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16061 6月18日 曇 良 （29阪神3）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

815 ブルベアレオパード 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人 �ブルアンドベア 坂口 正則 浦河 山田 昇史 516＋ 61：26．0 13．5�

611 ハートフルタイム 牡3黒鹿56 M．デムーロ青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 494＋ 2 〃 クビ 2．1�
47 ウニオミュスティカ 牡3栗 56

54 △荻野 極吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：26．1クビ 6．2�
46 アサカディスタンス 牡3鹿 56 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 472 ―1：26．31� 41．2�
35 タカノイダテン 牡3芦 56 太宰 啓介山口多賀司氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 480－ 4 〃 クビ 4．9	
814 メッサーマイスター 牡3鹿 56 川島 信二�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 474－ 41：26．51� 207．7

59 ダンツプロシード 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 494± 0 〃 クビ 30．4�
11 ユ ラ ノ ト 牡3栗 56 松山 弘平 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 492－121：26．92� 6．3�
712 アスターフィール 牡3栗 56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 B458－ 41：27．0クビ 177．8
22 ブリッジオーヴァー 牝3黒鹿54 川田 将雅下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 478 ―1：27．1� 18．3�
58 リアリスティック 牡3鹿 56 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 41：27．73� 44．5�
610 ビップアンフィル 牝3栗 54 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 広田牧場 B452＋ 81：28．33� 173．3�
34 ニホンピロオンリー 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 474± 01：28．4クビ 249．6�
713 トモノセンス 牡3鹿 56 和田 竜二共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 502＋ 41：29．14 32．6�
23 ハ ー ト 牡3鹿 56 藤懸 貴志サン 安達 昭夫 浦河 中村 雅明 454 ―1：29．52� 336．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，591，600円 複勝： 45，607，900円 枠連： 10，978，600円
馬連： 56，805，800円 馬単： 29，084，200円 ワイド： 35，933，000円
3連複： 83，756，600円 3連単： 110，098，700円 計： 398，856，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 270円 � 110円 � 170円 枠 連（6－8） 1，540円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，070円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 18，540円

票 数

単勝票数 計 265916 的中 � 15651（5番人気）
複勝票数 計 456079 的中 � 26914（5番人気）� 178426（1番人気）� 53610（4番人気）
枠連票数 計 109786 的中 （6－8） 5495（6番人気）
馬連票数 計 568058 的中 �� 30338（4番人気）
馬単票数 計 290842 的中 �� 5375（15番人気）
ワイド票数 計 359330 的中 �� 17003（5番人気）�� 7645（12番人気）�� 39642（2番人気）
3連複票数 計 837566 的中 ��� 23330（7番人気）
3連単票数 計1100987 的中 ��� 4304（54番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 10，8（1，7，9）（5，6，13）－15，12，4（2，11）（14，3） 4 10，8（1，9）（5，7，6，13）12（15，11）2，4，14，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルベアレオパード �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．4．22 京都6着

2014．6．11生 牡3鹿 母 アイタペアペア 母母 イージームービング 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 メッサーマイスター号の騎手川島信二は，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。
※出走取消馬 ダイシンアルド号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

16062 6月18日 曇 良 （29阪神3）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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 モズダイキチ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 454－ 41：54．6 2．0�
611 コールアングレ 牡3青鹿56 福永 祐一水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456＋ 6 〃 クビ 3．4�
11 アスタークライ 牡3栗 56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 446± 01：55．34 61．3�
35 メイショウトコシエ 牡3栗 56 川田 将雅松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 448－ 21：55．51� 6．0�
48 サ ン ナ イ ト 牡3黒鹿56 松若 風馬新井 康司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B508－ 41：55．6クビ 52．5�
510 サーワシントン �3芦 56 和田 竜二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454－201：55．92 18．6	
12 フットステップ 牡3芦 56 小牧 太平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 B454－ 41：56．0� 12．5

59 ゲットグローリー 牡3鹿 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 61：56．1� 120．5�
714 メイショウタンヅツ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 462－ 41：56．2� 28．8�
24 ハギノプレスト 牡3鹿 56 畑端 省吾安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 484－141：56．62� 309．7
816 ビ ー ス ト 牡3鹿 56

54 △荻野 極林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480－101：57．02� 190．0�
815 ミズデッポウ 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 浜本牧場 490± 01：58．17 397．2�
23 ブルベアボア 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 472－ 41：58．41� 263．9�
47 コンフェクション 牡3鹿 56 松山 弘平北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 424－ 41：58．5� 187．3�
612 マーベラスセンス 牡3鹿 56 太宰 啓介笹原 貞生氏 飯田 祐史 新ひだか 酒井 亨 536－121：58．6� 222．4�
713 ダイシンコラード 牡3鹿 56 秋山真一郎大八木信行氏 須貝 尚介 新冠 ハシモトフアーム 542－ 81：58．81 14．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，780，700円 複勝： 35，761，700円 枠連： 14，076，200円
馬連： 49，420，700円 馬単： 25，339，300円 ワイド： 29，089，400円
3連複： 69，769，600円 3連単： 98，908，900円 計： 347，146，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 850円 枠 連（3－6） 250円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，520円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 11，790円

票 数

単勝票数 計 247807 的中 � 97658（1番人気）
複勝票数 計 357617 的中 � 109091（1番人気）� 72366（2番人気）� 5864（9番人気）
枠連票数 計 140762 的中 （3－6） 42800（1番人気）
馬連票数 計 494207 的中 �� 96377（1番人気）
馬単票数 計 253393 的中 �� 30490（1番人気）
ワイド票数 計 290894 的中 �� 49343（1番人気）�� 4196（17番人気）�� 2462（24番人気）
3連複票数 計 697696 的中 ��� 11480（14番人気）
3連単票数 計 989089 的中 ��� 6081（30番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．6―12．7―13．4―13．0―13．2―13．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．0―48．7―1：02．1―1：15．1―1：28．3―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

モズダイキチ �
�
父 トランセンド �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．3．26 阪神7着

2014．4．27生 牡3黒鹿 母 ナチュラルブリッジ 母母 フ ォ ー ン ト 5戦1勝 賞金 11，000，000円
※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） 2頭 シゲルアミメキリン号・フォックステイル号
（非抽選馬） 4頭 アオテンジョウ号・ウォーターダンテ号・エバーゴールド号・ダンツワープ号

第３回 阪神競馬 第６日



16063 6月18日 曇 良 （29阪神3）第6日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

11 サンライズマジック 牡3鹿 56
54 △荻野 極松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480＋161：20．7 8．7�

612 イェーガーオレンジ 牝3栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442± 01：20．91� 3．3�
23 ディレットーレ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－ 2 〃 ハナ 184．7�

24 イ ズ ナ 牝3黒鹿54 秋山真一郎杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 424＋ 81：21．11� 8．6�
611 ウインドロイヤル 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治福原 正博氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 466－10 〃 ハナ 263．9�
817 ラ フ ォ リ ア 牝3黒鹿54 和田 竜二窪田 康志氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 5．6�
816 エンゲージスマイル 牝3鹿 54 M．デムーロ 	社台レースホース北出 成人 千歳 社台ファーム 452＋ 41：21．2� 3．2

818 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 川須 栄彦 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B458＋ 41：21．3クビ 44．7�
713 カンガルールブタン 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 462＋ 61：21．4	 428．0�
59 ハニートリップ 牝3黒鹿54 松若 風馬広尾レース 藤原 英昭 日高 Shall Farm 432 ―1：21．61� 18．2�
36 
 ヴィアデラモーレ �3栗 56

53 ▲森 裕太朗加藤 誠氏 中竹 和也 米 Don Ming 512－ 71：21．7� 231．7�
510 ド ナ マ コ ン 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁山田 貢一氏 加用 正 日高 下河辺牧場 468＋ 8 〃 クビ 34．7�
47 キングディグニティ 牡3黒鹿56 水口 優也 ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 466＋ 21：21．8クビ 33．5�
715 シゲルブルドッグ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 472＋ 2 〃 クビ 146．3�
48 カフジバッカス 牡3鹿 56 川島 信二加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464± 01：22．01� 14．8�
12 ブラボーミネルバ 牝3栗 54 �島 良太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 446＋161：22．1クビ 469．6�
714 エールミニョン 牝3鹿 54 藤懸 貴志佐伯由加理氏 平田 修 日高 下河辺牧場 432－ 21：23．37 146．9�
35 レ ッ ク ス �3栗 56 国分 優作小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 442＋ 41：24．68 380．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，998，600円 複勝： 48，791，700円 枠連： 17，505，100円
馬連： 56，510，600円 馬単： 25，718，100円 ワイド： 38，801，000円
3連複： 81，856，400円 3連単： 98，785，200円 計： 396，966，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 270円 � 150円 � 2，710円 枠 連（1－6） 1，490円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 570円 �� 14，410円 �� 6，840円

3 連 複 ��� 53，800円 3 連 単 ��� 225，920円

票 数

単勝票数 計 289986 的中 � 26524（5番人気）
複勝票数 計 487917 的中 � 45586（5番人気）� 112784（1番人気）� 3306（12番人気）
枠連票数 計 175051 的中 （1－6） 9071（7番人気）
馬連票数 計 565106 的中 �� 28853（4番人気）
馬単票数 計 257181 的中 �� 5390（10番人気）
ワイド票数 計 388010 的中 �� 19029（5番人気）�� 661（60番人気）�� 1400（47番人気）
3連複票数 計 818564 的中 ��� 1141（107番人気）
3連単票数 計 987852 的中 ��� 317（507番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―11．5―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．0―45．5―57．2―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．2
3 18，12（4，14）（1，7，15）（3，8）（13，17，16）11（2，10）6－9＝5 4 18，12（4，14）（1，15）（3，7）（8，16）（13，17）（11，10）2，6，9＝5

勝馬の
紹 介

サンライズマジック �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．19 京都4着

2014．3．7生 牡3鹿 母 サンデーサンライズ 母母 シルバーコースト 6戦1勝 賞金 9，400，000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。
（非当選馬） 4頭 シゲルポインター号・テイエムイキオイ号・マテラグローバル号・ロイヤルテーラー号

16064 6月18日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29阪神3）第6日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；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

69 メイショウナルト �9鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 462－ 43：23．7 3．5�
610� ゴールドバンカー 牡5栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 448± 03：24．87 28．0�
712 メメニシコリ 牡4鹿 60 平沢 健治本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 458± 03：25．22� 5．8�
57 サウンドウィケット 牡4青鹿60 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 480＋123：25．41 17．8�
33 シゲルロウニンアジ 牡4鹿 60 森 一馬森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 490－ 63：25．5	 9．8�
46 ニホンピロボーラー 牡4鹿 60 佐久間寛志小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 498－ 43：25．92� 55．1�
711 アルファヴィル 牡4芦 60 小坂 忠士三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 456＋ 23：27．28 193．7	
11 アドマイヤデライト 牡4黒鹿60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 518± 03：27．41
 49．0

814� ヒカリノカケラ �5黒鹿60 田村 太雅岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 448＋153：27．5	 65．3�
34 シャンパーニュ 牡6芦 60 熊沢 重文 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496＋163：28．67 5．5
45 サトノアッシュ 牡5鹿 60 林 満明里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 484－ 23：30．19 8．9�
58 シゲルアカメバル 牝4鹿 58 草野 太郎森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 472＋ 63：31．59 188．5�
813� メイショウテッサイ 牡9鹿 60 西谷 誠松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 506＋103：32．03 4．1�
22 カリスマフォンテン 牝4鹿 58 山本 康志吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 510－ 4 （競走中止） 199．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，803，500円 複勝： 22，702，300円 枠連： 12，271，600円
馬連： 38，622，000円 馬単： 19，080，800円 ワイド： 22，896，200円
3連複： 56，445，600円 3連単： 73，655，900円 計： 262，477，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 440円 � 150円 枠 連（6－6） 5，690円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 7，020円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 650円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 48，500円

票 数

単勝票数 計 168035 的中 � 37737（1番人気）
複勝票数 計 227023 的中 � 33796（3番人気）� 9899（8番人気）� 46966（1番人気）
枠連票数 計 122716 的中 （6－6） 1670（18番人気）
馬連票数 計 386220 的中 �� 5697（22番人気）
馬単票数 計 190808 的中 �� 2036（32番人気）
ワイド票数 計 228962 的中 �� 3289（23番人気）�� 9432（6番人気）�� 3849（21番人気）
3連複票数 計 564456 的中 ��� 5415（30番人気）
3連単票数 計 736559 的中 ��� 1101（175番人気）
上り 1マイル 1：48．8 4F 51．7－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→→�」
�
�
7（11，4）－10－9－3，6（14，1，13）12－8＝5
7，10（11，12）（9，4）（6，3）1＝14＝8，13，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウナルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2010．8．8 小倉2着

2008．2．10生 �9鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 障害：3戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 カリスマフォンテン号は，3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〕 シゲルロウニンアジ号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



16065 6月18日 晴 良 （29阪神3）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

79 コスモインザハート 牡2鹿 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 470 ―1：34．0 6．6�
55 ラ テ ュ ロ ス 牝2鹿 54 秋山真一郎 �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 418 ―1：34．1� 7．5�
812 サ ナ コ 牝2栗 54 川田 将雅 R．アンダーソン氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 438 ―1：34．42 2．2�
33 ミーティアトレイル 牡2芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 426 ― 〃 ハナ 4．7�
22 タガノバルバドス 牡2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460 ―1：34．61� 9．9�
710 カクテルドレス 牝2芦 54

52 △荻野 極 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 槇本牧場 472 ―1：34．7	 26．4	
44 ヒロノエイタツ 牡2鹿 54 古川 吉洋サンエイ開発
 北出 成人 浦河 川越ファーム 466 ―1：35．76 118．7�
68 ハイヒールモモタン 牝2鹿 54 川須 栄彦小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 446 ―1：35．91� 65．0�
11 シゲルジャガイモ 牡2鹿 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 桜井牧場 486 ―1：36．22 50．5
67 ナムラアッパレ 牡2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 454 ―1：36．83� 90．7�
56 アルマトップエンド 牡2栗 54 太宰 啓介コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 462 ―1：37．33 146．7�
811 ビ ッ グ ボ ス 牡2黒鹿54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 474 ―1：38．68 18．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，422，600円 複勝： 33，651，200円 枠連： 11，111，100円
馬連： 51，896，500円 馬単： 28，828，500円 ワイド： 29，793，300円
3連複： 63，599，100円 3連単： 93，736，900円 計： 347，039，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 150円 � 170円 � 110円 枠 連（5－7） 1，670円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 710円 �� 340円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 15，170円

票 数

単勝票数 計 344226 的中 � 43150（3番人気）
複勝票数 計 336512 的中 � 50625（2番人気）� 38759（4番人気）� 102035（1番人気）
枠連票数 計 111111 的中 （5－7） 5147（8番人気）
馬連票数 計 518965 的中 �� 17355（10番人気）
馬単票数 計 288285 的中 �� 4352（19番人気）
ワイド票数 計 297933 的中 �� 9764（11番人気）�� 23729（2番人気）�� 23070（3番人気）
3連複票数 計 635991 的中 ��� 28633（4番人気）
3連単票数 計 937369 的中 ��� 4477（47番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．1―11．8―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―46．8―58．6―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモインザハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Barathea 初出走

2015．2．21生 牡2鹿 母 マ ー ゼ リ ン 母母 Juno Marlowe 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 コスモインザハート号の騎手柴田未崎は，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50，000円。（被害馬：4番・

5番）

16066 6月18日 晴 良 （29阪神3）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時50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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

811 アンデスクイーン 牝3栗 52 M．デムーロ �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：53．1 3．4�
812 カリーニョミノル 牝3鹿 52 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482－ 21：53．42 2．3�
710 クールデザイン 牝3鹿 52 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 454＋161：53．93 9．5�
56 デイジーフローラ 牝4鹿 55 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 496－ 41：54．11� 8．3�
33 ワタシノロザリオ 牝3青鹿52 秋山真一郎 �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 440± 0 〃 アタマ 12．6	
44 � カラフルマーメイド 牝5鹿 55 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 同着 61．7

11 ヒ ダ ロ マ ン 牝4黒鹿 55

52 ▲川又 賢治日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 504－ 21：54．84 7．7�
22 セレッソプリマベラ 牝4栗 55 藤懸 貴志三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 436－ 41：55．12 227．1�
67 ティープラズマ 牝4黒鹿55 松若 風馬深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 468－ 81：55．63 53．7
79 ゲットクローサー 牝5青鹿 55

53 △荻野 極 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：55．92 26．3�
68 � ペ リ コ ー ル 牝4栗 55 川須 栄彦門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 41：57．07 229．8�
55 ライディングハイ 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 476－111：57．63� 52．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，302，700円 複勝： 38，856，900円 枠連： 15，987，100円
馬連： 61，950，300円 馬単： 28，827，300円 ワイド： 34，854，400円
3連複： 73，897，300円 3連単： 111，719，000円 計： 394，395，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 120円 � 180円 枠 連（8－8） 410円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 210円 �� 600円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 283027 的中 � 65572（2番人気）
複勝票数 計 388569 的中 � 68058（2番人気）� 106806（1番人気）� 41908（5番人気）
枠連票数 計 159871 的中 （8－8） 30152（1番人気）
馬連票数 計 619503 的中 �� 131508（1番人気）
馬単票数 計 288273 的中 �� 27569（2番人気）
ワイド票数 計 348544 的中 �� 48411（1番人気）�� 12907（8番人気）�� 25572（3番人気）
3連複票数 計 738973 的中 ��� 55226（3番人気）
3連単票数 計1117190 的中 ��� 20222（8番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．7―13．2―12．2―13．0―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．1―49．3―1：01．5―1：14．5―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンデスクイーン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．23 京都16着

2014．5．3生 牝3栗 母 レイナカスターニャ 母母 ナ ス カ 8戦2勝 賞金 20，120，000円
〔発走状況〕 ティープラズマ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



16067 6月18日 晴 良 （29阪神3）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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

59 メイショウジーク 牡3鹿 54 福永 祐一松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 462＋ 41：12．3 6．3�
23 ダブルスプリット 牡3栗 54 川田 将雅�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B468－ 2 〃 クビ 5．1�
610 メイショウミズカゼ 牡3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 460＋ 21：12．4クビ 18．7�
611 マッカートニー 牡4栗 57 川須 栄彦薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 474－ 21：12．71� 3．4�
713� リッカクロフネ 牡5芦 57

56 ☆義 英真立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 474－141：12．8� 81．6	
814 クリノケンリュウ 牡3栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 472－ 2 〃 クビ 31．6

47 ワイルドフォックス 牡3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 504＋ 21：12．9クビ 17．9�
712� ワンダーグロワール 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 496－ 2 〃 クビ 314．8�
46 ハーツジュニア 牡5鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494－121：13．11� 6．5
815 タイキラメール 牡4栗 57 松山 弘平�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 476－ 61：13．3� 26．8�
58 サトノワイバーン 牡4黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500－ 2 〃 クビ 10．1�
35 カズマペッピーノ 牡3黒鹿54 松若 風馬合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 490＋ 41：13．51	 7．9�
34 � ブレーヴブラッド 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 464＋ 21：13．92� 102．0�
11 アットザトップ 牡3栗 54

52 △荻野 極�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 B458＋ 41：15．07 47．5�
22 ビップフウマ 牡4鹿 57 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 524－141：15．1� 139．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，503，800円 複勝： 44，845，800円 枠連： 15，663，900円
馬連： 68，635，500円 馬単： 28，051，300円 ワイド： 41，691，800円
3連複： 96，116，500円 3連単： 109，440，400円 計： 434，949，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 180円 � 410円 枠 連（2－5） 1，170円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，830円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 9，390円 3 連 単 ��� 37，530円

票 数

単勝票数 計 305038 的中 � 38308（3番人気）
複勝票数 計 448458 的中 � 50391（4番人気）� 76292（2番人気）� 23731（7番人気）
枠連票数 計 156639 的中 （2－5） 10361（5番人気）
馬連票数 計 686355 的中 �� 37801（4番人気）
馬単票数 計 280513 的中 �� 6855（7番人気）
ワイド票数 計 416918 的中 �� 15010（6番人気）�� 5722（22番人気）�� 7344（17番人気）
3連複票数 計 961165 的中 ��� 7674（33番人気）
3連単票数 計1094404 的中 ��� 2114（119番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．2―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウジーク �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．10．8 京都2着

2014．5．3生 牡3鹿 母 メイショウゴウヒメ 母母 メイショウフクヒメ 4戦2勝 賞金 15，300，000円
※出走取消馬 シャインスプライト号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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 ビリケンラッシュ号
（非抽選馬） 2頭 クリノアントニヌス号・スズカコーズライン号

16068 6月18日 晴 良 （29阪神3）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

79 トライブキング 牡4鹿 57
54 ▲森 裕太朗前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 436－ 81：57．9 91．1�

33 ジャーミネイト 牡3鹿 54 和田 竜二 �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 458－ 41：58．22 14．2�

710 ビービーブレスユー 牡4鹿 57 川田 将雅�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 508＋ 21：58．3� 2．1�
812 レ ン ト ラ ー 	5黒鹿57 小牧 太 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 448－221：58．4クビ 21．7�
56 サンライズクロンヌ 牡4栗 57 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 474－ 41：58．61
 4．1�
44 ドリームソルジャー 牡3栗 54 秋山真一郎 	カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 454－ 2 〃 クビ 4．7


67 エスピリトゥオーゾ 牡3栗 54
51 ▲富田 暁名古屋友豊	 木原 一良 新冠 オリエント牧場 448－ 61：58．91� 27．1�

68 アサケハーツ 牡3栗 54
51 ▲川又 賢治大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 442－ 21：59．32� 24．5�

811 ケンビション 牡3鹿 54 松若 風馬中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 444＋ 2 〃 クビ 70．5

11 グランドボヌール 牡3鹿 54 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 470＋ 61：59．51
 10．2�
55 アイファーマグオー 牡5栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 510－ 62：00．45 360．7�
22 オ ー パ 	4鹿 57

55 △荻野 極馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B484－ 42：00．61 57．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，687，000円 複勝： 30，301，000円 枠連： 12，202，400円
馬連： 60，165，300円 馬単： 28，650，300円 ワイド： 31，676，200円
3連複： 79，448，000円 3連単： 120，079，000円 計： 390，209，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，110円 複 勝 � 1，040円 � 270円 � 140円 枠 連（3－7） 1，850円

馬 連 �� 31，100円 馬 単 �� 68，870円

ワ イ ド �� 6，180円 �� 2，010円 �� 670円

3 連 複 ��� 20，270円 3 連 単 ��� 234，020円

票 数

単勝票数 計 276870 的中 � 2429（11番人気）
複勝票数 計 303010 的中 � 5237（11番人気）� 25291（5番人気）� 82872（1番人気）
枠連票数 計 122024 的中 （3－7） 5099（7番人気）
馬連票数 計 601653 的中 �� 1499（43番人気）
馬単票数 計 286503 的中 �� 312（86番人気）
ワイド票数 計 316762 的中 �� 1264（41番人気）�� 3984（21番人気）�� 12884（5番人気）
3連複票数 計 794480 的中 ��� 2939（53番人気）
3連単票数 計1200790 的中 ��� 372（438番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．7―11．7―11．7―12．1―12．0―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．0―46．7―58．4―1：10．5―1：22．5―1：34．3―1：45．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トライブキング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．10．25 京都4着

2013．3．24生 牡4鹿 母 ブロームフォンテン 母母 Carotene 19戦2勝 賞金 24，561，000円



16069 6月18日 晴 良 （29阪神3）第6日 第9競走 ��
��1，200�

み の お

箕 面 特 別
発走14時25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

611 ライドオンウインド 牡5栗 57 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 500－101：11．8 34．2�
713 サンビショップ �5栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 460－ 41：11．9	 35．2�
12 オウケンビリーヴ 牝4芦 55 福永 祐一福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 アタマ 1．4�
24 
 ウインバローラス 牡5鹿 57 M．デムーロ�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B488＋ 4 〃 ハナ 14．9�
47 キングソング 牡7鹿 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 444＋ 61：12．0	 42．9�
59 コパノリスボン 牡4栗 57 小牧 太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 502－ 2 〃 アタマ 13．0	
11 � アスタースウィング 牡3栗 54 �島 良太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 492＋ 2 〃 アタマ 14．3

36 
 ブロンズテーラー 牝6青鹿55 太宰 啓介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：12．21 74．4�
714
 ノボリクリーン 牡5青鹿57 川田 将雅原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 472－ 21：12．41 7．5�
510 スナッチアキス 牝5鹿 55 加藤 祥太西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 436＋ 21：12．93 318．2
612 メイショウボノム 牡5鹿 57 秋山真一郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 480＋101：13．11 87．4�
816 エルカミーノレアル 牡6鹿 57 国分 優作広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 B498＋ 81：13．42 171．8�
23 スターペスマリア 牝3栗 52 荻野 極河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462－121：13．82	 61．7�
48 タガノヴェルリー 牝5鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B454＋ 4 〃 ハナ 76．2�
35 ブリンディス 牡5青鹿57 川須 栄彦新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B520± 01：14．33 57．1�
815 ハ ピ ネ ス 牝6黒鹿55 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 41：14．62 26．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，235，300円 複勝： 119，025，000円 枠連： 27，300，200円
馬連： 115，261，800円 馬単： 62，622，000円 ワイド： 68，928，500円
3連複： 161，200，700円 3連単： 278，764，300円 計： 886，337，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，420円 複 勝 � 530円 � 400円 � 110円 枠 連（6－7） 5，890円

馬 連 �� 28，680円 馬 単 �� 50，280円

ワ イ ド �� 4，850円 �� 960円 �� 720円

3 連 複 ��� 9，810円 3 連 単 ��� 165，380円

票 数

単勝票数 計 532353 的中 � 12417（7番人気）
複勝票数 計1190250 的中 � 23062（9番人気）� 31950（6番人気）� 741575（1番人気）
枠連票数 計 273002 的中 （6－7） 3589（14番人気）
馬連票数 計1152618 的中 �� 3114（49番人気）
馬単票数 計 626220 的中 �� 934（76番人気）
ワイド票数 計 689285 的中 �� 3468（41番人気）�� 18729（9番人気）�� 25639（5番人気）
3連複票数 計1612007 的中 ��� 12313（32番人気）
3連単票数 計2787643 的中 ��� 1222（392番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．9―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．2
3 5，12－1（8，4）14（2，7，15）9，13（3，10，16）（6，11） 4 5，12，1（8，14，4，9）（2，7）13，15（10，16）11（3，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライドオンウインド �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．29 函館10着

2012．5．7生 牡5栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 19戦4勝 賞金 54，660，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 スナッチアキス号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アードラー号・サザンボルケーノ号・サンレイルージュ号・スーパーモリオン号・ゼンノサーベイヤー号・

ツーエムカイザー号・ヒカルランナー号・メイショウカフウ号・ヨシオ号・ワキノハガクレ号

16070 6月18日 晴 良 （29阪神3）第6日 第10競走 ��
��1，800�

なだ

灘 ス テ ー ク ス
発走15時00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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

69 � シャイニービーム 牡5鹿 57 M．デムーロ小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 446＋ 41：51．6 4．8�
56 クラシックメタル 	6鹿 57 秋山真一郎吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 クビ 16．5�
68 ナムラアラシ 牡4鹿 57 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 534＋ 41：51．7クビ 2．1�
33 スマートボムシェル 牡5栗 57 松山 弘平大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 510＋121：51．91
 29．2�
11 � ストロングバローズ 牡4鹿 57 川田 将雅猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 558＋ 81：52．0� 5．1�
710 スノーモンキー 牡7鹿 57 和田 竜二石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 458－ 61：52．42� 37．8�
22 マイネルオフィール 牡5鹿 57 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B482－ 2 〃 アタマ 20．4

711 ラブミークン 牡5栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 498± 01：53．14 220．6�
44 ロイヤルパンプ 牡5栗 57 松若 風馬吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 520－ 4 〃 アタマ 5．9�
57 ルファルシオン 牡6芦 57 熊沢 重文 	グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム B516＋ 21：53．2クビ 118．2
812 ヘルツフロイント 牡6黒鹿57 岡田 祥嗣 	グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478± 01：53．51 94．4�
813 アドマイヤシャイ 牝5黒鹿55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 448± 01：54．45 40．5�
45 マ ノ ワ ー ル 牡7鹿 57 太宰 啓介	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 21：54．61
 164．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，781，800円 複勝： 58，191，400円 枠連： 29，433，700円
馬連： 125，343，400円 馬単： 58，175，000円 ワイド： 62，689，200円
3連複： 164，845，800円 3連単： 270，080，600円 計： 811，540，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 260円 � 120円 枠 連（5－6） 980円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 760円 �� 210円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 14，760円

票 数

単勝票数 計 427818 的中 � 70079（2番人気）
複勝票数 計 581914 的中 � 108042（2番人気）� 38487（5番人気）� 171896（1番人気）
枠連票数 計 294337 的中 （5－6） 23120（4番人気）
馬連票数 計1253434 的中 �� 28746（10番人気）
馬単票数 計 581750 的中 �� 8179（20番人気）
ワイド票数 計 626892 的中 �� 18463（10番人気）�� 90723（1番人気）�� 27474（7番人気）
3連複票数 計1648458 的中 ��� 71440（5番人気）
3連単票数 計2700806 的中 ��� 13260（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．4―48．9―1：01．6―1：14．1―1：26．5―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シャイニービーム �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．2．5生 牡5鹿 母 クリスタルコースト 母母 プラチナウェーブ 20戦4勝 賞金 70，808，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



16071 6月18日 晴 良 （29阪神3）第6日 第11競走 ��
��1，600�

よ な ご

米子ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

米子市長賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

44 ブラックムーン 牡5鹿 57 M．デムーロ Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 492－ 61：31．9レコード 2．9�
22 サトノラーゼン 牡5鹿 57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 446－101：32．0	 6．2�
66 グァンチャーレ 牡5青鹿56 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 474＋ 41：32．21
 7．3�
89 ベルキャニオン 牡6鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 5．5�
810 ピ ン ポ ン 牡7鹿 56 和田 竜二小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 470＋101：32．41 44．5�
55 ダノンメジャー 牡5栗 57 小牧 太�ダノックス 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 490－ 21：32．5� 3．8	
78 ラ ン グ レ ー 牡6鹿 57 荻野 極 
サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 ハナ 26．6�
77 ベステンダンク 牡5栗 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 508＋ 4 〃 ハナ 12．5�
33 ムーンクレスト 牡5鹿 56 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 466－ 61：32．6	 36．5
11 ライズトゥフェイム 牡7鹿 56 秋山真一郎 
シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 0 （競走中止） 95．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 71，281，000円 複勝： 78，698，500円 枠連： 36，161，900円
馬連： 233，071，900円 馬単： 100，594，700円 ワイド： 89，489，300円
3連複： 294，834，800円 3連単： 573，607，700円 計： 1，477，739，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 180円 � 190円 枠 連（2－4） 880円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 370円 �� 420円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 712810 的中 � 190928（1番人気）
複勝票数 計 786985 的中 � 182411（1番人気）� 102942（4番人気）� 96238（5番人気）
枠連票数 計 361619 的中 （2－4） 31735（3番人気）
馬連票数 計2330719 的中 �� 188219（2番人気）
馬単票数 計1005947 的中 �� 44598（4番人気）
ワイド票数 計 894893 的中 �� 64970（2番人気）�� 55572（4番人気）�� 36574（8番人気）
3連複票数 計2948348 的中 ��� 122965（5番人気）
3連単票数 計5736077 的中 ��� 57309（14番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．7―11．4―10．7―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．1―58．5―1：09．2―1：20．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．8 京都2着

2012．5．2生 牡5鹿 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ 18戦7勝 賞金 143，269，000円
〔競走中止〕 ライズトゥフェイム号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症し，決勝線手前で騎手が落馬したため競走

中止。

16072 6月18日 晴 良 （29阪神3）第6日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時15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
1：07．1
1：06．5

良
良

24 サトノフラム 牡5黒鹿57 福永 祐一里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 478－ 21：08．3 2．4�
611 ワンアフター 牡4栗 57 松山 弘平薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 452－ 61：08．51� 7．1�
12 ビックリシタナモー 牡3黒鹿54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 498－ 2 〃 ハナ 8．4�
612 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿52 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 434＋ 61：08．6クビ 51．3�
36 スナークスカイ 牡4鹿 57 	島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 448－ 4 〃 ハナ 16．2�
47 タイムレスメロディ 牝4鹿 55

53 △荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434＋24 〃 ハナ 16．3	
713 ゼットフーリ 牝4鹿 55 川島 信二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B480－ 41：08．81 36．3

23 
 ソ ラ ー レ 牝4青鹿 55

54 ☆義 英真阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 470＋ 51：09．01� 140．5�
48 メイショウカリン 牝3鹿 52

51 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 486－ 81：09．1� 12．7�
59 ミルトプリンス 牡3鹿 54 古川 吉洋永山 勝敏氏 石橋 守 新冠 長浜 忠 B434＋ 2 〃 クビ 49．2
816� ベリースコール 4黒鹿57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 478－ 61：09．31� 5．0�
815 ブライトメジャー 牝3栗 52

49 ▲川又 賢治谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 41：09．4� 61．1�
11 ラ ソ 牝3黒鹿 52

49 ▲森 裕太朗西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 村上 欽哉 442＋14 〃 ハナ 24．9�
714 フジクイーン 牝4栗 55 川須 栄彦平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 482－ 41：09．5� 76．3�
35 
 ヤマカツセレーヌ 牝5栗 55

52 ▲富田 暁山田 和夫氏 杉山 晴紀 日高 中原牧場 446＋ 8 〃 アタマ 273．9�
510 ジェントルハート 牝4栗 55 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 21：09．71� 31．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，814，500円 複勝： 77，122，000円 枠連： 37，498，400円
馬連： 163，715，000円 馬単： 70，527，900円 ワイド： 90，510，100円
3連複： 238，792，500円 3連単： 357，465，100円 計： 1，092，445，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 200円 � 210円 枠 連（2－6） 1，000円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 450円 �� 400円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 8，120円

票 数

単勝票数 計 568145 的中 � 187097（1番人気）
複勝票数 計 771220 的中 � 190843（1番人気）� 86728（3番人気）� 81022（4番人気）
枠連票数 計 374984 的中 （2－6） 28871（3番人気）
馬連票数 計1637150 的中 �� 111476（3番人気）
馬単票数 計 705279 的中 �� 34276（3番人気）
ワイド票数 計 905101 的中 �� 52497（3番人気）�� 60815（2番人気）�� 18685（12番人気）
3連複票数 計2387925 的中 ��� 71745（4番人気）
3連単票数 計3574651 的中 ��� 31909（9番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―10．9―11．1―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．3―45．4―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．0
3 ・（5，11）（4，13）（3，7，16）15（6，14）1，9（2，8，12）10 4 11（5，4）（13，16）7（3，14，15）6（1，9）（8，12）－（2，10）

勝馬の
紹 介

サトノフラム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．9．14 阪神1着

2012．5．17生 牡5黒鹿 母 タイキマドレーヌ 母母 ウェルシュマフィン 10戦2勝 賞金 23，620，000円
〔制裁〕 ブライトメジャー号の騎手川又賢治は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ビックリシタナモー号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年6月24日から
平成29年7月9日まで騎乗停止。（被害馬：16番・8番・14番・15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。
（非抽選馬） 1頭 イロハ号

４レース目



（29阪神3）第6日 6月18日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

220，950，000円
12，890，000円
1，210，000円
24，380，000円
68，014，000円
5，182，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
442，203，100円
633，555，400円
240，190，200円
1，081，398，800円
505，499，400円
576，352，400円
1，464，562，900円
2，296，341，700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 7，240，103，900円

総入場人員 16，778名 （有料入場人員 15，829名）
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