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16025 6月8日 曇 不良 （1阪神3） 第3日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；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
1：20．3

不良
不良

612 サルトアトランテ 牝3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 41：24．3 2．3�

713 ルミエールソレイユ 牝3栗 54 和田 竜二岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 6 〃 クビ 28．0�
23 ナムラマッチェリ 牝3栗 54 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 458＋ 41：25．25 5．4�
35 リンクスリン 牝3栗 54 藤岡 佑介目谷 一幸氏 高柳 大輔 浦河 高松牧場 460－ 21：25．83� 20．8�
714 オーマイラヴ 牝3黒鹿54 吉田 隼人薪浦 亨氏 角田 晃一 浦河 市川牧場 442＋ 61：25．9� 23．7�
36 ディーズファンシー 牝3栗 54

52 △西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 398± 01：26．0� 41．3	
510 サダムラポール 牝3鹿 54 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 488＋ 81：26．1� 83．7

48 ウイングアンナ 牝3鹿 54 国分 恭介塚本 法生氏 牧田 和弥 浦河 杵臼斉藤牧場 428－ 6 〃 アタマ 90．9�
59 ラ イ ワ ル ツ 牝3鹿 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 462＋ 21：26．3� 3．3�
611 メグスタサンライズ 牝3栗 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 450＋ 4 〃 クビ 22．6
47 キタサンアメジスト 牝3黒鹿54 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 日高 広中 稔 498＋261：27．15 14．1�
12 アルムポノポノ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436＋ 6 〃 アタマ 161．6�

24 サイモンシャルール 牝3青鹿54 小牧 太澤田 昭紀氏 笹田 和秀 浦河 秋場牧場 434－ 61：27．73� 100．0�
815 タガノガッキー 牝3鹿 54 荻野 琢真八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456＋ 21：28．23 207．2�
11 ラディアントパレス 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 426＋101：29．47 46．2�
816 ロイヤルシュライン 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新ロイヤルパーク 宮 徹 日高 門別牧場 454＋ 21：29．71� 97．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，028，700円 複勝： 38，598，200円 枠連： 11，559，500円
馬連： 51，022，000円 馬単： 28，286，100円 ワイド： 39，324，100円
3連複： 80，763，400円 3連単： 100，724，400円 計： 373，306，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 550円 � 160円 枠 連（6－7） 1，170円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 990円 �� 330円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 20，730円

票 数

単勝票数 計 230287 的中 � 79806（1番人気）
複勝票数 計 385982 的中 � 134329（1番人気）� 10393（8番人気）� 56178（3番人気）
枠連票数 計 115595 的中 （6－7） 7651（4番人気）
馬連票数 計 510220 的中 �� 14591（9番人気）
馬単票数 計 282861 的中 �� 5626（11番人気）
ワイド票数 計 393241 的中 �� 9656（9番人気）�� 34907（2番人気）�� 5053（20番人気）
3連複票数 計 807634 的中 ��� 13014（13番人気）
3連単票数 計1007244 的中 ��� 3521（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．6―58．9―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サルトアトランテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．8．19 新潟3着

2016．1．23生 牝3鹿 母 サダムグランジュテ 母母 シーズライクリオ 7戦1勝 賞金 10，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラディアントパレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月8日まで平地

競走に出走できない。
ロイヤルシュライン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月8日まで平地
競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 サイモンシャルール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月8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） 1頭 メイショウイヤサカ号
（非抽選馬） 2頭 ゴールデンラン号・マティス号

16026 6月8日 曇 不良 （1阪神3） 第3日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

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

713 メイショウアマギ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 21：11．8 11．2�
815 ショウナンマンカイ 牝3栗 54 和田 竜二国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 488± 0 〃 クビ 2．7�
814 デンコウブレイブ 牡3黒鹿56 国分 優作田中 康弘氏 坂口 智康 新ひだか 田原橋本牧場 460－ 21：12．01 20．3�
34 クリノビッグサージ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 498＋ 21：12．1� 20．1�
611 トウケイストーム 牝3栗 54 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新冠 村上牧場 440± 01：12．2� 60．9�
35 ボンセグレート 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：12．4� 6．6	
610 スマッシングハーツ 牡3鹿 56 酒井 学
ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋10 〃 ハナ 7．4�
22 ジェミニキング �3鹿 56

55 ☆加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 460＋ 81：12．5� 164．7�
59 カシノアペックス 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成柏木 務氏 谷 潔 浦河 富塚ファーム 478－ 61：12．81� 461．3
712 オーミシンゲン 牡3青鹿56 長岡 禎仁岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 様似 山本 和彦 434＋ 61：13．01 34．0�
47 デスティニープラン 牡3栗 56

54 △西村 淳也三宅 勝俊氏 杉山 晴紀 浦河 カナイシスタッド B466＋ 41：13．21� 7．2�
23 サンライズグラン 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 524－101：13．73 58．3�
58 サウンドサムデイ 牝3栗 54 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 466＋ 81：13．91 115．1�
46 ヤマイチエルサ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 410＋ 81：14．0� 301．3�
11 スクエアテーブル 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 新ひだか 静内白井牧場 480－181：15．9大差 5．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，215，300円 複勝： 49，501，100円 枠連： 14，184，400円
馬連： 57，762，600円 馬単： 31，094，600円 ワイド： 43，301，300円
3連複： 83，096，200円 3連単： 96，935，300円 計： 406，090，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 240円 � 130円 � 470円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，790円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 22，720円

票 数

単勝票数 計 302153 的中 � 21546（6番人気）
複勝票数 計 495011 的中 � 46629（5番人気）� 138997（1番人気）� 19607（7番人気）
枠連票数 計 141844 的中 （7－8） 15522（2番人気）
馬連票数 計 577626 的中 �� 41918（3番人気）
馬単票数 計 310946 的中 �� 8589（9番人気）
ワイド票数 計 433013 的中 �� 30236（2番人気）�� 5731（24番人気）�� 15986（7番人気）
3連複票数 計 830962 的中 ��� 15973（14番人気）
3連単票数 計 969353 的中 ��� 3092（80番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．3―12．1―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（4，7）14－15（5，1，11）（2，13）（6，9）10（3，8）12 4 ・（4，7，14）15（5，11）1（2，13）（10，9）6，8（3，12）

勝馬の
紹 介

メイショウアマギ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．17 阪神10着

2016．2．7生 牡3鹿 母 カネトシガーネット 母母 マルガリータ 5戦1勝 賞金 7，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 スクエアテーブル号の騎手水口優也は，3コーナー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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スクエアテーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月8日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 メイショウカササギ号（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウドウダン号
（非抽選馬） 1頭 ピエナキャプテン号

第３回 阪神競馬 第３日



16027 6月8日 曇 不良 （1阪神3） 第3日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

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 ローゼンリッター 牡3栗 56
55 ☆坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 526－ 41：52．2 3．7�

24 アイファーキングズ 牡3黒鹿56 浜中 俊中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 490＋14 〃 クビ 2．2�
510 クリノオオクニヌシ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 470＋ 61：53．05 7．9�
12 サ ブ ゼ ロ 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504－ 21：53．1� 15．4�
35 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 国分 恭介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 456－ 41：53．31� 30．7�
11 ショウナンアリババ 牡3栗 56 藤岡 康太国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 464－ 21：53．4クビ 35．4	
23 ロッカーモーション 牝3鹿 54 �島 克駿 
サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464± 01：53．82� 105．0�
36 オトメザミッキー 牝3青鹿54 �島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 新冠 佐藤牧場 416± 01：54．01� 123．5�
48 グッドヴィジョン 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 IHR 佐々木晶三 新ひだか 仲野牧場 508± 01：54．1クビ 9．3
815 ビービーオネスト 牡3黒鹿56 岩田 康誠
坂東牧場 加用 正 日高 新井 昭二 516－ 21：54．31� 10．9�
611 タマモキラメキ 牝3栗 54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440＋ 81：54．51� 25．5�
816 ナリノパートナー �3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 446± 01：55．03 257．6�
612 ユーバーファル 牡3芦 56 太宰 啓介畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 506± 01：55．1	 143．0�
59 エーティードセイ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁荒木 徹氏 武 英智 日高 タバタファーム 442－ 21：55．2� 230．6�
47 サダムシオイノモリ 牡3鹿 56 吉田 隼人大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 504＋ 61：55．51� 75．2�
714 マッケンユウ �3鹿 56 荻野 極北側 雅勝氏 池添 兼雄 日高 目黒牧場 446－ 21：59．3大差 305．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，051，500円 複勝： 48，205，100円 枠連： 13，159，400円
馬連： 57，456，900円 馬単： 30，314，300円 ワイド： 43，114，600円
3連複： 83，499，400円 3連単： 107，955，900円 計： 414，757，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（2－7） 350円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 180円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 4，150円

票 数

単勝票数 計 310515 的中 � 67069（2番人気）
複勝票数 計 482051 的中 � 100369（2番人気）� 158496（1番人気）� 54175（3番人気）
枠連票数 計 131594 的中 （2－7） 28671（1番人気）
馬連票数 計 574569 的中 �� 110282（1番人気）
馬単票数 計 303143 的中 �� 23054（2番人気）
ワイド票数 計 431146 的中 �� 73020（1番人気）�� 26798（3番人気）�� 30013（2番人気）
3連複票数 計 834994 的中 ��� 75275（1番人気）
3連単票数 計1079559 的中 ��� 18830（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．9―12．3―12．5―12．3―12．7―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．7―49．0―1：01．5―1：13．8―1：26．5―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローゼンリッター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lyphard デビュー 2019．2．24 阪神7着

2016．4．5生 牡3栗 母 キ ー ブ ギ ー 母母 Key Dancer 6戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マッケンユウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月8日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 マッケンユウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月8日まで平地競走に出走できな

い。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 イマジンラヴ号・ショウナンパルコ号・タガノサルバドル号・バトルウインリンク号
（非抽選馬） 1頭 カームタウン号

16028 6月8日 曇 稍重 （1阪神3） 第3日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右・外）

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
1：30．5

良
良

23 サトノファクト 牡3鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 460± 01：36．0 2．4�
24 スノーユニバンス 牝3芦 54 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454－ 81：36．21 16．2�
11 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 クビ 6．5�

612 コンボルブルス 牡3黒鹿56 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 430＋121：36．3クビ 85．9�
817 マ ー ニ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 434－10 〃 クビ 9．3�
36 ホッコーメヴィウス �3鹿 56 幸 英明北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 468＋201：36．61� 17．1	
816 メイショウホウジュ 牝3栗 54 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 440＋101：36．7� 24．0

510 タ ナ ロ ア 牡3鹿 56 吉田 隼人名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 436＋ 2 〃 クビ 18．7�
713 レッドアクトレス 牝3栗 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：36．8� 3．7�
714 ホ ウ サ ク �3栗 56

53 ▲岩田 望来林 正道氏 森田 直行 新冠 秋田牧場 444 ― 〃 ハナ 330．7
12 タマモケトル 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 444± 01：37．43� 39．9�
59 ダブルクラッチ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 470± 0 〃 クビ 30．2�
818 ランランディザイア 牝3黒鹿54 高倉 稜�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 442 ―1：38．03� 270．3�
611 ゴーファービヨンド 牡3鹿 56 松若 風馬前田 剛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：38．1クビ 169．9�
715 ビップサタン 牡3鹿 56 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 クビ 230．4�
47 フェアリープール 牝3栗 54 �島 克駿�ターフ・スポート松下 武士 浦河 笹島 智則 422－ 8 〃 クビ 98．6�
35 ブライトホーン 牝3青鹿54 池添 謙一原 	子氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 410－ 41：38．2� 134．6�
48 ジャッジオブナイツ 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 488－ 21：40．0大差 346．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，372，600円 複勝： 45，486，700円 枠連： 15，733，400円
馬連： 58，751，800円 馬単： 29，114，000円 ワイド： 44，529，500円
3連複： 78，408，000円 3連単： 94，336，100円 計： 398，732，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 350円 � 210円 枠 連（2－2） 2，250円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 770円 �� 540円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 18，750円

票 数

単勝票数 計 323726 的中 � 104708（1番人気）
複勝票数 計 454867 的中 � 111739（1番人気）� 26025（5番人気）� 50914（3番人気）
枠連票数 計 157334 的中 （2－2） 5403（11番人気）
馬連票数 計 587518 的中 �� 19363（7番人気）
馬単票数 計 291140 的中 �� 6528（10番人気）
ワイド票数 計 445295 的中 �� 14721（6番人気）�� 21986（3番人気）�� 10159（13番人気）
3連複票数 計 784080 的中 ��� 14931（9番人気）
3連単票数 計 943361 的中 ��� 3647（37番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．6―12．1―12．0―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―35．3―47．4―59．4―1：11．2―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノファクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Key of Luck デビュー 2019．5．18 新潟2着

2016．3．1生 牡3鹿 母 ミ ス エ マ 母母 Disregard That 2戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オメガダヴィンチ号・ルーナクオーレ号
（非抽選馬） 1頭 マジェスティ号



16029 6月8日 曇 稍重 （1阪神3） 第3日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右）
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

77 � トリプルエース 牡2青鹿54 和田 竜二ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 458 ―1：12．5 6．0�
44 レ ジ ェ ー ロ 牝2黒鹿 54

52 △西村 淳也山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 386 ― 〃 クビ 24．4�
55 ミーアシャム 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 446 ―1：12．71� 3．5�
33 エアリーフローラ 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 398 ―1：12．91	 5．4�
22 メイショウユリシス 牝2黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 464 ―1：13．0
 15．7	
66 ロードクラージュ 牡2鹿 54 北村 友一 
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 446 ―1：13．85 2．3�
11 シゲルモクセイ 牝2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 430 ―1：14．54 55．0�
88 ミラクルライト 牡2鹿 54

51 ▲団野 大成岡田 牧雄氏 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：20．1大差 110．2
（8頭）

売 得 金
単勝： 43，287，000円 複勝： 37，828，600円 枠連： 発売なし
馬連： 48，934，600円 馬単： 31，622，600円 ワイド： 29，967，300円
3連複： 53，888，100円 3連単： 128，799，100円 計： 374，327，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 370円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 7，150円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 350円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 33，430円

票 数

単勝票数 計 432870 的中 � 60319（4番人気）
複勝票数 計 378286 的中 � 47596（4番人気）� 20780（6番人気）� 82763（2番人気）
馬連票数 計 489346 的中 �� 8577（14番人気）
馬単票数 計 316226 的中 �� 3313（25番人気）
ワイド票数 計 299673 的中 �� 6532（13番人気）�� 24470（5番人気）�� 7228（12番人気）
3連複票数 計 538881 的中 ��� 8106（17番人気）
3連単票数 計1287991 的中 ��� 2793（97番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．6―12．0―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―25．1―37．7―49．7―1：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．8
3 4，5（3，6）7，2－1＝8 4 ・（4，5）（3，7，6）－2－1＝8

勝馬の
紹 介

�トリプルエース �
�
父 Shamardal �

�
母父 Sunday Silence 初出走

2017．5．12生 牡2青鹿 母 Triple Pirouette 母母 Sha Tha 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月8日まで平地競走

に出走できない。

16030 6月8日 曇 稍重 （1阪神3） 第3日 第6競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時45分 （芝・右）
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
1：57．2
1：56．1

良
良

816 アドマイヤポラリス 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 462－ 82：02．5 2．6�
59 グレートベースン 牡3青鹿56 川田 将雅桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 508－ 22：02．71� 5．0�
24 メリーバローズ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 今 牧場 470－ 42：02．8� 59．1�
23 ブルーエクセレンス 牡3青鹿56 浜中 俊ゴドルフィン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋122：03．22� 4．7�
12 ホウオウアクセル 牡3栗 56 菱田 裕二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 440± 0 〃 クビ 15．9�
36 プレイリードリーム 牡3鹿 56 国分 恭介田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 452－102：03．51	 21．9	
612 ゲンティアナ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420＋ 6 〃 ハナ 48．0

611 テ メ ノ ス 牝3栗 54 幸 英明�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 472－ 4 〃 クビ 7．4�
815 アメジストヴェイグ 牡3黒鹿56 福永 祐一 サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498－ 62：03．92� 14．3�
11 ステップシー 牝3鹿 54 古川 吉洋本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 428± 02：04．64 111．2�
713 オールフォース 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来ニッシンレーシング 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 470－ 22：04．7� 105．9�
48 メ ド ッ ク 牡3鹿 56 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 桜井牧場 498－142：05．01	 47．9�
35 ワタシノワルツ 牝3芦 54 高倉 稜ライオンレースホース� 杉山 晴紀 浦河 浦河日成牧場 498－ 8 〃 ハナ 175．8�
47 
 カタールパール 牡3鹿 56 中井 裕二 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 英 Hall Of Fame

Stud Ltd. 484＋ 22：05．31	 21．3�
714 ヴァリオブキングズ 牡3栗 56

54 △西村 淳也ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472 ―2：05．72� 40．1�

510 シークレット 牡3鹿 56 北村 友一石川 達絵氏 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 464 ―2：06．87 227．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，495，000円 複勝： 59，206，400円 枠連： 16，817，000円
馬連： 71，782，200円 馬単： 32，246，100円 ワイド： 52，746，100円
3連複： 103，271，100円 3連単： 116，210，400円 計： 489，774，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 920円 枠 連（5－8） 580円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，180円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 14，180円 3 連 単 ��� 47，680円

票 数

単勝票数 計 374950 的中 � 111505（1番人気）
複勝票数 計 592064 的中 � 151801（1番人気）� 96728（2番人気）� 10520（11番人気）
枠連票数 計 168170 的中 （5－8） 22213（1番人気）
馬連票数 計 717822 的中 �� 83485（1番人気）
馬単票数 計 322461 的中 �� 19982（1番人気）
ワイド票数 計 527461 的中 �� 47879（1番人気）�� 3925（31番人気）�� 3544（34番人気）
3連複票数 計1032711 的中 ��� 5459（39番人気）
3連単票数 計1162104 的中 ��� 1767（141番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．9―12．4―12．2―12．4―11．6―11．6―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．8―37．7―50．1―1：02．3―1：14．7―1：26．3―1：37．9―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤポラリス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．7．22 中京2着

2016．5．11生 牡3鹿 母 ソングオブサイレンス 母母 State Secret 5戦1勝 賞金 13，100，000円
※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 ディオーネプリンス号
（非抽選馬） 2頭 ヴィオラピューロ号・ウインフォワード号



16031 6月8日 曇 重 （1阪神3） 第3日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：48．5
1：47．8

重
重

712 キコクイーン 牝3青 52 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 428－ 81：51．8 19．1�
69 チャチャチャ 牝3栗 52 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 434－ 61：51．9� 3．6�
711 メイショウラッシュ 牝3鹿 52 浜中 俊松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：52．11� 5．2�
22 	 マーブルフレンテ 牝6鹿 55

53 △西村 淳也下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 518＋ 21：52．73
 18．0�
58 テ オ レ ー マ 牝3鹿 52 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466－ 61：52．91 3．2�
57 ダイシンステルラ 牝4黒鹿55 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442± 01：53．11� 72．1	
610 タガノエルフ 牝4黒鹿55 中井 裕二八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482± 0 〃 クビ 8．7

814 エンドレスコール 牝5黒鹿55 松若 風馬 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476± 01：53．41� 8．4�
34 	 シホノキラメキ 牝4鹿 55 北村 友一村瀬 寛紀氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：53．93 70．7
45 	 イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 460＋ 21：54．0
 31．8�
33 ヴ ィ グ ー ル 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新サイプレスホール
ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 460－ 81：54．21
 40．6�

46 タガノバレッティ 牝3青鹿52 藤懸 貴志八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434± 01：54．94 99．5�

11 	 カネトシレーヌ 牝4栗 55
52 ▲岩田 望来兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 斉藤英牧場 472＋101：55．53
 140．3�

813 マリアスパン 牝4鹿 55 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 480－ 21：56．24 26．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，168，700円 複勝： 49，792，400円 枠連： 15，551，500円
馬連： 72，080，900円 馬単： 32，126，100円 ワイド： 50，425，300円
3連複： 95，697，500円 3連単： 115，628，000円 計： 463，470，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 370円 � 150円 � 190円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，430円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 46，060円

票 数

単勝票数 計 321687 的中 � 13456（7番人気）
複勝票数 計 497924 的中 � 26505（7番人気）� 106501（1番人気）� 68160（3番人気）
枠連票数 計 155515 的中 （6－7） 21255（2番人気）
馬連票数 計 720809 的中 �� 18553（12番人気）
馬単票数 計 321261 的中 �� 2934（30番人気）
ワイド票数 計 504253 的中 �� 11627（12番人気）�� 8558（17番人気）�� 34296（2番人気）
3連複票数 計 956975 的中 ��� 15936（12番人気）
3連単票数 計1156280 的中 ��� 1820（141番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．0―12．7―12．8―12．8―12．3―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．8―49．5―1：02．3―1：15．1―1：27．4―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キコクイーン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．9．2 小倉3着

2016．3．21生 牝3青 母 イ ン シ ス ト 母母 マ ロ ー ラ 13戦2勝 賞金 23，300，000円
〔制裁〕 キコクイーン号の騎手�島克駿は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番・3番・4番）

16032 6月8日 曇 稍重 （1阪神3） 第3日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （芝・右）
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

12 アルティマリガーレ 牝3鹿 52
49 ▲斎藤 新 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 442± 01：21．9 2．5�

713 メリーメーキング 牡3黒鹿54 藤井勘一郎前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458－ 21：22．11 23．7�

48 メイショウテンモン 牡4栗 57 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B494－ 6 〃 ハナ 104．8�
47 エイシンゾーン 牝3鹿 52 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 430－ 2 〃 クビ 32．1�
816 グッドレイズ 牡3栗 54 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 486± 01：22．2� 9．7	
714	 ゴールドハット 
5黒鹿57 浜中 俊合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 418± 01：22．3� 20．5


612 ノーブルアース 牝4黒鹿55 池添 謙一吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 472＋ 4 〃 クビ 29．6�
59 レッドベレーザ 牝3鹿 52 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 412＋ 21：22．51� 5．7�
510 ザイツィンガー 牡3芦 54 藤岡 佑介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 424＋ 41：22．6� 58．1
24 キャッチミーアップ 牝4鹿 55 菱田 裕二畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 456＋101：22．7� 10．6�
23 モノディアロゴス 牡3鹿 54 福永 祐一野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 438－ 2 〃 クビ 70．4�
818 ス キ ッ プ 牡3黒鹿54 吉田 隼人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454－ 21：23．02 46．4�
11 	 クーファウェヌス 牝4栗 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 482± 0 〃 ハナ 30．8�
817 カープストリーマー 牡6栗 57

54 ▲岩田 望来 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 526＋ 4 〃 ハナ 168．0�
35 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡5黒鹿57 荻野 極 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：23．31� 93．9�
715 エスペランサリュウ 牡6鹿 57

56 ☆加藤 祥太江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 482＋141：23．4クビ 372．5�
36 エクレアスピード 牡3鹿 54 川田 将雅李 柱坤氏 石橋 守 新冠 イワミ牧場 472＋ 21：23．5� 4．9�
611 シ グ ル ー ン 牝5栗 55 岩田 康誠岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 4 （競走中止） 97．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，850，200円 複勝： 74，003，800円 枠連： 21，504，000円
馬連： 93，586，300円 馬単： 44，255，900円 ワイド： 70，365，600円
3連複： 132，468，600円 3連単： 156，294，500円 計： 641，328，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 510円 � 2，220円 枠 連（1－7） 1，470円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 5，330円 �� 16，030円

3 連 複 ��� 103，920円 3 連 単 ��� 289，800円

票 数

単勝票数 計 488502 的中 � 155016（1番人気）
複勝票数 計 740038 的中 � 210557（1番人気）� 30071（7番人気）� 6132（15番人気）
枠連票数 計 215040 的中 （1－7） 11282（6番人気）
馬連票数 計 935863 的中 �� 27975（8番人気）
馬単票数 計 442559 的中 �� 8103（12番人気）
ワイド票数 計 703656 的中 �� 16040（10番人気）�� 3359（48番人気）�� 1106（88番人気）
3連複票数 計1324686 的中 ��� 956（216番人気）
3連単票数 計1562945 的中 ��� 391（708番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．8―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．4―46．2―57．9―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティマリガーレ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．23 阪神1着

2016．2．14生 牝3鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 3戦2勝 賞金 15，400，000円
〔競走中止〕 シグルーン号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 シグルーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年8月8日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 ショウナンタイザン号
（非抽選馬） 1頭 タマモクレマチス号



16033 6月8日 曇 稍重 （1阪神3） 第3日 第9競走 ��
��2，400�

い く た

生 田 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳53�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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

78 リンディスファーン 牡4鹿 57 松田 大作吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 488－ 22：29．5 21．2�
811 スカーフェイス 牡3鹿 53 福永 祐一�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 440± 0 〃 ハナ 2．8�
22 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿51 松若 風馬杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 440－ 22：29．71� 4．6�
79 キ ス ラ ー 牡3青鹿53 浜中 俊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 468－102：29．91� 6．9�
67 ピッツィカート 	6鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 3．8	
810 エレヴァルアスール 牡3黒鹿53 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B482－ 22：30．32� 10．1

44 タマモベルガモ 牡6栗 57 
島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B484± 02：31．15 179．7�
11 ロードブレス 牡3黒鹿53 小坂 忠士 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 496± 02：31．2� 52．1�
33 マサハヤニース 牡4鹿 57 藤岡 康太中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 472－ 82：31．94 20．0
66 モ サ 牡3鹿 53 吉田 隼人岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486－ 22：32．0� 124．9�
55 ディスモーメント 牡3黒鹿53 坂井 瑠星大塚 亮一氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 500－ 22：32．21� 20．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，148，000円 複勝： 55，942，200円 枠連： 18，088，300円
馬連： 96，171，700円 馬単： 47，580，600円 ワイド： 59，748，300円
3連複： 128，524，100円 3連単： 200，003，100円 計： 652，206，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 430円 � 140円 � 160円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，370円 �� 320円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 43，530円

票 数

単勝票数 計 461480 的中 � 17409（8番人気）
複勝票数 計 559422 的中 � 23060（8番人気）� 129272（1番人気）� 97458（3番人気）
枠連票数 計 180883 的中 （7－8） 21139（2番人気）
馬連票数 計 961717 的中 �� 26396（12番人気）
馬単票数 計 475806 的中 �� 4955（28番人気）
ワイド票数 計 597483 的中 �� 13906（13番人気）�� 10325（19番人気）�� 54207（2番人気）
3連複票数 計1285241 的中 ��� 18077（21番人気）
3連単票数 計2000031 的中 ��� 3331（144番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．9―12．7―12．8―12．4―12．6―12．2―12．0―11．7―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．5―37．4―50．1―1：02．9―1：15．3―1：27．9―1：40．1―1：52．1―2：03．8―2：16．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リンディスファーン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．5．19 京都12着

2015．2．27生 牡4鹿 母 モンサンミシェル 母母 メモリアルサマー 5戦2勝 賞金 17，066，000円

16034 6月8日 曇 稍重 （1阪神3） 第3日 第10競走 ��
��1，400�

ま い こ

舞 子 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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
1：19．5
1：19．0

良
良

814 アイラブテーラー 牝3黒鹿52 岡田 祥嗣中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 422± 01：22．0 2．9�
69 コパノピエール 牡5鹿 57 幸 英明小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B488－ 61：22．42� 9．5�
712 コウエイダリア 牝5黒鹿55 森 裕太朗伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 508＋ 61：22．5クビ 144．6�
46 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 	島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470＋ 81：22．71
 18．0�
11 キラーコンテンツ 牡5鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 クビ 4．0�
22 ファイトフォーラヴ 牡3鹿 54 太宰 啓介金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 470＋ 41：22．91
 23．2	
33 ライオネルカズマ 牡5鹿 57 小崎 綾也合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 B514＋ 4 〃 アタマ 9．9

45 ビヨンジオール 牡7鹿 57 四位 洋文林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 508－121：23．0クビ 90．5�
58 メイショウツバキ 牝4黒鹿55 小牧 太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 454＋ 21：23．21� 63．6
34 ブリングイットオン 牝3鹿 52 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 430－ 61：23．41
 24．5�
813 ラニカイサンデー 牡5鹿 57 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 464± 01：23．5� 99．4�
610 ローゼンクリーガー 牝3青 52 和田 竜二藤田 孟司氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 462± 01：23．6クビ 3．9�
711 マ リ エ ラ 牡6鹿 57 菱田 裕二栗山 良子氏 	島 一歩 日高 新井 昭二 526＋ 21：23．7� 51．7�

（13頭）
57 ジャスティン 牡3栗 54 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 480＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 52，427，600円 複勝： 71，804，000円 枠連： 29，421，500円
馬連： 122，187，700円 馬単： 55，525，500円 ワイド： 77，106，500円
3連複： 157，925，200円 3連単： 217，640，000円 計： 784，038，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 270円 � 2，720円 枠 連（6－8） 460円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 620円 �� 6，790円 �� 10，770円

3 連 複 ��� 63，400円 3 連 単 ��� 199，220円

票 数

単勝票数 差引計 524276（返還計 8908） 的中 � 143536（1番人気）
複勝票数 差引計 718040（返還計 14969） 的中 � 162515（1番人気）� 65076（4番人気）� 4889（13番人気）
枠連票数 差引計 294215（返還計 347） 的中 （6－8） 48941（1番人気）
馬連票数 差引計1221877（返還計 60181） 的中 �� 54608（7番人気）
馬単票数 差引計 555255（返還計 24908） 的中 �� 16637（7番人気）
ワイド票数 差引計 771065（返還計 43021） 的中 �� 34374（7番人気）�� 2814（47番人気）�� 1768（58番人気）
3連複票数 差引計1579252（返還計152275） 的中 ��� 1868（120番人気）
3連単票数 差引計2176400（返還計184966） 的中 ��� 792（443番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―11．3―11．4―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―46．2―57．6―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイラブテーラー �
�
父 トーセンラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都1着

2016．5．20生 牝3黒鹿 母 タケショウレジーナ 母母 タケショウティアラ 4戦3勝 賞金 31，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ジャスティン号は，馬場入場時に放馬。疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ジャスティン号の調教師矢作芳人は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り過怠金100，000円。



16035 6月8日 曇 重 （1阪神3） 第3日 第11競走 ��
��1，400�

てんぽうざん

天保山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
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）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 ヴェンジェンス 牡6栗 57 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 492－ 61：22．2 6．5�
22 ファッショニスタ 牝5鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 81：22．41	 2．1�
712 スマートアヴァロン 牡7黒鹿58 松若 風馬大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 518－101：22．5クビ 45．6�
46 フュージョンロック 牡5栗 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 13．0�
814 スズカコーズライン 牡5鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 508± 01：22．6
 22．6�
47 アシャカダイキ 牝5鹿 54 坂井 瑠星吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 490－121：22．81� 139．3	
815 サ ヴ ィ 牡5黒鹿56 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 41：23．01� 5．3

58 ダノンフェイス 牡6黒鹿57 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 526± 0 〃 ハナ 30．7�
59 ヌーディーカラー 牡4鹿 56 福永 祐一吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 466－ 4 〃 ハナ 8．7�
34 � テーオーヘリオス 牡7鹿 58 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 516＋ 61：23．1クビ 14．8
610 トウショウカウント 牡7栗 56 古川 吉洋トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B506－ 6 〃 ハナ 331．6�
713 カフェリュウジン 牡9鹿 56 森 裕太朗西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 536－12 〃 クビ 467．8�
35 ニットウスバル 牡7鹿 57 藤岡 康太�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 518－ 21：23．31� 76．6�
11 ヒロブレイブ 牡6鹿 56 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 494＋ 21：23．51� 36．1�
611 ヒデノインペリアル 7栗 56 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 510－ 41：24．13	 33．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 97，547，800円 複勝： 141，999，500円 枠連： 64，406，800円
馬連： 306，850，400円 馬単： 133，735，800円 ワイド： 175，354，400円
3連複： 478，822，000円 3連単： 680，003，500円 計： 2，078，720，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 110円 � 550円 枠 連（2－2） 660円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，350円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 31，760円

票 数

単勝票数 計 975478 的中 � 119902（3番人気）
複勝票数 計1419995 的中 � 200430（2番人気）� 480841（1番人気）� 39546（10番人気）
枠連票数 計 644068 的中 （2－2） 74790（3番人気）
馬連票数 計3068504 的中 �� 343385（1番人気）
馬単票数 計1337358 的中 �� 55496（5番人気）
ワイド票数 計1753544 的中 �� 161662（1番人気）�� 17531（28番人気）�� 31881（17番人気）
3連複票数 計4788220 的中 ��� 52116（23番人気）
3連単票数 計6800035 的中 ��� 15519（93番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．8―12．0―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．6―46．6―58．2―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェンジェンス �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神1着

2013．3．26生 牡6栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 22戦6勝 賞金 140，726，000円
〔発走状況〕 ヒデノインペリアル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ヒデノインペリアル号は，発走調教再審査。

16036 6月8日 曇 重 （1阪神3） 第3日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走16時10分 （500万円以下） （ダート・右）
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

612� ア ヴ ァ ン セ 牡3鹿 54 福永 祐一飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-
take Iida 468－ 61：52．0 6．0�

23 クレッセントムーン 牡3栗 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 478－ 81：52．42	 4．1�
59 ベストタッチダウン 牡3鹿 54

52 △西村 淳也 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 44．2�
47 ゴールドパッキャオ 牡4栗 57 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B468－ 2 〃 ハナ 19．1�
816 ショウナンパンサー 
3鹿 54 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 488－ 41：52．5クビ 3．2�
12 セヴィルロアー 牡5鹿 57 和田 竜二北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 480－101：52．71� 12．2	
510 サウンドテーブル 牡5黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 494－101：52．8� 31．8

713 タイセイビルダー 牡3栗 54

53 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：53．01 13．4�
36 ヨ ハ ン 牡3鹿 54 古川 吉洋サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 426－ 2 〃 クビ 25．2�
611 ヒッチコック 牡3芦 54 国分 恭介薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 492＋ 21：53．1クビ 8．4
11 キングレイスター 牡5鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B492± 01：53．42 64．6�
24 タケルライジング 牡3栃栗54 幸 英明森 保彦氏 西園 正都 浦河 中村 雅明 516＋ 2 〃 アタマ 55．6�
35 メイショウダブル 牡4黒鹿 57

56 ☆富田 暁松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 502－ 8 〃 ハナ 75．7�
48 オンワードハンター 牡8鹿 57 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 476± 01：53．61� 81．4�
714 アルゴセイコウ 牡4黒鹿 57

54 ▲斎藤 新エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 B468± 01：54．02	 19．3�
815 タ ゴ ム 牡3黒鹿54 藤懸 貴志杉澤 光雄氏 武 英智 新冠 小泉牧場 478－ 41：55．06 266．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，047，500円 複勝： 91，065，500円 枠連： 40，162，400円
馬連： 148，231，300円 馬単： 60，225，800円 ワイド： 105，199，900円
3連複： 215，928，600円 3連単： 264，351，800円 計： 984，212，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 180円 � 930円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 520円 �� 5，430円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 23，620円 3 連 単 ��� 100，440円

票 数

単勝票数 計 590475 的中 � 77902（3番人気）
複勝票数 計 910655 的中 � 110382（4番人気）� 160132（2番人気）� 19373（11番人気）
枠連票数 計 401624 的中 （2－6） 40848（2番人気）
馬連票数 計1482313 的中 �� 81840（4番人気）
馬単票数 計 602258 的中 �� 14867（8番人気）
ワイド票数 計1051999 的中 �� 56446（4番人気）�� 4748（52番人気）�� 5911（43番人気）
3連複票数 計2159286 的中 ��� 6855（78番人気）
3連単票数 計2643518 的中 ��� 1908（309番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．7―50．2―1：02．6―1：15．2―1：27．2―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ア ヴ ァ ン セ �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．1．19 京都1着

2016．4．8生 牡3鹿 母 Above Heaven 母母 Lady Joanne 5戦2勝 賞金 18，200，000円



（1阪神3）第3日 6月8日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 176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

194，250，000円
3，890，000円
15，280，000円
1，370，000円
21，020，000円
72，030，500円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
533，639，900円
763，433，500円
260，588，200円
1，184，818，400円
556，127，400円
791，182，900円
1，692，292，200円
2，278，882，100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 8，060，964，600円

総入場人員 13，555名 （有料入場人員 11，599名）
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