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16037 6月9日 晴 稍重 （1阪神3） 第4日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 グレースゼット 牝3芦 54 菱田 裕二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 508－ 21：53．5 30．3�
47 バラーディスト 牝3黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：53．6� 27．7�
11 スマートランウェイ 牝3芦 54 M．デムーロ大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 杵臼牧場 528 ―1：53．92 6．7�
48 マナブフェイス 牝3黒鹿54 秋山真一郎佐々木 勉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 416＋ 21：54．0クビ 114．4�
714 イエスサンキュー 牝3鹿 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 492－181：54．42 33．9�
24 ピエナペリー 牝3鹿 54 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 428－ 21：54．5� 17．3	
36 ア モ ロ ー サ 牝3栗 54 荻野 琢真
Horse Net 寺島 良 日高 スマイルファーム 448＋ 81：54．6� 5．8�
612 エ レ デ ィ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心中村 祐子氏 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 412± 01：54．81 10．2�
35 メイデンボヤージュ 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前谷 武志 506－ 21：55．12 50．3
59 エイシンコロンビア 牝3黒鹿54 藤岡 康太
栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 462± 01：55．41� 4．5�
23 ビ ュ ブ リ ス 牝3黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 490＋ 21：56．14 16．6�
510 サイモンオーキッド 牝3鹿 54 松山 弘平澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：56．42 7．0�
713 サトノボヌール 牝3芦 54 古川 吉洋 
サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 アタマ 6．4�
816 ドリームウィング 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 418＋ 21：56．5クビ 17．6�
815 ショウナンタンゴ 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也国本 哲秀氏 吉村 圭司 新ひだか 静内フアーム 480＋101：57．56 87．0�
611 アブシンベル 牝3黒鹿54 吉田 隼人服部健太郎氏 角田 晃一 新ひだか 服部 牧場 538＋ 21：58．88 191．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，798，000円 複勝： 44，453，600円 枠連： 15，628，500円
馬連： 57，730，200円 馬単： 27，790，100円 ワイド： 47，285，900円
3連複： 91，729，800円 3連単： 99，055，800円 計： 409，471，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 1，030円 � 980円 � 350円 枠 連（1－4） 7，370円

馬 連 �� 33，840円 馬 単 �� 56，480円

ワ イ ド �� 8，910円 �� 5，590円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 113，520円 3 連 単 ��� 588，650円

票 数

単勝票数 計 257980 的中 � 6810（11番人気）
複勝票数 計 444536 的中 � 10754（11番人気）� 11284（10番人気）� 37551（5番人気）
枠連票数 計 156285 的中 （1－4） 1642（25番人気）
馬連票数 計 577302 的中 �� 1322（69番人気）
馬単票数 計 277901 的中 �� 369（133番人気）
ワイド票数 計 472859 的中 �� 1363（72番人気）�� 2185（57番人気）�� 2790（45番人気）
3連複票数 計 917298 的中 ��� 606（239番人気）
3連単票数 計 990558 的中 ��� 122（1322番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．1―12．5―12．4―12．6―12．8―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．5―49．0―1：01．4―1：14．0―1：26．8―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレースゼット �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2019．4．20 京都13着

2016．2．16生 牝3芦 母 アトムチェリー 母母 アトムプリンセス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アブシンベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月9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 スズカミュージック号

16038 6月9日 晴 稍重 （1阪神3） 第4日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

24 コマノバルーガ 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 474± 01：24．4 4．6�

12 グランドビクトリー 牡3栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B484－ 21：25．25 3．5�
714 ジャングリオン 牡3鹿 56 酒井 学幅田 昌伸氏 西園 正都 平取 船越 伸也 488＋ 41：25．41� 3．8�
36 コスモスターリング 牡3栗 56 藤井勘一郎 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 472＋ 21：25．5� 33．1�
510 ナリタエストレジャ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 402± 01：25．92� 155．7	
35 フェイトフル 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗川谷 朋寛氏 羽月 友彦 浦河 南部 功 458＋101：26．32� 98．2

59 クリノイカズチオー 牡3青鹿 56

54 △西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 416－ 21：26．4� 97．8�
612 エイシントキシラズ 牡3栗 56 幸 英明�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 518± 01：27．46 7．0�
816 ブレーンクロー 牡3栗 56 岩田 康誠藤井聡一郎氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 21：27．5� 7．5
713 アラタマピサ 牡3青鹿56 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 450－ 41：27．6� 86．7�
47 キョウエイミーレス 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新田中 晴夫氏 小崎 憲 新ひだか 藤沢牧場 492＋ 8 〃 ハナ 42．3�
48 サンライズエール 牡3鹿 56 �島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 浦河 信岡牧場 B460＋ 41：27．91� 13．0�
815 メイショウユウシン 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 学 浦河 高昭牧場 456 ―1：28．0クビ 44．2�
611 メイショウラスカル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好�氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 508＋ 81：28．21� 58．9�
23 メモリーブラック 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成�シンザンクラブ 池添 学 浦河 谷川牧場 492－ 21：28．3� 223．1�
11 エスペランサボス 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来江上 幸�氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 488＋ 61：28．51 203．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，956，600円 複勝： 44，565，600円 枠連： 13，049，200円
馬連： 61，569，900円 馬単： 29，197，700円 ワイド： 43，240，300円
3連複： 84，956，300円 3連単： 102，121，100円 計： 408，656，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（1－2） 760円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 330円 �� 360円 �� 240円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 299566 的中 � 51839（3番人気）
複勝票数 計 445656 的中 � 69463（3番人気）� 91850（1番人気）� 88797（2番人気）
枠連票数 計 130492 的中 （1－2） 13192（2番人気）
馬連票数 計 615699 的中 �� 53969（3番人気）
馬単票数 計 291977 的中 �� 11870（6番人気）
ワイド票数 計 432403 的中 �� 32626（2番人気）�� 28841（3番人気）�� 49352（1番人気）
3連複票数 計 849563 的中 ��� 72605（1番人気）
3連単票数 計1021211 的中 ��� 14552（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．1―12．3―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―46．9―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コマノバルーガ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．2 阪神3着

2016．5．10生 牡3鹿 母 コマノリリー 母母 リンデンジョオー 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスペランサボス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月9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〕 メモリーブラック号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月9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 エイユーラトゥール号
（非抽選馬） 2頭 メイショウイギョク号・リライト号

第３回 阪神競馬 第４日



16039 6月9日 晴 稍重 （1阪神3） 第4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� ノ イ ー ヴ ァ 牝3鹿 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 安田 翔伍 米 Spendthrift
Farm LLC B476＋201：54．1 4．4�

35 テイエムクロムシャ 牡3青鹿56 和田 竜二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 466＋ 21：54．31� 1．8�
11 � シブヤクロッシング 牡3鹿 56 吉田 隼人W．ギャロー氏 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

B540± 01：54．93� 72．1�
612 アドマイヤジョイ 牝3芦 54 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 81：55．0� 28．2�
23 ラプリュベル 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 486＋ 21：55．21	 70．6	
36 ウェーブライダー 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 508－ 21：55．41� 17．4

714 スマートレムリア 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也大川 徹氏 石坂 正 日高 株式会社ス
マート 460－ 2 〃 アタマ 149．2�

24 � プリンシパル 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 矢作 芳人 英 Cheveley Park

Stud Ltd 500－ 41：55．93 43．4�
47 モンサンファスト 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心山下 新一氏 飯田 祐史 様似 猿倉牧場 458＋ 4 〃 アタマ 61．8
815� ルリアンフォール 牝3栗 54

51 ▲団野 大成前田 幸治氏 松永 幹夫 米
Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

444＋ 4 〃 ハナ 130．8�
611 ワンダーハルム 牝3青鹿54 藤懸 貴志山本 能成氏 渡辺 薫彦 浦河 藤春 修二 442－ 61：56．11 27．9�
12 � アポロラスベガス 牡3鹿 56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

538± 01：56．63 6．9�
48 ジ グ ソ ー 牡3鹿 56 国分 優作石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか タイヘイ牧場 472－101：57．23� 111．2�
59 アスタードラゴン 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B452－ 21：57．83� 8．2�
816 メイショウオハラメ 牝3鹿 54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 478－ 61：58．97 232．6�
510 レッドアルビオン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希 �東京ホースレーシング 昆 貢 日高 下河辺牧場 B520－121：59．64 131．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，220，200円 複勝： 57，415，200円 枠連： 13，973，300円
馬連： 53，562，500円 馬単： 31，265，400円 ワイド： 42，706，300円
3連複： 81，397，800円 3連単： 119，780，000円 計： 430，320，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 110円 � 930円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，570円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 24，200円

票 数

単勝票数 計 302202 的中 � 54260（2番人気）
複勝票数 計 574152 的中 � 67462（2番人気）� 296703（1番人気）� 6377（11番人気）
枠連票数 計 139733 的中 （3－7） 25713（1番人気）
馬連票数 計 535625 的中 �� 87952（1番人気）
馬単票数 計 312654 的中 �� 22537（3番人気）
ワイド票数 計 427063 的中 �� 58351（1番人気）�� 3705（26番人気）�� 6174（16番人気）
3連複票数 計 813978 的中 ��� 11056（17番人気）
3連単票数 計1197800 的中 ��� 3587（69番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．1―13．1―12．9―12．7―12．7―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．2―50．3―1：03．2―1：15．9―1：28．6―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ノ イ ー ヴ ァ �
�
父 Temple City �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2018．9．8 阪神5着

2016．1．26生 牝3鹿 母 Malibu Pier 母母 Blue Moon 7戦1勝 賞金 11，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドアルビオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月9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。
（非当選馬） 1頭 エスカルラータ号
（非抽選馬） 1頭 ピンクダンサー号

16040 6月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（1阪神3） 第4日 第4競走 ��3，110�障害3歳以上オープン

発走11時25分 （芝・ダート）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：25．0良・良

55 � メイショウヒカル 牡5鹿 60 森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 480＋ 63：30．6 18．9�
11 トーアディラン �6栗 62 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 480－ 23：30．81� 7．8�
88 シゲルロウニンアジ 牡6鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 502＋ 4 〃 クビ 3．6�
66 � エアカーディナル 牡8鹿 60 西谷 誠 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 502＋ 83：31．11	 4．8�
44 アドマイヤフォルム 牡6黒鹿62 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 9．4	
77 サンマルホーム 牡9栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 440± 03：31．2クビ 18．6

33 � シゲルノマオイ 牡7栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 474－ 83：32．15 36．5�
22 ノーブルサンズ 牝6栗 58 江田 勇亮吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464－ 23：33．27 12．1�
89 スマートギャツビー �4鹿 60 白浜 雄造大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 482＋163：42．8大差 3．0
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売 得 金
単勝： 18，278，600円 複勝： 17，996，600円 枠連： 9，103，900円
馬連： 33，181，200円 馬単： 20，247，600円 ワイド： 20，866，300円
3連複： 50，197，200円 3連単： 88，521，700円 計： 258，393，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 400円 � 180円 � 180円 枠 連（1－5） 7，410円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 12，880円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 950円 �� 540円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 69，750円

票 数

単勝票数 計 182786 的中 � 7701（8番人気）
複勝票数 計 179966 的中 � 9189（8番人気）� 28854（4番人気）� 29146（3番人気）
枠連票数 計 91039 的中 （1－5） 952（19番人気）
馬連票数 計 331812 的中 �� 3889（25番人気）
馬単票数 計 202476 的中 �� 1179（52番人気）
ワイド票数 計 208663 的中 �� 3461（24番人気）�� 5544（13番人気）�� 10453（4番人気）
3連複票数 計 501972 的中 ��� 4899（33番人気）
3連単票数 計 885217 的中 ��� 920（262番人気）
上り 1マイル 1：49．2 4F 53．0－3F 39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 →�→�→�」
�
�
9＝1，8，5（3，6，2）＝4－7
1，8，9，5，3，7（6，4）2

�
�
9＝（1，8）5，3，2，6－4，7
1，8，5（7，4）9，3，6－2

勝馬の
紹 介

�メイショウヒカル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウホムラ

2014．3．22生 牡5鹿 母 メイショウナゴン 母母 メイショウハゴロモ 障害：11戦2勝 賞金 25，150，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 メイショウヒカル号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



16041 6月9日 晴 良 （1阪神3） 第4日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

11 ルーチェデラヴィタ 牝2鹿 54 池添 謙一安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 426 ―1：38．4 5．3�
22 ヒシタイザン 牡2栗 54 藤岡 佑介阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 508 ―1：38．72 4．4�
810 テ ラ ン ガ 牡2青鹿54 北村 友一寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 452 ―1：38．91� 14．4�
33 ブラックヒューマー 牝2黒鹿54 幸 英明ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：39．21� 32．9�
78 シ ャ ル ロ ワ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 470 ―1：39．3� 2．0�
55 グッドステージ 牡2鹿 54 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 494 ―1：39．72� 9．3	
44 アレグリアシチー 牡2栃栗54 菱田 裕二 
友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 440 ―1：40．23 19．7�
89 ジョウショーカード 牡2芦 54 秋山真一郎熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 444 ―1：40．73 87．5�
77 コンゴウレイワ 牝2栗 54

51 ▲斎藤 新金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 440 ―1：41．12� 44．3
（9頭）

66 アドマイヤヴェラ 牡2青鹿54 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，732，100円 複勝： 42，161，400円 枠連： 6，706，000円
馬連： 42，045，400円 馬単： 26，259，600円 ワイド： 28，904，100円
3連複： 46，023，400円 3連単： 82，487，700円 計： 316，319，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 150円 � 270円 枠 連（1－2） 960円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 370円 �� 880円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 15，750円

票 数

単勝票数 差引計 417321（返還計 60823） 的中 � 66119（3番人気）
複勝票数 差引計 421614（返還計 49508） 的中 � 61962（3番人気）� 87447（2番人気）� 32948（5番人気）
枠連票数 差引計 67060（返還計 19900） 的中 （1－2） 5379（5番人気）
馬連票数 差引計 420454（返還計139452） 的中 �� 32221（4番人気）
馬単票数 差引計 262596（返還計 81813） 的中 �� 9737（8番人気）
ワイド票数 差引計 289041（返還計 90842） 的中 �� 21735（4番人気）�� 7995（10番人気）�� 9567（9番人気）
3連複票数 差引計 460234（返還計266739） 的中 ��� 11105（10番人気）
3連単票数 差引計 824877（返還計466488） 的中 ��� 3797（54番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．7―12．8―12．7―11．5―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―25．6―38．3―51．1―1：03．8―1：15．3―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．6
3 ・（2，3）（1，8）（5，10）（7，9）4 4 ・（2，3）（1，8）（5，10）9（7，4）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ルーチェデラヴィタ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 トウカイテイオー 初出走

2017．1．28生 牝2鹿 母 トウカイライフ 母母 フ ァ ヴ ォ リ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 アドマイヤヴェラ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。

16042 6月9日 晴 良 （1阪神3） 第4日 第6競走 ��
��1，200�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
1：07．1
1：06．5

良
良

714 ロードスパイダー 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B458－141：10．0 5．6�

612 ウェーブクリスタル 牝3黒鹿54 秋山真一郎万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 394－ 2 〃 クビ 5．9�
11 ノーブルワークス 牝3鹿 54

52 △西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：10．31� 7．0�
36 ジューンシルフィア 牝3栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 432＋ 21：10．4クビ 8．6�
47 ベストチャーム 牝3鹿 54 川田 将雅中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 420－ 41：10．61	 2．0	
816 タイセイチーフ 牡3鹿 56 荻野 極田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 458－ 21：10．81
 46．7

24 � ショウナンダニエル 牡3鹿 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 高野 友和 仏 Mr R.J.H.

Geffen 510－ 61：10．9クビ 79．7�
611 エメラルドスピアー 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成 �社台レースホース西浦 勝一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋201：11．0	 18．7�

48 チーキーキュート 牝3栗 54 �島 良太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 408－12 〃 アタマ 222．9

12 パーティーチケット 牝3黒鹿 54
51 ▲斎藤 新原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 400 ―1：11．21	 110．7�

35 ロイヤルヨット 牡3栗 56 幸 英明ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 21：11．52 41．8�

59 メイショウフェイト 牡3黒鹿56 小崎 綾也松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 本巣 敦 464± 01：11．71	 91．1�
23 マーストリッチ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 452－ 61：11．8	 299．5�
815 チ ャ リ ャ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 456＋ 4 〃 ハナ 195．5�
713 リッカウィンドウ 牝3芦 54 酒井 学立花 幸雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 酒井 亨 426＋ 21：11．9� 100．1�
510 モズマチニマッター 牡3青鹿56 藤懸 貴志 �キャピタル・システム 小崎 憲 日高 目黒牧場 484 ―1：16．9大差 290．2�
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売 得 金
単勝： 37，146，800円 複勝： 47，324，300円 枠連： 14，788，300円
馬連： 67，599，900円 馬単： 37，974，400円 ワイド： 47，927，800円
3連複： 91，011，200円 3連単： 133，924，000円 計： 477，696，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 190円 � 230円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 540円 �� 990円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 25，730円

票 数

単勝票数 計 371468 的中 � 52766（2番人気）
複勝票数 計 473243 的中 � 72790（2番人気）� 65940（3番人気）� 50384（5番人気）
枠連票数 計 147883 的中 （6－7） 10113（5番人気）
馬連票数 計 675999 的中 �� 34348（5番人気）
馬単票数 計 379744 的中 �� 9006（10番人気）
ワイド票数 計 479278 的中 �� 23657（5番人気）�� 12117（10番人気）�� 11842（12番人気）
3連複票数 計 910112 的中 ��� 13620（14番人気）
3連単票数 計1339240 的中 ��� 3773（71番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．2―46．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードスパイダー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Dansili デビュー 2018．8．5 新潟8着

2016．5．25生 牡3鹿 母 カ ブ リ オ レ 母母 Arabesque 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 チャリャ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズマチニマッター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月9日まで平

地競走に出走できない。



16043 6月9日 晴 稍重 （1阪神3） 第4日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：20．3

不良
不良

815 デターミネーション 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：23．9 2．6�
59 � ドウドウキリシマ 牡3栗 54 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B470＋ 61：24．21� 47．1�
510 ノンライセンス 牝3黒鹿52 M．デムーロ�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 464＋ 6 〃 クビ 16．1�
36 � ビッグデータ 牡4鹿 57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B426－ 21：24．3� 100．7�
23 ブ ッ チ ー ニ 牝3白 52

51 ☆坂井 瑠星金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：24．4� 3．8	

713 スマートセラヴィー 牡3栗 54 岩田 康誠大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 512＋161：24．71� 5．3

612� エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿55 畑端 省吾宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500± 0 〃 クビ 53．2�
816 カルロスミノル 牡3栗 54 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B466－ 21：24．8クビ 11．0�
35 ピエナヒーロー 牡3鹿 54 和田 竜二本谷 兼三氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 8 〃 アタマ 42．9
48 セカンドエフォート 牡6青鹿57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 502－ 61：25．01	 10．3�
12 ハクサンライラック 牝3栗 52 
島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 
川 啓一 478－ 61：26．06 279．6�
714 プロネルクール 牝4鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 494＋ 61：26．32 57．6�
24 � ハッピーオーキッド 牝4鹿 55 
島 克駿馬場 幸夫氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 470－ 81：27．79 164．3�
47 オースミヌーベル 牡3芦 54

51 ▲斎藤 新�オースミ 坂口 智康 浦河 
川 啓一 444－ 61：29．08 168．9�
11 � シンゼンアイル 牝4鹿 55 小崎 綾也原 陽子氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492＋151：32．4大差 115．6�
611 ナガラスワロー 牝3栗 52

49 ▲亀田 温心長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 406± 0 （競走中止） 16．6�
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売 得 金
単勝： 47，883，300円 複勝： 64，607，800円 枠連： 22，922，500円
馬連： 97，885，600円 馬単： 41，521，300円 ワイド： 66，451，300円
3連複： 133，627，600円 3連単： 160，874，300円 計： 635，773，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 790円 � 360円 枠 連（5－8） 980円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 9，870円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 870円 �� 6，630円

3 連 複 ��� 24，910円 3 連 単 ��� 115，700円

票 数

単勝票数 計 478833 的中 � 145021（1番人気）
複勝票数 計 646078 的中 � 151430（1番人気）� 16391（9番人気）� 41372（7番人気）
枠連票数 計 229225 的中 （5－8） 17951（3番人気）
馬連票数 計 978856 的中 �� 11005（22番人気）
馬単票数 計 415213 的中 �� 3155（33番人気）
ワイド票数 計 664513 的中 �� 7686（23番人気）�� 20594（10番人気）�� 2498（50番人気）
3連複票数 計1336276 的中 ��� 4023（73番人気）
3連単票数 計1608743 的中 ��� 1008（328番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．4―11．8―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―47．0―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デターミネーション �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 End Sweep デビュー 2018．7．7 中京3着

2016．3．5生 牡3鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 4戦2勝 賞金 16，300，000円
〔競走中止〕 ナガラスワロー号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 シンゼンアイル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。

オースミヌーベル号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 シンゼンアイル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月9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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 イチバンヤリ号・エイシンポジション号・ショウナンサニー号・ダイメイコスモス号・ルリジオン号

16044 6月9日 晴 良 （1阪神3） 第4日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・右・外）（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
1：44．5
1：43．9

良
良

812 ペ ル ク ナ ス 牡3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 514－121：48．5 2．8�
45 ド ゥ オ ー モ 牡6鹿 57 藤岡 佑介広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 480－ 41：48．81� 6．8�
710 シ ー リ ア 牝4青鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：48．9� 12．0�
69 ガウディウム 牡5鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 〃 アタマ 7．4�
22 クリノクーニング 牡4鹿 57 松山 弘平栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 456－ 81：49．0クビ 14．6	
56 プリンセスルーラー 牝5黒鹿55 幸 英明大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 472－10 〃 ハナ 11．3

813 トップウイナー 牡3栗 54 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B466± 0 〃 ハナ 11．5�
711 ショウナンタイザン 牡6黒鹿 57

55 △西村 淳也国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 486－ 41：49．1� 13．9�
44 カヌメラビーチ 牡3芦 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞	湖 レイクヴィラファーム 496＋ 41：49．31
 7．0
11 � ギ ャ ツ ビ ー 牡6栗 57

56 ☆坂井 瑠星 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 460＋ 81：49．83 76．0�

57 ピボットポイント 牡4鹿 57 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 41：50．12 17．4�
68 キンショーボヌール 牡3栗 54 中井 裕二礒野日出夫氏 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 41：50．42 228．3�
33 � ローズカラー 牝3青 52

49 ▲三津谷隼人竹原 孝昭氏 作田 誠二 浦河 大柳ファーム 426－121：50．61� 313．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 54，379，500円 複勝： 70，091，800円 枠連： 26，641，300円
馬連： 105，513，500円 馬単： 49，640，700円 ワイド： 73，091，400円
3連複： 140，811，300円 3連単： 191，828，700円 計： 711，998，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 190円 � 320円 枠 連（4－8） 410円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 580円 �� 790円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 13，900円

票 数

単勝票数 計 543795 的中 � 153287（1番人気）
複勝票数 計 700918 的中 � 141974（1番人気）� 95978（2番人気）� 46291（8番人気）
枠連票数 計 266413 的中 （4－8） 49203（1番人気）
馬連票数 計1055135 的中 �� 65462（2番人気）
馬単票数 計 496407 的中 �� 21275（2番人気）
ワイド票数 計 730914 的中 �� 33640（3番人気）�� 23787（7番人気）�� 16443（14番人気）
3連複票数 計1408113 的中 ��� 25493（8番人気）
3連単票数 計1918287 的中 ��� 10000（14番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．3―12．7―13．0―12．3―11．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．1―48．8―1：01．8―1：14．1―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペ ル ク ナ ス �
�
父 Majesticperfection �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2018．11．11 京都1着

2016．5．6生 牡3鹿 母 サンダーカップ 母母 Buttercup 3戦2勝 賞金 15，500，000円
※ショウナンタイザン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16045 6月9日 晴 良 （1阪神3） 第4日 第9競走 ��
��2，400�

さ ん だ

三 田 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．9以降1．6．2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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

22 サトノガーネット 牝4黒鹿54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434＋ 62：26．2 7．0�

46 ヴ ィ ッ セ ン 牡8鹿 53 荻野 極 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B488－ 42：26．3� 53．0�

711� ミスマンマミーア 牝4栗 53 四位 洋文吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 456＋ 42：26．51	 7．4�
57 フォーラウェイ 牡6鹿 55 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 22：26．71	 28．0�
58 アロマドゥルセ 牝5青鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446± 02：26．91	 2．7	
813 シャイニーゲール 牡5鹿 55 菱田 裕二小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 472＋10 〃 クビ 17．7

69 レイエスプランドル 牡4鹿 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 508－ 62：27．32
 5．4�
814 エイシンレーザー 牡4鹿 54 石橋 脩平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 484＋ 22：27．83 33．8�
34 ウインルチル 牝4栗 51 西村 淳也�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 442± 0 〃 アタマ 29．4
712 タイセイモナーク 牡3鹿 52 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 462－ 22：28．12 16．7�
33 エイシンクリック 牡5鹿 55 岩田 康誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 478＋ 22：28．2クビ 6．0�
45 ミラクルブラッド 牝4鹿 52 北村 友一芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 446－ 62：30．8大差 78．4�
610 ヒルノアトラーニ 牡5青鹿53 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 522＋ 22：32．7大差 120．8�
11 ケンシュナウザー 牡5栗 53 古川 吉洋中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 478－ 22：33．33
 196．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 49，495，700円 複勝： 82，764，200円 枠連： 25，236，000円
馬連： 143，921，100円 馬単： 60，779，400円 ワイド： 85，085，300円
3連複： 188，920，400円 3連単： 269，096，400円 計： 905，298，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 260円 � 1，730円 � 280円 枠 連（2－4） 11，280円

馬 連 �� 21，430円 馬 単 �� 33，710円

ワ イ ド �� 5，630円 �� 1，230円 �� 6，750円

3 連 複 ��� 52，670円 3 連 単 ��� 355，360円

票 数

単勝票数 計 494957 的中 � 55791（4番人気）
複勝票数 計 827642 的中 � 92217（4番人気）� 10362（12番人気）� 83056（5番人気）
枠連票数 計 252360 的中 （2－4） 1733（22番人気）
馬連票数 計1439211 的中 �� 5204（43番人気）
馬単票数 計 607794 的中 �� 1352（79番人気）
ワイド票数 計 850853 的中 �� 3838（43番人気）�� 18487（13番人気）�� 3192（50番人気）
3連複票数 計1889204 的中 ��� 2690（113番人気）
3連単票数 計2690964 的中 ��� 549（677番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．2―12．3―12．1―12．0―12．2―12．2―12．2―11．5―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．2―36．4―48．7―1：00．8―1：12．8―1：25．0―1：37．2―1：49．4―2：00．9―2：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
1，13，6－5－（4，9）（7，14）2，11－8，12（3，10）・（1，13，6）＝5，9（4，14）7，2－11，8，12（3，10）

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

勝馬の
紹 介

サトノガーネット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Victory Note デビュー 2018．4．14 阪神6着

2015．1．28生 牝4黒鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 11戦3勝 賞金 40，822，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒルノアトラーニ号・ケンシュナウザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

7月9日まで平地競走に出走できない。

16046 6月9日 晴 稍重 （1阪神3） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

あ き

安芸ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

44 � エアアルマス 牡4鹿 57 川田 将雅 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

480－ 21：23．3 2．6�
78 � アメリカンファクト 牡4栗 57 北村 友一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B502－ 41：24．04 4．4�
66 バーンフライ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 01：24．21	 13．6�
811 ディープミタカ 牡8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 468＋ 6 〃 クビ 135．0�
55 テーオージーニアス 牡4鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 488－ 41：24．3
 8．2�
11 テイエムディラン 牡4黒鹿57 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 470± 01：24．61
 58．2	
79 ガ ン ジ ー 牡8栗 57 小牧 太岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 512－ 81：25．02� 45．0

67 マルカソレイユ 牝5栗 55 M．デムーロ日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 アタマ 3．6�
22 ハングリーベン 牡5鹿 57 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 444－ 21：25．53 21．7�
810 ツクバクロオー 牡4青鹿57 国分 優作荻原 昭二氏 坂口 智康 新ひだか 田上 徹 442－ 2 〃 ハナ 35．3
33 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B434± 01：25．6クビ 15．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，614，700円 複勝： 71，377，900円 枠連： 24，268，400円
馬連： 152，369，900円 馬単： 76，453，900円 ワイド： 85，362，800円
3連複： 204，451，100円 3連単： 348，003，900円 計： 1，025，902，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 190円 � 340円 枠 連（4－7） 600円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 350円 �� 690円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 636147 的中 � 189867（1番人気）
複勝票数 計 713779 的中 � 155902（2番人気）� 100102（3番人気）� 42296（6番人気）
枠連票数 計 242684 的中 （4－7） 31301（2番人気）
馬連票数 計1523699 的中 �� 166273（2番人気）
馬単票数 計 764539 的中 �� 52204（2番人気）
ワイド票数 計 853628 的中 �� 66436（3番人気）�� 30471（9番人気）�� 31653（8番人気）
3連複票数 計2044511 的中 ��� 67119（6番人気）
3連単票数 計3480039 的中 ��� 30242（18番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアアルマス �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Empire Maker デビュー 2017．11．5 京都2着

2015．5．6生 牡4鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 12戦4勝 賞金 61，559，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



16047 6月9日 曇 良 （1阪神3） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第24回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，3歳以上，30．6．9以降1．6．2まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

23 サ ラ ス 牝4鹿 51 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 524± 02：00．3 14．2�
816 レッドランディーニ 牝4青 51 池添 謙一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 ハナ 26．8�
815 スカーレットカラー 牝4鹿 53 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 62：00．4� 10．6�
24 センテリュオ 牝4鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466± 02：00．71� 4．6�
48 ウインクルサルーテ 牝6鹿 50 高倉 稜�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 432－ 22：00．8� 89．3	
611 モーヴサファイア 牝5鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 4．8

47 チカノワール 牝5鹿 50 小崎 綾也�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 468± 0 〃 ハナ 80．2�
714 クィーンズベスト 牝6鹿 52 松山 弘平林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506＋ 42：01．11� 16．4�
11 サンティール 牝5鹿 52 荻野 極吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：01．2� 31．1
12 ウスベニノキミ 牝4鹿 49 酒井 学岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 450＋ 22：01．51� 34．4�
713 ダ ン サ ー ル 牝4黒鹿51 藤岡 康太�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508－ 22：01．6� 7．1�
59 ア ド ラ ー タ 牝4鹿 50 坂井 瑠星 �社台レースホース石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 22：01．7� 35．8�
612 フローレスマジック 牝5鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 12．7�
36 カレンシリエージョ 牝4栗 50 秋山真一郎鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：01．91	 36．2�
35 
 ラ ン ド ネ 牝4鹿 54 M．デムーロ 合同会社小林英一ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 508± 02：03．17 6．8�
510 レ ー ツ ェ ル 牝4鹿 51 和田 竜二 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 478－12 〃 ハナ 16．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 194，109，400円 複勝： 272，126，300円 枠連： 166，853，900円
馬連： 749，982，600円 馬単： 269，407，900円 ワイド： 413，606，800円
3連複： 1，445，541，200円 3連単： 1，803，291，400円 計： 5，314，919，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 500円 � 950円 � 410円 枠 連（2－8） 1，530円

馬 連 �� 19，380円 馬 単 �� 33，680円

ワ イ ド �� 5，520円 �� 2，480円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 56，780円 3 連 単 ��� 391，310円

票 数

単勝票数 計1941094 的中 � 109344（7番人気）
複勝票数 計2721263 的中 � 144945（8番人気）� 70801（11番人気）� 186386（6番人気）
枠連票数 計1668539 的中 （2－8） 84262（7番人気）
馬連票数 計7499826 的中 �� 29989（64番人気）
馬単票数 計2694079 的中 �� 5998（116番人気）
ワイド票数 計4136068 的中 �� 19170（68番人気）�� 43385（33番人気）�� 27760（47番人気）
3連複票数 計14455412 的中 ��� 19093（193番人気）
3連単票数 計18032914 的中 ��� 3341（1206番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．2―12．2―12．3―12．4―12．1―11．8―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―35．3―47．5―59．8―1：12．2―1：24．3―1：36．1―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ラ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．26 京都3着

2015．3．23生 牝4鹿 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 12戦4勝 賞金 80，957，000円

16048 6月9日 曇 稍重 （1阪神3） 第4日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）（1000万円以下）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 メイショウギガース 牡5青鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 480± 01：24．5 3．4�
611 パ ド カ ト ル 牡3鹿 54

52 △西村 淳也今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 460＋ 21：24．82 7．2�
48 アヴァンティスト 牡3栗 54 北村 友一 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 462－ 21：25．01� 5．3�
713 ルミナリースピン �6栗 57

54 ▲斎藤 新中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B516－ 4 〃 クビ 84．7�

23 テイエムチェロキー 牡5鹿 57 和田 竜二竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 488－ 61：25．21 7．1�
47 ケルティックソード 牡6栗 57 藤井勘一郎吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 482－ 21：25．52 47．2	
59 メイショウヴォルガ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 500－10 〃 アタマ 17．7

11 デロングスター 牝5栗 55

52 ▲岩田 望来 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 472＋ 8 〃 ハナ 15．7�
35 ミッキーマインド 牡4鹿 57 川田 将雅野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 B470± 01：25．6� 6．3
815 クリムゾンバローズ �6栗 57 古川 吉洋猪熊 広次氏 上村 洋行 新冠 須崎牧場 496－181：25．91� 22．1�
12 スズカフェスタ 牡4栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 504－ 61：26．0� 13．4�
24 カ ム カ ム 牡5鹿 57 幸 英明共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 464－14 〃 アタマ 46．8�
714	 リュウシンベガス 牡5黒鹿57 藤岡 佑介桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 66．1�
510 カフジフェニックス 牡4芦 57

54 ▲団野 大成加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム B460＋ 41：26．2
 191．2�
612 ワンダープラヤアン 牡5栗 57 吉田 隼人山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 490＋ 81：26．3� 51．4�
36 ハーツジュニア 牡7鹿 57 酒井 学田畑 利彦氏 渡辺 薫彦 浦河 浦河日成牧場 484－ 21：28．8大差 169．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，123，600円 複勝： 118，797，200円 枠連： 50，218，900円
馬連： 211，854，800円 馬単： 80，566，700円 ワイド： 140，057，800円
3連複： 313，008，500円 3連単： 389，406，800円 計： 1，385，034，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 220円 � 200円 枠 連（6－8） 1，310円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 600円 �� 480円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 811236 的中 � 186889（1番人気）
複勝票数 計1187972 的中 � 277898（1番人気）� 118275（5番人気）� 141449（3番人気）
枠連票数 計 502189 的中 （6－8） 29520（6番人気）
馬連票数 計2118548 的中 �� 97053（4番人気）
馬単票数 計 805667 的中 �� 19320（8番人気）
ワイド票数 計1400578 的中 �� 59124（4番人気）�� 76725（3番人気）�� 46421（7番人気）
3連複票数 計3130085 的中 ��� 79488（4番人気）
3連単票数 計3894068 的中 ��� 18321（22番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．1―12．5―12．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―35．2―47．7―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウギガース �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．29 京都6着

2014．4．20生 牡5青鹿 母 シングフォアジョイ 母母 シルバージョイ 19戦4勝 賞金 52，526，000円
〔発走状況〕 アヴァンティスト号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーツジュニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月9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。
（非抽選馬） 3頭 ケイアイターコイズ号・サンビショップ号・メイショウバイタル号

４レース目



（1阪神3）第4日 6月9日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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

257，970，000円
7，780，000円
16，610，000円
1，600，000円
30，310，000円
70，217，000円
5，163，800円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
673，738，500円
933，681，900円
389，390，200円
1，777，216，600円
751，104，700円
1，094，586，100円
2，871，675，800円
3，788，391，800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 12，279，785，600円

総入場人員 19，990名 （有料入場人員 18，957名）
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