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16037 6月11日 曇 良 （29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 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

612 ミキノタマテバコ 牝3栗 54
53 ☆義 英真谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 476－141：26．7 103．8�

59 タガノエヴァンジル 牝3鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460± 0 〃 クビ 15．3�

510 ナオアンドユリ 牝3青鹿54 岩田 康誠松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 468＋ 2 〃 アタマ 2．5�
611 プリンセスタイム 牝3鹿 54 岡田 祥嗣飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 444＋ 81：26．8クビ 6．6�
11 リュウシンローズ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 458－ 2 〃 クビ 9．9�
714 アザブジュウバン 牝3鹿 54 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス	 石橋 守 平取 坂東牧場 460－ 21：26．9� 24．0

23 ナガラエンカ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 430－121：27．32� 51．3�

816 エイシンクリオネ 牝3芦 54 幸 英明	栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 476 ―1：27．4� 9．0�
815 ア プ リ リ ス 牝3鹿 54 松山 弘平	ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 B428－ 21：27．71� 97．3
24 ベルエシャンス 牝3黒鹿54 福永 祐一新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 B450＋12 〃 ハナ 7．7�
12 ビターココア 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 472± 0 〃 クビ 65．9�
35 ノンブルアン 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿	ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 8 〃 ハナ 168．0�

36 ステイトリーマーチ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 追分ファーム 438＋ 81：27．9� 9．9�
47 デ ュ ナ ミ ス 牝3黒鹿 54

52 △坂井 瑠星 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B512 ―1：28．0� 24．9�

713 エイシンルックス 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁	栄進堂 高橋 康之 新ひだか 築紫 洋 434－ 2 〃 ハナ 19．0�

48 ノーブルエンジェル 牝3鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 浦河 駿河牧場 434＋181：29．59 65．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，269，900円 複勝： 36，409，700円 枠連： 13，784，600円
馬連： 58，769，400円 馬単： 26，268，100円 ワイド： 38，365，100円
3連複： 87，947，600円 3連単： 101，466，700円 計： 386，281，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，380円 複 勝 � 2，280円 � 340円 � 150円 枠 連（5－6） 840円

馬 連 �� 61，630円 馬 単 �� 117，260円

ワ イ ド �� 9，370円 �� 5，860円 �� 830円

3 連 複 ��� 66，890円 3 連 単 ��� 693，990円

票 数

単勝票数 計 232699 的中 � 1793（15番人気）
複勝票数 計 364097 的中 � 2964（15番人気）� 24953（7番人気）� 91648（1番人気）
枠連票数 計 137846 的中 （5－6） 12600（2番人気）
馬連票数 計 587694 的中 �� 739（87番人気）
馬単票数 計 262681 的中 �� 168（172番人気）
ワイド票数 計 383651 的中 �� 1024（70番人気）�� 1645（56番人気）�� 12636（6番人気）
3連複票数 計 879476 的中 ��� 986（175番人気）
3連単票数 計1014667 的中 ��� 106（1371番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．5―12．8―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．0―47．5―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミキノタマテバコ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2016．10．23 京都10着

2014．3．23生 牝3栗 母 ミキノファンシー 母母 オギスーパーゲラン 5戦1勝 賞金 5，000，000円

16038 6月11日 曇 良 （29阪神3）第4日 第2競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

611 エイシンムー 牝3鹿 54
52 △荻野 極�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 488＋ 61：12．8 15．9�

815 リ ガ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 504－ 2 〃 ハナ 2．4�

816 スターゲイザー 牡3鹿 56 藤岡 康太野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 B450－ 41：12．9� 13．9�
47 ヒロノランマン 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 506＋ 81：13．64 93．8�
35 コパノオリジナル 牝3鹿 54 国分 優作小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 新ひだか 西村 和夫 436＋ 4 〃 ハナ 76．6�
24 フ ー ゴ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣宮田美恵子氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 442－ 21：13．7� 264．1	
36 ダイヤグラム 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 天羽 禮治 494－ 21：13．8� 27．9

59 ミスターロンリー 牡3鹿 56 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B466＋ 81：14．22� 2．4�
23 エーティーライデン 牡3栗 56 国分 恭介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 飛野牧場 484＋ 6 〃 ハナ 84．9�
714 プルメリアミコ 牝3芦 54 和田 竜二武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 440＋181：14．41� 38．1
12 ヤマニンアンベリル 牝3芦 54

53 ☆�島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474 ―1：14．72 14．8�
612 プ ロ ー チ ダ 牝3黒鹿 54

52 △坂井 瑠星�谷口牧場 今野 貞一 浦河 谷口牧場 464－ 21：15．12� 18．4�
713 オレンジチェルロ 牝3栗 54 酒井 学�KTレーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 470－ 4 〃 ハナ 65．5�
510 ビップディオス 牡3栗 56 菱田 裕二鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 500＋121：15．73� 46．5�
11 モンテエイネン 牡3鹿 56 岩田 康誠毛利 喜昭氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B494＋ 21：16．12� 40．8�
48 キンショーイーグル 牡3鹿 56 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 むかわ 真壁 信一 B498＋ 81：17．05 48．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，433，500円 複勝： 38，864，000円 枠連： 18，430，400円
馬連： 64，731，100円 馬単： 32，473，600円 ワイド： 41，724，000円
3連複： 85，276，700円 3連単： 126，414，200円 計： 435，347，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 230円 � 120円 � 340円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，650円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 36，770円

票 数

単勝票数 計 274335 的中 � 13749（5番人気）
複勝票数 計 388640 的中 � 36342（3番人気）� 116765（1番人気）� 21407（5番人気）
枠連票数 計 184304 的中 （6－8） 23048（2番人気）
馬連票数 計 647311 的中 �� 32968（2番人気）
馬単票数 計 324736 的中 �� 6113（9番人気）
ワイド票数 計 417240 的中 �� 21586（2番人気）�� 3759（24番人気）�� 16316（4番人気）
3連複票数 計 852767 的中 ��� 12184（12番人気）
3連単票数 計1264142 的中 ��� 2492（82番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―12．3―13．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 ・（2，14，15）－9（11，10，12）16，5，8（3，7）（4，6）－13，1 4 ・（2，14，15）－（11，9）16（5，10）12－（7，4）3，6，8－13，1

勝馬の
紹 介

エイシンムー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．8．14 小倉6着

2014．4．8生 牝3鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 8戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 リガス号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンショーイーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月11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） 3頭 アスターフローラ号・スーサンフェアリー号・ブルベアレオパード号

第３回 阪神競馬 第４日



16039 6月11日 曇 良 （29阪神3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 イ ン テ ィ 牡3栗 56 藤岡 康太武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 496－ 21：53．6 12．0�
714 ビービーアヴィド 牡3黒鹿56 武 豊坂東 勝彦氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 61：54．87 5．4�
24 ワンダーラジャ 牡3栗 56 松山 弘平山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 490－ 2 〃 アタマ 1．9�
59 アラノイケアリイ 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星守内 満氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B448＋ 41：55．97 37．3�
47 サ ン ナ イ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太新井 康司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B512＋ 21：56．0� 232．3�
612 ミラクルシップ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 472－ 4 〃 クビ 6．6�

510 クリノハプスブルク 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 青森 諏訪牧場 442＋ 61：56．1� 49．0	
23 ブルベアバック 牡3鹿 56 国分 恭介 
ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 438＋ 21：56．31 118．7�
35 メイショウシエロ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 488－ 21：56．4� 7．5�
48 ムーンスナイパー 牡3芦 56 荻野 琢真ニットー商事
 寺島 良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470± 01：56．5� 76．7
12 キ ャ ラ バ ン �3栗 56

54 △荻野 極馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474± 01：57．13� 63．1�
815 クレイトンシチー 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿 
友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 468－ 21：57．63 20．8�
611 メイショウレーベン 牡3黒鹿56 熊沢 重文松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 �川フアーム 452＋ 61：57．81	 191．4�
11 エンドオール 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 61：58．33 27．5�

816 ヤマニンタンペート 牡3鹿 56 酒井 学土井 肇氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 458＋ 4 〃 アタマ 146．7�
713 メイショウセイドウ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 516 ―2：01．4大差 141．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，234，700円 複勝： 49，651，300円 枠連： 14，950，200円
馬連： 59，645，500円 馬単： 30，972，400円 ワイド： 40，515，300円
3連複： 88，651，600円 3連単： 118，126，800円 計： 430，747，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 220円 � 160円 � 110円 枠 連（3－7） 1，560円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 520円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 33，910円

票 数

単勝票数 計 282347 的中 � 18747（5番人気）
複勝票数 計 496513 的中 � 38952（5番人気）� 65746（3番人気）� 176223（1番人気）
枠連票数 計 149502 的中 （3－7） 7398（5番人気）
馬連票数 計 596455 的中 �� 9445（14番人気）
馬単票数 計 309724 的中 �� 1828（34番人気）
ワイド票数 計 405153 的中 �� 7728（14番人気）�� 19668（4番人気）�� 37274（3番人気）
3連複票数 計 886516 的中 ��� 21919（8番人気）
3連単票数 計1181268 的中 ��� 2525（95番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―14．3―13．1―12．4―12．9―12．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―38．4―51．5―1：03．9―1：16．8―1：29．4―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ ン テ ィ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Northern Afleet デビュー 2017．4．8 阪神9着

2014．4．8生 牡3栗 母 キ テ ィ 母母 フォレストキティ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ミラクルシップ号の騎手森裕太朗は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウセイドウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月11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。
（非当選馬） 5頭 カガヒーロー号・ジューンアンカー号・ダイシンコラード号・マイアフェクション号・メイショウランポ号

16040 6月11日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29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 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

44 ミヤジタイガ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 500－ 23：28．8 5．2�
22 スズカチャンプ 牡8鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 500＋ 23：29．01 23．6�
11 � メイショウオトコギ �8栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 498＋10 〃 ハナ 1．7�
33 ユウキビバワンダー �4栗 60 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 510＋ 63：29．31� 12．7�
66 マジックダイオウ 牡4栗 60 林 満明�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 480－ 43：31．2大差 9．3�
77 シベリアンタイガー �6鹿 60 金子 光希岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 476－ 23：32．05 6．2	
55 リバーソウル 牡6黒鹿60 中村 将之林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472－ 43：38．3大差 10．4


（7頭）

売 得 金
単勝： 19，410，000円 複勝： 19，394，200円 枠連： 発売なし
馬連： 36，390，700円 馬単： 24，348，400円 ワイド： 17，292，000円
3連複： 43，398，600円 3連単： 114，621，100円 計： 274，855，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 300円 � 770円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 7，500円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 260円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 20，130円

票 数

単勝票数 計 194100 的中 � 29363（2番人気）
複勝票数 計 193942 的中 � 27802（3番人気）� 9006（7番人気）
馬連票数 計 363907 的中 �� 6284（18番人気）
馬単票数 計 243484 的中 �� 2433（29番人気）
ワイド票数 計 172920 的中 �� 3496（18番人気）�� 19999（2番人気）�� 7973（7番人気）
3連複票数 計 433986 的中 ��� 16067（10番人気）
3連単票数 計1146211 的中 ��� 4128（78番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 52．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

�
�

・（2，7）＝4，3，1（6，5）
2－（3，1）4，7－6＝5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤジタイガ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー 2012．6．10 阪神1着

2010．2．27生 牡7鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 障害：7戦2勝 賞金 28，500，000円
〔制裁〕 メイショウオトコギ号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。



16041 6月11日 曇 良 （29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

67 アイアンクロー 牡2栗 54 福永 祐一藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン
ズファーム 422 ―1：10．3 4．8�

11 ナムラバンザイ 牡2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 414 ―1：10．51� 23．2�
44 コーディエライト 牝2栗 54 和田 竜二�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454 ―1：10．92� 2．2�
33 タガノプレトリア 牡2鹿 54 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446 ―1：11．11� 13．8�
66 ノーブルジャーニー 牝2栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 むかわ 上水牧場 438 ―1：11．42 32．1�
22 クリノマンチェスー 牝2鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 418 ―1：11．82� 50．5	
811 ローズマリア 牝2黒鹿54 藤岡 佑介山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 430 ―1：12．01 44．7

79 フリーダムソート 牡2栗 54 松若 風馬西森 鶴氏 西村 真幸 様似 清水スタッド 444 ― 〃 アタマ 16．2�
55 ブルベアサンショウ 牡2鹿 54 国分 恭介 �ブルアンドベア 坂口 正則 日高 森永牧場 458 ―1：12．32 114．8�
810 メイショウイズモ 牡2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 様似 中脇 一幸 500 ―1：12．4� 6．8
78 フォンダンショコラ 牝2鹿 54

51 ▲川又 賢治�LS.M 森 秀行 日高 田端牧場 412 ―1：12．5クビ 7．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，240，000円 複勝： 35，571，800円 枠連： 12，632，700円
馬連： 55，447，100円 馬単： 29，747，300円 ワイド： 31，912，900円
3連複： 68，674，100円 3連単： 103，748，900円 計： 372，974，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 360円 � 130円 枠 連（1－6） 5，060円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 260円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 23，390円

票 数

単勝票数 計 352400 的中 � 61136（2番人気）
複勝票数 計 355718 的中 � 59651（2番人気）� 17600（7番人気）� 91365（1番人気）
枠連票数 計 126327 的中 （1－6） 1932（14番人気）
馬連票数 計 554471 的中 �� 9392（17番人気）
馬単票数 計 297473 的中 �� 3217（27番人気）
ワイド票数 計 319129 的中 �� 5313（17番人気）�� 36280（1番人気）�� 9568（10番人気）
3連複票数 計 686741 的中 ��� 17445（8番人気）
3連単票数 計1037489 的中 ��� 3215（79番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．7―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．6―47．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアンクロー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2015．3．7生 牡2栗 母 ヤマノアイリー 母母 ダイワノブレス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16042 6月11日 曇 良 （29阪神3）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

714 エイシンスレイマン 牡3鹿 56 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 468± 01：34．7 2．2�
817 ロードアイビス 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 468－101：35．12� 13．7�
818 キラーコンテンツ 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 クビ 4．3�
47 サンレイサワヤカ 牝3栗 54 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 440－ 41：35．41� 116．7�
35 ア ル テ ー ロ 牝3鹿 54

53 ☆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 446＋ 6 〃 ハナ 9．4	
816 ワンダーアマービレ 牝3鹿 54 松若 風馬山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 430± 01：35．5� 13．7

11 フ ィ ッ プ ル 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 8 〃 アタマ 18．1�
12 ピンクガーベラ 牝3芦 54 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424± 01：35．71� 7．5�
59 アマノスペシャル 牝3鹿 54 国分 優作�髙昭牧場 安達 昭夫 日高 天羽牧場 406± 01：35．8クビ 357．4
713 オースミペンタス 牝3黒鹿54 高倉 稜�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 442－ 2 〃 クビ 392．2�
23 エイシンクウカイ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 472 ―1：35．9クビ 30．4�
510 スリーソードシチー 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 396－ 6 〃 クビ 29．7�
715 ラガーセブンカラー 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星奥村 啓二氏 清水 久詞 日高 賀張三浦牧場 456± 01：36．0� 200．2�
36 バーニングテイスト 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B482－ 21：36．1� 210．3�

24 サダムドミニック 牡3黒鹿56 藤懸 貴志大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 456＋ 41：36．2� 59．2�
48 ピンクリボン 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 厚賀古川牧場 440－ 61：36．3� 302．8�
611 イスラドラーダ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B530＋161：36．61� 115．7�
612 タガノイシス 牝3鹿 54 荻野 琢真八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452 ―1：36．92 36．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，199，100円 複勝： 53，387，900円 枠連： 22，695，300円
馬連： 76，449，200円 馬単： 34，767，600円 ワイド： 46，580，600円
3連複： 100，699，200円 3連単： 125，197，300円 計： 497，976，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 240円 � 160円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 520円 �� 290円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 10，640円

票 数

単勝票数 計 381991 的中 � 133889（1番人気）
複勝票数 計 533879 的中 � 139792（1番人気）� 42646（6番人気）� 85897（2番人気）
枠連票数 計 226953 的中 （7－8） 59902（1番人気）
馬連票数 計 764492 的中 �� 38163（5番人気）
馬単票数 計 347676 的中 �� 11338（6番人気）
ワイド票数 計 465806 的中 �� 22503（5番人気）�� 45631（1番人気）�� 10349（12番人気）
3連複票数 計1006992 的中 ��� 33524（6番人気）
3連単票数 計1251973 的中 ��� 8528（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―35．3―47．9―1：00．4―1：11．9―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンスレイマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 King’s Best デビュー 2016．12．23 阪神2着

2014．4．6生 牡3鹿 母 エーシンスペリアー 母母 Politesse 5戦1勝 賞金 10，600，000円
〔制裁〕 エイシンクウカイ号の騎手小崎綾也は，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：8番）
※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。
（非抽選馬） 6頭 アバルラータ号・オウケンヴィクトリ号・カリブハーブ号・シゲルブルドッグ号・ニホンピロレイカー号・

ビューティーグリン号



16043 6月11日 曇 良 （29阪神3）第4日 第7競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

66 メイプルブラザー 牡3栗 54
51 ▲森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 466± 02：06．7 6．4�

44 キングサムソン 牡5鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 476－ 22：06．8� 17．9�
11 マンハッタンロック 牡3鹿 54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 6 〃 ハナ 4．8�
79 ウィズワンアセント 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 8．5�
810 フ ラ ン ド ル 牡4鹿 57 岩田 康誠寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 492－ 62：07．12 1．7�
55 ナムラシンウチ 牡3鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 494－ 22：08．48 39．5	
67 ガ ウ ェ イ ン 牡4鹿 57 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 486± 0 〃 クビ 18．2

22 ワイドコマンダー 牡3鹿 54

52 △荻野 極幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 B508± 02：08．5� 31．9�
33 マルカロゼッタ 牡6栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 514－ 12：09．88 235．5�
78 サンライズミライ 牡4鹿 57 森 一馬松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 514＋202：10．22� 55．4
811� メイショウトビザル 牡4青鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 まるとみ冨岡牧場 486－102：12．5大差 50．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，631，400円 複勝： 51，371，800円 枠連： 14，266，000円
馬連： 79，451，400円 馬単： 42，663，000円 ワイド： 45，376，700円
3連複： 94，571，200円 3連単： 176，773，600円 計： 541，105，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 270円 � 180円 枠 連（4－6） 3，520円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 450円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 33，150円

票 数

単勝票数 計 366314 的中 � 45531（3番人気）
複勝票数 計 513718 的中 � 68490（3番人気）� 43608（5番人気）� 83724（2番人気）
枠連票数 計 142660 的中 （4－6） 3140（12番人気）
馬連票数 計 794514 的中 �� 13701（14番人気）
馬単票数 計 426630 的中 �� 4081（24番人気）
ワイド票数 計 453767 的中 �� 10254（14番人気）�� 27383（4番人気）�� 12750（10番人気）
3連複票数 計 945712 的中 ��� 15645（14番人気）
3連単票数 計1767736 的中 ��� 3866（103番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―13．9―13．8―13．3―12．6―12．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．4―49．3―1：03．1―1：16．4―1：29．0―1：41．8―1：54．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイプルブラザー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．9．4 小倉14着

2014．3．20生 牡3栗 母 メイプルウィリング 母母 ラブファイター 6戦2勝 賞金 14，700，000円

16044 6月11日 曇 良 （29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

36 オメガタックスマン 牡5鹿 57 北村 友一原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468± 01：20．7 11．4�
11 ジョーマイク 	4栗 57

56 ☆岩崎 翼上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 454＋ 41：20．8
 77．5�
35 � センターフォワード 	4鹿 57 和田 竜二馬場 祥晃氏 斉藤 崇史 日高 ファーミングヤナキタ 452－101：21．01� 18．1�
611 オールドベイリー 牡3黒鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 米 Elm Tree

Farm, LLC 458－ 2 〃 ハナ 22．4�
47 オメガハートソング 牝5青鹿55 松若 風馬原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452＋161：21．1
 19．2�
612 キャスパリーグ 牝3鹿 52 武 豊杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 430－ 2 〃 クビ 3．9�
12 ダノンディーヴァ 牝3黒鹿52 四位 洋文	ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472＋ 41：21．2クビ 5．5

816 スマートシモーヌ 牝4鹿 55 秋山真一郎トニー倶楽部 石橋 守 日高 戸川牧場 430－ 6 〃 ハナ 88．4�
715 キラービューティ 牝3栗 52 大下 智 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 ハナ 9．8
24 ウインベントゥーラ 牡5鹿 57 松山 弘平	ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 460－ 21：21．41� 59．0�
510 リーサルストライク 牡5鹿 57 福永 祐一	G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 8 〃 ハナ 6．1�
23 キャノンプレート 	5黒鹿57 古川 吉洋 	ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B468－ 8 〃 ハナ 15．2�
817 タガノミルキー 牝4芦 55 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 41：21．5
 11．3�
59 シゲルボブキャット 牡3栗 54

51 ▲三津谷隼人森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 454＋ 6 〃 クビ 11．9�
818 アイアンマン 牡4鹿 57 岩田 康誠杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 464± 01：21．71� 85．5�
714 テイエムソッキュウ 	3青鹿 54

51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 468－ 61：21．91� 200．3�
48 ブンブンブラウ 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B450－ 21：22．53
 213．1�
713 テイエムダグラス 牡4鹿 57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム B510± 01：23．24 88．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，385，100円 複勝： 62，434，900円 枠連： 28，329，700円
馬連： 114，286，000円 馬単： 45，504，800円 ワイド： 68，868，900円
3連複： 157，510，900円 3連単： 184，540，300円 計： 698，860，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 330円 � 2，030円 � 530円 枠 連（1－3） 1，500円

馬 連 �� 46，860円 馬 単 �� 74，670円

ワ イ ド �� 11，430円 �� 2，250円 �� 17，260円

3 連 複 ��� 157，300円 3 連 単 ��� 1，087，730円

票 数

単勝票数 計 373851 的中 � 26219（6番人気）
複勝票数 計 624349 的中 � 54912（4番人気）� 7259（14番人気）� 31072（9番人気）
枠連票数 計 283297 的中 （1－3） 14587（6番人気）
馬連票数 計1142860 的中 �� 1890（78番人気）
馬単票数 計 455048 的中 �� 457（149番人気）
ワイド票数 計 688689 的中 �� 1543（78番人気）�� 8051（32番人気）�� 1019（103番人気）
3連複票数 計1575109 的中 ��� 751（302番人気）
3連単票数 計1845403 的中 ��� 123（1869番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．4―45．8―57．1―1：08．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガタックスマン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．15 阪神2着

2012．2．12生 牡5鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード 26戦2勝 賞金 38，452，000円
〔制裁〕 ダノンディーヴァ号の騎手四位洋文は，後検量に遅れたことについて過怠金10，000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。
（非当選馬） 1頭 ブレッシングテレサ号



16045 6月11日 晴 良 （29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，28．6．11以降29．6．4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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

22 ノーブルマーズ 牡4栗 57．5 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 484＋ 22：11．4 2．5�
55 ヴァフラーム 牝5鹿 54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：11．71� 3．9�
66 デンコウインパルス 牡5鹿 55 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 484－ 4 〃 アタマ 23．6�
79 ララエクラテール 牡5鹿 55 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B426＋ 2 〃 クビ 4．4�
33 ビップレボルシオン 牡6鹿 55 荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－ 22：12．44 19．5�
11 	 レイトライザー 牡7黒鹿54 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 470－ 22：12．5
 131．3	
67 サダムロードショー 牡7鹿 54 小牧 太大西 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 484＋102：12．92
 87．1

810 ライトファンタジア 牝5栗 53 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B460± 02：13．0クビ 7．3�
44 	 ラルプデュエズ 牡7黒鹿54 松若 風馬吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 496－102：13．42
 12．6�
78 ショウナンハルカス 牡5黒鹿55 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 クビ 63．5
811 サンライズセンス 牡5栗 56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 506－ 62：15．3大差 27．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，916，100円 複勝： 63，818，600円 枠連： 21，168，600円
馬連： 118，086，500円 馬単： 56，385，500円 ワイド： 62，620，300円
3連複： 157，106，800円 3連単： 269，544，000円 計： 792，646，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 380円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 260円 �� 840円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 10，240円

票 数

単勝票数 計 439161 的中 � 137972（1番人気）
複勝票数 計 638186 的中 � 163960（1番人気）� 123324（2番人気）� 27839（7番人気）
枠連票数 計 211686 的中 （2－5） 34127（1番人気）
馬連票数 計1180865 的中 �� 178539（1番人気）
馬単票数 計 563855 的中 �� 46940（1番人気）
ワイド票数 計 626203 的中 �� 71799（1番人気）�� 17638（11番人気）�� 10541（16番人気）
3連複票数 計1571068 的中 ��� 41536（9番人気）
3連単票数 計2695440 的中 ��� 19066（30番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．8―12．9―12．2―11．9―11．4―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．3―35．1―47．9―1：00．8―1：13．0―1：24．9―1：36．3―1：47．8―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ノーブルマーズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．6．6 阪神2着

2013．5．10生 牡4栗 母 アイアンドユー 母母 Taba 20戦4勝 賞金 97，506，000円

16046 6月11日 晴 良 （29阪神3）第4日 第10競走 ��
��1，800�

か こ が わ

加 古 川 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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 イーストオブザサン 牡4黒鹿57 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470± 01：51．1 10．0�
23 クリノリトミシュル 牝4鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 494＋ 2 〃 クビ 2．9�
24 オースミラナキラ 牡5鹿 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 516－161：52．05 7．5�
713 アルムチャレンジ 牡3黒鹿54 古川 吉洋﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 41：52．42	 19．6�
815 コウユーアンドレ 牡7鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 474－ 41：52．71
 166．6�
11 サンライズワールド �7栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452＋121：52．8	 73．4	
714 ストロベリーキング �6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 466± 01：53．11
 71．6

612 エルデュクラージュ 牡3芦 54 中谷 雄太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 クビ 11．0�
35 � プレスアテンション 牡6栗 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 534± 01：53．31 130．1
611 スランジバール 牡8鹿 57 岩崎 翼�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480± 01：53．83 65．6�
47 コスモバーダン 牡5鹿 57 幸 英明 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 510－101：54．33 136．5�
59 ジュエルメーカー 牝5黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 512＋181：54．51 16．3�
36 サトノスーペリア �6黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 472＋ 21：54．71 19．0�
48 ローズストリート 牝3鹿 52 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490± 0 〃 ハナ 3．6�
510 ヒルノデンハーグ �5栗 57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 474＋ 41：55．55 13．3�
816 ワンダーアツレッタ 牡5黒鹿57 菱田 裕二山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 496＋22 〃 ハナ 80．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，469，200円 複勝： 85，837，700円 枠連： 40，176，000円
馬連： 167，362，900円 馬単： 68，664，700円 ワイド： 89，488，500円
3連複： 235，164，800円 3連単： 321，938，100円 計： 1，061，101，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 240円 � 130円 � 190円 枠 連（1－2） 840円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，040円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 14，640円

票 数

単勝票数 計 524692 的中 � 41584（4番人気）
複勝票数 計 858377 的中 � 74118（4番人気）� 215475（1番人気）� 103427（3番人気）
枠連票数 計 401760 的中 （1－2） 36952（3番人気）
馬連票数 計1673629 的中 �� 108459（3番人気）
馬単票数 計 686647 的中 �� 17428（9番人気）
ワイド票数 計 894885 的中 �� 43296（3番人気）�� 20638（12番人気）�� 59648（2番人気）
3連複票数 計2351648 的中 ��� 79610（4番人気）
3連単票数 計3219381 的中 ��� 15934（25番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．0―11．9―11．7―12．5―13．1―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．4―48．3―1：00．0―1：12．5―1：25．6―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イーストオブザサン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．11．22 京都11着

2013．3．14生 牡4黒鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 19戦4勝 賞金 57，293，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エイシンスペーシア号・ジェネラルゴジップ号・メイショウブーケ号
（非抽選馬） 3頭 タイマツリ号・ダンカン号・ワンダーピルエット号

２レース目



16047 6月11日 晴 良 （29阪神3）第4日 第11競走 ��
��2，000�第22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，28．6．11以降29．6．4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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

710 マキシマムドパリ 牝5芦 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 462± 01：59．5 5．7�
44 クインズミラーグロ 牝5黒鹿54 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 460＋ 21：59．6� 4．9�
11 アースライズ 牝5青鹿54 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 8．2�
56 キンショーユキヒメ 牝4芦 51 秋山真一郎礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 518＋ 2 〃 ハナ 21．3�
811 ビ ッ シ ュ 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：59．91� 6．3�
79 ハ ツ ガ ツ オ 牝6鹿 49 田中 健江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 512－ 42：00．0� 104．7	
22 バ ン ゴ ー ル 牝5鹿 51 荻野 極 
サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 クビ 7．4�
33 プリメラアスール 牝5黒鹿51 酒井 学�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 496－ 42：00．1クビ 11．9�
55 トーセンビクトリー 牝5鹿 56 武 豊島川 哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468－ 82：00．2� 4．8�
67 リーサルウェポン 牝6鹿 49 高倉 稜 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 442± 02：00．3� 34．4�
68 ローズウィスパー 牝4鹿 51 北村 友一 
シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 14．5�
812 ショウナンバーキン 牝7青 50 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 482＋ 22：00．72� 69．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 152，191，600円 複勝： 218，275，600円 枠連： 87，383，500円
馬連： 633，036，100円 馬単： 237，895，300円 ワイド： 263，952，900円
3連複： 1，062，380，200円 3連単： 1，654，804，200円 計： 4，309，919，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 160円 � 250円 枠 連（4－7） 1，200円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 450円 �� 790円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計1521916 的中 � 213550（3番人気）
複勝票数 計2182756 的中 � 301384（3番人気）� 392658（1番人気）� 198412（6番人気）
枠連票数 計 873835 的中 （4－7） 56272（3番人気）
馬連票数 計6330361 的中 �� 383814（2番人気）
馬単票数 計2378953 的中 �� 68422（5番人気）
ワイド票数 計2639529 的中 �� 155401（1番人気）�� 82689（9番人気）�� 111763（5番人気）
3連複票数 計10623802 的中 ��� 277000（3番人気）
3連単票数 計16548042 的中 ��� 81478（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．0―48．4―1：00．6―1：12．8―1：24．5―1：35．7―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0
1
3
・（3，12）－5，10－（4，11）1，8（2，6）9－7
3，12（5，10）（4，11）（1，2，8）6（7，9）

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

勝馬の
紹 介

マキシマムドパリ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．30 京都3着

2012．2．1生 牝5芦 母 マドモアゼルドパリ 母母 ア ド マ イ ス 21戦6勝 賞金 195，268，000円

16048 6月11日 晴 良 （29阪神3）第4日 第12競走 ��
��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

36 シンゼンスタチュー �4黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 486－ 41：12．0 3．0�

59 	 テ ン モ ー ス 牝3鹿 52 武 豊前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 452＋141：12．1
 5．8�
47 ローゼンタール 牝4栗 55 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 486－ 21：12．31 13．8�
11 フィールブリーズ 牡4鹿 57 高倉 稜水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 528－ 81：12．72
 102．1�
510 ユアマイラブ 牡4鹿 57 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 11．3�
816 カゼノカムイ 牡4鹿 57 幸 英明菅原 広隆氏 寺島 良 青森 荒谷牧場 474－121：12．8
 46．9�
48 シルバードリーム 牝4栃栗 55

53 △荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 472＋10 〃 アタマ 12．6	
612 メイショウバンダイ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 452＋ 11：12．9クビ 93．7

713� アイファーヴリル 牡4栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 野表 篤夫 444＋ 2 〃 クビ 373．5�
12 ヨドノベスト 牡3鹿 54 川須 栄彦海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 438＋ 41：13．11� 27．1�
23 アグネスエーデル 牡5鹿 57

56 ☆小崎 綾也上山 牧氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 516－121：13．2
 7．1
611	� モズジャカランダ 牝4栗 54 和田 竜二 �キャピタル・システム 小崎 憲 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 456＋ 41：13．62
 37．1�
35 タイキラトナンジュ 牡5鹿 57 菱田 裕二�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452－101：13．7クビ 136．2�
815� メイショウアバラガ 牡5鹿 57 島 良太松本 和子氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 526± 0 〃 クビ 46．3�
714� ライブリファースト 牡5鹿 57

56 ☆岩崎 翼加藤 哲郎氏 千田 輝彦 浦河 高昭牧場 516－ 41：13．8クビ 294．4�
24 	 フライングニンバス 牝5鹿 55

54 ☆島 克駿橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough
LLC 512＋ 41：14．75 4．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，177，500円 複勝： 99，118，800円 枠連： 53，244，600円
馬連： 203，917，200円 馬単： 82，947，500円 ワイド： 101，155，600円
3連複： 275，502，800円 3連単： 404，758，200円 計： 1，293，822，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 210円 � 290円 枠 連（3－5） 670円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 530円 �� 620円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 15，660円

票 数

単勝票数 計 731775 的中 � 192753（1番人気）
複勝票数 計 991188 的中 � 232618（1番人気）� 116289（3番人気）� 72333（6番人気）
枠連票数 計 532446 的中 （3－5） 61315（3番人気）
馬連票数 計2039172 的中 �� 132962（3番人気）
馬単票数 計 829475 的中 �� 31166（4番人気）
ワイド票数 計1011556 的中 �� 50972（3番人気）�� 42377（5番人気）�� 17503（18番人気）
3連複票数 計2755028 的中 ��� 56615（10番人気）
3連単票数 計4047582 的中 ��� 18735（34番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―46．9―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 ・（4，8）7，2，10（1，3，12，15）（11，16）5，6－9（14，13） 4 ・（4，8）7（2，10）15（1，3）（12，16）（5，11）6（13，9）－14

勝馬の
紹 介

シンゼンスタチュー �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 トーヨーレインボー デビュー 2015．10．18 京都1着

2013．4．6生 �4黒鹿 母 ジーエスレインボー 母母 ハッピーマドンナ 10戦3勝 賞金 25，750，000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） 1頭 スズカディープ号
（非抽選馬） 1頭 クリノアントニヌス号

４レース目



（29阪神3）第4日 6月11日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

245，200，000円
5，060，000円
12，840，000円
1，480，000円
28，100，000円
68，464，000円
4，979，400円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
567，558，100円
814，136，300円
327，061，600円
1，667，573，100円
712，638，200円
847，852，800円
2，456，884，500円
3，701，933，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，095，638，000円

総入場人員 20，153名 （有料入場人員 19，037名）
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