
16073 6月24日 晴 良 （29阪神3）第7日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時00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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

44 バイオレントブロー 牡2黒鹿54 和田 竜二 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 476＋ 21：35．9 2．4�
22 ディバインブリーズ 牡2黒鹿54 C．ルメール 杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B488± 0 〃 アタマ 1．7�
55 セイウンフォーカス 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 468－ 21：36．43 11．0�
33 ジョイオブライフ 牝2栗 54 松山 弘平 �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 442＋ 2 〃 アタマ 17．7�
66 モンファロン 牡2黒鹿54 国分 優作杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 462－121：36．82� 26．8	
88 シゲルアサツキ 牝2栗 54

51 ▲川又 賢治森中 蕃氏 坂口 正則 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 438－ 21：37．01� 55．5


11 ビーヴェローチェ 牡2栗 54
51 ▲森 裕太朗馬場 祥晃氏 牧田 和弥 新ひだか 及川 ミツ子 454－ 21：37．42� 112．3�

77 ナ ム ラ イ ヴ 牝2栗 54
51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 418＋ 21：38．46 136．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 20，283，300円 複勝： 39，360，800円 枠連： 発売なし
馬連： 37，743，700円 馬単： 25，260，500円 ワイド： 20，067，400円
3連複： 40，907，200円 3連単： 111，739，800円 計： 295，362，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 110円 �� 200円 �� 180円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 900円

票 数

単勝票数 計 202833 的中 � 69015（2番人気）
複勝票数 計 393608 的中 � 89126（2番人気）� 240817（1番人気）� 21742（3番人気）
馬連票数 計 377437 的中 �� 194562（1番人気）
馬単票数 計 252605 的中 �� 51501（2番人気）
ワイド票数 計 200674 的中 �� 81393（1番人気）�� 17130（3番人気）�� 20283（2番人気）
3連複票数 計 409072 的中 ��� 130027（1番人気）
3連単票数 計1117398 的中 ��� 89477（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．6―49．2―1：01．4―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．5
3 ・（3，7）（4，8）（6，5）2，1 4 ・（3，7）（4，8）（1，6，5）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バイオレントブロー 
�
父 バ ゴ 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．3 阪神2着

2015．4．15生 牡2黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

16074 6月24日 晴 稍重 （29阪神3）第7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）

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

713 アスターストーリー 牝3鹿 54 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 448＋ 41：54．7 4．1�
815 タマモエルドラド 牝3栗 54 和田 竜二タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 498－ 6 〃 クビ 2．9�
35 ウイングルイーズ 牝3栗 54 川田 将雅池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 454＋ 21：55．12� 12．0�
11 ガーランドワルツ 牝3鹿 54

52 △荻野 極 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B448－ 41：55．3� 53．2�
510 シゲルムササビ 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 472－ 41：55．62 154．4	
24 ア ト ロ ポ ス 牝3青鹿54 C．ルメール 大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 21：55．91� 3．6

12 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 54 高倉 稜吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 476－ 21：56．11� 11．9�
714 センターシティ 牝3鹿 54 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 434＋ 21：56．31� 78．7�
48 カ リ エ ラ 牝3栗 54 太宰 啓介�谷岡牧場 杉山 晴紀 新ひだか 谷岡牧場 460－ 2 〃 ハナ 12．1
816 ソ ウ ォ ン 牝3青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 土居牧場 430＋ 61：56．4� 19．6�
23 サンマルタイトル 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 426＋ 21：56．71� 131．8�
612 ウインパソドブレ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 452－ 41：57．33� 23．1�
47 メイショウアキヅキ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 436± 0 〃 クビ 210．6�
36 グレートコマンダー 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 468－ 21：57．72� 206．4�
611 リ ュ ウ ビ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 470－ 21：58．55 207．9�

59 メイショウオヒサマ 牝3黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 462± 01：58．82 266．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，882，400円 複勝： 28，183，200円 枠連： 8，650，700円
馬連： 38，150，300円 馬単： 17，794，500円 ワイド： 23，242，900円
3連複： 59，176，100円 3連単： 70，710，000円 計： 263，790，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 130円 � 260円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 210円 �� 560円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 178824 的中 � 34179（3番人気）
複勝票数 計 281832 的中 � 53394（2番人気）� 69783（1番人気）� 20342（5番人気）
枠連票数 計 86507 的中 （7－8） 15949（1番人気）
馬連票数 計 381503 的中 �� 56190（1番人気）
馬単票数 計 177945 的中 �� 11601（2番人気）
ワイド票数 計 232429 的中 �� 34311（1番人気）�� 9421（6番人気）�� 9927（5番人気）
3連複票数 計 591761 的中 ��� 31749（3番人気）
3連単票数 計 707100 的中 ��� 9346（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．3―12．8―13．3―12．9―12．4―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．7―50．5―1：03．8―1：16．7―1：29．1―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
10（4，13）（6，16）（8，15）5，7（2，14）（3，9）11，1＝12・（10，13）（16，15）4（5，6，8）（2，14，11）（3，9）（7，1）－12

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

勝馬の
紹 介

アスターストーリー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 デザートキング デビュー 2017．1．22 中京10着

2014．3．27生 牝3鹿 母 ストーリーテリング 母母 ノーテリング 8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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ナガラエンカ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 阪神競馬 第７日



16075 6月24日 晴 稍重 （29阪神3）第7日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 メイショウヴォルガ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 476＋ 21：24．9 9．1�
23 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± 01：25．32� 3．7�
36 ヤマカツバーバラ 牝3栗 54 国分 優作山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか 岡田牧場 438－ 41：25．51� 48．9�
713 クリノキング �3栗 56 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 452± 01：26．03 4．0�
12 スズカスマート 牝3鹿 54 和田 竜二永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 464＋ 21：26．32 11．8�
35 ザ ビ ッ グ 牡3黒鹿56 M．デムーロ田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 458－ 4 〃 アタマ 3．9�
11 タマモヒナマツリ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁タマモ	 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 430－ 41：26．4クビ 123．6

24 シゲルキツネ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 444＋18 〃 アタマ 270．3�
815 レジスタンス �3鹿 56 幸 英明	ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－101：27．14 31．1�
611 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 B492－ 2 〃 クビ 6．1
714 タガノアルバトロス 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442－ 61：27．2� 191．9�

510 レヴェンスホール 牡3鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム B464＋141：27．41� 54．9�
612 タガノレオナルド 牡3鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534 ―1：27．5クビ 38．5�
816 ヴァンヴィーノ 牝3鹿 54 川須 栄彦市川義美ホール

ディングス	 牧田 和弥 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋121：27．6	 139．1�
47 ヒロノオンリーワン 牡3黒鹿56 川島 信二小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 山田牧場 B494－ 61：28．77 204．0�
48 ケングレーハウンド 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真中西 桂子氏 大根田裕之 新冠 川上 悦夫 510 ―1：29．23 260．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，689，900円 複勝： 45，346，600円 枠連： 11，773，300円
馬連： 55，254，100円 馬単： 26，154，600円 ワイド： 34，701，500円
3連複： 79，859，700円 3連単： 95，317，800円 計： 377，097，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 270円 � 190円 � 990円 枠 連（2－5） 1，840円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 700円 �� 4，300円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 24，610円 3 連 単 ��� 121，660円

票 数

単勝票数 計 286899 的中 � 25067（5番人気）
複勝票数 計 453466 的中 � 43826（6番人気）� 77855（2番人気）� 9350（8番人気）
枠連票数 計 117733 的中 （2－5） 4956（9番人気）
馬連票数 計 552541 的中 �� 23443（7番人気）
馬単票数 計 261546 的中 �� 4513（21番人気）
ワイド票数 計 347015 的中 �� 13502（8番人気）�� 2004（33番人気）�� 3422（21番人気）
3連複票数 計 798597 的中 ��� 2433（52番人気）
3連単票数 計 953178 的中 ��� 568（282番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．5―12．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．8―1：00．4―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヴォルガ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2017．4．23 京都5着

2014．4．25生 牡3鹿 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 4戦1勝 賞金 6，800，000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。
（非当選馬） 1頭 ロードバリスタ号
（非抽選馬） 3頭 ゼットガンバー号・ペリステライト号・ボストンアプリコ号

16076 6月24日 晴 稍重 （29阪神3）第7日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

12 ヒルノアトラーニ 牡3青鹿56 福永 祐一�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 512－102：06．9 4．3�
714 ハイクアウト 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 486－ 22：07．32� 8．7�
11 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 492＋ 22：07．51� 2．4�
510 ブレイブウォリアー 牡3青鹿 56

54 △荻野 極 �キャロットファーム 高橋 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 82：07．6� 13．5�

611 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± 02：07．81 4．6	
36 オースミメテオール 牡3黒鹿56 酒井 学�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 528－ 22：08．01� 28．8

24 ダノングローリア 牡3鹿 56

55 ☆義 英真�ダノックス 村山 明 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 62：08．21� 40．5�
816 ブルベアバック 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 436－ 22：08．62� 220．3�
713 ブ ル ノ 牡3栗 56 水口 優也北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム B452± 02：09．45 71．7�
815 クールモンスター 牡3鹿 56 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 504± 02：09．72 27．1�
23 アテンソード 牡3鹿 56 川島 信二齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 430－ 22：09．91 226．6�
35 フライングスター 牡3栗 56

53 ▲富田 暁藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 506－ 22：10．32� 293．2�
59 アステロイド 牡3鹿 56 武 豊 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518＋102：10．4� 16．5�
48 サムデイサムウェア 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492－ 22：10．61� 39．9�
47 ワールドガーランド 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗新井原 博氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 492－ 42：12．5大差 264．4�
612 クールブルーズ 牡3黒鹿56 高倉 稜川上 哲司氏 松下 武士 新ひだか 沖田 博志 484＋ 4 （競走中止） 273．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，946，200円 複勝： 43，285，100円 枠連： 18，093，900円
馬連： 50，188，600円 馬単： 25，696，900円 ワイド： 33，710，800円
3連複： 71，691，900円 3連単： 87，657，400円 計： 360，270，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 200円 � 130円 枠 連（1－7） 740円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 740円 �� 270円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 12，130円

票 数

単勝票数 計 299462 的中 � 54792（2番人気）
複勝票数 計 432851 的中 � 92444（2番人気）� 42079（4番人気）� 102574（1番人気）
枠連票数 計 180939 的中 （1－7） 18936（4番人気）
馬連票数 計 501886 的中 �� 16483（7番人気）
馬単票数 計 256969 的中 �� 4999（12番人気）
ワイド票数 計 337108 的中 �� 10537（7番人気）�� 35747（2番人気）�� 18989（4番人気）
3連複票数 計 716919 的中 ��� 31171（3番人気）
3連単票数 計 876574 的中 ��� 5237（23番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．6―13．3―12．5―12．8―13．0―13．3―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―35．7―49．0―1：01．5―1：14．3―1：27．3―1：40．6―1：53．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．6
1
3
11（14，16）（2，15）6，10（5，13）8，7（4，9）3（1，12）・（11，14）16，2，15（6，10）13，1－4（7，3）9（5，8）＝12

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

勝馬の
紹 介

ヒルノアトラーニ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2017．5．21 東京17着

2014．4．25生 牡3青鹿 母 ハーランズルビー 母母 Smiling Eyes 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔競走中止〕 クールブルーズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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 グリーンジャケット号・ブルベアリンクス号



16077 6月24日 晴 良 （29阪神3）第7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

810 イイコトズクシ 牡2鹿 54 福永 祐一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470 ―1：10．9 1．5�
11 メルティキャンディ 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁�富田牧場 池添 学 日高 佐々木牧場 410 ―1：11．11� 10．8�
44 ジュンドリーム 牝2鹿 54 幸 英明河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 466 ―1：11．2クビ 4．7�
78 ルールダーマ 牡2栗 54 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 458 ― 〃 ハナ 5．9�
33 ピエナシニスター 牝2栗 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 448 ―1：11．62� 52．5�
22 アイファーフォルテ 牝2鹿 54 国分 優作中島 稔氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 402 ―1：11．81� 91．5	
89 ジ ェ ネ ラ ル 牡2栗 54 松山 弘平 
カナヤマホール

ディングス 森田 直行 日高 豊洋牧場 446 ―1：12．54 46．1�
77 マジックランタン 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼深澤 朝房氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 448 ―1：12．81� 27．5�
55 シゲルビーツ 牝2黒鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 新冠 長浜 秀昭 424 ―1：13．65 91．9

（9頭）
66 ミンミンレジーナ 牝2鹿 54 水口 優也グリーンスウォード崎山 博樹 新ひだか 高橋フアーム 398 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，808，100円 複勝： 27，296，500円 枠連： 7，426，600円
馬連： 34，318，000円 馬単： 23，701，400円 ワイド： 20，724，800円
3連複： 36，913，700円 3連単： 72，956，100円 計： 251，145，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（1－8） 650円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 220円 �� 150円 �� 330円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 差引計 278081（返還計 7077） 的中 � 144304（1番人気）
複勝票数 差引計 272965（返還計 7757） 的中 � 144562（1番人気）� 26138（4番人気）� 39313（2番人気）
枠連票数 差引計 74266（返還計 8723） 的中 （1－8） 8766（3番人気）
馬連票数 差引計 343180（返還計 41593） 的中 �� 39686（3番人気）
馬単票数 差引計 237014（返還計 26411） 的中 �� 19866（3番人気）
ワイド票数 差引計 207248（返還計 23928） 的中 �� 22228（3番人気）�� 42524（1番人気）�� 13168（5番人気）
3連複票数 差引計 369137（返還計 96827） 的中 ��� 42573（2番人気）
3連単票数 差引計 729561（返還計175493） 的中 ��� 19959（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．6―47．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イイコトズクシ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2015．5．27生 牡2鹿 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ミンミンレジーナ号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 メルティキャンディ号は，枠入り不良。

16078 6月24日 晴 良 （29阪神3）第7日 第6競走 ��
��1，800�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
1：44．5
1：43．9

良
良

817 キャンディストーム 牝3鹿 54 福永 祐一 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 466－ 81：46．7 7．4�

59 インヘリットデール 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－ 61：46．91� 4．9�
24 コペルニクス 牡3黒鹿56 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 クビ 8．0�
36 � 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 486＋ 2 〃 アタマ 2．1�
12 アオイスカーレット 牝3鹿 54 和田 竜二新谷 正子氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 21：47．0	 12．1	
35 カリブハーブ 牝3鹿 54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 440± 01：47．21� 69．4

714 サウンドラブリー 牝3芦 54 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 436－101：47．3	 9．2�
715 ライクアエンジェル 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 418＋ 21：47．4クビ 67．7�

713 ビートフォーセール 牝3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋101：47．61� 30．4
611 メイショウマルコマ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 500＋ 4 〃 ハナ 30．3�
47 ビューティーグリン 牝3黒鹿54 川須 栄彦田島 政光氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 408＋ 8 〃 ハナ 523．6�
612 キンショーフェスタ 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治礒野日出夫氏 中村 均 浦河 山田牧場 446＋ 61：47．81� 338．9�
48 デンコウジェネシス �3栗 56

53 ▲三津谷隼人田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 454－ 21：47．9� 237．7�
510 メイショウチロル 牝3栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 
島 一歩 浦河 
川フアーム 410＋ 21：48．11 334．3�
11 ト ー マ ス 牡3青鹿56 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 430－ 21：48．31� 192．5�
23 アプローズスカイ 牝3青鹿 54

52 △荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：48．83 202．4�

818 メメシャルドネ 牝3鹿 54
51 ▲富田 暁本谷 惠氏 浜田多実雄 日高 沖田牧場 410－ 21：48．9	 369．4�

816 ニホンピロベスパー 牝3青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 456＋ 21：49．22 549．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，127，700円 複勝： 58，208，300円 枠連： 17，923，100円
馬連： 72，481，300円 馬単： 36，447，800円 ワイド： 49，330，800円
3連複： 100，474，500円 3連単： 137，045，000円 計： 512，038，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 160円 � 220円 枠 連（5－8） 1，380円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 420円 �� 790円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 14，500円

票 数

単勝票数 計 401277 的中 � 43230（3番人気）
複勝票数 計 582083 的中 � 74588（3番人気）� 102732（2番人気）� 63464（4番人気）
枠連票数 計 179231 的中 （5－8） 10031（6番人気）
馬連票数 計 724813 的中 �� 41091（4番人気）
馬単票数 計 364478 的中 �� 9262（11番人気）
ワイド票数 計 493308 的中 �� 31677（3番人気）�� 15350（11番人気）�� 20915（7番人気）
3連複票数 計1004745 的中 ��� 30714（8番人気）
3連単票数 計1370450 的中 ��� 6848（37番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャンディストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Caerleon デビュー 2017．1．7 京都2着

2014．3．27生 牝3鹿 母 キャンディス 母母 Criquette 5戦1勝 賞金 10，650，000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 リープジーン号



16079 6月24日 晴 稍重 （29阪神3）第7日 第7競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 オンリーワンスター 牝4鹿 55
54 ☆岩崎 翼�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448＋ 21：11．8 4．1�

11 ゼットパール 牝3栗 52 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 434－ 2 〃 クビ 26．0�
612 ブ ル ー ミ ン 牝3黒鹿52 高倉 稜佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 464＋ 61：11．9� 9．4�
816 クロースフレンド 牝4黒鹿55 和田 竜二吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 428＋ 81：12．11� 23．8�
23 ヤマノヒマワリ 牝3黒鹿52 酒井 学山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋141：12．2� 26．1�
714 メジャーガラメキ 牝5栗 55 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 494＋181：12．3クビ 25．3	
611 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿55 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 440± 01：12．62 5．7

35 ローゼンタール 牝4栗 55 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 81：12．7クビ 5．0�
36 アスターメープル 牝3栗 52

49 ▲森 裕太朗加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 432－ 81：13．12	 78．1�
12 ローザルージュ 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 486＋ 2 〃 アタマ 115．4
59 ティアップブロンド 牝5栗 55 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B492－18 〃 ハナ 21．6�
815 ベルディーヴァ 牝5栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 5．8�
713 エスペランサルル 牝5栗 55

53 △荻野 極江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 436＋ 4 〃 クビ 32．5�

48 チ ャ ー ム 牝4栗 55 秋山真一郎 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 506± 01：13．95 13．3�

24 
 オヤジノハナミチ 牝3鹿 52
51 ☆加藤 祥太 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか 荒木 貴宏 450＋ 81：14．75 66．9�

47 ミキノタマテバコ 牝3栗 52
51 ☆義 英真谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 478＋ 21：14．8	 58．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，330，200円 複勝： 54，818，900円 枠連： 20，078，200円
馬連： 74，982，500円 馬単： 30，138，900円 ワイド： 48，467，300円
3連複： 103，132，700円 3連単： 113，087，600円 計： 477，036，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 690円 � 330円 枠 連（1－5） 4，380円

馬 連 �� 6，510円 馬 単 �� 10，460円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 910円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 23，130円 3 連 単 ��� 132，230円

票 数

単勝票数 計 323302 的中 � 62449（1番人気）
複勝票数 計 548189 的中 � 98523（1番人気）� 17107（12番人気）� 40339（5番人気）
枠連票数 計 200782 的中 （1－5） 3547（19番人気）
馬連票数 計 749825 的中 �� 8913（23番人気）
馬単票数 計 301389 的中 �� 2161（36番人気）
ワイド票数 計 484673 的中 �� 6257（19番人気）�� 14168（6番人気）�� 2350（51番人気）
3連複票数 計1031327 的中 ��� 3344（70番人気）
3連単票数 計1130876 的中 ��� 620（430番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．6―11．9―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．5―47．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンリーワンスター �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．3．5 阪神5着

2013．4．9生 牝4鹿 母 ローランシノワーズ 母母 センゴクヒスイ 15戦2勝 賞金 27，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グラッブユアコート号
（非抽選馬） 3頭 アナフィエル号・グランパルファン号・メイショウカズヒメ号

16080 6月24日 晴 稍重 （29阪神3）第7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

713 サトノアルカディア 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B520± 01：53．1 19．2�
12 カ レ ン カ カ 牡3芦 54 武 豊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502± 01：53．31� 27．6�
816 ソリティール 牡4栗 57 C．ルメール �G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 クビ 4．1�
36 ラ レ ー タ 牡3栗 54

52 △荻野 極�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 21：53．4� 7．1�

59 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 482－ 41：53．61� 38．5�
714 アスカノハヤテ 牡3鹿 54 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 468＋ 4 〃 ハナ 28．4	
815 ブルベアパンサー 牡3栗 54 幸 英明 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 460＋ 41：53．92 15．5

23 シャイニーゲール 牡3鹿 54 福永 祐一小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 470＋ 6 〃 ハナ 3．2�
611 サンマルエンパイア 牡3鹿 54 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 458－ 41：54．0クビ 30．3�
612 ケルティックソード 牡4栗 57 川田 将雅吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 488－ 41：54．1� 6．9
510 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± 01：54．2� 36．0�
24 � アイファーウタオー 牡4黒鹿57 藤懸 貴志中島 稔氏 斉藤 崇史 新ひだか 静内山田牧場 496± 0 〃 ハナ 10．1�
47 デューズワイルズ 牡4黒鹿57 松山 弘平 �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：54．94 57．9�
48 ローデルバーン 牡4黒鹿57 川須 栄彦佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 	川 啓一 466＋ 2 〃 クビ 72．7�
11 ミキノトロンボーン 牡5鹿 57 水口 優也谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 524－ 21：55．32� 143．5�
35 コウユーモンブラン 牡4栗 57 国分 優作加治屋貞光氏 大根田裕之 浦河 中村 雅明 466＋201：55．83 386．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，073，100円 複勝： 65，392，800円 枠連： 23，360，900円
馬連： 88，980，300円 馬単： 37，341，400円 ワイド： 55，222，300円
3連複： 116，361，600円 3連単： 140，961，100円 計： 568，693，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 390円 � 780円 � 180円 枠 連（1－7） 11，140円

馬 連 �� 23，010円 馬 単 �� 45，020円

ワ イ ド �� 6，700円 �� 1，170円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 25，290円 3 連 単 ��� 292，820円

票 数

単勝票数 計 410731 的中 � 17047（7番人気）
複勝票数 計 653928 的中 � 40485（6番人気）� 18001（11番人気）� 119534（1番人気）
枠連票数 計 233609 的中 （1－7） 1625（28番人気）
馬連票数 計 889803 的中 �� 2996（64番人気）
馬単票数 計 373414 的中 �� 622（128番人気）
ワイド票数 計 552223 的中 �� 2074（67番人気）�� 12470（11番人気）�� 5912（27番人気）
3連複票数 計1163616 的中 ��� 3450（90番人気）
3連単票数 計1409611 的中 ��� 349（886番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．3―50．5―1：03．3―1：15．5―1：27．7―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアルカディア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．19 函館9着

2013．2．28生 牡4黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 10戦2勝 賞金 16，700，000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） 3頭 アロマティカス号・ジオラマ号・タマモアタック号
（非抽選馬） 4頭 ガウェイン号・カルムパシオン号・キャノンプレート号・ジョウショーチカラ号



16081 6月24日 晴 良 （29阪神3）第7日 第9競走 ��
��2，000�

きょうばし

京 橋 特 別
発走14時25分（番組第10競走を順序変更） （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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

77 ケンホファヴァルト 牡4鹿 57 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 458＋ 41：58．7 2．1�

33 アジュールローズ 牡4青鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508－ 81：58．91� 3．2�
88 タイセイアプローズ 牡5鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 470－ 41：59．11	 13．4�
44 
 ケージーキンカメ 牡6黒鹿57 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 472－ 41：59．31� 22．0�
55 レプランシュ 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450－101：59．4クビ 8．4�
11 メイショウミツボシ 牡5鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 476± 01：59．82� 73．3	
22 サトノメサイア 牡5青鹿57 M．デムーロ里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 518－ 61：59．9� 4．7

66 マイネボニータ 牝6栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 424－ 42：00．22 100．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 42，066，600円 複勝： 44，766，200円 枠連： 発売なし
馬連： 88，168，500円 馬単： 50，081，200円 ワイド： 40，416，600円
3連複： 92，016，800円 3連単： 224，756，600円 計： 582，272，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 2，900円

票 数

単勝票数 計 420666 的中 � 158904（1番人気）
複勝票数 計 447662 的中 � 155577（1番人気）� 96960（2番人気）� 40619（5番人気）
馬連票数 計 881685 的中 �� 179020（1番人気）
馬単票数 計 500812 的中 �� 57647（1番人気）
ワイド票数 計 404166 的中 �� 73302（1番人気）�� 27829（5番人気）�� 20008（8番人気）
3連複票数 計 920168 的中 ��� 68141（3番人気）
3連単票数 計2247566 的中 ��� 56094（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．5―48．5―1：00．3―1：11．9―1：23．5―1：35．1―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケンホファヴァルト 
�
父 マーベラスサンデー 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．13 阪神2着

2013．6．8生 牡4鹿 母 エイシンパンジー 母母 レディダンズ 27戦4勝 賞金 74，994，000円

16082 6月24日 晴 良 （29阪神3）第7日 第10競走 ��
��1，400�

い ず し

出 石 特 別
発走15時00分（番組第9競走を順序変更） （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

但馬國出石観光協会理事長賞（1着）
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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

817 サプルマインド 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442－ 41：20．8 4．7�
12 ダイメイフジ 牡3鹿 54 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 512－ 41：20．9� 4．4�
24 コパノピエール 牡3鹿 54 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 4 〃 ハナ 9．0�
47 パーリオミノル 牝4鹿 55 M．デムーロ吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450－ 21：21．11 4．1�
816 ジョーマイク 	4栗 57 岩崎 翼上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 456＋ 21：21．41
 33．4�
612 タマモイヤリング 牝5黒鹿55 秋山真一郎タマモ	 角田 晃一 日高 スマイルファーム 468－14 〃 ハナ 56．5

23 ウインハートビート 牡4栗 57 武 豊	ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 472－ 61：21．5
 29．9�
818 ルーズベルトゲーム 牝3黒鹿52 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 424－ 2 〃 クビ 9．1�
510 バシレウスライオン 牡4鹿 57 C．ルメールライオンレースホース	 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B470＋ 21：21．6クビ 8．5
35 クローディオ 	5鹿 57 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 55．0�
59 セイントバローズ 牡5鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 486＋ 21：21．81� 14．1�
48 キ ラ パ ワ ー 牡4栗 57 田中 健山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 460＋ 61：21．9
 367．6�
611 シゲルボブキャット 牡3栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 448－ 6 〃 ハナ 114．8�
714 マコトルーメン 牡4鹿 57 岡田 祥嗣	ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 486－ 2 〃 ハナ 72．3�
713 アシャカリアン 牡3栗 54 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 464＋ 21：22．21
 70．4�
36 ダンツゴウユウ 牡3栗 54 川島 信二山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 450－ 41：22．52 209．6�
11 � エイシンキサナドゥ 	6栗 57 酒井 学	栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

528－ 41：22．6
 53．1�
715 ビリケンラッシュ 	4鹿 57 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス	 高橋 亮 浦河 谷川牧場 496＋141：25．8大差 341．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，074，900円 複勝： 86，119，000円 枠連： 40，063，900円
馬連： 140，413，400円 馬単： 56，443，000円 ワイド： 75，929，400円
3連複： 194，465，200円 3連単： 241，683，400円 計： 884，192，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 170円 � 250円 枠 連（1－8） 600円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 400円 �� 960円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 13，380円

票 数

単勝票数 計 490749 的中 � 83262（3番人気）
複勝票数 計 861190 的中 � 151526（1番人気）� 144999（3番人気）� 73831（5番人気）
枠連票数 計 400639 的中 （1－8） 51568（1番人気）
馬連票数 計1404134 的中 �� 105254（1番人気）
馬単票数 計 564430 的中 �� 21499（1番人気）
ワイド票数 計 759294 的中 �� 51310（2番人気）�� 19136（11番人気）�� 29122（6番人気）
3連複票数 計1944652 的中 ��� 46258（7番人気）
3連単票数 計2416834 的中 ��� 13090（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―34．9―46．3―57．7―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 4－7（3，12）8（2，17）（10，16，18）（1，5，11，9）－（6，14）13＝15 4 4－7，12，3，17（2，8，10，18）（1，16，9）（5，11）14（6，13）＝15

勝馬の
紹 介

サプルマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto デビュー 2015．8．23 新潟1着

2013．2．24生 牝4鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 10戦3勝 賞金 39，047，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ビリケンラッシュ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビリケンラッシュ号は，平成29年6月25日から平成29年7月24日まで出走停止。停止期間の満了後

に開催競馬場で発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビリケンラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月24日まで平地競

走に出走できない。



16083 6月24日 晴 良 （29阪神3）第7日 第11競走 ��
��1，800�

た る み

垂水ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

77 シルバーステート 牡4青鹿57 福永 祐一�G1レーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：44．5 1．6�
89 エテルナミノル 牝4黒鹿55 C．ルメール 吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 81：44．71� 13．6�
11 タツゴウゲキ 牡5鹿 57 川田 将雅鈴木 髙幸氏 	島 一歩 新冠 川上牧場 484± 0 〃 アタマ 46．3�
22 ハクサンルドルフ 牡4黒鹿57 M．デムーロ河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 41：45．33� 3．6�
33 ミエノサクシード 牝4栗 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 452－ 2 〃 ハナ 5．4�
66 クリノラホール 牝4芦 55 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 452＋ 61：45．4
 28．2	
88 ボールライトニング 牡4栗 57 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 514＋ 81：45．5� 36．2�
44 カバーストーリー 牡6栗 57 武 豊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 480－101：45．6
 94．5�
55 ブレイヴリー 牡6鹿 57 和田 竜二岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B484－ 21：47．4大差 40．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 105，896，500円 複勝： 128，855，600円 枠連： 35，957，300円
馬連： 209，029，000円 馬単： 136，022，700円 ワイド： 100，197，400円
3連複： 284，656，000円 3連単： 760，500，900円 計： 1，761，115，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 250円 � 510円 枠 連（7－8） 850円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，150円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 22，530円

票 数

単勝票数 計1058965 的中 � 505078（1番人気）
複勝票数 計1288556 的中 � 628039（1番人気）� 84224（4番人気）� 33513（7番人気）
枠連票数 計 359573 的中 （7－8） 32621（4番人気）
馬連票数 計2090290 的中 �� 110299（4番人気）
馬単票数 計1360227 的中 �� 61345（6番人気）
ワイド票数 計1001974 的中 �� 49811（4番人気）�� 22042（12番人気）�� 9245（24番人気）
3連複票数 計2846560 的中 ��� 30981（20番人気）
3連単票数 計7605009 的中 ��� 24463（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．9―47．9―59．6―1：11．0―1：21．8―1：32．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーステート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．7．11 中京2着

2013．5．2生 牡4青鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 5戦4勝 賞金 51，581，000円
〔制裁〕 ミエノサクシード号の騎手川島信二は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000円。

16084 6月24日 曇 稍重 （29阪神3）第7日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

713 ス ト リ ク ス �4鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－ 41：24．5 5．6�

47 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 	島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－ 21：24．81
 25．9�

510 メンターモード 牡3鹿 54 秋山真一郎青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512＋ 21：24．9� 21．2�
815 アスターゴールド 牡3栗 54 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 482＋ 21：25．22 23．8�
24 マイネルラック 牡4鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 474－101：25．3クビ 13．7�
714 アユツリオヤジ 牡3栗 54 高倉 稜 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 	川 啓一 482＋ 2 〃 クビ 150．4	
12 ヴェンジェンス 牡4栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 478－ 21：25．4
 14．0

612 セ ネ ッ テ ィ 牡4鹿 57 M．デムーロ �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 アタマ 1．9�
35 マルヨシャバーリー 牡3栗 54 武 豊野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B476＋ 81：25．5� 8．5�
23 � タガノジーニアス 牡4鹿 57 川島 信二八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 61：25．6クビ 17．4
36 ヨドノビクトリー 牡3鹿 54 和田 竜二海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 488＋101：25．7
 16．4�
816 アルパーシャン 牡5栗 57 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460－ 4 〃 ハナ 63．4�
59 アドラメレク 牡3黒鹿 54

52 △荻野 極�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 454－ 21：25．8クビ 56．7�

611 シゲルキツネダイ �4青鹿 57
56 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 藤本牧場 458＋ 41：26．22� 360．6�

48 � キモンクラブ �4栗 57 酒井 学小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 440－ 71：27．15 480．1�
11 サトノクリエション �3栗 54 松山 弘平里見 治氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 498－241：29．5大差 63．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，477，000円 複勝： 92，720，900円 枠連： 40，090，400円
馬連： 154，856，800円 馬単： 72，858，800円 ワイド： 95，043，600円
3連複： 236，788，500円 3連単： 329，403，100円 計： 1，084，239，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 490円 � 540円 枠 連（4－7） 4，380円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 8，700円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，900円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 28，140円 3 連 単 ��� 126，620円

票 数

単勝票数 計 624770 的中 � 87919（2番人気）
複勝票数 計 927209 的中 � 142479（2番人気）� 45344（7番人気）� 39850（9番人気）
枠連票数 計 400904 的中 （4－7） 7080（17番人気）
馬連票数 計1548568 的中 �� 24291（15番人気）
馬単票数 計 728588 的中 �� 6274（26番人気）
ワイド票数 計 950436 的中 �� 17849（14番人気）�� 12920（20番人気）�� 5754（45番人気）
3連複票数 計2367885 的中 ��� 6310（84番人気）
3連単票数 計3294031 的中 ��� 1886（369番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―12．4―12．9―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．0―46．4―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ト リ ク ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Reset デビュー 2016．1．10 京都1着

2013．5．6生 �4鹿 母 フレンチアウル 母母 Arlette 10戦3勝 賞金 29，120，000円
〔制裁〕 マイネルラック号の騎手国分優作は，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：11番・12

番・5番）
※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 クリノアントニヌス号・ハクサンベル号・ヒラボクテイオー号



（29阪神3）第7日 6月24日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

187，070，000円
7，590，000円
13，860，000円
1，170，000円
20，640，000円
67，798，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
497，655，900円
714，353，900円
223，418，300円
1，044，566，500円
537，941，700円
597，054，800円
1，416，443，900円
2，385，818，800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 7，417，253，800円

総入場人員 19，078名 （有料入場人員 18，021名）
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