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16085 6月24日 晴 重 （30阪神3）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05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

714 モンテルース 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 472＋ 21：23．9 2．9�
11 プロネルクール 牝3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 482－ 61：25．39 6．9�
815 リ ー ズ ン 牝3鹿 54 藤岡 康太林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446－121：25．4クビ 11．8�
612 ナ イ ス ド ゥ 牝3栗 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 438＋ 21：25．5� 4．1�
35 メイショウハニー 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 418± 01：25．71 24．8	
36 レンブランサ 牝3栗 54 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 クビ 34．1

510 モリノマリン 牝3鹿 54 秋山真一郎森 和久氏 浜田多実雄 新ひだか 有限会社石川牧場 442－ 2 〃 ハナ 97．6�
24 ヤマニンフィオッコ 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 452± 01：25．91� 11．8�
48 テーオーパートナー 牝3栗 54 岩田 康誠小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 466－ 2 〃 アタマ 17．6
23 ア デ ル 牝3鹿 54 川田 将雅�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋121：27．38 15．0�
816 スマートスピカ 牝3鹿 54 松若 風馬大川 徹氏 石坂 正 浦河 桑田牧場 418－ 41：27．51� 96．9�
12 スーブレット 牝3栗 54 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 19．9�
59 ウインタイムリープ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 448± 01：27．6クビ 15．4�
713 アクアレーヌ 牝3鹿 54 高倉 稜鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 460＋181：27．81� 158．4�
611 プロムクイーン 牝3鹿 54

52 △川又 賢治ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 61：28．33 281．6�

47 アンジェレッタ 牝3鹿 54 酒井 学 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 松田牧場 468 ―1：30．5大差 65．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，912，500円 複勝： 51，783，600円 枠連： 15，940，700円
馬連： 61，713，900円 馬単： 28，447，500円 ワイド： 47，230，300円
3連複： 94，348，300円 3連単： 106，623，800円 計： 437，000，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 190円 � 310円 枠 連（1－7） 700円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 400円 �� 790円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 17，660円

票 数

単勝票数 計 309125 的中 � 85246（1番人気）
複勝票数 計 517836 的中 � 133676（1番人気）� 65321（3番人気）� 32628（5番人気）
枠連票数 計 159407 的中 （1－7） 17637（2番人気）
馬連票数 計 617139 的中 �� 39898（2番人気）
馬単票数 計 284475 的中 �� 10477（3番人気）
ワイド票数 計 472303 的中 �� 32914（2番人気）�� 14962（6番人気）�� 6501（22番人気）
3連複票数 計 943483 的中 ��� 16546（10番人気）
3連単票数 計1066238 的中 ��� 4376（32番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．4―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―47．2―59．4―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンテルース �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．2．24 阪神5着

2015．3．12生 牝3黒鹿 母 クリスティビーム 母母 ルスナイクリスティ 5戦1勝 賞金 10，350，000円
〔発走状況〕 ナイスドゥ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 メイショウハニー号の騎手森裕太朗は，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンジェレッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月24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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アフオラカ号・ラヴノット号

16086 6月24日 晴 重 （30阪神3）第8日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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

816 カクテルドレス 牝3芦 54 岩田 康誠 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 466＋ 21：12．2 4．4�

611 ヘ ー ザ 牝3栗 54 M．デムーロ岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B428± 01：12．83� 6．2�
23 ユーデモニクス 牡3青鹿56 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 448－ 21：13．01� 37．3�
59 ジューンナイト 牡3青鹿56 幸 英明吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 422± 0 〃 ハナ 34．1�
35 クリノカサット 牝3栗 54

52 △森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 444± 0 〃 アタマ 14．9�
12 ミルトシャトル 牡3栗 56 松山 弘平永山 勝敏氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 462＋ 61：13．32 2．3	
815 ウォーターシドモア 牝3鹿 54

52 △川又 賢治山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 456± 01：13．51 9．2

48 タ ユ ウ グ ロ 牡3鹿 56 福永 祐一田畑 利彦氏 小崎 憲 浦河 笹島 政信 516＋ 21：13．6� 13．2�
24 セ ダ 牡3黒鹿56 横山 和生国本 勇氏 昆 貢 日高 豊洋牧場 474 ―1：13．81� 186．9�
510 サンマルジョイ 牝3栗 54 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 480＋ 81：13．9� 394．6
36 ヤマニンラボーナ 牡3栗 56

54 △富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 476－ 2 〃 ハナ 57．8�
11 マンテンファースト 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 美明 478＋ 81：14．43 12．8�
47 メイショウランマル 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 太陽牧場 B446－ 21：14．71� 147．2�
612 エスペランサスカイ 牡3鹿 56 石橋 脩江上 幸�氏 牧田 和弥 浦河 鵜木 唯義 462＋ 41：15．12� 132．7�
713 メイショウデナリ 牡3栗 56 柴田 未崎松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 502 ―1：17．7大差 312．8�
714 アイファーパレード 牝3黒鹿54 松若 風馬中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 B448＋ 81：18．23 238．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，335，600円 複勝： 49，235，000円 枠連： 17，053，300円
馬連： 61，103，900円 馬単： 30，427，600円 ワイド： 45，767，700円
3連複： 86，038，500円 3連単： 109，692，200円 計： 433，653，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 190円 � 590円 枠 連（6－8） 890円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，440円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 11，570円 3 連 単 ��� 39，520円

票 数

単勝票数 計 343356 的中 � 62055（2番人気）
複勝票数 計 492350 的中 � 67069（3番人気）� 78711（2番人気）� 17106（8番人気）
枠連票数 計 170533 的中 （6－8） 14800（3番人気）
馬連票数 計 611039 的中 �� 25819（7番人気）
馬単票数 計 304276 的中 �� 7485（11番人気）
ワイド票数 計 457677 的中 �� 16598（7番人気）�� 4703（26番人気）�� 4950（24番人気）
3連複票数 計 860385 的中 ��� 5577（37番人気）
3連単票数 計1096922 的中 ��� 2012（126番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．4―47．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カクテルドレス �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．6．18 阪神6着

2015．5．14生 牝3芦 母 ビックセイラー 母母 フライバイペガサス 9戦1勝 賞金 12，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウデナリ号・アイファーパレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

7月24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） 2頭 シュバルツブリッツ号・ブルベアサンショウ号
（非抽選馬） 1頭 カシャーサ号

第３回 阪神競馬 第８日



16087 6月24日 晴 重 （30阪神3）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

510 ディキディキ 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 528＋ 41：52．8 3．0�
59 ワークアンドワーク 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新冠 タニグチ牧場 468－ 21：53．86 6．4�
611 フィールドドウサン 牡3黒鹿56 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 526＋ 41：54．86 9．5�
23 デュアルウィールド 牝3栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 488± 01：55．01� 21．7�
24 サウンズグレイト �3黒鹿56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 462－ 6 〃 クビ 53．8	
714 ゴールドパドル 牡3鹿 56 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 490± 01：55．1クビ 113．7

11 ミヤジフランガン 牡3青鹿56 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 嶋田牧場 462＋ 21：55．52� 7．5�
612 カーヴェドロワ 牡3黒鹿56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 青森 諏訪牧場 B484± 01：55．71 46．9�
35 ローレルティーダ 牡3鹿 56 �島 良太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 454＋121：55．91 216．9
815 ヤマニンフレッチェ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 496＋10 〃 クビ 271．1�
816 ザクライングマシン 牡3栗 56 C．ルメール 伊藤 信之氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484－ 21：56．11 2．8�
12 テイエムダイアラシ 牡3青鹿 56

54 △富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 452－ 61：56．2� 20．1�
47 ア イ ム ワ ン 牡3鹿 56 国分 優作 �ローレルレーシング 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 470＋ 61：56．52 183．0�
36 コンファーメント 牡3鹿 56 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 532＋241：57．24 69．7�
713 マ サ ト 牡3青 56 松若 風馬大倉 佑介氏 藤沢 則雄 新ひだか 酒井 秀紀 418－141：57．41	 172．0�
48 ヒロノダイフク 牡3黒鹿56 柴田 未崎サンエイ開発� 梅田 智之 新ひだか 谷岡牧場 454－ 41：58．99 310．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，973，000円 複勝： 44，704，400円 枠連： 17，895，600円
馬連： 61，292，500円 馬単： 31，989，900円 ワイド： 41，437，200円
3連複： 86，226，200円 3連単： 120，592，600円 計： 437，111，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 170円 � 250円 枠 連（5－5） 990円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 330円 �� 500円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 5，850円

票 数

単勝票数 計 329730 的中 � 85831（2番人気）
複勝票数 計 447044 的中 � 103235（2番人気）� 64941（3番人気）� 36882（5番人気）
枠連票数 計 178956 的中 （5－5） 13977（5番人気）
馬連票数 計 612925 的中 �� 65854（2番人気）
馬単票数 計 319899 的中 �� 21517（3番人気）
ワイド票数 計 414372 的中 �� 35049（2番人気）�� 20972（5番人気）�� 13327（10番人気）
3連複票数 計 862262 的中 ��� 38886（5番人気）
3連単票数 計1205926 的中 ��� 14940（12番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―13．5―12．7―12．6―12．9―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―36．8―49．5―1：02．1―1：15．0―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディキディキ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．3．10 阪神3着

2015．4．8生 牡3鹿 母 シェリルピンク 母母 ハッピーペインター 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノダイフク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月24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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ダイチョウセブン号・ヘイデイ号

16088 6月24日 晴 稍重 （30阪神3）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：31．9
1：30．7

良
良

23 ミエノウインウイン 牡3黒鹿56 福永 祐一里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472± 01：35．6 5．5�

59 タガノライジン 牡3鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456± 01：35．91� 58．9�

612 マイネルルティレ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 41：36．22 22．1�

611 ガナドゥール 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518＋ 21：36．41 6．7�
36 サウンドガバーナ 牡3鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 杉山 晴紀 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 504＋181：36．61� 95．9	
818 ベルダニューブ 牝3栗 54 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 454－12 〃 ハナ 46．9

11 ペプチドバンブー 牡3黒鹿56 C．ルメール 沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B482－ 21：36．7クビ 1．9�
48 ソ リ ロ キ ー 牡3黒鹿56 	島 克駿ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－ 61：37．23 46．2�
816 ハギノアグレッシブ 牡3栗 56 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B472± 0 〃 クビ 11．4
817 カフジフロンティア 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510± 01：37．3
 68．6�
35 ヤマニンルリエ 牝3鹿 54 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 458－14 〃 アタマ 29．4�
510� レ リ カ リ オ 牝3栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 Brushwood

Stable 468＋181：37．4クビ 174．4�
24 � フロリダロス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

492＋ 81：37．72 8．8�
714 シャイニインパクト 牝3黒鹿54 池添 謙一藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 432＋ 81：37．8
 96．4�
12 クイーンステッラ 牝3黒鹿 54

52 △川又 賢治ライオンレースホース� 飯田 雄三 新ひだか 片岡 博 462－ 21：38．33 329．0�
715 レッドレネット 牝3栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 462－181：38．4クビ 123．4�
47 メ メ ン ト 牡3栗 56

54 △富田 暁ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436＋ 61：39．03
 52．8�

713 ヤマニンマデュロー 牝3黒鹿 54
51 ▲服部 寿希土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 438－ 41：39．21
 401．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，417，300円 複勝： 55，747，300円 枠連： 20，405，000円
馬連： 65，022，200円 馬単： 34，694，200円 ワイド： 49，786，600円
3連複： 91，823，600円 3連単： 130，971，100円 計： 486，867，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 250円 � 1，140円 � 570円 枠 連（2－5） 8，350円

馬 連 �� 15，890円 馬 単 �� 27，470円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 1，910円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 75，340円 3 連 単 ��� 412，840円

票 数

単勝票数 計 384173 的中 � 55170（2番人気）
複勝票数 計 557473 的中 � 67415（2番人気）� 11368（8番人気）� 24559（6番人気）
枠連票数 計 204050 的中 （2－5） 1892（21番人気）
馬連票数 計 650222 的中 �� 3171（33番人気）
馬単票数 計 346942 的中 �� 947（56番人気）
ワイド票数 計 497866 的中 �� 3771（26番人気）�� 6797（19番人気）�� 2850（35番人気）
3連複票数 計 918236 的中 ��� 914（148番人気）
3連単票数 計1309711 的中 ��� 230（773番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．3―12．3―11．8―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．5―47．8―1：00．1―1：11．9―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．5
3 7（9，18）（6，16）（8，11）（5，10）12，3（4，15）（14，17）13（2，1） 4 ・（7，9，18）（6，16）8（11，12）5（10，17）（3，15）（14，1）4，13，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミエノウインウイン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．3．3 阪神4着

2015．2．25生 牡3黒鹿 母 クイーンアイリス 母母 セニョラージェ 5戦1勝 賞金 9，950，000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 マキナガラージュ号



16089 6月24日 晴 稍重 （30阪神3）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時25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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

66 ブレイキングドーン 牡2黒鹿54 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 470 ―1：50．5 50．6�
11 アドマイヤジャスタ 牡2鹿 54 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508 ―1：51．03 3．4�
810 ロードゼウス 牡2青鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 446 ―1：51．21� 4．1�
33 ホウオウライジン 牡2栗 54 M．デムーロ小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454 ―1：51．94 2．5�
89 マイネルフラップ 牡2黒鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 464 ―1：52．22 40．6�
77 サンサルドス 牡2鹿 54 戸崎 圭太 	シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 522 ―1：52．3� 9．3

55 モ サ 牡2鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464 ― 〃 ハナ 50．8�
44 ウインフルスター 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：54．6大差 31．4�
22 アイランドルビー 牝2青鹿54 岩崎 翼大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか 野坂牧場 480 ―1：58．2大差 192．3
78 メイショウソウライ 牡2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 日高 佐々木 康治 494 ― （競走中止） 20．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，635，600円 複勝： 40，226，800円 枠連： 10，660，200円
馬連： 58，414，600円 馬単： 36，888，900円 ワイド： 38，077，200円
3連複： 76，008，100円 3連単： 141，293，000円 計： 456，204，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，060円 複 勝 � 640円 � 140円 � 150円 枠 連（1－6） 6，460円

馬 連 �� 6，760円 馬 単 �� 18，690円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 1，770円 �� 270円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 76，900円

票 数

単勝票数 計 546356 的中 � 9155（8番人気）
複勝票数 計 402268 的中 � 10477（8番人気）� 89939（2番人気）� 79266（3番人気）
枠連票数 計 106602 的中 （1－6） 1277（16番人気）
馬連票数 計 584146 的中 �� 6689（19番人気）
馬単票数 計 368889 的中 �� 1480（40番人気）
ワイド票数 計 380772 的中 �� 4491（20番人気）�� 4979（18番人気）�� 43911（3番人気）
3連複票数 計 760081 的中 ��� 8795（21番人気）
3連単票数 計1412930 的中 ��� 1332（174番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―12．3―12．6―12．9―12．6―11．5―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．7―38．0―50．6―1：03．5―1：16．1―1：27．6―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 5，6（4，10）（1，7）（2，3）9 4 ・（5，6）10（4，1，7）3（2，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブレイキングドーン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2016．4．23生 牡2黒鹿 母 アグネスサクラ 母母 アグネスパサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイネルフラップ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 メイショウソウライ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウソウライ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイランドルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月24日まで平地

競走に出走できない。

16090 6月24日 晴 重 （30阪神3）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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 チュウワウィザード 牡3青鹿54 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482＋141：52．0 4．9�
35 グ ア ン 牝3栗 52 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 454－ 41：52．63� 13．4�
24 クリノフウジン 牡4栗 57 藤岡 康太栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 496＋ 41：52．81 49．8�
815 アロマティカス 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B458－ 21：53．01 258．3�
510 ニホンピロタイド 牡3青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 492± 0 〃 ハナ 6．0�
611 スズカフューラー 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 430－ 2 〃 クビ 10．8	
47 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡4栗 57

55 △川又 賢治ライオンレースホース� 石橋 守 浦河 浦河日成牧場 498－101：53．21 179．4

11 タイセイブルグ 牡5芦 57 C．ルメール 田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B476－ 61：53．41� 8．0�
12 グランセノーテ 牡5栗 57 石橋 脩安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 536＋ 2 〃 クビ 21．5�
36 メイショウマトイ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 476－ 21：53．5� 22．4
714 イイコトバカリ 牝4鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470－ 61：53．71 59．5�
816� メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：53．91� 14．2�
59 ウェルカムゴールド 牡3栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 512－ 61：54．64 5．4�
612� モンドバーグ 牡4鹿 57

55 △富田 暁 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－141：54．91	 204．9�

23 ロイヤルバローズ 牡3鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 446－121：55．1	 5．1�
48 クーファエラン 牝3鹿 52 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 446－ 21：59．1大差 251．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，755，600円 複勝： 59，289，500円 枠連： 18，610，200円
馬連： 85，612，600円 馬単： 36，576，300円 ワイド： 56，826，200円
3連複： 120，075，100円 3連単： 136，327，000円 計： 553，072，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 420円 � 1，080円 枠 連（3－7） 2，410円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 3，060円 �� 9，520円

3 連 複 ��� 75，360円 3 連 単 ��� 266，400円

票 数

単勝票数 計 397556 的中 � 63649（1番人気）
複勝票数 計 592895 的中 � 98848（2番人気）� 34715（7番人気）� 11929（11番人気）
枠連票数 計 186102 的中 （3－7） 5979（13番人気）
馬連票数 計 856126 的中 �� 13327（21番人気）
馬単票数 計 365763 的中 �� 3066（38番人気）
ワイド票数 計 568262 的中 �� 7023（29番人気）�� 4799（41番人気）�� 1518（63番人気）
3連複票数 計1200751 的中 ��� 1195（168番人気）
3連単票数 計1363270 的中 ��� 371（786番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―13．1―12．6―12．0―12．7―12．7―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．8―49．4―1：01．4―1：14．1―1：26．8―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チュウワウィザード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 デュランダル デビュー 2018．2．17 京都1着

2015．4．19生 牡3青鹿 母 チュウワブロッサム 母母 オータムブリーズ 3戦2勝 賞金 15，300，000円
〔発走状況〕 イイコトバカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 クーファエラン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



16091 6月24日 晴 稍重 （30阪神3）第8日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳53�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
2：10．1
2：09．9

良
良

44 アドマイヤアゼリ 牡4鹿 57 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444－ 82：14．2 4．1�
810 リュヌルージュ 牝3鹿 51 戸崎 圭太窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 450＋ 2 〃 クビ 2．6�
55 シエラネバダ 牡3芦 53 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498－ 62：14．51� 12．5�
22 � ミスズメサイア 牝6鹿 55

53 △森 裕太朗永井 啓弍氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 440＋ 22：14．92� 54．4�
89 ジャーミネイト 牡4鹿 57 石橋 脩 �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 464＋ 22：15．0クビ 5．9	
78 ニッポンテイオー 牡3鹿 53 和田 竜二新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 464＋ 6 〃 アタマ 7．0

77 ナリタゴールド 	6鹿 57

55 △富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 430＋ 82：15．1� 20．9�
11 ハイドロフォイル 牡5鹿 57

55 △川又 賢治 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B500± 0 〃 クビ 6．9�
66 レインボーナンバー 牡3黒鹿53 
島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 456± 02：16．16 72．2
33 カンポデフィオーリ 牝4黒鹿55 岩田 康誠吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B452＋202：16．84 42．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，067，000円 複勝： 43，671，300円 枠連： 13，798，100円
馬連： 69，405，000円 馬単： 34，010，300円 ワイド： 42，576，600円
3連複： 82，374，000円 3連単： 138，567，800円 計： 460，470，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 270円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 240円 �� 700円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，200円

票 数

単勝票数 計 360670 的中 � 69361（2番人気）
複勝票数 計 436713 的中 � 82448（2番人気）� 106578（1番人気）� 30207（6番人気）
枠連票数 計 137981 的中 （4－8） 29157（1番人気）
馬連票数 計 694050 的中 �� 91245（1番人気）
馬単票数 計 340103 的中 �� 20360（3番人気）
ワイド票数 計 425766 的中 �� 52844（1番人気）�� 14271（12番人気）�� 14751（9番人気）
3連複票数 計 823740 的中 ��� 32288（7番人気）
3連単票数 計1385678 的中 ��� 13937（19番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．2―12．8―12．5―12．4―12．7―12．0―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．6―34．8―47．6―1：00．1―1：12．5―1：25．2―1：37．2―1：49．4―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤアゼリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2016．12．24 阪神2着

2014．3．18生 牡4鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 9戦2勝 賞金 21，650，000円

16092 6月24日 晴 稍重 （30阪神3）第8日 第8競走 ��
��1，800�

い ず し

出 石 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

33 モーヴサファイア 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 512－ 41：48．0 2．6�
22 ミスディレクション �4黒鹿57 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 2 〃 アタマ 5．9�
44 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 川田 将雅�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B496－121：48．31	 8．5�
55 シャドウブリランテ 牡4鹿 57 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 490＋ 61：48．4	 2．4�
77 ドラゴンマジック �6栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：48．5クビ 28．5�
11 マテラアリオン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 482＋ 41：49．13
 19．4	
810 サンライズクロンヌ 牡5栗 57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 478± 01：49．31� 46．2

66 タガノタイト 牡3鹿 54 �島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 61：49．51� 28．9�
89 セカンドエフォート 牡5青鹿57 松山 弘平 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 492－121：50．56 92．3
78 キャノンストーム 牡5黒鹿57 �島 克駿前田 幸治氏 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502± 0 〃 ハナ 57．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，985，900円 複勝： 59，619，300円 枠連： 16，290，300円
馬連： 78，004，300円 馬単： 46，481，600円 ワイド： 43，508，500円
3連複： 99，054，800円 3連単： 206，808，200円 計： 591，752，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 250円 � 240円 枠 連（2－3） 850円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 380円 �� 370円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 419859 的中 � 129129（2番人気）
複勝票数 計 596193 的中 � 162927（2番人気）� 49765（4番人気）� 53960（3番人気）
枠連票数 計 162903 的中 （2－3） 14710（3番人気）
馬連票数 計 780043 的中 �� 66981（3番人気）
馬単票数 計 464816 的中 �� 22414（5番人気）
ワイド票数 計 435085 的中 �� 30508（5番人気）�� 31357（4番人気）�� 15649（7番人気）
3連複票数 計 990548 的中 ��� 39514（5番人気）
3連単票数 計2068082 的中 ��� 21681（22番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．7―12．0―12．3―12．1―11．2―11．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．0―48．0―1：00．3―1：12．4―1：23．6―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モーヴサファイア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2016．7．3 中京1着

2014．2．5生 牝4鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 9戦3勝 賞金 40，186，000円
〔発走状況〕 マテラアリオン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 マテラアリオン号は，発走調教再審査。



16093 6月24日 晴 稍重 （30阪神3）第8日 第9競走 ��
��1，200�

か い け

皆 生 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．6．24以降30．6．17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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

813 ブライティアレディ 牝5青鹿52 岩崎 翼小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 424＋101：09．4 21．8�
58 イエローマリンバ 牝3青鹿51 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 436＋ 2 〃 アタマ 4．3�
22 ト ン ボ イ 牝3栗 51 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 428＋ 2 〃 クビ 8．1�
33 エイシンデネブ 牝3鹿 51 戸崎 圭太�栄進堂 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 434－ 81：09．5� 5．5�
45 アドマイヤデライト 牡5黒鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 528＋ 41：09．6� 19．3�
711 クラウンアゲン 牝5青鹿52 川又 賢治浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 440－ 41：09．7クビ 115．5	
814� シゲルノマオイ 牡6栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 武 英智 浦河 中村 雅明 486－ 4 〃 ハナ 19．9

46 メイショウカリン 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 486± 0 〃 クビ 3．3�
57 トシストロング 牡7鹿 56 秋山真一郎上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 476± 0 〃 ハナ 12．0�
11 ロ ッ ク オ ン 牡5栗 54 藤岡 康太石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460＋ 81：09．8クビ 54．3
34 オ フ ク ヒ メ 牝5黒鹿52 幸 英明山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 458＋ 41：10．01	 66．1�
712 キタサンコンサート 牡6芦 54 横山 和生�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B496＋ 2 〃 アタマ 84．7�
610 ペ ス カ ネ ラ 牝4黒鹿54 石橋 脩山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 446± 01：10．1� 9．8�
69 サトノフラム 牡6黒鹿55 
島 克駿 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 日高 下河辺牧場 476－ 2 〃 ハナ 32．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，413，300円 複勝： 67，378，900円 枠連： 27，214，200円
馬連： 122，961，800円 馬単： 51，233，100円 ワイド： 71，365，700円
3連複： 161，038，200円 3連単： 198，930，900円 計： 749，536，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 400円 � 190円 � 280円 枠 連（5－8） 1，390円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 13，320円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 2，410円 �� 660円

3 連 複 ��� 12，480円 3 連 単 ��� 105，960円

票 数

単勝票数 計 494133 的中 � 18054（9番人気）
複勝票数 計 673789 的中 � 37805（7番人気）� 109142（2番人気）� 60882（4番人気）
枠連票数 計 272142 的中 （5－8） 15082（7番人気）
馬連票数 計1229618 的中 �� 17317（21番人気）
馬単票数 計 512331 的中 �� 2884（47番人気）
ワイド票数 計 713657 的中 �� 10282（20番人気）�� 7376（28番人気）�� 29248（5番人気）
3連複票数 計1610382 的中 ��� 9675（41番人気）
3連単票数 計1989309 的中 ��� 1361（346番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．3―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアレディ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダイタクリーヴァ デビュー 2016．1．10 京都13着

2013．4．16生 牝5青鹿 母 ブライティアパルス 母母 ストームサンデー 19戦3勝 賞金 35，358，000円
〔発走状況〕 オフクヒメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ブライティアレディ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オフクヒメ号は，平成30年6月25日から平成30年7月15日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。

16094 6月24日 晴 重 （30阪神3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

はな

花のみちステークス
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

23 � マテラスカイ 牡4栗 57 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch
Bages LTD 516 1：10．7 2．4�

35 ヴェンジェンス 牡5栗 57 福永 祐一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 484± 01：11．33	 6．5�
36 � ジープルメリア 牝5黒鹿55 幸 英明 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

460＋ 8 〃 クビ 11．2�
816 ディープミタカ 牡7栗 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：11．4クビ 158．7�
815� ゼンノサーベイヤー 牡5栗 57 C．ルメール 大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 506－ 21：11．5
 5．8�
12 クリノリーソクツモ 牝6鹿 55 小牧 太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 448＋ 21：11．71� 66．4	
611� ノボリクリーン 牡6青鹿57 岩田 康誠原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 478－ 2 〃 アタマ 139．6

24 ダノンアイリス 牝5青鹿55 浜中 俊�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 29．8�
714 タガノヴィッター 牡5鹿 57 M．デムーロ八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 41：11．8	 3．8�
713� エルフィンコーブ 牝5鹿 55 川又 賢治吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

B530＋14 〃 ハナ 90．0
47 ライドオンウインド 牡6栗 57 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 500＋ 2 〃 アタマ 154．3�
59 シルバードリーム 牝5栃栗55 島 克駿南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478± 01：12．11
 27．2�
612� キセキノケイフ 牡5鹿 57 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 B480＋12 〃 アタマ 151．7�
11 コパノリスボン 牡5栗 57 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 504－ 41：12．2クビ 39．1�
510 コ ン テ ナ 牡6鹿 57 和田 竜二住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 602－ 8 〃 アタマ 55．4�
48 ヒカリマサムネ 牡8栗 57 太宰 啓介�ヒカリクラブ 池上 昌和 日高 中川牧場 464＋ 21：12．62	 214．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，583，600円 複勝： 73，713，800円 枠連： 38，727，500円
馬連： 173，168，500円 馬単： 77，923，500円 ワイド： 87，693，600円
3連複： 222，936，600円 3連単： 322，236，600円 計： 1，065，983，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 190円 � 220円 枠 連（2－3） 570円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 530円 �� 540円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 10，640円

票 数

単勝票数 計 695836 的中 � 225984（1番人気）
複勝票数 計 737138 的中 � 167191（1番人気）� 91926（3番人気）� 76064（5番人気）
枠連票数 計 387275 的中 （2－3） 52491（2番人気）
馬連票数 計1731685 的中 �� 107692（5番人気）
馬単票数 計 779235 的中 �� 29717（6番人気）
ワイド票数 計 876936 的中 �� 43381（6番人気）�� 42561（7番人気）�� 20980（9番人気）
3連複票数 計2229366 的中 ��� 52874（9番人気）
3連単票数 計3222366 的中 ��� 21950（30番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マテラスカイ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Rahy デビュー 2016．9．24 阪神2着

2014．3．18生 牡4栗 母 Mostaqeleh 母母 Istiqlal 17戦5勝 賞金 77，300，000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。
〔制裁〕 ジープルメリア号の騎手幸英明は，前検量について注意義務を怠り過怠金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 ワイドリーザワン号

２レース目



16095 6月24日 晴 稍重 （30阪神3）第8日 第11競走 ��
��2，200�第59回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上58�，牝馬2�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，360，000円 960，000円 480，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：10．1
2：09．9
2：10．1

良
良
良

24 ミッキーロケット 牡5鹿 58 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 42：11．6 13．1�
713� ワ ー ザ ー 	7鹿 58 H．ボウマン J．チェン氏 J．ムーア 新 C D Allison,C V &

J A Barnao et al 446－27 〃 クビ 14．9�
（Werther（NZ）） （香港） （豪）

12 ノーブルマーズ 牡5栗 58 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 490± 02：12．13 40．0�
510 ヴ ィ ブ ロ ス 牝5青 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440 〃 クビ 6．5�
48 ダンビュライト 牡4黒鹿58 武 豊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋122：12．31
 10．3�
23 サトノダイヤモンド 牡5鹿 58 C．ルメール 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508± 02：12．4� 3．9

11 ステファノス 牡7鹿 58 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 39．5�
816 キ セ キ 牡4黒鹿58 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 494－ 22：12．5クビ 5．7�
47 パフォーマプロミス 牡6栗 58 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448－ 42：12．6� 8．5
714 スマートレイアー 牝8芦 56 松山 弘平大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 468－ 2 〃 アタマ 55．9�
35  ストロングタイタン 牡5鹿 58 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 522＋ 22：12．81 14．5�
59 サトノクラウン 牡6黒鹿58 石橋 脩 	サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482 〃 クビ 11．9�
36 ア ル バ ー ト 牡7栗 58 藤岡 康太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：13．43� 138．2�
815 ゼーヴィント 牡5鹿 58 池添 謙一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 22：14．67 14．6�
612 タツゴウゲキ 牡6鹿 58 秋山真一郎鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 492＋ 2 〃 クビ 166．0�
611 サイモンラムセス 牡8鹿 58 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B454＋ 42：15．87 69．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 860，261，900円 複勝： 919，536，400円 枠連： 694，667，500円 馬連： 2，995，479，600円 馬単： 1，053，919，000円
ワイド： 1，231，876，400円 3連複： 4，565，655，400円 3連単： 6，897，891，500円 5重勝： 651，117，600円 計： 19，870，405，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 390円 � 550円 � 790円 枠 連（2－7） 2，110円

馬 連 �� 9，200円 馬 単 �� 19，630円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 3，540円 �� 7，160円

3 連 複 ��� 93，450円 3 連 単 ��� 492，560円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／函館11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 1，156，800円

票 数

単勝票数 計8602619 的中 � 524414（7番人気）
複勝票数 計9195364 的中 � 651885（6番人気）� 436754（10番人気）� 290029（11番人気）
枠連票数 計6946675 的中 （2－7） 254677（7番人気）
馬連票数 計29954796 的中 �� 252261（44番人気）
馬単票数 計10539190 的中 �� 40247（87番人気）
ワイド票数 計12318764 的中 �� 92395（46番人気）�� 90031（47番人気）�� 44061（69番人気）
3連複票数 計45656554 的中 ��� 36640（238番人気）
3連単票数 計68978915 的中 ��� 10153（1272番人気）
5重勝票数 計6511176 的中 ����� 394

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．7―12．3―12．0―11．8―12．1―12．2―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．0―34．4―47．1―59．4―1：11．4―1：23．2―1：35．3―1：47．5―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーロケット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．12．12 阪神2着

2013．3．3生 牡5鹿 母 マネーキャントバイミーラヴ 母母 Sabreon 22戦5勝 賞金 362，478，000円
〔制裁〕 ステファノス号の騎手岩田康誠は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番）
※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。

16096 6月24日 晴 重 （30阪神3）第8日 第12競走 ��
��1，800�リ ボ ン 賞

発走16時30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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B452± 01：52．4 10．8�
23 ダイワインパルス 牡6鹿 57 M．デムーロ大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 474－ 61：52．61 9．6�
610 ナムラヘラクレス 牡4鹿 57 松山 弘平奈村 信重氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 484－ 2 〃 クビ 11．2�
713� タ イ マ ツ リ 牡7黒鹿57 森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：52．91	 54．4�
46 カフジキング 牡5鹿 57 岩田 康誠加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 5．4�
59 シ ロ ニ イ 牡4白 57 H．ボウマン 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 クビ 3．4	
（豪）

22 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 54 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 526＋ 61：53．21	 3．4

58 ウォーターイーグル 牡6黒鹿57 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 524－ 41：53．52 34．1�
712 エイシンナセル 牡6鹿 57 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 486＋ 21：53．92
 102．0�
815 テイエムテツジン 牡6栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 450＋ 41：54．21	 21．3
34 ボンナヴァン 牡5鹿 57 秋山真一郎吉田 晴哉氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 536－ 2 〃 ハナ 79．7�
611 ティープラズマ 牝5黒鹿55 �島 克駿深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 61：54．3	 190．2�
814� カ バ ト ッ ト 牡5栗 57 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 492＋101：54．4クビ 257．4�
35 リリカルホワイト 牝5芦 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534－ 41：54．82
 17．6�
11 キングカヌヌ 牡6芦 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 508＋101：54．9	 55．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 123，681，000円 複勝： 135，944，900円 枠連： 68，376，300円
馬連： 270，806，700円 馬単： 115，847，800円 ワイド： 160，208，700円
3連複： 360，522，200円 3連単： 547，950，400円 計： 1，783，338，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 350円 � 360円 � 350円 枠 連（2－4） 450円

馬 連 �� 5，630円 馬 単 �� 12，560円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，360円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 23，730円 3 連 単 ��� 152，260円

票 数

単勝票数 計1236810 的中 � 91025（5番人気）
複勝票数 計1359449 的中 � 101849（4番人気）� 97744（6番人気）� 101831（5番人気）
枠連票数 計 683763 的中 （2－4） 115669（1番人気）
馬連票数 計2708067 的中 �� 37250（17番人気）
馬単票数 計1158478 的中 �� 6916（41番人気）
ワイド票数 計1602087 的中 �� 23062（19番人気）�� 17399（23番人気）�� 18450（22番人気）
3連複票数 計3605222 的中 ��� 11392（66番人気）
3連単票数 計5479504 的中 ��� 2609（410番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―13．2―12．5―12．6―12．7―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．0―49．5―1：02．1―1：14．8―1：27．4―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンカップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Almutawakel デビュー 2016．1．9 京都1着

2013．3．8生 牡5鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 14戦3勝 賞金 36，036，000円
※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。

５レース目



（30阪神3）第8日 6月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 173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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

477，870，000円
1，300，000円
17，260，000円
6，570，000円
59，740，000円
12，000，000円
70，906，000円
5，090，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
1，412，022，300円
1，600，851，200円
959，638，900円
4，102，985，600円
1，578，439，700円
1，916，354，700円
6，046，101，000円
9，057，885，100円
651，117，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 27，325，396，100円

総入場人員 65，800名 （有料入場人員 63，678名）



平成30年度 第3回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，351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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，935，880，000円
33，390，000円
126，600，000円
15，570，000円
223，760，000円
12，000，000円
549，414，500円
38，604，400円
12，969，600円

勝馬投票券売得金
5，012，121，400円
7，166，132，900円
2，827，637，900円
12，458，014，300円
5，550，348，100円
6，853，363，300円
17，650，650，300円
26，599，071，800円
651，117，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 84，768，457，600円

総入場延人員 175，799名 （有料入場延人員 165，812名）
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