
16073 6月23日 曇 良 （30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

11 タガノジェロディ 牡2栗 54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 458＋ 21：36．7 7．5�
77 ディープダイバー 牡2黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 436－ 21：36．91� 3．4�
66 ファビュラスギフト 牝2鹿 54

52 △富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 452－ 21：37．0クビ 10．4�
44 スマートユニバンス 牡2栗 54 福永 祐一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460－ 21：37．21� 1．7�
55 	 ピースプレイヤー 牡2鹿 54 松若 風馬飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B476＋ 61：37．41� 19．3�
33 トーセントルネード 牡2鹿 54

52 △川又 賢治島川 	哉氏 武 幸四郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 472－ 21：37．61
 97．7


22 ニシノクローデット 牝2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 中竹 和也 浦河 市正牧場 466＋ 21：37．81
 70．4�
88 コスモルシオ 牡2栗 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 476± 0 〃 クビ 61．5
89 アマノコマンダー 牡2鹿 54 �島 良太中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472＋ 21：39．07 166．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 23，749，000円 複勝： 55，886，800円 枠連： 6，198，100円
馬連： 33，574，100円 馬単： 22，820，600円 ワイド： 21，830，800円
3連複： 49，429，400円 3連単： 107，638，200円 計： 321，127，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 340円 � 190円 � 390円 枠 連（1－7） 700円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 290円 �� 590円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計 237490 的中 � 26467（3番人気）
複勝票数 計 558868 的中 � 39646（3番人気）� 90625（2番人気）� 33596（4番人気）
枠連票数 計 61981 的中 （1－7） 6803（3番人気）
馬連票数 計 335741 的中 �� 35236（4番人気）
馬単票数 計 228206 的中 �� 10342（7番人気）
ワイド票数 計 218308 的中 �� 20605（4番人気）�� 8669（7番人気）�� 14241（5番人気）
3連複票数 計 494294 的中 ��� 20645（5番人気）
3連単票数 計1076382 的中 ��� 9066（27番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．7―13．1―12．2―11．2―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．4―50．5―1：02．7―1：13．9―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．0
3 ・（1，6）（2，7）（5，8）（3，4）9 4 ・（7，4）（1，6）（2，5，8）（3，9）

勝馬の
紹 介

タガノジェロディ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．6．10 阪神3着

2016．4．21生 牡2栗 母 タガノディーバ 母母 デ ィ ー バ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

16074 6月23日 曇 稍重 （30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

611 メイショウイザナミ 牝3鹿 54 �島 克駿松本 好雄氏 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428－ 81：55．8 45．7�

47 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 岩崎 翼奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 454＋ 41：56．01� 31．9�
713 フィナリザール 牝3栃栗54 C．ルメール �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 クビ 2．4�
816 ナンゴクユメネット 牝3栗 54 松山 弘平渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 452± 01：56．21� 6．8�
12 ホ ロ ー ポ 牝3黒鹿54 M．デムーロ畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 442－101：56．41� 4．9�
36 エムケイフローラル 牝3青鹿54 太宰 啓介 �丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 430＋ 41：56．71� 22．8	
24 タイセイプリマ 牝3黒鹿54 松若 風馬田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 千代田牧場 448± 01：56．91� 6．7

510 キクノグロウ 牝3黒鹿54 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 416－ 21：57．21� 76．0�
11 メイショウマンカイ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 436＋14 〃 クビ 33．9�
714 クロフネプリンセス 牝3栗 54

53 ☆義 英真サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 426± 0 〃 クビ 79．4

35 マイアミブルー 牝3鹿 54
52 △富田 暁西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 470＋ 61：57．3� 26．5�

48 セレンディバイト 牝3青 54 小牧 太水野 淳氏 松下 武士 日高 道見牧場 486＋ 61：57．4� 8．0�
612 ラッシュオブジョイ 牝3青鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－101：57．5� 44．0�
23 フォーチュンカムズ 牝3栗 54 幸 英明吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454＋101：58．45 255．7�
59 ニホンピロカラス 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 428＋ 41：59．04 215．9�
815 コンゴウサファイア 牝3青鹿54 田中 健金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 434＋ 72：01．9大差 230．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，007，100円 複勝： 33，690，000円 枠連： 8，517，500円
馬連： 36，902，100円 馬単： 17，955，300円 ワイド： 26，307，900円
3連複： 54，310，700円 3連単： 62，068，900円 計： 256，759，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，570円 複 勝 � 820円 � 630円 � 120円 枠 連（4－6） 7，500円

馬 連 �� 20，990円 馬 単 �� 63，220円

ワ イ ド �� 3，810円 �� 1，540円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 19，410円 3 連 単 ��� 323，740円

票 数

単勝票数 計 170071 的中 � 2973（11番人気）
複勝票数 計 336900 的中 � 7033（10番人気）� 9546（7番人気）� 122940（1番人気）
枠連票数 計 85175 的中 （4－6） 880（20番人気）
馬連票数 計 369021 的中 �� 1362（45番人気）
馬単票数 計 179553 的中 �� 213（118番人気）
ワイド票数 計 263079 的中 �� 1730（38番人気）�� 4412（14番人気）�� 6409（11番人気）
3連複票数 計 543107 的中 ��� 2098（53番人気）
3連単票数 計 620689 的中 ��� 139（660番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．0―12．9―13．1―13．2―13．1―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．5―49．4―1：02．5―1：15．7―1：28．8―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウイザナミ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Gone West デビュー 2018．3．10 阪神5着

2015．4．4生 牝3鹿 母 キュームレイト 母母 Honoria 4戦1勝 賞金 5，600，000円
〔制裁〕 クロフネプリンセス号の騎手義英真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

タイセイプリマ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過怠金10，000円。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンゴウサファイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 バンブトンエガオ号
（非抽選馬） 3頭 シエラミノル号・ミストレスメジャー号・ローブレガリア号

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

追 加 記 事（第 3回阪神競馬第 4日第 6競走）
〔その他〕　　デンコウシャフト号は，競走中に疾病〔左第3手根骨々折〕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。

第３回 阪神競馬 第７日



16075 6月23日 雨 稍重 （30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

47 ミトノアミーゴ 牡3栗 56 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト
クラブ 456－ 21：26．2 9．8�

36 リスペクタブル 牡3鹿 56 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 478－ 61：26．51� 4．6�
714 サハラデザート 牡3芦 56 C．ルメール�山紫水明 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 514＋ 6 〃 アタマ 3．4�
24 アンシャンテシチー 牡3栗 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 B496－ 41：27．45 60．1�
48 ミンナノシャチョウ 牡3鹿 56 浜中 俊 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 504＋121：27．5� 7．2	
23 シゲルサツマイモ 牡3鹿 56 岩崎 翼森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 468＋14 〃 クビ 86．9

59 ナリタミニスター 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 中尾 秀正 新ひだか グランド牧場 456± 01：27．81� 2．6�
816 ブ ラ ス ト 牡3芦 56 酒井 学槙 和美氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534＋ 21：27．9� 40．3�
35 モンスリール 牡3栗 56

54 △川又 賢治 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 508 ―1：28．11 86．6
12 トウケイアインマル 牡3鹿 56 小牧 太木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 462＋111：28．41� 173．5�
11 アスターシャンティ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 460－ 6 〃 クビ 36．6�
612 シンゼンピース 牡3栗 56 �島 良太原 司郎氏 飯田 祐史 平取 有限会社中

田牧場 470＋ 41：28．71� 241．8�
510 トウカイシーカー 牡3栗 56 高倉 稜内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 446± 01：28．8� 418．0�
611 ベルウッドショウゴ 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗鈴木 照雄氏 寺島 良 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 41：30．18 102．9�
713 インターステラー 牡3栗 56 �島 克駿前田 幸治氏 高橋 康之 浦河 宮内牧場 B462－ 61：31．27 111．6�
815 ヴァイザッハ 牝3鹿 54

52 △富田 暁山本 律氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 400－ 61：31．3� 254．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，271，400円 複勝： 39，649，900円 枠連： 12，495，400円
馬連： 50，772，600円 馬単： 25，861，800円 ワイド： 33，207，500円
3連複： 69，200，200円 3連単： 89，891，300円 計： 349，350，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（3－4） 920円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 440円 �� 640円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 17，200円

票 数

単勝票数 計 282714 的中 � 22926（5番人気）
複勝票数 計 396499 的中 � 43000（4番人気）� 94402（1番人気）� 72269（3番人気）
枠連票数 計 124954 的中 （3－4） 10494（6番人気）
馬連票数 計 507726 的中 �� 20964（6番人気）
馬単票数 計 258618 的中 �� 4789（15番人気）
ワイド票数 計 332075 的中 �� 19212（6番人気）�� 12336（8番人気）�� 29898（3番人気）
3連複票数 計 692002 的中 ��� 23755（8番人気）
3連単票数 計 898913 的中 ��� 3788（55番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．7―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．8―48．5―1：01．1―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミトノアミーゴ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．7．8 函館6着

2015．4．6生 牡3栗 母 シリウストウショウ 母母 シスタートウショウ 13戦1勝 賞金 11，450，000円
〔発走状況〕 ヴァイザッハ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 シンゼンピース号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァイザッハ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月23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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウヤシチ号

16076 6月23日 雨 稍重 （30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

713 タガノボンバー �3鹿 56 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 456－ 22：08．1 6．9�
23 マーナガルム 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B458＋ 82：08．31� 4．1�
12 ミ ュ ー 牡3鹿 56 太宰 啓介吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 504＋ 42：08．4	 246．7�
24 グーテンターク 牡3鹿 56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490± 02：09．03	 2．3�
47 
 イ グ レ ッ ト 牝3栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. B450± 02：09．32 20．7�
612 トモジャオーサム 牡3栗 56 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 508± 02：09．51	 68．8�
815 サンライズローリエ 牡3青鹿 56

55 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 468＋ 42：09．92	 17．6	

59 レッドアルディ 牡3鹿 56 松若 風馬 
東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 486＋ 22：10．0	 20．0�
11 レッドラファーガ 牡3黒鹿56 福永 祐一 
東京ホースレーシング 角居 勝彦 浦河 辻 牧場 466－ 62：10．85 11．3�
611 ル ベ ラ イ ト 牡3鹿 56

54 △川又 賢治 キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 462－ 22：11．33 41．1�
48 ナリタリュウ 牡3鹿 56 松田 大作
オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 486＋ 62：11．51� 173．8�
816 カ ザ ン 牡3鹿 56 武 豊
キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 492＋ 22：12．13	 9．1�
714 アマノブライアン 牡3鹿 56 �島 良太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 562－ 62：12．52	 271．7�
36 アンナベルガイト 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 510－ 82：12．6クビ 57．6�
510 レッドガーランド �3鹿 56 酒井 学 
東京ホースレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 千代田牧場 518＋ 22：14．19 169．4�

（15頭）
35 バトルチャンプ 牡3鹿 56 小牧 太増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 井高牧場 438－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，811，800円 複勝： 39，556，600円 枠連： 14，586，900円
馬連： 50，733，000円 馬単： 25，625，600円 ワイド： 33，588，900円
3連複： 65，595，900円 3連単： 86，785，400円 計： 347，284，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 190円 � 2，480円 枠 連（2－7） 620円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 750円 �� 21，780円 �� 13，580円

3 連 複 ��� 88，320円 3 連 単 ��� 272，370円

票 数

単勝票数 差引計 308118（返還計 2970） 的中 � 35249（3番人気）
複勝票数 差引計 395566（返還計 4341） 的中 � 39133（3番人気）� 68298（2番人気）� 3164（12番人気）
枠連票数 差引計 145869（返還計 194） 的中 （2－7） 18038（3番人気）
馬連票数 差引計 507330（返還計 12257） 的中 �� 21081（7番人気）
馬単票数 差引計 256256（返還計 6468） 的中 �� 5349（13番人気）
ワイド票数 差引計 335889（返還計 11024） 的中 �� 12233（8番人気）�� 384（66番人気）�� 617（55番人気）
3連複票数 差引計 655959（返還計 37821） 的中 ��� 557（123番人気）
3連単票数 差引計 867854（返還計 46140） 的中 ��� 231（493番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―14．0―13．4―13．2―13．3―12．9―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―35．5―49．5―1：02．9―1：16．1―1：29．4―1：42．3―1：55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．7
1
3
1，8－（11，7）－4（3，9）12，15（10，13）6－（14，16）2
1（8，7）（11，3）4，13（12，9，15）－6－14（2，16）－10

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

勝馬の
紹 介

タガノボンバー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2018．4．22 京都11着

2015．4．3生 �3鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走除外〕 バトルチャンプ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻7分遅延。
〔制裁〕 タガノボンバー号の騎手岩崎翼は，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：15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 バトルチャンプ号は，平成30年6月24日から平成30年7月23日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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 コンフェイト号・テイエムナナイロ号・ナムラシシマル号
（非抽選馬） 4頭 キングアンドアイ号・ケンイーサリアム号・トウシンゴールド号・ランドヘルメース号



16077 6月23日 雨 良 （30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

55 ジャカランダシティ 牡2青鹿54 川田 将雅吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 444 ―1：10．0 4．3�
11 セプタリアン 牡2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 478 ―1：10．21� 2．7�
22 ピエナアイリス 牝2芦 54 酒井 学本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 462 ―1：10．52 42．9�
89 エイティーンガール 牝2青鹿54 秋山真一郎中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 422 ―1：10．82 12．7�
33 リップグロス 牝2栗 54 和田 竜二 �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 430 ―1：11．01� 4．1�
66 ア ロ ゴ 牝2黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 武 幸四郎 新ひだか 野坂牧場 462 ― 〃 クビ 16．4	
44 ハクサンウェーブ 牡2青鹿54 幸 英明河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 460 ―1：11．1クビ 18．0

810 エイシンオリヒメ 牝2黒鹿54 松山 弘平�栄進堂 武 幸四郎 浦河 栄進牧場 426 ―1：11．31� 12．7�
78 ダンツジュエル 牝2青鹿54 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：12．57 20．8�
77 メイショウペルム 牝2鹿 54 岩崎 翼松本 好氏 本田 優 浦河 近藤牧場 470 ―1：14．110 73．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，742，200円 複勝： 30，421，000円 枠連： 9，806，700円
馬連： 45，449，100円 馬単： 25，474，600円 ワイド： 28，155，000円
3連複： 53，790，700円 3連単： 85，817，300円 計： 312，656，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 130円 � 590円 枠 連（1－5） 600円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，990円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 17，720円

票 数

単勝票数 計 337422 的中 � 64537（3番人気）
複勝票数 計 304210 的中 � 52265（3番人気）� 75858（1番人気）� 8740（9番人気）
枠連票数 計 98067 的中 （1－5） 12480（2番人気）
馬連票数 計 454491 的中 �� 66688（2番人気）
馬単票数 計 254746 的中 �� 15127（4番人気）
ワイド票数 計 281550 的中 �� 37194（2番人気）�� 3199（26番人気）�� 3751（22番人気）
3連複票数 計 537907 的中 ��� 7899（17番人気）
3連単票数 計 858173 的中 ��� 3511（55番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．3―46．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャカランダシティ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．5．15生 牡2青鹿 母 クラヴェジーナ 母母 ムーンライトダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウペルム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月23日まで平地

競走に出走できない。

16078 6月23日 雨 稍重 （30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

47 リンフォルツァンド 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460± 01：48．5 4．0�
48 アドマイヤデジタル 牡3青鹿56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：48．71� 2．5�
817 チカアレグレ 牝3栗 54 松若 風馬吉田 照哉氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 496± 01：48．91� 42．7�
611 ソールライト 牡3芦 56

54 △森 裕太朗畑佐 博氏 角田 晃一 新ひだか 沖田 博志 500＋ 21：49．32� 194．9�
24 ミ ス ル ー ア 牝3鹿 54 国分 優作 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 436± 01：49．4クビ 7．8�
12 スプリングスマイル 牡3鹿 56 武 豊桑畑 	信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 490＋101：49．5	 7．7

59 ミッキードーヴィル 牡3黒鹿56 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456－ 81：49．6	 5．7�
36 ポジティブスタンド 
3鹿 56 幸 英明 �サンデーレーシング 高橋 亮 安平 追分ファーム 468＋ 41：49．7	 19．4�
35 ストームユニバンス 牡3栗 56

54 △富田 暁亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 アタマ 25．7
816 ボルティモア 牝3鹿 54

52 △川又 賢治�G1レーシング 宮 徹 千歳 社台ファーム B460＋ 4 〃 クビ 57．4�
713 トーアセレーネ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 438＋ 81：50．44 200．4�
510 マディソンスクエア 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 466－ 81：50．5� 99．3�
714 メイショウマユズミ 牝3栗 54 �島 克駿松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 片山牧場 424± 01：51．98 230．9�
11 オ ア ハ カ 牝3栗 54

53 ☆荻野 極ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 21：52．32� 321．4�

715 ヴィーヴァザキング 牡3鹿 56 秋山真一郎芹澤 精一氏 作田 誠二 新冠 守矢牧場 498＋ 61：52．51� 207．9�
818 オーパスサブリナ 牝3黒鹿54 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 61：52．92� 229．1�
612 モデルスター 牝3鹿 54 小牧 太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 424＋301：53．32� 276．2�
23 タイセイクロンヌ 牡3芦 56 松山 弘平田中 成奉氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 496－161：54．57 181．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，145，200円 複勝： 46，456，900円 枠連： 18，602，100円
馬連： 58，379，300円 馬単： 29，792，500円 ワイド： 42，920，900円
3連複： 81，243，200円 3連単： 104，073，600円 計： 414，613，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 130円 � 650円 枠 連（4－4） 520円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，920円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 15，120円

票 数

単勝票数 計 331452 的中 � 65784（2番人気）
複勝票数 計 464569 的中 � 92994（2番人気）� 112107（1番人気）� 11477（8番人気）
枠連票数 計 186021 的中 （4－4） 27441（2番人気）
馬連票数 計 583793 的中 �� 91525（1番人気）
馬単票数 計 297925 的中 �� 20878（2番人気）
ワイド票数 計 429209 的中 �� 65159（1番人気）�� 4935（20番人気）�� 6171（18番人気）
3連複票数 計 812432 的中 ��� 14793（13番人気）
3連単票数 計1040736 的中 ��� 4988（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．1―47．7―1：00．1―1：12．5―1：24．7―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．0
3 1（16，17）（11，9）7，13，8（2，18）－（4，10，15）（5，14）（6，12）＝3 4 ・（1，16，17）（7，9）（11，8，13）2，18（4，10，15）（5，14）（6，12）＝3

勝馬の
紹 介

リンフォルツァンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2018．2．3 京都7着

2015．2．22生 牝3鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーパスサブリナ号・モデルスター号・タイセイクロンヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成30年7月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダノンテアトロ号・ナハストーン号
（非抽選馬） 2頭 ヒナマツリ号・ロイヤルディクリー号



16079 6月23日 雨 重 （30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

815 メイショウコゴミ 牝3鹿 52 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 436＋ 21：11．3 2．8�
35 � ワンダーアマービレ 牝4鹿 55 C．ルメール 山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 454＋10 〃 ハナ 8．0�
714 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 52 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462± 01：11．51� 8．2�
612 シ グ ル ー ン 牝4栗 55 �島 克駿岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452－ 2 〃 クビ 17．3�
816 ミスズマンボ 牝5青鹿 55

54 ☆荻野 極永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 454＋ 81：11．71	 44．4�
48 マルモレイナ 牝4鹿 55 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 454＋ 21：11．8	 11．3�
713 サ ン ク ラ ラ 牝4栗 55 小牧 太	サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 434＋ 81：12．01� 119．4

23 ライディングハイ 牝5鹿 55 松若 風馬	下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 508＋ 6 〃 ハナ 91．8�
11 ヒ ザ ク リ ゲ 牝3栗 52 浜中 俊手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 438＋ 8 〃 クビ 5．7�
611 イナズママンボ 牝4鹿 55 水口 優也小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 B456－ 21：12．1	 90．7
12 ウ ラ ガ ー ノ 牝4青鹿55 M．デムーロ藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 514＋141：12．2	 5．6�
36 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿55 高倉 稜松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452± 01：12．3	 133．9�
510 メイショウバーズ 牝5鹿 55 岩崎 翼松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 474－ 21：12．93	 47．0�
24 ゼットパール 牝4栗 55

53 △富田 暁	フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 448－ 41：13．11� 17．6�
59 ドゥリアリティ 牝3鹿 52

50 △森 裕太朗平田 修氏 浜田多実雄 新冠 飛渡牧場 454＋ 21：13．3
 323．3�
47 キタノユーリン 牝4鹿 55 松山 弘平北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 492＋101：13．51� 92．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，366，500円 複勝： 49，374，100円 枠連： 18，120，700円
馬連： 75，702，400円 馬単： 31，890，800円 ワイド： 49，267，300円
3連複： 97，892，100円 3連単： 116，213，200円 計： 473，827，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 200円 � 200円 枠 連（3－8） 1，400円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 560円 �� 370円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 8，910円

票 数

単勝票数 計 353665 的中 � 100220（1番人気）
複勝票数 計 493741 的中 � 119250（1番人気）� 54053（4番人気）� 57049（3番人気）
枠連票数 計 181207 的中 （3－8） 10005（6番人気）
馬連票数 計 757024 的中 �� 39580（4番人気）
馬単票数 計 318908 的中 �� 10849（6番人気）
ワイド票数 計 492673 的中 �� 22467（4番人気）�� 36728（1番人気）�� 12027（14番人気）
3連複票数 計 978921 的中 ��� 30592（4番人気）
3連単票数 計1162132 的中 ��� 9456（9番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―11．9―11．9―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．4
3 12，8，9（3，15）（4，10）16，2（7，13）（1，5）（11，14）6 4 ・（12，8）（3，9，15）（4，16）（10，13）（2，5）（1，7）（11，14）6

勝馬の
紹 介

メイショウコゴミ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 メイショウボーラー デビュー 2017．12．10 阪神1着

2015．5．12生 牝3鹿 母 メイショウユウダチ 母母 メイショウスコール 5戦2勝 賞金 19，200，000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 スワニルダ号

16080 6月23日 雨 稍重 （30阪神3）第7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
1：19．5
1：19．0

良
良

23 グランドロワ 牡4栗 57 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B484＋ 61：23．0 1．6�
24 フェアラフィネ 牝6芦 55 酒井 学ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 466－ 21：23．85 50．0�
48 メイショウツバキ 牝3黒鹿 52

50 △富田 暁松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 448＋ 41：24．22� 5．2�
59 スズカフロンティア 牡4鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426＋ 61：24．3クビ 61．6�
510 ナイトスプライト 牝3栗 52 田中 健 	社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 458± 01：24．51	 47．3

36 
 ウイングタイガー 牝6鹿 55 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 460± 01：24．6� 206．3�
611 ティーエスバラ 牡6鹿 57 岩崎 翼田畑 利彦氏 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 502＋ 4 〃 ハナ 44．7�
815 クインズマラクータ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B510－ 21：24．7� 20．5
12 トーホウドミンゴ 牡4青鹿57 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 476＋ 21：24．91	 27．2�
714 ステラルージュ 牝4栗 55 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 406－ 21：25．0� 14．4�
11 
 オンマイステージ 牝5芦 55 太宰 啓介大塚 亮一氏 森田 直行 新冠 秋田牧場 444＋ 81：25．1� 120．7�
612 ヤマニンルネッタ 牝3鹿 52 岡田 祥嗣土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 21：25．31	 83．5�
35 ブランモンストル 牡3芦 54 松田 大作�KTレーシング 中尾 秀正 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 496－ 4 〃 ハナ 24．3�
816 クローディオ �6鹿 57

55 △川又 賢治 	キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：25．72� 10．9�
817 アサケハーツ 牡4栗 57

56 ☆荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 460＋ 41：26．44 180．0�
47 カープストリーマー 牡5栗 57 松若 風馬 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522± 0 〃 クビ 16．0�
713 ハギノフロンティア 牡3栗 54 島 克駿日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 506± 01：26．5� 136．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 33，327，600円 複勝： 105，515，100円 枠連： 18，972，900円
馬連： 70，445，100円 馬単： 41，425，000円 ワイド： 49，575，400円
3連複： 94，840，700円 3連単： 140，864，800円 計： 554，966，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 560円 � 160円 枠 連（2－2） 3，440円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 970円 �� 210円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 22，060円

票 数

単勝票数 計 333276 的中 � 158209（1番人気）
複勝票数 計1055151 的中 � 742571（1番人気）� 12667（11番人気）� 69178（2番人気）
枠連票数 計 189729 的中 （2－2） 4267（11番人気）
馬連票数 計 704451 的中 �� 17553（10番人気）
馬単票数 計 414250 的中 �� 7236（14番人気）
ワイド票数 計 495754 的中 �� 11629（11番人気）�� 76005（1番人気）�� 3106（37番人気）
3連複票数 計 948407 的中 ��� 13259（15番人気）
3連単票数 計1408648 的中 ��� 4629（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．0―46．5―58．1―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 3（4，8）9，11－7，1（6，14）10，5，13（12，15）（2，16）17 4 3（4，8）（9，11）－（7，14）（1，6）10－（5，13，15）12，16，2－17

勝馬の
紹 介

グランドロワ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2016．6．25 阪神2着

2014．3．24生 牡4栗 母 クールネージュ 母母 Kool Arrival 17戦3勝 賞金 43，667，000円



16081 6月23日 雨 不良 （30阪神3）第7日 第9競走 ��
��1，800�

と よ な か

豊 中 特 別
発走14時25分 （ダート・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

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

814 ストーミーバローズ 牡3栗 54 C．ルメール 猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－ 41：50．6 4．1�
22 タガノアンピール 牡4黒鹿57 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 542＋ 21：50．81� 20．9�
611 カフジナイサー 牡5黒鹿57 幸 英明加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 61：51．01� 13．1�
58 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 アタマ 5．5�
11 ワンダーウマス 牡4鹿 57 川田 将雅山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 B488± 01：51．21 3．5�
23 アルムチャレンジ 牡4黒鹿57 	島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋ 41：51．73 38．8�
34 
 ヒアカムズザサン 牡6栗 57 松若 風馬 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 500＋ 61：52．02 84．4

59 
 ダブルアックス 牡5黒鹿57 太宰 啓介田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 522－ 61：52．1� 202．9�
610 ローズストリート 牝4鹿 55 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 41：52．2� 23．8�
35 ミトノブラック 牡3青鹿54 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456－ 21：52．52 14．4
712 ブロンズケイ 牡3黒鹿54 	島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 502－ 4 〃 ハナ 17．0�
47 リ ッ キ ー 牡3芦 54 川又 賢治市川義美ホール

ディングス	 吉村 圭司 新ひだか フジワラフアーム 512＋ 61：52．6クビ 32．6�
46 
 アイファーウタオー 牡5黒鹿57 国分 優作中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 492－ 41：53．13 373．4�
815 エルティグレ 牡3栗 54 M．デムーロ	KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 480± 01：53．73� 5．6�

（14頭）
713 タスクフォース 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B556－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，523，100円 複勝： 62，885，500円 枠連： 31，479，000円
馬連： 95，548，800円 馬単： 38，992，700円 ワイド： 57，540，200円
3連複： 122，720，800円 3連単： 142，440，400円 計： 592，130，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 500円 � 350円 枠 連（2－8） 2，750円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 11，420円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 960円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 20，460円 3 連 単 ��� 108，470円

票 数

単勝票数 差引計 405231（返還計 23425） 的中 � 77263（2番人気）
複勝票数 差引計 628855（返還計 41058） 的中 � 113239（2番人気）� 27814（8番人気）� 43540（5番人気）
枠連票数 差引計 314790（返還計 1706） 的中 （2－8） 8844（11番人気）
馬連票数 差引計 955488（返還計125979） 的中 �� 11433（24番人気）
馬単票数 差引計 389927（返還計 51937） 的中 �� 2559（40番人気）
ワイド票数 差引計 575402（返還計 82904） 的中 �� 6908（25番人気）�� 16011（9番人気）�� 4498（36番人気）
3連複票数 差引計1227208（返還計310618） 的中 ��� 4497（61番人気）
3連単票数 差引計1424404（返還計349302） 的中 ��� 952（326番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．6―11．9―12．1―12．4―12．3―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．1―48．0―1：00．1―1：12．5―1：24．8―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストーミーバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Sinndar デビュー 2017．10．22 京都2着

2015．3．27生 牡3栗 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 7戦2勝 賞金 24，671，000円
〔競走除外〕 タスクフォース号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻

11分遅延。
〔制裁〕 アルムチャレンジ号の騎手	島克駿は，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：10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タスクフォース号は，平成30年6月24日から平成30年7月23日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

16082 6月23日 雨 重 （30阪神3）第7日 第10競走 ��
��2，000�

きょうばし

京 橋 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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

78 アテンフェスタ 牡5栗 57 荻野 極河村 �平氏 寺島 良 浦河 多田 善弘 490－ 42：04．3 78．9�
55 サ ラ ス 牝3鹿 52 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 504－ 42：04．61� 4．3�
810 エーティーサンダー 牡5青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 524± 0 〃 クビ 13．9�
33 インヘリットデール 牝4鹿 55 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 464＋ 42：04．7	 2．2�
67 シ ョ パ ン 牡5黒鹿57 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：04．91
 3．8	
22 マイネルアトゥー 牡5青鹿57 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 82：05．0	 36．7�
811 マルカブリスク 牡5栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 クビ 20．5�
79 サブライムカイザー 牡6鹿 57 H．ボウマン 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 504± 02：05．74 11．6
（豪）

11 サダムロードショー 牡8鹿 57 幸 英明大西 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 476－ 42：06．01� 106．7�

44 タガノガジュマル 牡5黒鹿57 武 豊八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 414± 02：06．95 17．8�
66 ハッピーマテリアル 牝4鹿 55 太宰 啓介
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 52：10．6大差 68．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 52，211，200円 複勝： 95，426，200円 枠連： 21，552，500円
馬連： 114，999，700円 馬単： 54，295，600円 ワイド： 64，516，800円
3連複： 147，564，300円 3連単： 251，404，900円 計： 801，971，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，890円 複 勝 � 2，480円 � 270円 � 420円 枠 連（5－7） 3，310円

馬 連 �� 19，920円 馬 単 �� 57，270円

ワ イ ド �� 5，440円 �� 8，510円 �� 970円

3 連 複 ��� 61，380円 3 連 単 ��� 547，350円

票 数

単勝票数 計 522112 的中 � 5288（10番人気）
複勝票数 計 954262 的中 � 8629（10番人気）� 107873（3番人気）� 59979（4番人気）
枠連票数 計 215525 的中 （5－7） 5036（13番人気）
馬連票数 計1149997 的中 �� 4472（32番人気）
馬単票数 計 542956 的中 �� 711（70番人気）
ワイド票数 計 645168 的中 �� 2998（35番人気）�� 1905（39番人気）�� 17837（12番人気）
3連複票数 計1475643 的中 ��� 1803（84番人気）
3連単票数 計2514049 的中 ��� 333（555番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．6―13．0―12．6―12．6―12．0―11．8―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―38．7―51．7―1：04．3―1：16．9―1：28．9―1：40．7―1：52．1

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

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

勝馬の
紹 介

アテンフェスタ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．8 小倉4着

2013．4．26生 牡5栗 母 ニューフェアリー 母母 ダーリングレディ 20戦3勝 賞金 43，795，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時05分に変更。
〔騎手変更〕 ハッピーマテリアル号の騎手福永祐一は，第9競走での枠入り時の負傷による検査のため太宰啓介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーマテリアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月23日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



16083 6月23日 曇 重 （30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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

44 キ ョ ウ ヘ イ 牡4鹿 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 436＋ 41：49．9 4．1�
22 エンヴァール 牡5栗 57 H．ボウマン 寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 アタマ 5．8�

（豪）

77 レッドアンシェル 牡4青鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452－101：50．22 2．8�
89 ブラックスビーチ 牝4鹿 55 M．デムーロ山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456－ 61：50．73 3．6�
55 クールオープニング 牡7青鹿57 �島 克駿前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 61：50．8クビ 89．6	
11 スズカルパン 牡9鹿 57 幸 英明永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 478＋ 21：50．9	 30．2

33 
 ガーニーフラップ 牡5鹿 57 岩崎 翼横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 474－ 8 〃 クビ 173．5�
66 レ オ ナ ル ド 牡5鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－121：51．32� 7．9�
88 マイネルネーベル 牡6鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 21：51．61	 28．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 83，440，800円 複勝： 81，766，300円 枠連： 28，729，800円
馬連： 197，165，000円 馬単： 93，674，000円 ワイド： 88，731，500円
3連複： 228，605，700円 3連単： 496，932，400円 計： 1，299，045，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 150円 � 120円 枠 連（2－4） 1，360円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 320円 �� 200円 �� 290円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 計 834408 的中 � 161887（3番人気）
複勝票数 計 817663 的中 � 147474（3番人気）� 130104（4番人気）� 196237（1番人気）
枠連票数 計 287298 的中 （2－4） 16341（8番人気）
馬連票数 計1971650 的中 �� 119495（7番人気）
馬単票数 計 936740 的中 �� 31791（12番人気）
ワイド票数 計 887315 的中 �� 64703（5番人気）�� 124561（1番人気）�� 74664（3番人気）
3連複票数 計2286057 的中 ��� 223303（3番人気）
3連単票数 計4969324 的中 ��� 55520（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．0―49．5―1：02．3―1：14．6―1：26．5―1：37．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ョ ウ ヘ イ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．2 中京4着

2014．4．22生 牡4鹿 母 ショウナンアネーロ 母母 ショウナンハピネス 16戦3勝 賞金 86，009，000円
※ガーニーフラップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16084 6月23日 曇 不良 （30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

34 ヨドノビクトリー 牡4鹿 57 松山 弘平海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 484＋ 21：23．9 3．7�
47 キセキノツヅキ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 474＋10 〃 ハナ 5．6�
46 タガノプレトリア 牡3鹿 54

52 △富田 暁八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 438＋ 2 〃 クビ 6．4�

59 エイシンデジタル 牡3栗 54 松若 風馬�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 510－ 21：24．0クビ 16．1�
11 サンライズチャージ 牡4鹿 57

55 △川又 賢治松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 498－ 81：24．21� 30．2	
713 ゲ キ リ ン 牡4栗 57 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 468＋ 21：24．41 4．5

23 マコトタリスマン 牡4黒鹿57 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 456± 01：24．82	 48．2�
712
 コ ス モ ス 牡4栗 57

56 ☆荻野 極 �コスモヴューファーム 中村 均 浦河 中神牧場 470－141：24．9	 18．7�
815 ララベスラーナ 牝4栗 55 �島 克駿ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 472－ 21：25．0	 59．8
814 フィールブリーズ 牡5鹿 57 M．デムーロ水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 土田農場 524－ 41：25．53 5．9�
611 ダノンオブザイヤー 牡4青鹿57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 494－ 41：25．81� 81．9�
58 クリノイダテン 牡3青鹿54 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 430－ 21：26．22	 24．4�
610
 ブレインハート 牡4栗 57 松田 大作村上 稔氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 562－141：26．3	 51．7�
35 
 ジンバイッタイ 牡4青鹿 57

54 ▲服部 寿希西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 472－111：26．4� 300．5�
22 
 シゲルポインター 牡4鹿 57 太宰 啓介森中 蕃氏 武 英智 浦河 王蔵牧場 478＋141：27．35 235．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，313，300円 複勝： 74，949，100円 枠連： 32，757，900円
馬連： 136，383，500円 馬単： 54，276，000円 ワイド： 80，432，800円
3連複： 189，583，600円 3連単： 241，298，500円 計： 865，994，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 180円 � 180円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 420円 �� 360円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 563133 的中 � 119410（1番人気）
複勝票数 計 749491 的中 � 164675（1番人気）� 95698（4番人気）� 100956（3番人気）
枠連票数 計 327579 的中 （3－4） 42446（1番人気）
馬連票数 計1363835 的中 �� 105464（2番人気）
馬単票数 計 542760 的中 �� 22481（3番人気）
ワイド票数 計 804328 的中 �� 49793（4番人気）�� 59278（2番人気）�� 26847（9番人気）
3連複票数 計1895836 的中 ��� 68569（4番人気）
3連単票数 計2412985 的中 ��� 23044（10番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―12．2―12．1―12．1―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨドノビクトリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2016．8．27 札幌5着

2014．5．8生 牡4鹿 母 クイーンマルサ 母母 ホーマンマルサ 15戦3勝 賞金 30，070，000円
※出走取消馬 スズカアポロ号（疾病〔左前肢跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 バクハツ号



（30阪神3）第7日 6月23日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重後不良

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
7，750，000円
16，490，000円
1，170，000円
20，640，000円
66，295，500円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
467，909，200円
715，577，500円
221，819，500円
966，054，700円
462，084，500円
576，075，000円
1，254，777，300円
1，925，428，900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 6，589，726，600円

総入場人員 14，455名 （有料入場人員 13，512名）
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