
16049 6月15日 曇 稍重 （1阪神3） 第5日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時00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
1：20．8
1：20．3

良
良

88 レ ジ ェ ー ロ 牝2黒鹿54 松山 弘平山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 388＋ 21：22．8 2．2�
33 メイショウマサヒメ 牝2青鹿54 和田 竜二松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 464＋ 21：23．86 5．7�
11 ダイヤモンドライフ 牡2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 490－ 41：24．01� 11．5�
77 テ レ ー ザ 牝2青鹿 54

52 △西村 淳也門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 41：24．42� 41．1�
22 ノーブルライガー 牡2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 442＋ 21：24．93 3．6�
55 ペプチドサクラ 牝2黒鹿54 福永 祐一沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 454－ 21：25．11� 5．9�
66 グランフェスタ 牡2黒鹿 54

51 ▲岩田 望来市川義美ホール
ディングス� 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 422＋ 21：25．2クビ 45．9�

（7頭）
44 テーオーマルクス 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，331，600円 複勝： 19，163，600円 枠連： 発売なし
馬連： 34，257，600円 馬単： 22，189，300円 ワイド： 22，065，800円
3連複： 37，253，500円 3連単： 82，135，400円 計： 242，396，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 300円 �� 500円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 5，050円

票 数

単勝票数 差引計 253316（返還計 4190） 的中 � 92640（1番人気）
複勝票数 差引計 191636（返還計 3282） 的中 � 78248（1番人気）� 28330（3番人気）� 14125（5番人気）
馬連票数 差引計 342576（返還計 8537） 的中 �� 43035（2番人気）
馬単票数 差引計 221893（返還計 5205） 的中 �� 17553（3番人気）
ワイド票数 差引計 220658（返還計 5539） 的中 �� 20182（3番人気）�� 11039（8番人気）�� 8062（10番人気）
3連複票数 差引計 372535（返還計 16656） 的中 ��� 16140（7番人気）
3連単票数 差引計 821354（返還計 43401） 的中 ��� 11784（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．6―47．5―59．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ジ ェ ー ロ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2019．6．8 阪神2着

2017．3．30生 牝2黒鹿 母 ロックフェアレディ 母母 タイムフェアレディ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 テーオーマルクス号は，競馬の公正確保のため競走除外。

16050 6月15日 曇 稍重 （1阪神3） 第5日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30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
1：08．8
1：08．7

重
重

22 リネンリボン 牝3鹿 54
51 ▲斎藤 新戸山 光男氏 坂口 智康 新冠 芳住 鉄兵 452＋121：14．3 29．2�

814 メイショウクサブエ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476－10 〃 アタマ 9．2�
23 ガールズロック 牝3栗 54

52 △西村 淳也�G1レーシング 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432＋ 6 〃 クビ 5．3�

610 バブリーダンス 牝3栗 54
51 ▲岩田 望来�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：14．5� 9．5�
59 テイエムウンマカ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 434－ 61：14．81� 65．5�
35 トーホウフレーテ 牝3鹿 54 �島 克駿東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 450＋ 8 〃 ハナ 2．4�
11 アンラッシュ 牝3黒鹿54 松山 弘平前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 2 〃 アタマ 8．2�
34 タガノアリサ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456－ 41：15．65 4．6�

815 タガノベリンダ 牝3鹿 54 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 41：16．13 24．4�

58 メイショウオハラメ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 476－ 21：16．2� 79．7�
（10頭）

46 メイショウヤワラギ 牝3鹿 54 福永 祐一松本 好�氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 000 （競走除外）

47 ミキノモンテカルロ 牝3鹿 54 和田 竜二谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 000 （競走除外）

611 アンブシュール 牝3栗 54
53 ☆森 裕太朗岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 000 （競走除外）

712 イ チ ザ ベ ガ 牝3栗 54 岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 協栄組合 000 （競走除外）

713 ゴールデンラン 牝3黒鹿54 城戸 義政小島 將之氏 安達 昭夫 新ひだか 竹内 良一 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，301，100円 複勝： 33，140，500円 枠連： 8，640，500円
馬連： 35，453，500円 馬単： 19，563，300円 ワイド： 25，906，200円
3連複： 47，800，300円 3連単： 69，349，800円 計： 262，155，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 540円 � 300円 � 190円 枠 連（2－8） 1，440円

馬 連 �� 11，860円 馬 単 �� 28，050円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 1，980円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 22，250円 3 連 単 ��� 178，920円

票 数

単勝票数 差引計 223011（返還計 8233） 的中 � 6093（8番人気）
複勝票数 差引計 331405（返還計 7756） 的中 � 13407（7番人気）� 28052（6番人気）� 53860（3番人気）
枠連票数 差引計 86405（返還計 3532） 的中 （2－8） 4629（6番人気）
馬連票数 差引計 354535（返還計 14505） 的中 �� 2315（29番人気）
馬単票数 差引計 195633（返還計 7611） 的中 �� 523（64番人気）
ワイド票数 差引計 259062（返還計 11445） 的中 �� 1782（29番人気）�� 3346（22番人気）�� 6683（13番人気）
3連複票数 差引計 478003（返還計 36629） 的中 ��� 1611（58番人気）
3連単票数 差引計 693498（返還計 55042） 的中 ��� 281（388番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．3―12．3―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．7―37．0―49．3―1：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．3
3 ・（5，9）（1，3，14）10，2，15，4，8 4 ・（5，9）14（1，3）10，2－（8，4）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リネンリボン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．8．18 小倉9着

2016．2．25生 牝3鹿 母 ヴィアレッタ 母母 ヴ ァ レ ッ タ 8戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 メイショウヤワラギ号・ミキノモンテカルロ号・アンブシュール号・イチザベガ号・ゴールデンラン号は，競馬の公正確保の

ため競走除外。
〔制裁〕 リネンリボン号の騎手斎藤新は，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：3番）
〔3走成績による出走制限〕 メイショウオハラメ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月15日まで平地競走に出走

できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 阪神競馬 第５日

― ―
―
―
―
―



16051 6月15日 雨 稍重 （1阪神3） 第5日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時00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

57 オ ー マ オ 牡3栗 56 松山 弘平吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444＋ 41：54．4 6．7�
22 グッドヘルスバイオ 牡3芦 56 福永 祐一バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 464－ 4 〃 アタマ 7．6�
34 エイシンボールディ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 436± 01：54．5� 52．1�
69 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 506± 01：54．81� 11．2�
610 ビービーシャルト �3鹿 56

53 ▲岩田 望来坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 486－ 21：55．01� 8．1�
712 キモンボーイ 牡3鹿 56

54 △西村 淳也小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 500－ 41：55．42� 18．3�
814 ブルベアカーキ 牡3鹿 56 酒井 学 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 沼田 照秋 532－ 61：55．82� 146．9�
711 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56 松若 風馬森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 470＋161：56．33 106．0�
33 メイショウハナモリ 牡3黒鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 500－ 2 〃 クビ 3．7�
58 マンノグランプリ 牡3鹿 56 幸 英明萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B516＋ 41：56．61� 13．6�
46 タガノサルバドル 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希八木 良司氏 宮本 博 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 2 〃 ハナ 276．0�

45 アドマイヤコースト 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋101：57．45 3．3�
813 リリーエンデヴァー 牡3鹿 56 城戸 義政 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 追分ファーム 458＋ 21：59．6大差 37．4�
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11 ツールドフォース 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，158，100円 複勝： 42，727，800円 枠連： 11，100，100円
馬連： 50，242，000円 馬単： 25，501，700円 ワイド： 37，778，300円
3連複： 68，424，200円 3連単： 84，373，900円 計： 348，306，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 280円 � 1，260円 枠 連（2－5） 1，760円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 840円 �� 4，750円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 32，620円 3 連 単 ��� 166，220円

票 数

単勝票数 差引計 281581（返還計 166） 的中 � 33589（3番人気）
複勝票数 差引計 427278（返還計 388） 的中 � 59064（3番人気）� 42289（5番人気）� 7187（10番人気）
枠連票数 差引計 111001（返還計 83） 的中 （2－5） 4865（10番人気）
馬連票数 差引計 502420（返還計 501） 的中 �� 14701（13番人気）
馬単票数 差引計 255017（返還計 223） 的中 �� 3778（24番人気）
ワイド票数 差引計 377783（返還計 546） 的中 �� 12126（11番人気）�� 1997（38番人気）�� 1730（42番人気）
3連複票数 差引計 684242（返還計 1806） 的中 ��� 1573（85番人気）
3連単票数 差引計 843739（返還計 1985） 的中 ��� 368（451番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．5―12．0―12．7―13．1―13．6―12．9―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．0―48．0―1：00．7―1：13．8―1：27．4―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F40．6
1
3
3－5（4，10）8（2，9，13）12－14－7，11，6
3＝（4，5）－10，2－12（9，13）（8，14）（7，11）＝6

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

勝馬の
紹 介

オ ー マ オ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．10 京都6着

2016．5．20生 牡3栗 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔競走除外〕 ツールドフォース号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔制裁〕 リリーエンデヴァー号の騎手城戸義政は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーエンデヴァー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月15日まで平地

競走に出走できない。

16052 6月15日 雨 重 （1阪神3） 第5日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時30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

12 ボンディマンシュ �3黒鹿 56
53 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 502－ 21：26．0 1．6�

24 ラ ー 牡3鹿 56 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 日高 広富牧場 426＋ 21：26．21� 10．1�
35 オ ー ブ ラ ン 牡3青鹿56 川須 栄彦中野 和子氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 442－ 81：26．73 8．6�
59 ダイシンリカール 牡3鹿 56 松山 弘平大八木信行氏 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 B494± 01：26．91� 5．5�
48 キタサンハイドン 牡3黒鹿56 福永 祐一�大野商事 清水 久詞 千歳 社台ファーム 508－ 41：27．43 7．3�
714 メイショウイギョク 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治松本 好雄氏 坂口 智康 日高 ヤナガワ牧場 B468－ 21：28．46 25．1�
47 ルフレシャンス 牝3鹿 54 小崎 綾也松岡 研司氏 作田 誠二 日高 宝寄山 忠則 442－ 41：28．6� 90．6�
713 ローザジルベルト 牡3鹿 56

54 △西村 淳也 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：29．02� 24．8�
612 バトルウインリンク 牝3鹿 54 城戸 義政宮川 秋信氏 奥村 豊 新ひだか チャンピオンズファーム 434－ 2 〃 ハナ 119．3�
23 マテンロウカフェ 牡3青鹿56 太宰 啓介寺田千代乃氏 寺島 良 新ひだか 畠山牧場 474＋ 6 （競走中止） 40．3�
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11 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 000 （競走除外）

36 インヴィンチービレ 牡3栗 56
53 ▲岩田 望来幅田 京子氏 笹田 和秀 浦河 富田牧場 000 ― （競走除外）

510 ナムラシェパード 牡3鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 000 （競走除外）

611 ラッキーグラン 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 000 （競走除外）

815 マ テ ィ ス 牝3黒鹿54 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 000 （競走除外）

816 ハクサンカイザー 牡3栗 56 松若 風馬河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，349，900円 複勝： 65，784，200円 枠連： 9，341，600円
馬連： 35，861，900円 馬単： 26，407，200円 ワイド： 28，256，300円
3連複： 50，158，400円 3連単： 92，444，100円 計： 333，603，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（1－2） 690円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 230円 �� 230円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 差引計 253499（返還計 3424） 的中 � 120956（1番人気）
複勝票数 差引計 657842（返還計 3612） 的中 � 457946（1番人気）� 36300（4番人気）� 39023（3番人気）
枠連票数 差引計 93416（返還計 691） 的中 （1－2） 10422（4番人気）
馬連票数 差引計 358619（返還計 12354） 的中 �� 38138（4番人気）
馬単票数 差引計 264072（返還計 5043） 的中 �� 19330（4番人気）
ワイド票数 差引計 282563（返還計 7159） 的中 �� 32929（3番人気）�� 34491（1番人気）�� 9088（10番人気）
3連複票数 差引計 501584（返還計 22712） 的中 ��� 26891（5番人気）
3連単票数 差引計 924441（返還計 32849） 的中 ��� 16592（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．7―48．0―1：00．7―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンディマンシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．6．1 阪神2着

2016．3．23生 �3黒鹿 母 ビアンカシェボン 母母 ミルズウィスパー 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ニホンピロコレール号・インヴィンチービレ号・ナムラシェパード号・ラッキーグラン号・マティス号・ハクサンカイザー号は，

競馬の公正確保のため競走除外。
〔競走中止〕 マテンロウカフェ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーミサルーテ号
（非抽選馬） 1頭 スターオブザナイル号

―

―
―
―
―
―
―



16053 6月15日 曇 重 （1阪神3） 第5日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時20分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

68 ジェネティクス 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 500 ―1：13．0 1．8�
33 アウトウッズ 牡2鹿 54 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 524 ―1：13．42� 7．0�
55 フルデプスリーダー 牡2鹿 54 松山 弘平小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 462 ―1：13．61� 5．6�
812 テイエムサウスダン 牡2鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 516 ―1：14．34 12．1�
710 オ ッ ト 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 400 ― 〃 クビ 31．5�
22 ダンシングサンダー 牡2栗 54 M．デムーロ永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 444 ―1：14．72� 11．9�
811 ショウナンマリオ 牡2黒鹿54 浜中 俊�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 468 ―1：14．8クビ 75．6�
44 ネクサスアルカナム 牡2栗 54 幸 英明吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482 ―1：15．11� 34．7�
79 シェーブルドール 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：15．2� 24．5�
56 ボスオンザサンド 牡2鹿 54 松若 風馬岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 前田牧場 470 ―1：15．3� 74．4�
67 ヴィッセンシャウト 牡2鹿 54 酒井 学星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 桑田牧場 B480 ―1：17．3大差 128．1�

（シーダーエンブレム）

11 コンカーワン 牡2黒鹿54 川須 栄彦 �CHEVAL AT-
TACHE 加用 正 新ひだか 木村 秀則 474 ―1：17．61� 53．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，126，000円 複勝： 63，874，700円 枠連： 9，286，800円
馬連： 50，342，000円 馬単： 33，490，800円 ワイド： 39，600，400円
3連複： 68，076，300円 3連単： 114，042，900円 計： 420，839，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 220円 �� 220円 �� 500円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 1，960円

票 数

単勝票数 計 421260 的中 � 192418（1番人気）
複勝票数 計 638747 的中 � 357609（1番人気）� 60866（3番人気）� 71107（2番人気）
枠連票数 計 92868 的中 （3－6） 14106（1番人気）
馬連票数 計 503420 的中 �� 73133（2番人気）
馬単票数 計 334908 的中 �� 38264（1番人気）
ワイド票数 計 396004 的中 �� 49726（1番人気）�� 49022（2番人気）�� 16959（6番人気）
3連複票数 計 680763 的中 ��� 64083（1番人気）
3連単票数 計1140429 的中 ��� 42184（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．9―12．2―11．8―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネティクス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2017．2．28生 牡2鹿 母 ソ ラ コ マ チ 母母 ブイルージュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ヴィッセンシャウト号・フルデプスリーダー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16054 6月15日 曇 稍重 （1阪神3） 第5日 第6競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走12時50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
2：24．1
2：20．6

良
良

510 メロディーレーン 牝3鹿 54
51 ▲岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 340＋ 42：28．8 9．3�

23 ダンディズム 牡3黒鹿56 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B468－ 62：30．39 3．1�

35 ボ ン ベ ー ル 牡3鹿 56 城戸 義政木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 456＋ 22：30．62 28．5�
713 ディオーネプリンス 牡3鹿 56

54 △西村 淳也齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 464－ 42：30．7クビ 75．3�
611 ヒラボクメルロー 牝3黒鹿54 小崎 綾也�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 464± 02：30．91� 17．7�
12 ツーエムアロンソ 牡3鹿 56 岩崎 翼村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 524－ 82：32．38 30．5�
816 ケルンキングダム �3鹿 56 松山 弘平谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 434－ 42：32．51� 7．6�
714 スズカコンパス 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 422＋ 22：32．7� 58．8�
59 リッフェルゼー 牝3黒鹿54 和田 竜二矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 512＋102：32．91� 35．8�
47 ハーバーコメット 牝3芦 54 藤井勘一郎谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470＋ 22：33．32� 183．0�
24 ララフォーナ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム B472± 02：33．61� 3．1�
48 ファストフォース 牡3黒鹿56 M．デムーロ安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 516 ―2：33．81� 5．4�
11 ウインフォワード 牡3黒鹿56 柴田 未崎�ウイン 梅田 智之 新ひだか 広田牧場 430＋ 22：34．01 192．8�

（13頭）
36 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 000 （競走除外）

815 ブラックハーデス 牡3青 56 川田 将雅 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 000 （競走除外）

612 ペプチドアスカ �3栗 56 佐久間寛志沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，348，600円 複勝： 37，330，500円 枠連： 13，865，200円
馬連： 54，102，800円 馬単： 25，611，900円 ワイド： 36，915，300円
3連複： 71，120，500円 3連単： 88，656，800円 計： 357，951，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 240円 � 160円 � 410円 枠 連（2－5） 600円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，370円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 30，210円

票 数

単勝票数 差引計 303486（返還計 939） 的中 � 25868（5番人気）
複勝票数 差引計 373305（返還計 1355） 的中 � 38839（5番人気）� 74578（2番人気）� 19140（7番人気）
枠連票数 差引計 138652（返還計 66） 的中 （2－5） 17897（3番人気）
馬連票数 差引計 541028（返還計 4099） 的中 �� 29478（5番人気）
馬単票数 差引計 256119（返還計 1684） 的中 �� 5320（14番人気）
ワイド票数 差引計 369153（返還計 2614） 的中 �� 18240（6番人気）�� 6647（16番人気）�� 10343（11番人気）
3連複票数 差引計 711205（返還計 8659） 的中 ��� 10673（16番人気）
3連単票数 差引計 886568（返還計 12240） 的中 ��� 2127（100番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．2―12．7―12．4―12．3―12．6―12．4―12．4―12．5―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．9―37．1―49．8―1：02．2―1：14．5―1：27．1―1：39．5―1：51．9―2：04．4―2：16．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メロディーレーン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Motivator デビュー 2018．10．13 京都10着

2016．2．12生 牝3鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 10戦1勝 賞金 7，600，000円
〔出走取消〕 ペプチドアスカ号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔競走除外〕 サンマルフラッシュ号・ブラックハーデス号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインフォワード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月15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〕 ハーバーコメット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月15日まで平地競走に出走で

きない。

―
―



16055 6月15日 晴 稍重 （1阪神3） 第5日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時20分 （芝・右・外）（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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 エスポワール 牝3栗 52 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋181：49．6 2．1�
812 ティグラーシャ 牝3黒鹿52 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 428－ 41：49．81� 8．7�
67 ナ ル ハ ヤ 牝5黒鹿55 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 494＋12 〃 クビ 13．1�
56 サムシングジャスト 牝3黒鹿52 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 486－ 21：50．01� 4．3�
55 キャンディストーム 牝5鹿 55 川田 将雅ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋141：50．53 15．6�
710 ガールズバンド 牝4鹿 55 幸 英明 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 472＋ 41：50．6� 11．0�
33 ブリリアントリリー 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：50．7� 111．9�

44 オメガハートクィン 牝3黒鹿52 �島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 436± 01：51．33� 9．4�
79 ヴィルトゥース 牝4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 402＋ 81：51．4� 14．6�
68 オーシャンスケイプ 牝3黒鹿 52

50 △西村 淳也 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 408－ 61：51．82� 53．6�
（10頭）

22 アリストライン 牝4黒鹿 55
54 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 000 （競走除外）

811 クリノクリストフ 牝4鹿 55
52 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 株式会社カ

ネツ牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，973，600円 複勝： 54，574，300円 枠連： 12，456，400円
馬連： 68，434，700円 馬単： 36，561，900円 ワイド： 45，615，900円
3連複： 80，513，000円 3連単： 124，684，000円 計： 463，813，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 230円 � 250円 枠 連（1－8） 980円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 460円 �� 550円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 差引計 409736（返還計 245） 的中 � 154396（1番人気）
複勝票数 差引計 545743（返還計 202） 的中 � 153261（1番人気）� 49817（5番人気）� 45861（6番人気）
枠連票数 差引計 124564（返還計 109） 的中 （1－8） 9774（4番人気）
馬連票数 差引計 684347（返還計 540） 的中 �� 54728（3番人気）
馬単票数 差引計 365619（返還計 228） 的中 �� 19771（3番人気）
ワイド票数 差引計 456159（返還計 342） 的中 �� 26588（3番人気）�� 21701（5番人気）�� 7952（21番人気）
3連複票数 差引計 805130（返還計 1626） 的中 ��� 19899（11番人気）
3連単票数 差引計1246840（返還計 2057） 的中 ��� 8988（28番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．9―12．7―12．8―12．3―11．4―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．0―50．7―1：03．5―1：15．8―1：27．2―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．8
3 7，4，5（6，10）9，12，8，1，3 4 7（4，5）10（6，9，12）（8，1）－3

勝馬の
紹 介

エスポワール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．21 京都3着

2016．3．24生 牝3栗 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 4戦2勝 賞金 17，200，000円
〔競走除外〕 アリストライン号・クリノクリストフ号は，競馬の公正確保のため競走除外。

16056 6月15日 晴 稍重 （1阪神3） 第5日 第8競走 ��1，600�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
1：31．9
1：30．5

良
良

812 ミエノウインウイン �4黒鹿57 和田 竜二里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 21：35．6 4．4�

67 � ブルーメンクローネ 牝4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－141：35．7� 9．3�
811 ロードマドリード 牡4鹿 57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 450－101：36．12� 2．9�
56 ダノンテイオー 牡3黒鹿54 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 460＋ 21：36．52� 3．4�
710 ファクトゥーラ 牝3黒鹿 52

51 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－101：36．6� 25．2�

22 ナンヨープランタン 牡4黒鹿57 M．デムーロ中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 アタマ 5．9�
55 センティフォリア 牝4黒鹿 55

53 △西村 淳也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 428－ 21：37．02� 112．5�

33 フェスタマドンナ 牝4鹿 55
52 ▲岩田 望来服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 520＋261：37．31� 18．2�
44 � クリノアパッチ �5栗 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 440－ 81：38．36 285．0�
68 タマモクレマチス 牝3鹿 52

49 ▲斎藤 新タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 440± 01：38．72� 76．9�
（10頭）

11 マイネルエメ 牡4鹿 57 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 000 （競走除外）

79 ハクサンフエロ �4鹿 57 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 �川 啓一 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，149，200円 複勝： 43，947，100円 枠連： 13，532，600円
馬連： 65，254，100円 馬単： 33，346，900円 ワイド： 40，900，100円
3連複： 77，680，800円 3連単： 126，921，900円 計： 443，732，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 130円 � 220円 � 120円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 660円 �� 220円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 11，990円

票 数

単勝票数 差引計 421492（返還計 479） 的中 � 76507（3番人気）
複勝票数 差引計 439471（返還計 494） 的中 � 90328（2番人気）� 37698（5番人気）� 113100（1番人気）
枠連票数 差引計 135326（返還計 70） 的中 （6－8） 13319（4番人気）
馬連票数 差引計 652541（返還計 1597） 的中 �� 21180（9番人気）
馬単票数 差引計 333469（返還計 649） 的中 �� 6443（17番人気）
ワイド票数 差引計 409001（返還計 1079） 的中 �� 13944（9番人気）�� 55659（2番人気）�� 22276（7番人気）
3連複票数 差引計 776808（返還計 4409） 的中 ��� 42144（5番人気）
3連単票数 差引計1269219（返還計 5490） 的中 ��� 7670（46番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．2―12．3―12．1―11．4―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―37．2―49．5―1：01．6―1：13．0―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 ・（7，6）8（2，11）－（3，12）（4，5，10） 4 ・（7，6，11）10（2，8，12）5，3，4
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 �4黒鹿 母 クイーンアイリス 母母 セニョラージェ 11戦2勝 賞金 24，950，000円
〔競走除外〕 マイネルエメ号・ハクサンフエロ号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔制裁〕 ダノンテイオー号の騎手福永祐一は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

―
―

―
―



16057 6月15日 晴 重 （1阪神3） 第5日 第9競走 ��
��2，000�

た か と り

鷹 取 特 別
発走14時25分 （ダート・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

35 アッシェンプッテル 牝3鹿 52 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 494－ 62：05．1 5．5�
48 オ ノ リ ス 牡4黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500－ 22：05．41� 4．2�
611 スズカロング 牡5鹿 57 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480－ 42：05．72 26．3�
23 � フ ラ テ ッ リ 牡4栗 56 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 豪

China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

538－122：05．91� 3．3�
36 ジョースターライト 牡6青鹿57 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B454－ 82：06．64 10．1�
815 オペラハット 牡8鹿 57 小牧 太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 470＋ 22：06．81� 101．5�
510 ダイシンカローリ 牡4栗 57 藤井勘一郎大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 512－ 4 〃 クビ 69．2�
816� フ ワ ト ロ 牝4鹿 55 西村 淳也佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 488＋ 4 〃 クビ 20．3�
612 リュミエールドール 牝5鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 82：06．9クビ 58．8�
714 ギ ラ ー ミ ン �4栗 57 浜中 俊谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B502＋10 〃 クビ 24．7�
713 ダノンフォワード 牡4栗 57 和田 竜二�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B452＋ 22：07．85 3．9�
47 ヒラボクテイオー 牡7黒鹿57 小崎 綾也�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 506－ 42：11．0大差 58．4�

（12頭）
11 ランドジュピター 牡5鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 000 （競走除外）

12 アロマティカス 牡5鹿 57 酒井 学山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 000 （競走除外）

24 メ ス キ ー タ 牡3鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 000 （競走除外）

59 レッドゼノン 牡5黒鹿57 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 38，443，100円 複勝： 49，166，100円 枠連： 17，869，200円
馬連： 81，743，900円 馬単： 36，843，100円 ワイド： 50，338，200円
3連複： 107，661，000円 3連単： 145，044，400円 計： 527，109，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 160円 � 380円 枠 連（3－4） 780円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，660円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 35，060円

票 数

単勝票数 差引計 384431（返還計 1597） 的中 � 54938（4番人気）
複勝票数 差引計 491661（返還計 1669） 的中 � 79482（3番人気）� 95513（1番人気）� 25462（7番人気）
枠連票数 差引計 178692（返還計 408） 的中 （3－4） 17568（4番人気）
馬連票数 差引計 817439（返還計 6526） 的中 �� 45243（6番人気）
馬単票数 差引計 368431（返還計 3118） 的中 �� 10598（10番人気）
ワイド票数 差引計 503382（返還計 4136） 的中 �� 27401（5番人気）�� 7468（21番人気）�� 10886（11番人気）
3連複票数 差引計1076610（返還計 15133） 的中 ��� 9883（23番人気）
3連単票数 差引計1450444（返還計 22213） 的中 ��� 2999（103番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．1―12．4―12．7―13．4―13．7―12．9―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．9―34．0―46．4―59．1―1：12．5―1：26．2―1：39．1―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F38．9
1
3
3－13－（7，14）－（6，12）＝16－11－5（8，15）－10
3（6，13，12）－14，16（7，8，11，5）15，10

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

勝馬の
紹 介

アッシェンプッテル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．28 阪神5着

2016．5．19生 牝3鹿 母 ミミオブパラダイス 母母 ヘヴンリーアドヴァイス 5戦3勝 賞金 30，078，000円
〔競走除外〕 ランドジュピター号・アロマティカス号・メスキータ号・レッドゼノン号は，競馬の公正確保のため競走除外。
※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 キャベンディッシュ号
（非抽選馬） 1頭 インテグリティー号

16058 6月15日 晴 稍重 （1阪神3） 第5日 第10競走 ��
��1，600�

し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．5

良
良

88 アドマイヤキズナ 牡6黒鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 458－ 61：36．2 5．3�
11 ライオネルカズマ 牡5鹿 57 西村 淳也合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 B512－ 2 〃 ハナ 8．0�
77 エイシンルカーノ 牡5栗 57 福永 祐一�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 470－ 41：36．41� 2．3�
22 ロ ケ ッ ト 牝4栗 55 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 4 〃 クビ 3．8�
66 イダエンペラー 牡4青鹿57 岩田 望来張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488－ 21：36．5� 19．9�
55 クリアザトラック 牡5鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋121：36．6� 5．8�
89 ウォーターシャウト 牡6青鹿57 斎藤 新山岡 良一氏 安田 翔伍 新ひだか タイヘイ牧場 494＋ 61：37．02� 57．6�
33 サイモンサーマル �4鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B490± 01：37．63� 137．9�

（8頭）
44 インヘリットデール 牝5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 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，242，600円 複勝： 38，476，700円 枠連： 11，085，000円
馬連： 81，736，000円 馬単： 43，841，200円 ワイド： 43，125，200円
3連複： 85，363，700円 3連単： 192，871，800円 計： 542，742，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 160円 � 110円 枠 連（1－8） 1，630円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 440円 �� 190円 �� 300円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 差引計 462426（返還計 653） 的中 � 69128（3番人気）
複勝票数 差引計 384767（返還計 541） 的中 � 68375（2番人気）� 43984（5番人気）� 132707（1番人気）
枠連票数 差引計 110850（返還計 402） 的中 （1－8） 5248（9番人気）
馬連票数 差引計 817360（返還計 4212） 的中 �� 37821（8番人気）
馬単票数 差引計 438412（返還計 1950） 的中 �� 10156（17番人気）
ワイド票数 差引計 431252（返還計 1951） 的中 �� 21353（8番人気）�� 67745（1番人気）�� 34482（4番人気）
3連複票数 差引計 853637（返還計 8481） 的中 ��� 67479（4番人気）
3連単票数 差引計1928718（返還計 16997） 的中 ��� 17969（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．1―37．3―49．7―1：01．7―1：12．8―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤキズナ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．11．29 京都2着

2013．5．9生 牡6黒鹿 母 アドマイヤオウカ 母母 ロゼダンジュ 18戦4勝 賞金 75，190，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 インヘリットデール号は，競馬の公正確保のため競走除外。

―
―
―
―

―



16059 6月15日 曇 稍重 （1阪神3） 第5日 第11競走 ��
��1，200�

み な づ き

水無月ステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．6．16以降1．6．9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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

48 ウインストラグル 牡5黒鹿54 川須 栄彦�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 484＋ 21：08．7 20．3�
35 ラベンダーヴァレイ 牝6鹿 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 クビ 9．3�
23 タイセイブレーク �5栗 54 浜中 俊田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 494＋ 21：08．91� 4．5�
47 � シャドウノエル 牝4黒鹿53 M．デムーロ飯塚 知一氏 角居 勝彦 仏 M. Patrick

Barbe 462－ 41：09．0クビ 6．5�
612 クラウンルシフェル 牡8栗 52 高倉 稜�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B482± 01：09．42� 142．6�
24 ダイシンバルカン 牡7鹿 54 松若 風馬大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506－ 21：09．5� 19．3�
611 エンゲルヘン 牝5栗 55 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± 0 〃 クビ 3．3�
11 ブラッククローバー 牡7黒鹿56 中井 裕二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 488－ 21：09．6クビ 38．2�
815 エリーティアラ 牝7青鹿50 酒井 学谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 土田農場 474－ 2 〃 クビ 81．8�
36 スターリーステージ 牝4鹿 53 川田 将雅吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋101：09．7クビ 3．7�
59 カネトシブレス 牝6鹿 52 川又 賢治兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 446± 0 〃 クビ 43．3�
713 ミトノレインボー 牝4鹿 52 小崎 綾也ロイヤルパーク 武 英智 新ひだか 木村 秀則 462－ 21：10．44 38．1�
714 ゲンキチハヤブサ �7栗 54 松山 弘平荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 482＋ 41：10．72 72．3�
（13頭）

12 キアロスクーロ �6黒鹿55 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 000 （競走除外）

510 アイファープリティ 牝6鹿 52 小牧 太中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 000 （競走除外）

816 メイショウカリン 牝5鹿 54 �島 克駿松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 79，882，900円 複勝： 103，769，900円 枠連： 48，818，900円
馬連： 242，460，200円 馬単： 96，322，000円 ワイド： 130，438，600円
3連複： 357，483，900円 3連単： 494，396，200円 計： 1，553，572，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 530円 � 250円 � 190円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 10，980円 馬 単 �� 22，440円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 1，490円 �� 700円

3 連 複 ��� 11，850円 3 連 単 ��� 110，660円

票 数

単勝票数 差引計 798829（返還計 3473） 的中 � 31367（7番人気）
複勝票数 差引計1037699（返還計 2364） 的中 � 41958（7番人気）� 111655（4番人気）� 162284（3番人気）
枠連票数 差引計 488189（返還計 91） 的中 （3－4） 49258（4番人気）
馬連票数 差引計2424602（返還計 17951） 的中 �� 17110（31番人気）
馬単票数 差引計 963220（返還計 5980） 的中 �� 3219（63番人気）
ワイド票数 差引計1304386（返還計 11024） 的中 �� 11602（31番人気）�� 22184（16番人気）�� 50398（9番人気）
3連複票数 差引計3574839（返還計 58127） 的中 ��� 22615（40番人気）
3連単票数 差引計4943962（返還計 76655） 的中 ��� 3239（315番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―10．8―11．1―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．7―33．5―44．6―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．2
3 8，11（4，12）5（9，13）（1，14，15）－（6，7）3 4 8，11，12（4，5）－（1，13）（9，15）（14，6，7）3

勝馬の
紹 介

ウインストラグル �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．25 阪神18着

2014．4．23生 牡5黒鹿 母 マルモリバニー 母母 ゴールドバニー 21戦4勝 賞金 54，036，000円
〔競走除外〕 キアロスクーロ号・アイファープリティ号・メイショウカリン号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔制裁〕 ミトノレインボー号の騎手小崎綾也は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

カネトシブレス号の騎手川又賢治は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イオラニ号・ハーグリーブス号・パーリオミノル号

16060 6月15日 雨 重 （1阪神3） 第5日 第12競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 シェパードボーイ 牡3黒鹿54 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 440－ 41：51．7 3．1�
59 � ワンダーラジャ 牡5栗 57 松山 弘平山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 498± 01：52．02 5．5�
23 テイエムギフテッド 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 462－ 41：52．21 44．1�
612 シールドヴォルト 牡3鹿 54 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 442－ 81：52．41� 16．1�
35 ワ イ ズ ワ ン 牡4鹿 57

55 △西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B500＋ 6 〃 ハナ 20．5�
48 プエルタデルソル 牡5栗 57 川田 将雅前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－101：52．61� 4．3�
510 グリッサード 牡3鹿 54 和田 竜二 �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 20．6�
24 ヘ リ オ ス 牡3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来�桑田牧場 友道 康夫 浦河 桑田牧場 B454－ 81：53．23� 18．0�
816� クリノクノイチ 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 458－ 2 〃 ハナ 100．4�
713 ポ デ ィ ウ ム 牡3鹿 54 岡田 祥嗣ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋101：53．73 9．3�
36 スペシャルボス 牡3黒鹿54 中谷 雄太�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 ディアレスト

クラブ 526＋ 51：55．08 7．6�
47 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 54

51 ▲斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 506＋ 21：55．21� 38．9�
12 ライディングハイ 牝6鹿 55 藤懸 貴志�下河辺牧場 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 512－ 61：59．5大差 78．0�

（13頭）
11 � ランドヘルメース 牡4鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 000 （競走除外）

714 トウシンタイガー �6鹿 57
54 ▲服部 寿希�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 000 （競走除外）

815 ブルベアジネンジョ 牡4栗 57 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 000 （競走除外）

売 得 金
単勝： 55，202，800円 複勝： 63，113，500円 枠連： 28，590，800円
馬連： 132，172，800円 馬単： 56，009，000円 ワイド： 84，407，600円
3連複： 207，095，300円 3連単： 258，442，100円 計： 885，033，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 180円 � 560円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，600円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 24，610円

票 数

単勝票数 差引計 552028（返還計 391） 的中 � 140366（1番人気）
複勝票数 差引計 631135（返還計 231） 的中 � 125796（1番人気）� 95302（3番人気）� 21263（10番人気）
枠連票数 差引計 285908（返還計 34） 的中 （5－6） 30749（2番人気）
馬連票数 差引計1321728（返還計 1342） 的中 �� 99054（3番人気）
馬単票数 差引計 560090（返還計 594） 的中 �� 26347（2番人気）
ワイド票数 差引計 844076（返還計 925） 的中 �� 49559（3番人気）�� 13061（22番人気）�� 8967（28番人気）
3連複票数 差引計2070953（返還計 4066） 的中 ��� 20126（26番人気）
3連単票数 差引計2584421（返還計 5451） 的中 ��� 7612（71番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．5―12．6―13．0―12．8―12．7―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．7―48．3―1：01．3―1：14．1―1：26．8―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シェパードボーイ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．3．3 阪神1着

2016．5．13生 牡3黒鹿 母 エオリアンハープ 母母 エアウイングス 4戦2勝 賞金 16，048，000円
〔競走除外〕 ランドヘルメース号・トウシンタイガー号・ブルベアジネンジョ号は，競馬の公正確保のため競走除外。
〔その他〕 ライディングハイ号は，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。

―
―
―

―
―
―



（1阪神3）第5日 6月15日（土曜日） 曇時々雨一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 131頭 本 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

195，720，000円
18，540，000円
1，340，000円
21，280，000円
53，632，500円
3，406，000円
1，257，600円

勝馬投票券売得金
476，509，500円
615，068，900円
184，587，100円
932，061，500円
455，688，300円
585，347，900円
1，258，630，900円
1，873，363，300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 6，381，257，400円

総入場人員 10，774名 （有料入場人員 10，086名）


