 29，510円

票 数

単勝票数 計 278867 的中 � 9278（7番人気）
複勝票数 計 636925 的中 � 37653（6番人気）� 53600（3番人気）� 337062（1番人気）
枠連票数 計 108524 的中 （6－8） 2415（15番人気）
馬連票数 計 519113 的中 �� 9355（15番人気）
馬単票数 計 289452 的中 �� 1949（34番人気）
ワイド票数 計 373198 的中 �� 9939（10番人気）�� 19620（5番人気）�� 33391（3番人気）
3連複票数 計 807222 的中 ��� 28911（7番人気）
3連単票数 計1065373 的中 ��� 2617（85番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．3―12．7―13．5―12．9―13．5―13．7―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．8―48．5―1：02．0―1：14．9―1：28．4―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．0―3F41．1
1
3

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

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

クリノゼノビア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．10．23 京都13着

2014．4．14生 牝3黒鹿 母 デ ュ ー ン 母母 ラモーダバンブー 9戦1勝 賞金 7，250，000円
〔制裁〕 パープルミネルバ号の騎手富田暁は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔その他〕 カフジダイヤ号は，1コーナーで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。

16026 6月10日 晴 稍重 （29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

59 スズカチャレンジ 牡3鹿 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 482－ 41：26．5 18．2�
35 メイショウナンプウ 牡3青鹿 56

54 △荻野 極松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B494± 01：26．82 7．5�
714 ル リ オ ン 牝3鹿 54 秋山真一郎�前川企画 野中 賢二 新冠 須崎牧場 422－101：26．9クビ 128．1�
816 ザ ビ ッ グ 牡3黒鹿56 松若 風馬田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 462＋ 81：27．32� 6．3�
12 エイシンユニコーン 牡3黒鹿56 松山 弘平�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 520± 01：27．4� 5．7	
48 ハンズスミス 牡3鹿 56 幸 英明永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B448＋ 41：27．5� 60．5

23 ブルベアバイソン 牡3栗 56 岩田 康誠 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 470＋ 61：27．6� 12．8�
713 テイエムグルービー 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 480＋ 2 〃 アタマ 6．5�
612 ビ タ ー レ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか グローリーファーム 438＋ 21：27．8� 139．7
47 イージスピューマ 牡3栗 56 菱田 裕二眞﨑 修氏 渡辺 薫彦 新冠 ハクツ牧場 462－ 61：28．01� 119．7�
36 キーダッシュ 牡3栗 56 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 青森 大前 典男 486－ 21：28．1� 16．7�
611 サトノファイヤー 牡3栗 56 福永 祐一里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 466－ 21：28．84 4．9�
11 タガノフレイア 牝3鹿 54 川須 栄彦八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 418＋ 41：29．01� 53．6�
510 ナガイスパン 牡3鹿 56 小牧 太山下 良子氏 笹田 和秀 新冠 大栄牧場 502＋ 41：29．1� 35．6�
24 サンライズソウマ 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 468± 01：29．52� 7．2�
815 ディランフィールド 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星大野 照旺氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 476－ 21：31．2大差 60．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，748，300円 複勝： 46，024，200円 枠連： 15，136，300円
馬連： 59，954，600円 馬単： 26，484，500円 ワイド： 38，666，100円
3連複： 89，066，100円 3連単： 94，597，100円 計： 393，677，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 540円 � 270円 � 4，530円 枠 連（3－5） 3，410円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 12，900円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 33，880円 �� 22，870円

3 連 複 ��� 340，810円 3 連 単 ��� 1，632，920円

票 数

単勝票数 計 237483 的中 � 10419（9番人気）
複勝票数 計 460242 的中 � 22224（8番人気）� 51469（5番人気）� 2300（15番人気）
枠連票数 計 151363 的中 （3－5） 3437（16番人気）
馬連票数 計 599546 的中 �� 7275（28番人気）
馬単票数 計 264845 的中 �� 1539（56番人気）
ワイド票数 計 386661 的中 �� 6408（20番人気）�� 290（100番人気）�� 430（90番人気）
3連複票数 計 890661 的中 ��� 196（341番人気）
3連単票数 計 945971 的中 ��� 42（1861番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．3―12．8―13．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．6―46．9―59．7―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．6
3 ・（6，16）（4，13）10（8，1，11）12，2，3（5，14）9－（7，15） 4 ・（6，16）（4，13）－（8，11）12（5，10，1，2）（3，9）14－7，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカチャレンジ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 エアジハード デビュー 2017．1．14 京都3着

2014．2．6生 牡3鹿 母 ドリームチャッター 母母 チャッターボックス 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 メイショウナンプウ号の騎手荻野極は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

ハンズスミス号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・11番・
12番）

※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。
（非抽選馬） 8頭 アイファータキオン号・シゲルキツネ号・タガノラガッツォ号・ダンツアムール号・フォックステイル号・

ブルベアボア号・ヤマカツバーバラ号・ワンパーパス号

第３回 阪神競馬 第３日



16027 6月10日 晴 稍重 （29阪神3）第3日 第3競走 ��
��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

611� ラ ロ ー デ 牝3鹿 54 浜中 俊飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,
Shizunai 490＋102：08．1 6．3�

47 ティーブラッサム 牡3黒鹿56 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 516＋ 22：08．95 2．9�
23 ヒルノアトラーニ 牡3青鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 522＋ 42：09．0� 19．6�
59 タ ル ガ 牡3黒鹿56 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 82：09．1クビ 12．8�
816 ブルックリンソウル 牡3鹿 56 川田 将雅村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 496＋ 6 〃 ハナ 3．1�
510 マイネルエーポス 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 石田牧場 458± 02：09．31	 22．2	
24 ロングアイガー 牡3鹿 56 和田 竜二中井 敏雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 582＋ 42：09．51 16．0

714 アシャカリブラ 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B516± 02：09．71	 10．5�
11 ヴィグランドイチロ 牡3鹿 56 小牧 太大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464± 02：10．01� 17．7�
713 モダンタキシード 牡3青鹿56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム 470－102：10．1	 138．2
35 メイショウアッパレ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 492－ 22：10．42 133．8�
12 ティンガティンガ 牡3芦 56 酒井 学新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 22：10．5クビ 143．1�
48 ディライトラッシュ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 西園 正都 浦河 小倉牧場 496± 02：10．6� 70．4�
612 アウトレイジャス 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁 �CHEVAL AT-
TACHE 木原 一良 新冠 カミイスタット 492－ 42：11．13 190．4�

815 デクレアビクトリー 牡3鹿 56
55 ☆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 558＋142：11．41� 137．5�

36 メイショウミチシオ 牡3栗 56
54 △坂井 瑠星松本 和子氏 池添 学 浦河 三嶋牧場 442－ 42：22．2大差 291．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，730，100円 複勝： 39，763，900円 枠連： 13，577，100円
馬連： 54，334，600円 馬単： 26，970，200円 ワイド： 35，868，600円
3連複： 77，768，600円 3連単： 97，541，400円 計： 370，554，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 140円 � 520円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，410円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 7，390円 3 連 単 ��� 29，100円

票 数

単勝票数 計 247301 的中 � 30974（3番人気）
複勝票数 計 397639 的中 � 47242（3番人気）� 100522（1番人気）� 13984（9番人気）
枠連票数 計 135771 的中 （4－6） 13583（2番人気）
馬連票数 計 543346 的中 �� 45861（2番人気）
馬単票数 計 269702 的中 �� 10132（5番人気）
ワイド票数 計 358686 的中 �� 24981（2番人気）�� 3561（26番人気）�� 7876（15番人気）
3連複票数 計 777686 的中 ��� 7892（25番人気）
3連単票数 計 975414 的中 ��� 2430（90番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―12．6―14．2―13．0―12．9―12．7―12．6―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．8―37．4―51．6―1：04．6―1：17．5―1：30．2―1：42．8―1：55．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラ ロ ー デ �
�
父 Shackleford �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2017．2．18 京都2着

2014．1．21生 牝3鹿 母 Million Seller 母母 Million Gift 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウミチシオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月10日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルマサイキリン号
（非抽選馬） 2頭 ダンツワープ号・ハギノプレスト号

16028 6月10日 晴 良 （29阪神3）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

47 キ ク ノ レ レ 牝3黒鹿54 秋山真一郎菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 松田 憲一 466＋ 21：09．0 14．4�
11 マンボビート 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗 �シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 中村 雅明 454－ 41：09．21 60．7�
713 ホッコーカゲムシャ 牡3黒鹿56 浜中 俊北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 446＋ 4 〃 ハナ 1．7�
12 ア ネ ロ ワ 牝3鹿 54 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 428 ― 〃 クビ 52．1�
23 アドマイヤホルン 牝3栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 404＋ 61：09．3� 16．1	
611 マ ッ セ ル 牡3鹿 56 武 豊�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 01：09．51� 5．4

35 メイショウフウコウ 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 410＋14 〃 ハナ 41．8�
612 ナリタクローネ 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 472－ 2 〃 クビ 155．2�
510 スプリングノート 牝3青鹿54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 428－ 21：09．71 62．4
816 ツ キ ノ ミ チ 牝3鹿 54

52 △荻野 極吉井 理人氏 清水 久詞 浦河 林 孝輝 442＋ 41：09．91 7．6�
714 バ ー ボ ネ ラ 牝3栗 54

52 △坂井 瑠星 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 436＋10 〃 クビ 29．8�
36 マルカテノール 牡3鹿 56 池添 謙一日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム B478－20 〃 アタマ 22．0�
48 ピエナムーン 牡3栗 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 浦河 まるとみ冨岡牧場 416－ 21：10．11� 70．9�
24 エルミニョンヌ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太迎 徹氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 412＋ 41：10．2� 93．2�
59 タマモカリナン 牝3鹿 54 小牧 太タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 464－ 61：10．52 47．9�
815 シシャモムスメ 牝3鹿 54 菱田 裕二大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 434－ 21：11．56 71．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，170，200円 複勝： 74，751，400円 枠連： 12，913，100円
馬連： 51，784，900円 馬単： 31，027，600円 ワイド： 35，014，800円
3連複： 75，774，200円 3連単： 113，418，400円 計： 424，854，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 300円 � 890円 � 110円 枠 連（1－4） 10，530円

馬 連 �� 46，280円 馬 単 �� 93，450円

ワ イ ド �� 8，680円 �� 530円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 17，120円 3 連 単 ��� 323，730円

票 数

単勝票数 計 301702 的中 � 16756（4番人気）
複勝票数 計 747514 的中 � 29412（4番人気）� 8139（11番人気）� 462523（1番人気）
枠連票数 計 129131 的中 （1－4） 950（25番人気）
馬連票数 計 517849 的中 �� 867（64番人気）
馬単票数 計 310276 的中 �� 249（123番人気）
ワイド票数 計 350148 的中 �� 978（62番人気）�� 18541（3番人気）�� 4840（18番人気）
3連複票数 計 757742 的中 ��� 3318（48番人気）
3連単票数 計1134184 的中 ��� 254（580番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―11．7―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ク ノ レ レ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．11．5 京都7着

2014．3．30生 牝3黒鹿 母 キクノディアナ 母母 ガイアローマン 7戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 マンボビート号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンライズマジック号



16029 6月10日 晴 良 （29阪神3）第3日 第5競走 ��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

44 アマルフィコースト 牝2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 454 ―1：22．1 5．1�
68 スカーレットカラー 牝2鹿 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438 ―1：22．41� 7．1�
11 ステラローザ 牝2鹿 54 福永 祐一星野 康三氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 426 ―1：22．82� 7．6�
67 グランデミノル 牝2鹿 54 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 478 ―1：22．9� 1．8�
811 ジョイオブライフ 牝2栗 54 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新冠 オリエント牧場 440 ―1：23．32� 26．5	
710 ア オ ラ ニ 牝2栗 54 松若 風馬山住 勲氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 436 ―1：23．4� 87．2

33 シゲルアサツキ 牝2栗 54 国分 恭介森中 蕃氏 坂口 正則 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 440 ―1：23．5クビ 226．7�
22 モンファロン 牡2黒鹿54 岩田 康誠杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 474 ―1：23．6� 33．0�
56 ビッグウェーブ 牡2鹿 54 川田 将雅�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 476 ―1：23．7� 18．1
55 コウユーヤマト 牡2鹿 54

51 ▲川又 賢治加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 434 ― 〃 クビ 153．3�
79 スズカハイライト 牡2鹿 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 444 ―1：23．91� 64．1�
812 コスモエクセレント 牡2鹿 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 490 ―1：24．0� 48．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，154，600円 複勝： 48，918，100円 枠連： 13，320，400円
馬連： 59，345，200円 馬単： 37，575，400円 ワイド： 33，572，200円
3連複： 72，494，100円 3連単： 125，587，600円 計： 437，967，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 170円 � 230円 枠 連（4－6） 370円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 440円 �� 480円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 12，580円

票 数

単勝票数 計 471546 的中 � 77572（2番人気）
複勝票数 計 489181 的中 � 82816（2番人気）� 77833（3番人気）� 47678（4番人気）
枠連票数 計 133204 的中 （4－6） 27372（1番人気）
馬連票数 計 593452 的中 �� 34219（4番人気）
馬単票数 計 375754 的中 �� 11485（9番人気）
ワイド票数 計 335722 的中 �� 20027（4番人気）�� 18149（5番人気）�� 11279（8番人気）
3連複票数 計 724941 的中 ��� 19386（9番人気）
3連単票数 計1255876 的中 ��� 7236（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．9―58．8―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アマルフィコースト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 High Chaparral 初出走

2015．2．5生 牝2黒鹿 母 ジプシーハイウェイ 母母 Rose Gypsy 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16030 6月10日 晴 良 （29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
1：57．6
1：56．1

良
良

36 アドマイヤアロー 牝3鹿 54 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 446－ 22：00．6 8．5�
48 スマートシグルズ 牡3栗 56 浜中 俊大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 442－ 4 〃 アタマ 7．0�
815 エ ー ル �3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ B442－ 4 〃 クビ 72．0�

47 � モズアスコット 牡3栗 56 武 豊 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer
Wind Farm 484 ― 〃 ハナ 2．6�

713 アストロノート 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 418－ 22：00．7クビ 33．1	
612 オメガガーディアン 牡3鹿 56 福永 祐一原 	子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 548－ 22：00．8
 4．1

24 シャイニーピース 牡3鹿 56 田中 健小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 484＋ 42：01．01� 10．7�
59 ペ イ バ ッ ク 牡3黒鹿 56

55 ☆城戸 義政小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 460± 02：01．21 20．3�
611 ブルベアリンクス 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 452± 02：01．3
 52．8
23 ゴ ー ド ン �3黒鹿56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 470± 02：01．4 15．9�
12 オースミメテオール 牡3黒鹿56 北村 友一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 530－262：01．61� 40．8�
35 レ ク セ ル 牝3黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 ハナ 147．0�
510 メイショウマッセル 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好�氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 422 ―2：02．23
 243．3�
11 エヴリトリック 牝3鹿 54 藤岡 康太�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 468＋ 22：02．3 38．6�
714 キ ャ リ コ 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 438＋ 62：03．15 28．8�
816 アルアンダルス 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 478－ 62：03．31� 64．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，686，300円 複勝： 51，632，100円 枠連： 20，372，000円
馬連： 67，408，800円 馬単： 29，102，800円 ワイド： 45，813，800円
3連複： 97，266，900円 3連単： 113，764，400円 計： 461，047，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 220円 � 1，120円 枠 連（3－4） 1，260円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 750円 �� 6，350円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 49，490円 3 連 単 ��� 233，650円

票 数

単勝票数 計 356863 的中 � 33265（4番人気）
複勝票数 計 516321 的中 � 70545（3番人気）� 65985（4番人気）� 9441（13番人気）
枠連票数 計 203720 的中 （3－4） 12504（4番人気）
馬連票数 計 674088 的中 �� 22037（9番人気）
馬単票数 計 291028 的中 �� 4414（18番人気）
ワイド票数 計 458138 的中 �� 16790（5番人気）�� 1800（62番人気）�� 1994（61番人気）
3連複票数 計 972669 的中 ��� 1474（148番人気）
3連単票数 計1137644 的中 ��� 353（681番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．7―47．8―59．7―1：12．0―1：23．9―1：36．0―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．7
1
3

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

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

アドマイヤアロー �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．27 京都10着

2014．5．20生 牝3鹿 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 5戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 リープジーン号・レッドラペル号・ロードフェイム号



16031 6月10日 晴 稍重 （29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

714 スズカプリズム 牝4栗 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 476＋ 61：24．9 7．5�
47 トウカイシュテルン 牝3鹿 52 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 470＋ 2 〃 ハナ 4．8�
815 シゲルメジロザメ 牝4鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 452＋ 71：25．11� 40．6�
59 ミヤジヴィジェ 牝3鹿 52 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 458－ 41：25．41� 1．7�
35 エスペランサルル 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 432＋ 21：25．61� 173．1�

713 ヴィーヴァテキーラ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 532＋ 41：25．7� 28．8	
510 マッカナバラ 牝5芦 55

52 ▲富田 暁
協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 456＋ 81：25．8クビ 103．6�
24 スノードリーム 牝4芦 55 古川 吉洋三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B456＋ 21：26．22� 21．4�
11 マルクデラポム 牝4青鹿 55

53 △荻野 極三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 474＋ 11：26．52 52．7
12 ガ ロ フ ァ ノ 牝5栗 55 武 豊前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 81：26．7� 14．6�
612 ベ ル メ ー ル 牝5鹿 55

52 ▲川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 新冠 細川農場 502＋12 〃 ハナ 202．6�
611 オ ル ノ ス 牝4芦 55 松山 弘平武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 456＋121：27．33� 15．8�
816	 エイシンヴィーヴォ 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也
栄進堂 小崎 憲 新ひだか 城地 清満 434－181：27．72� 108．8�
36 	 イチザプラチナ 牝4鹿 55 幸 英明奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 424－ 41：28．02 202．6�
48 	 トチノマドンナ 牝4黒鹿 55

54 ☆義 英真阿部東亜子氏 斉藤 崇史 浦河 山田 昇史 428－ 8 〃 ハナ 337．8�
23 	 ラガーエミリー 牝4黒鹿55 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 岡田 猛 474＋ 41：28．42� 18．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，695，400円 複勝： 48，108，700円 枠連： 18，477，700円
馬連： 69，822，900円 馬単： 36，565，100円 ワイド： 44，273，300円
3連複： 94，589，400円 3連単： 130，626，100円 計： 482，158，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 180円 � 610円 枠 連（4－7） 1，150円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，940円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 13，730円 3 連 単 ��� 54，740円

票 数

単勝票数 計 396954 的中 � 42214（3番人気）
複勝票数 計 481087 的中 � 60750（3番人気）� 84827（2番人気）� 15935（8番人気）
枠連票数 計 184777 的中 （4－7） 12361（4番人気）
馬連票数 計 698229 的中 �� 39695（3番人気）
馬単票数 計 365651 的中 �� 9703（10番人気）
ワイド票数 計 442733 的中 �� 26685（3番人気）�� 5619（20番人気）�� 5235（23番人気）
3連複票数 計 945894 的中 ��� 5165（44番人気）
3連単票数 計1306261 的中 ��� 1730（154番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―12．2―12．8―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．5―33．8―46．0―58．8―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカプリズム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．29 小倉1着

2013．4．25生 牝4栗 母 ケージーレインボー 母母 ケージービューティ 12戦2勝 賞金 17，500，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤサシサ号

16032 6月10日 晴 稍重 （29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

510 キ ク ノ ル ア 牡3栗 54 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 504－ 21：53．7 4．6�
612 ドラゴンカップ 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450＋ 61：54．55 13．2�
59 メイショウダッサイ 牡4黒鹿 57

56 ☆義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 506＋101：54．6� 43．1�
23 トウカイエクレール 牡4鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 486＋101：54．7� 3．3�
36 ナムラヘラクレス 牡3鹿 54 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 486＋11 〃 クビ 150．1�
816 カノヤプレジデント �7鹿 57 酒井 学神田アヤ子氏 谷 潔 登別 青藍牧場 490－ 41：55．01� 110．6�
47 サザンブリーズ 牡3鹿 54

52 △荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504± 0 〃 クビ 5．6	
11 ハローマイディア 牡4黒鹿57 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 472± 01：55．31� 5．9

24 ミラクルユニバンス 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438± 01：55．4クビ 72．3�
815 ラ バ ピ エ ス 牡3鹿 54 幸 英明 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494－ 8 〃 クビ 22．1
714 ダノンケンリュウ 牡3黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 01：56．03� 11．3�
713 カフジグローリー 牡3黒鹿54 松山 弘平加藤 守氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 506－ 4 〃 ハナ 38．4�
611 シャイニングボルト 牡3黒鹿54 小牧 太�ラ・メール 友道 康夫 浦河 辻 牧場 466－ 41：56．1� 11．0�
48 シ ン ウ チ 牡3鹿 54

52 △坂井 瑠星幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 470＋ 11：57．37 169．6�
35 ツーエムアーマー 牡3栗 54

51 ▲三津谷隼人村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 476± 01：57．93� 371．6�
12 トウシンタイガー �4鹿 57

54 ▲川又 賢治�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 492－ 22：00．6大差 172．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，681，000円 複勝： 68，007，500円 枠連： 20，684，700円
馬連： 95，659，500円 馬単： 38，491，400円 ワイド： 55，774，300円
3連複： 120，238，000円 3連単： 150，126，000円 計： 586，662，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 320円 � 1，050円 枠 連（5－6） 1，440円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 2，330円 �� 6，400円

3 連 複 ��� 24，180円 3 連 単 ��� 88，700円

票 数

単勝票数 計 376810 的中 � 65318（2番人気）
複勝票数 計 680075 的中 � 118790（2番人気）� 54413（5番人気）� 13493（10番人気）
枠連票数 計 206847 的中 （5－6） 11132（6番人気）
馬連票数 計 956595 的中 �� 22053（16番人気）
馬単票数 計 384914 的中 �� 5116（26番人気）
ワイド票数 計 557743 的中 �� 11995（16番人気）�� 6158（25番人気）�� 2194（43番人気）
3連複票数 計1202380 的中 ��� 3728（72番人気）
3連単票数 計1501260 的中 ��� 1227（283番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．2―13．1―13．3―12．4―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．0―50．1―1：03．4―1：15．8―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ク ノ ル ア �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．3．9生 牡3栗 母 ライトハートリー 母母 オレンジカラー 9戦2勝 賞金 23，200，000円
〔その他〕 トウシンタイガー号は，競走中に疾病〔鼻出血及び心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 トウシンタイガー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年7月10日まで出走できない。



16033 6月10日 晴 良 （29阪神3）第3日 第9競走 ��
��2，400�

い く た

生 田 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

69 サトノシャーク 牡3鹿 53 松山 弘平里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 506－102：24．4 6．3�
34 メイショウタチマチ 牝4鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494＋ 4 〃 クビ 2．8�
813 ヴァーサトル 牡5黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 504－ 22：24．61 32．0�
814 フォースフィールド 牡5黒鹿57 武 豊岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 434＋ 4 〃 クビ 26．7�
22 ハイドロフォイル 牡4鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B492＋ 82：24．7� 5．6�
711 フリーフリッカー 牡3鹿 53 北村 友一	ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 42：25．12� 62．3

57 ビクトリーミノル 牡5栗 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478± 02：25．2� 94．1�
610 ニホンピロカーン 牡4鹿 57 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 470－ 4 〃 ハナ 9．2�
45 キングパール 牡5黒鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：25．3クビ 5．9
58 ステイキングダム 牡4鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 428＋ 22：25．93� 8．8�
712 コンフィアンサ 牡4青鹿57 菱田 裕二吉田 勝己氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－142：26．11 159．6�
11 メイショウカミシマ 牡3黒鹿53 藤岡 康太松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 446＋ 62：26．2	 19．6�
33 バトルクライス 牡5鹿 57 太宰 啓介宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 480＋182：26．52 95．4�
46 リッチガール 牝5栗 55 富田 暁吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 22：26．71
 96．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，053，900円 複勝： 69，342，100円 枠連： 25，095，100円
馬連： 111，413，200円 馬単： 46，111，800円 ワイド： 65，821，600円
3連複： 146，174，500円 3連単： 192，707，600円 計： 699，719，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 150円 � 560円 枠 連（3－6） 600円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，470円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 10，470円 3 連 単 ��� 47，440円

票 数

単勝票数 計 430539 的中 � 54171（4番人気）
複勝票数 計 693421 的中 � 87345（3番人気）� 158273（1番人気）� 23116（9番人気）
枠連票数 計 250951 的中 （3－6） 32147（1番人気）
馬連票数 計1114132 的中 �� 73015（3番人気）
馬単票数 計 461118 的中 �� 13517（7番人気）
ワイド票数 計 658216 的中 �� 36554（3番人気）�� 6536（29番人気）�� 9246（21番人気）
3連複票数 計1461745 的中 ��� 10461（36番人気）
3連単票数 計1927076 的中 ��� 2945（170番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．7―12．2―12．3―12．2―12．3―12．0―11．8―11．4―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．1―35．8―48．0―1：00．3―1：12．5―1：24．8―1：36．8―1：48．6―2：00．0―2：11．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノシャーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2016．10．16 京都2着

2014．2．1生 牡3鹿 母 オ ジ ャ グ ワ 母母 Open Secrets 6戦2勝 賞金 23，757，000円

16034 6月10日 晴 良 （29阪神3）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ま い こ

舞 子 特 別
発走15時00分 （芝・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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

44 エントリーチケット 牝3栗 52 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 426± 01：21．0 4．1�

78 クライムメジャー 牡3栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 508＋ 21：21．21	 1．9�
66 ドルチャーリオ 牡4栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 01：21．3
 4．7�
33 ブラッククローバー 牡5黒鹿57 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 482－ 8 〃 ハナ 50．6�
77 ラッフォルツァート 牝5鹿 55 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 4 〃 アタマ 9．3	
55 ブ リ ク ス ト 牡5黒鹿57 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484－ 81：21．4� 17．6

22 アドマイヤスカイ 牡5青鹿57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 446－ 4 〃 クビ 58．7�
11 メイショウヤマホコ 牡7黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 480＋141：21．5� 74．5�
810 スマートグレイス 牝5栗 55 菱田 裕二大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 470－ 41：22．03 15．1
89 デンコウヒノマル 牡6栗 57 田中 健田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 490＋ 21：23．38 99．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，455，300円 複勝： 69，838，300円 枠連： 20，606，600円
馬連： 123，867，000円 馬単： 61，920，800円 ワイド： 63，411，600円
3連複： 153，340，900円 3連単： 297，198，700円 計： 841，639，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 200円 �� 250円 �� 190円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，800円

票 数

単勝票数 計 514553 的中 � 98944（2番人気）
複勝票数 計 698383 的中 � 123102（3番人気）� 225949（1番人気）� 135250（2番人気）
枠連票数 計 206066 的中 （4－7） 43517（1番人気）
馬連票数 計1238670 的中 �� 212275（1番人気）
馬単票数 計 619208 的中 �� 52439（3番人気）
ワイド票数 計 634116 的中 �� 85127（2番人気）�� 57945（3番人気）�� 86451（1番人気）
3連複票数 計1533409 的中 ��� 243809（1番人気）
3連単票数 計2971987 的中 ��� 76723（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．0―11．5―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―46．9―58．4―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントリーチケット �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2016．6．19 阪神1着

2014．4．29生 牝3栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 9戦3勝 賞金 59，245，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16035 6月10日 晴 稍重 （29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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

33 キャプテンシップ 牡5鹿 57 武 豊玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 516＋ 21：24．5 1．8�
67 サクラフローラ 牝6黒鹿55 和田 竜二�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 532－ 21：24．6� 19．5�
56 カネトシビバーチェ 牝6鹿 55 岩田 康誠兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 458± 0 〃 ハナ 4．1�
55 ブラインドサイド 	8鹿 57 川田 将雅諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B490－ 81：24．81
 6．5�
812 ガ ン ジ ー 牡6栗 57 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 502－ 41：25．01
 10．0�
22 イ ク ラ ト ロ 牡6鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 428－ 41：25．1� 24．6	
811 キープレイヤー 牝6青鹿55 嶋田 純次下河邉 博氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 508± 0 〃 クビ 168．1

710 クリノリーソクツモ 牝5鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444－ 41：25．2� 36．5�
11 � トレジャーステイト 牝5鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 456－121：25．41
 16．2
44 ラブミークン 牡5栗 57 幸 英明小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 498－ 21：25．72 43．5�
68 ジャコカッテ 牡6栗 57 古川 吉洋晴間 芳次氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 504－ 21：25．8� 125．2�
79 エクストラゴールド 牡6栗 57 四位 洋文前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 530－ 41：26．43� 119．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 62，336，900円 複勝： 79，122，300円 枠連： 42，928，000円
馬連： 204，301，800円 馬単： 105，371，000円 ワイド： 94，502，300円
3連複： 295，013，300円 3連単： 582，076，100円 計： 1，465，651，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 300円 � 130円 枠 連（3－6） 1，810円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 610円 �� 180円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 9，290円

票 数

単勝票数 計 623369 的中 � 263447（1番人気）
複勝票数 計 791223 的中 � 285990（1番人気）� 37440（6番人気）� 156183（2番人気）
枠連票数 計 429280 的中 （3－6） 18302（7番人気）
馬連票数 計2043018 的中 �� 85974（7番人気）
馬単票数 計1053710 的中 �� 32412（8番人気）
ワイド票数 計 945023 的中 �� 34357（7番人気）�� 168290（1番人気）�� 21120（13番人気）
3連複票数 計2950133 的中 ��� 112843（6番人気）
3連単票数 計5820761 的中 ��� 45422（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．6―35．5―47．9―1：00．4―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンシップ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．9．6 新潟1着

2012．4．5生 牡5鹿 母 ゴッドエンジェル 母母 フジノキャラット 17戦5勝 賞金 88，882，000円
［他本会外：1戦0勝］

16036 6月10日 晴 良 （29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

66 ロードプレミアム 牡4黒鹿57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 500－ 41：45．8 6．2�
33 ト リ オ ン フ �3黒鹿54 和田 竜二�KTレーシング 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－ 2 〃 クビ 5．6�
67 � ミスズダンディー 牡5鹿 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 470－ 41：46．12 13．5�
79 オブリゲーション 牡4鹿 57 中谷 雄太�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 466＋ 61：46．31 4．3�
811 ゼンノタヂカラオ 牡4黒鹿57 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 506＋ 81：46．4	 2．8	
22 ヒルノマレット 牡5黒鹿 57

55 △荻野 極�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 514＋ 2 〃 クビ 21．8

55 ナンヨーマーズ 牡3鹿 54 福永 祐一中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 41：46．5
 7．5�
11 サウンドパラダイス 牝4鹿 55 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 504＋141：46．6	 27．7�
44 タガノガジュマル 牡4黒鹿57 高倉 稜八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426－ 21：46．81� 33．2
810 アンペラール 牡4芦 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 松平牧場 448＋ 21：47．97 159．4�
78 � ロ ワ ー ル 牝4栗 55

52 ▲富田 暁林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 426－ 4 〃 クビ 228．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 56，832，400円 複勝： 81，032，500円 枠連： 25，445，900円
馬連： 135，254，800円 馬単： 60，906，100円 ワイド： 74，376，600円
3連複： 168，273，700円 3連単： 289，634，900円 計： 891，756，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 200円 � 340円 枠 連（3－6） 1，500円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，060円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 31，670円

票 数

単勝票数 計 568324 的中 � 72997（4番人気）
複勝票数 計 810325 的中 � 97574（4番人気）� 117478（3番人気）� 54427（6番人気）
枠連票数 計 254459 的中 （3－6） 13125（7番人気）
馬連票数 計1352548 的中 �� 56842（7番人気）
馬単票数 計 609061 的中 �� 11182（17番人気）
ワイド票数 計 743766 的中 �� 30851（7番人気）�� 17861（14番人気）�� 15308（16番人気）
3連複票数 計1682737 的中 ��� 17122（29番人気）
3連単票数 計2896349 的中 ��� 6630（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―34．8―47．0―59．5―1：12．1―1：23．2―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．7
3 8－10，1，6（2，3）7，5（4，9）11 4 ・（8，6）（10，3）（1，2，7，5）9（4，11）

勝馬の
紹 介

ロードプレミアム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2015．12．27 阪神4着

2013．2．26生 牡4黒鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 9戦2勝 賞金 18，100，000円
〔制裁〕 ロードプレミアム号の騎手川田将雅は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）



（29阪神3）第3日 6月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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
2，530，000円
13，320，000円
1，160，000円
20，640，000円
69，831，000円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
480，431，100円
740，233，600円
239，409，300円
1，085，058，600円
529，471，900円
624，415，000円
1，470，721，900円
2，293，815，600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 7，463，557，000円

総入場人員 16，518名 （有料入場人員 14，334名）
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