
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

16061 6月16日 晴 重 （1阪神3） 第6日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時00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

710 サイレントクララ 牝3黒鹿54 岩崎 翼吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 498－ 41：56．1 17．1�
811 アマリリステソーロ 牝3青 54 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 432＋ 41：56．31� 4．8�
68 マリノフロンティア 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新�クラウン 角田 晃一 日高 クラウン日高牧場 460－ 81：56．4� 19．1�
56 サニーバレット 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 468± 01：56．93 34．6�

33 ガーデンガーデン 牝3黒鹿54 小牧 太松島 千佳氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 462－ 2 〃 ハナ 11．6�
11 ピクシーメイデン 牝3鹿 54

52 △西村 淳也ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444－ 81：57．11� 1．8	

44 マラスキーノ 牝3鹿 54 中井 裕二吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 432－ 21：57．2� 22．6

67 エスカルラータ 牝3黒鹿54 松若 風馬�G1レーシング 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438－ 21：57．3� 98．8�
79 ショウナンパルコ 牝3栗 54 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 446± 01：57．83 13．7�
812 ピンクダンサー 牝3鹿 54 �島 克駿木村 久子氏 牧田 和弥 日高 沖田牧場 460－ 61：57．9クビ 108．5
55 パイオニアプライド 牝3芦 54 和田 竜二飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 B466－ 61：59．6大差 7．7�
22 ラストシーン 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 470± 01：59．7クビ 138．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，301，300円 複勝： 40，905，800円 枠連： 9，763，400円
馬連： 44，956，900円 馬単： 28，023，200円 ワイド： 35，258，000円
3連複： 69，326，200円 3連単： 104，461，400円 計： 358，996，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 620円 � 260円 � 580円 枠 連（7－8） 1，410円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 9，160円

ワ イ ド �� 960円 �� 5，620円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 24，350円 3 連 単 ��� 210，950円

票 数

単勝票数 計 263013 的中 � 12282（6番人気）
複勝票数 計 409058 的中 � 16180（7番人気）� 47008（2番人気）� 17231（6番人気）
枠連票数 計 97634 的中 （7－8） 5330（6番人気）
馬連票数 計 449569 的中 �� 9870（13番人気）
馬単票数 計 280232 的中 �� 2294（28番人気）
ワイド票数 計 352580 的中 �� 9740（11番人気）�� 1561（41番人気）�� 5991（15番人気）
3連複票数 計 693262 的中 ��� 2135（60番人気）
3連単票数 計1044614 的中 ��� 359（395番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．9―52．2―1：05．5―1：18．5―1：31．1―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サイレントクララ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．3．23 中京16着

2016．2．9生 牝3黒鹿 母 サイレントクロップ 母母 サイレントハピネス 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 パイオニアプライド号・ショウナンパルコ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日ま

で平地競走に出走できない。
※競走除外馬 ヴィヴァンフィーユ号・スズカミュージック号・ダルトヴィラ号（競馬の公正確保のため）

16062 6月16日 晴 重 （1阪神3） 第6日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10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
1：08．8
1：08．7

重
重

22 メイショウロサン 牡3黒鹿 56
53 ▲岩田 望来松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 472－ 41：11．9 4．3�

56 ブラッディムーン 牝3黒鹿54 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 446－ 21：12．11� 1．8�
710 サ ラ マ ー 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 新ひだか 沖田 博志 460＋ 21：12．2クビ 4．5�
55 ピエナキャプテン 牡3芦 56 和田 竜二本谷 兼三氏 武 英智 千歳 社台ファーム 454－ 81：12．51� 22．6�
44 	 ヴィエントフレスコ 牡3鹿 56 
島 克駿前田 幸治氏 中竹 和也 米

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

480± 0 〃 アタマ 29．2�
33 サンライズギガ 牡3栗 56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 454 ― 〃 ハナ 88．3�
67 メイショウドウダン 牡3黒鹿56 
島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 432－ 61：12．6� 42．6	
79 ブルベアボルド 牡3鹿 56 松若 風馬 
ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 B500－ 41：12．7� 34．8�
812 ド ナ ホ ー ク 牝3青鹿54 藤井勘一郎大内 景子氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 498＋161：14．08 132．6�
68 	 フィアボルグ 牡3鹿 56 国分 優作窪田 芳郎氏 矢作 芳人 米 Audley Farm

Equine, LLC 508 ―1：14．32 96．2
811	 ファイナルドリーム 牝3黒鹿54 松山 弘平 DMMドリームクラブ
 池江 泰寿 英 Grangecon

Stud 494＋141：14．93� 23．9�
11 ハートスナッチャー 牡3栗 56 浜中 俊 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B538－ 2 （競走中止） 17．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，754，900円 複勝： 80，776，300円 枠連： 10，103，700円
馬連： 43，833，100円 馬単： 27，685，600円 ワイド： 34，151，900円
3連複： 62，250，500円 3連単： 102，582，800円 計： 389，138，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（2－5） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 140円 �� 300円 �� 180円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，880円

票 数

単勝票数 計 277549 的中 � 51025（2番人気）
複勝票数 計 807763 的中 � 66297（2番人気）� 592080（1番人気）� 51368（3番人気）
枠連票数 計 101037 的中 （2－5） 23997（1番人気）
馬連票数 計 438331 的中 �� 109390（1番人気）
馬単票数 計 276856 的中 �� 24474（3番人気）
ワイド票数 計 341519 的中 �� 71886（1番人気）�� 23010（3番人気）�� 46165（2番人気）
3連複票数 計 622505 的中 ��� 97402（1番人気）
3連単票数 計1025828 的中 ��� 25803（3番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウロサン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．9．23 阪神11着

2016．4．7生 牡3黒鹿 母 メイショウランタナ 母母 ミスティックライト 10戦1勝 賞金 10，300，000円
〔競走中止〕 ハートスナッチャー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 メイショウドウダン号の騎手
島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 ファイナルドリーム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日まで平地競走に出走

できない。
※競走除外馬 アイファーメンバー号・クリノバルセロナ号・パワープラント号・モズファヴォリート号（競馬の公正確保のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タイセイチーフ号

第３回 阪神競馬 第６日



16063 6月16日 晴 重 （1阪神3） 第6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

55 タ イ サ イ 牡3栗 56 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋ 81：53．1 1．3�

78 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 松若 風馬 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B546－ 21：53．31� 26．5�
66 ナムラオニヘイ 牡3鹿 56 松山 弘平奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 八田ファーム 446－ 81：53．61� 9．9�
67 イマジンラヴ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 490－ 91：54．02� 8．8�
22 ブラックエクシード 牡3黒鹿56 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 478＋ 41：54．42� 11．4�
11 ブルベアペスカ 牡3栗 56 小牧 太 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 482＋121：54．71� 14．4	
44 ブルベアリーノ 牡3栗 56 岡田 祥嗣 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 バンブー牧場 460＋ 21：55．23 46．0

79 イズジョークラウン 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来泉 一郎氏 千田 輝彦 新ひだか へいはた牧場 472－ 61：56．05 101．1�
33 ブラウンマカン �3黒鹿56 国分 優作青芝商事� 矢作 芳人 新ひだか 田中 裕之 430－ 41：57．27 106．0�
810 ロ ロ ペ ニ �3栗 56

54 △西村 淳也畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 484－141：59．2大差 37．2
811 カームタウン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 岡本 昌市 478± 02：01．2大差 116．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，611，000円 複勝： 91，596，900円 枠連： 11，554，500円
馬連： 45，004，100円 馬単： 36，260，300円 ワイド： 36，817，700円
3連複： 63，158，800円 3連単： 136，117，000円 計： 452，120，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 270円 � 160円 枠 連（5－7） 880円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 470円 �� 220円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 4，880円

票 数

単勝票数 計 316110 的中 � 193812（1番人気）
複勝票数 計 915969 的中 � 703888（1番人気）� 19954（6番人気）� 47222（2番人気）
枠連票数 計 115545 的中 （5－7） 10146（4番人気）
馬連票数 計 450041 的中 �� 30271（5番人気）
馬単票数 計 362603 的中 �� 19191（6番人気）
ワイド票数 計 368177 的中 �� 18954（6番人気）�� 50429（1番人気）�� 6766（15番人気）
3連複票数 計 631588 的中 ��� 31862（6番人気）
3連単票数 計1361170 的中 ��� 20191（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．4―12．5―12．1―12．4―12．7―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．2―49．7―1：01．8―1：14．2―1：26．9―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
1，10（5，8）（4，11）6（2，9）－（3，7）・（1，7）（10，8）5（4，6）11，2（3，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ イ サ イ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．6．16 阪神8着

2016．2．9生 牡3栗 母 プリティスター 母母 ベストゾーン 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロロペニ号・カームタウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月16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〕 カームタウン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日まで平地競走に出走できな

い。
※競走除外馬 テイエムクロムシャ号・マッシヴレジェンド号（競馬の公正確保のため）

16064 6月16日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （1阪神3） 第6日 第4競走 ��2，970�障害3歳以上未勝利

発走11時30分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

22 ブレイクスピアー 牡4青鹿60 植野 貴也前田 葉子氏 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 492－ 23：20．2 8．2�
44 ファスナハト 牡6青鹿60 西谷 誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 546－ 23：20．41 2．2�
810 モルドレッド 牡4鹿 60 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 486－123：21．04 37．2�
33 ニシノエアレス 牝5栗 58 森 一馬西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 476＋143：21．74 18．9�
11 ヒロノタイリク 牡4栗 60 難波 剛健高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 482＋ 23：22．23 8．5�
78 メメニシコリ 牡6鹿 60 平沢 健治本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 6．0	
66 マルクデラポム 牝6青鹿58 中村 将之三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 490－ 43：23．05 10．8

77 ワイドリーザワン 牡7黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 63：23．85 5．1�
55 クリノシャガール 牡4鹿 60

57 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 棚川 光男 510－ 63：30．5大差 111．8�
89 シャイニードライヴ �5鹿 60 蓑島 靖典小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 442－12 （競走中止） 50．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，041，400円 複勝： 20，980，900円 枠連： 10，742，600円
馬連： 33，519，800円 馬単： 20，950，900円 ワイド： 22，392，300円
3連複： 51，532，500円 3連単： 83，887，500円 計： 264，047，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 200円 � 130円 � 580円 枠 連（2－4） 1，080円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，290円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 43，590円

票 数

単勝票数 計 200414 的中 � 19437（4番人気）
複勝票数 計 209809 的中 � 25984（4番人気）� 60698（1番人気）� 6195（8番人気）
枠連票数 計 107426 的中 （2－4） 7695（4番人気）
馬連票数 計 335198 的中 �� 24961（4番人気）
馬単票数 計 209509 的中 �� 6220（8番人気）
ワイド票数 計 223923 的中 �� 19019（3番人気）�� 2317（25番人気）�� 3942（18番人気）
3連複票数 計 515325 的中 ��� 5415（27番人気）
3連単票数 計 838875 的中 ��� 1395（150番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 54．1－3F 41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→	→�」
�
�
6＝10－2＝4，7－1－3，8＝5
6＝10，2＝4，7，1，3，8＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブレイクスピアー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．7．16 中京5着

2015．4．11生 牡4青鹿 母 コスモカラット 母母 エクセレンス 障害：7戦1勝 賞金 12，140，000円
〔競走中止〕 シャイニードライヴ号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ファスナハト号の騎手西谷誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※競走除外馬 ジャスパーゲラン号・ソニックセンス号・メイショウトーチ号・ライブリシュナイト号（競馬の公正確保のため）



16065 6月16日 晴 稍重 （1阪神3） 第6日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時20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

811 エールヴィオレ 牝2栗 54 浜中 俊佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 434 ―1：37．7 19．8�
55 ベッラヴォルタ 牝2栗 54 中井 裕二ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 480 ―1：38．02 46．4�
22 チェルヴィーノ 牝2青鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490 ―1：38．21 4．7�
44 ハッピールーラ 牡2鹿 54 �島 克駿会田 裕一氏 長谷川浩大 新ひだか 三木田牧場 454 ―1：38．3� 33．3�
67 	 ホールタイム 牡2栗 54 松若 風馬ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Deerpark

Stud 472 ―1：38．62 7．8	
66 フローラルピース 牝2鹿 54

52 △西村 淳也髙橋 正雄氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 434 ―1：38．91
 6．2

78 ナ ム ラ ボ ス 牡2鹿 54

53 ☆森 裕太朗奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 452 ― 〃 クビ 21．0�
79 ウインカムトゥルー 牡2栗 54 高倉 稜�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：39．11� 3．9�
33 イッツマイビジネス 牡2栗 54 太宰 啓介清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 430 ―1：39．31� 14．8
810 カ ヴ ァ ス 牡2黒鹿54 和田 竜二 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 474 ―1：39．93� 4．9�
11 ウインローズブーケ 牝2黒鹿54 酒井 学�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 418 ―1：40．0
 49．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，975，900円 複勝： 35，961，600円 枠連： 11，112，700円
馬連： 52，625，000円 馬単： 26，104，100円 ワイド： 36，046，300円
3連複： 67，352，800円 3連単： 87，133，800円 計： 352，312，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 470円 � 940円 � 200円 枠 連（5－8） 7，740円

馬 連 �� 25，710円 馬 単 �� 38，920円

ワ イ ド �� 5，470円 �� 1，670円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 36，210円 3 連 単 ��� 337，810円

票 数

単勝票数 計 359759 的中 � 15367（7番人気）
複勝票数 計 359616 的中 � 18615（7番人気）� 8434（10番人気）� 60288（2番人気）
枠連票数 計 111127 的中 （5－8） 1112（21番人気）
馬連票数 計 526250 的中 �� 1586（47番人気）
馬単票数 計 261041 的中 �� 503（90番人気）
ワイド票数 計 360463 的中 �� 1673（48番人気）�� 5642（20番人気）�� 3313（31番人気）
3連複票数 計 673528 的中 ��� 1395（101番人気）
3連単票数 計 871338 的中 ��� 187（728番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．6―49．1―1：01．2―1：12．8―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エールヴィオレ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2017．2．17生 牝2栗 母 クインリーグレイス 母母 クイーンモード 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 カヴァス号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※競走除外馬 メイショウボサツ号・レディオマジック号（競馬の公正確保のため）

16066 6月16日 晴 稍重 （1阪神3） 第6日 第6競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走12時50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
1：19．5
1：19．0

良
良

57 モズハチキン 牝3鹿 54 和田 竜二 �キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 大道牧場 450＋ 81：22．1 2．3�
814 ラッキーバローズ 牡3鹿 56

54 △西村 淳也猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 424－ 21：23．05 11．9�
22 プラネットアース 牡3鹿 56 松山 弘平吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 464± 01：23．21� 2．7�
33 ハ ニ エ ル 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420＋ 4 〃 クビ 9．6�

34 � クロスオブヴァロー 牡3鹿 56 小牧 太 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 英 D. J. and
Mrs Deer 460＋ 2 〃 ハナ 35．2�

58 スイートミーティア 牝3鹿 54 中井 裕二伊東 純一氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 462± 01：23．4	 34．9	
11 プ ロ ポ ー ズ 牝3青鹿 54

51 ▲斎藤 新前田 亘輝氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 432－ 21：23．72 74．0

46 テーオースナイパー 牡3鹿 56 国分 優作小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 B458± 01：23．91� 74．1�
45 サイベリアン 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来下河邉俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 432＋ 81：24．0	 12．3�
712 アストライア 牝3栗 54 中谷 雄太 キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B420－ 21：24．1クビ 12．0�
711 ウインパーチェ 牡3黒鹿56 川須 栄彦�ウイン 加用 正 平取 スガタ牧場 452＋201：24．95 187．4�
610 オリエンタルハート 牡3鹿 56 藤井勘一郎三宅 勝俊氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 510＋161：25．0クビ 61．2�
813 メイショウマンリキ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462 ―1：25．32 172．1�
69 グランヴィクトリア 牝3鹿 54 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 むかわ 上水牧場 448＋ 21：25．62 172．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，738，900円 複勝： 52，381，200円 枠連： 15，100，200円
馬連： 66，518，900円 馬単： 35，444，100円 ワイド： 43，436，400円
3連複： 86，226，700円 3連単： 136，107，700円 計： 468，954，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（5－8） 1，010円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 390円 �� 150円 �� 480円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 337389 的中 � 112680（1番人気）
複勝票数 計 523812 的中 � 216608（1番人気）� 36774（4番人気）� 118672（2番人気）
枠連票数 計 151002 的中 （5－8） 11531（3番人気）
馬連票数 計 665189 的中 �� 40536（3番人気）
馬単票数 計 354441 的中 �� 13900（5番人気）
ワイド票数 計 434364 的中 �� 23731（4番人気）�� 97683（1番人気）�� 18611（7番人気）
3連複票数 計 862267 的中 ��� 82935（2番人気）
3連単票数 計1361077 的中 ��� 22524（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．4―46．9―58．4―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズハチキン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．9 阪神2着

2016．3．16生 牝3鹿 母 メイユーブルーム 母母 フローラルグリーン 7戦1勝 賞金 16，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウマンリキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月16日まで平地

競走に出走できない。
グランヴィクトリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月16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〕 グランヴィクトリア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月16日まで平地競走に出走で
きない。

※競走除外馬 ガバナンスコード号・ジュディシャス号・ラコンコルド号・リッカローズ号（競馬の公正確保のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アドアパルス号
（非抽選馬） 2頭 クロノスコープ号・ジューンワルツ号



16067 6月16日 曇 重 （1阪神3） 第6日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時20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
1：08．8
1：08．7

重
重

56 カモンスプリング 牡3鹿 54 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 484－ 21：11．6 4．5�
67 ルクスムンディー 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 512－ 4 〃 ハナ 106．4�
33 クインズカトレア 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 434± 01：11．81	 7．0�
44 
 パンサーバローズ 牡5黒鹿57 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 498＋ 21：12．11� 1．8�
68 メ デ ィ ク ス 牡3栗 54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 454＋ 41：12．63 11．3�
55 � ラインジェット 牡5黒鹿57 藤懸 貴志大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442＋ 2 〃 アタマ 14．1	
710� リリアンローズ 牝4黒鹿55 藤井勘一郎谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 454＋ 2 〃 ハナ 77．8

812 ジュンテオドーラ 牝5鹿 55

52 ▲斎藤 新河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：12．81	 16．8�
11 � ベ ー 牡4栗 57 中井 裕二北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 482－121：13．01 37．9
79 メイショウカギロイ 牡4鹿 57 松若 風馬松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 村下 明博 504－14 〃 クビ 39．7�
811� マルカテノール 牡5鹿 57 田中 健日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 474－ 21：13．1クビ 88．1�
22 レッドヴェルサス 牡6鹿 57

55 △西村 淳也 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B514－ 21：14．37 30．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，485，200円 複勝： 62，477，500円 枠連： 14，232，600円
馬連： 63，641，300円 馬単： 38，114，300円 ワイド： 46，622，300円
3連複： 88，494，100円 3連単： 153，750，400円 計： 501，817，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 240円 � 3，320円 � 330円 枠 連（5－6） 1，920円

馬 連 �� 20，660円 馬 単 �� 30，340円

ワ イ ド �� 4，700円 �� 500円 �� 6，640円

3 連 複 ��� 34，650円 3 連 単 ��� 189，890円

票 数

単勝票数 計 344852 的中 � 60884（2番人気）
複勝票数 計 624775 的中 � 81066（2番人気）� 4007（12番人気）� 51832（3番人気）
枠連票数 計 142326 的中 （5－6） 5730（6番人気）
馬連票数 計 636413 的中 �� 2387（36番人気）
馬単票数 計 381143 的中 �� 942（54番人気）
ワイド票数 計 466223 的中 �� 2434（37番人気）�� 26119（4番人気）�� 1716（41番人気）
3連複票数 計 884941 的中 ��� 1915（69番人気）
3連単票数 計1537504 的中 ��� 587（357番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．2―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．6―47．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カモンスプリング �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スエヒロコマンダー デビュー 2018．9．15 中山3着

2016．5．15生 牡3鹿 母 イナズマアマリリス 母母 イナズマラム 11戦2勝 賞金 22，220，000円
※競走除外馬 クリノカナロアオー号・ゼセル号・マラードザレコード号・メイショウアワジ号（競馬の公正確保のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エヴァキュアン号・ケプラー号・ダブルスプリット号

16068 6月16日 曇 稍重 （1阪神3） 第6日 第8競走 ��
��2，000�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
1：57．2
1：56．1

良
良

44 アルファライズ 牝3青鹿 52
49 ▲斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 442＋ 22：03．2 10．4�

22 	 ス テ ィ ー ン 牡3鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 470± 02：03．52 3．6�
11 ドラウプニル 牡3鹿 54

53 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474－ 22：03．6クビ 2．7�
55 ダディーズトリップ 牡3青 54

51 ▲岩田 望来田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 436－ 2 〃 ハナ 5．4�
33 サンライズクロンヌ 牡6栗 57

55 △西村 淳也松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 490－ 42：03．81
 3．0�
（5頭）

売 得 金
単勝： 34，153，100円 複勝： 31，839，900円 枠連： 発売なし
馬連： 36，491，000円 馬単： 29，275，600円 ワイド： 17，959，100円
3連複： 36，704，500円 3連単： 153，028，200円 計： 339，451，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 480円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 480円 �� 380円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 11，710円

票 数

単勝票数 計 341531 的中 � 26051（5番人気）
複勝票数 計 318399 的中 � 22584（5番人気）� 65889（3番人気）
馬連票数 計 364910 的中 �� 15276（8番人気）
馬単票数 計 292756 的中 �� 5154（20番人気）
ワイド票数 計 179591 的中 �� 8271（10番人気）�� 10907（8番人気）�� 29070（2番人気）
3連複票数 計 367045 的中 ��� 20867（7番人気）
3連単票数 計1530282 的中 ��� 9468（55番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．8―12．7―12．1―12．1―11．6―11．7―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―37．7―50．4―1：02．5―1：14．6―1：26．2―1：37．9―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F37．0
1
3
2，3－（4，5）－1・（2，3）－（4，5）1

2
4
2，3－（4，5）－1
3（2，4，5）1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルファライズ �
	
父 エイシンフラッシュ �

	
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．9 中京6着

2016．2．10生 牝3青鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 5戦2勝 賞金 13，000，000円
※競走除外馬 ウインラナキラ号・エリンズロマーネ号・キョウワベルナルド号・デクレアラー号（競馬の公正確保のため）



16069 6月16日 曇 稍重 （1阪神3） 第6日 第9競走 ��
��1，200�

み の お

箕 面 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

78 スピリットワンベル 牡4鹿 57 松山 弘平鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 526－101：11．0 3．2�
44 サンライズカラマ 牡5栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B496＋ 21：11．1� 4．8�
33 ウ ラ ガ ー ノ 牝5青鹿55 太宰 啓介藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム B520＋ 4 〃 ハナ 5．5�
66 バルコラベーロ 牡5栗 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋101：11．31	 9．3�
77 スズカプリズム 牝6栗 55 酒井 学永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 484－ 4 〃 ハナ 22．0�
22 サクレディーヴァ 牝6芦 55 
島 克駿 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 524－ 61：11．61� 5．3	
11 リリーメーカー 牝5鹿 55 
島 良太阿部榮乃進氏 長谷川浩大 厚真 阿部 栄乃進 518＋121：11．81	 33．7

55 オンリーワンスター 牝6鹿 55 岩崎 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 456＋ 81：11．9� 10．2�
810 シゲルゴホウサイ 牝7鹿 55 斎藤 新森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 470－ 81：12．32� 13．1�
89 キョウワエステル 牝6鹿 55 岩田 望来�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 486＋121：12．51	 88．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，419，300円 複勝： 49，282，200円 枠連： 14，786，800円
馬連： 91，167，900円 馬単： 40，017，000円 ワイド： 53，090，400円
3連複： 112，646，000円 3連単： 165，258，000円 計： 560，667，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 170円 枠 連（4－7） 710円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 320円 �� 360円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 344193 的中 � 85617（1番人気）
複勝票数 計 492822 的中 � 98782（1番人気）� 91696（2番人気）� 66307（4番人気）
枠連票数 計 147868 的中 （4－7） 15921（1番人気）
馬連票数 計 911679 的中 �� 90069（1番人気）
馬単票数 計 400170 的中 �� 22830（1番人気）
ワイド票数 計 530904 的中 �� 43172（1番人気）�� 37459（3番人気）�� 32036（4番人気）
3連複票数 計1126460 的中 ��� 65709（2番人気）
3連単票数 計1652580 的中 ��� 27051（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．1―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピリットワンベル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．24 東京3着

2015．3．30生 牡4鹿 母 ショウサンミーベル 母母 スズカリーガル 11戦3勝 賞金 36，293，000円
〔発走状況〕 サンライズカラマ号は，枠入り不良。
※競走除外馬 アサケパワー号・ジュエアトゥー号・ショウナンカイドウ号・デザートストーム号・メイショウカフウ号・
ロングベスト号（競馬の公正確保のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモサザンクロス号
（非抽選馬）14頭 アルマユディト号・ケイアイターコイズ号・サンビショップ号・スナークライデン号・スマートアルタイル号・

ドゥリトル号・ナムラムート号・ヒデノヴィーナス号・ペイシャエヴァー号・メイショウキタグニ号・
メイショウバイタル号・メイショウヒボタン号・メイショウラビエ号・ワンダープラヤアン号

16070 6月16日 曇 稍重 （1阪神3） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

なだ

灘 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 マイネルクラース 牡5鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：50．2 17．2�

57 ストーミーバローズ 牡4栗 57 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：51．26 2．4�
813 エ オ リ ア 牝5鹿 55 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 61：51．41� 4．3�
69 ゼンノワスレガタミ 牡5鹿 57 	島 克駿大迫久美子氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 B464－ 21：51．72 9．5�
68 メイショウテムズ 牡5栗 57 藤井勘一郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 490± 01：51．91
 35．4�
56 ミスズフリオーソ 牡4栗 57 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 488－ 41：52．0クビ 9．3	
45 エンクエントロス 牡7鹿 57 川又 賢治山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B500－ 4 〃 ハナ 54．4

812 マイネルアンファン 牡4栗 57 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 21：52．1� 34．4�
711 マルカウォーレン 牡7黒鹿57 川須 栄彦日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 510± 01：52．41� 48．5�
44 マイネルビクトリー 牡6鹿 57 岡田 祥嗣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 492－ 81：52．82� 36．7
710 メイショウカマクラ 牡6青鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 524＋ 41：53．75 38．2�
22 ビッグスモーキー 牡4鹿 57 中谷 雄太 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム B536＋141：54．65 13．2�
11 メイショウタチマチ 牝6鹿 55 高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502－ 21：55．77 8．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，489，800円 複勝： 62，029，200円 枠連： 26，649，400円
馬連： 135，132，200円 馬単： 56，681，000円 ワイド： 73，053，900円
3連複： 182，425，300円 3連単： 260，056，200円 計： 839，517，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 340円 � 120円 � 140円 枠 連（3－5） 2，160円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，080円 �� 230円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 20，650円

票 数

単勝票数 計 434898 的中 � 20157（7番人気）
複勝票数 計 620292 的中 � 28604（7番人気）� 186056（1番人気）� 120586（2番人気）
枠連票数 計 266494 的中 （3－5） 9544（10番人気）
馬連票数 計1351322 的中 �� 47421（8番人気）
馬単票数 計 566810 的中 �� 6786（23番人気）
ワイド票数 計 730539 的中 �� 22403（9番人気）�� 15371（12番人気）�� 95802（1番人気）
3連複票数 計1824253 的中 ��� 65204（5番人気）
3連単票数 計2600562 的中 ��� 9130（51番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．9―12．5―12．3―12．2―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．7―49．2―1：01．5―1：13．7―1：25．9―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルクラース �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．12 東京4着

2014．3．22生 牡5鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 23戦5勝 賞金 83，898，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウタチマチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月16日まで平地

競走に出走できない。
※競走除外馬 キーグラウンド号・メイショウワザシ号・メイプルブラザー号（競馬の公正確保のため）
※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） 2頭 クラウンシャイン号・コクスイセン号

１レース目



16071 6月16日 晴 稍重 （1阪神3） 第6日 第11競走 ��
��1，600�

よ な ご

米子ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
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）

米子市長賞（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000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
1：31．9
1：30．5

良
良

55 オールフォーラヴ 牝4鹿 54 和田 竜二 �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 452－ 21：34．7 4．2�
811 リライアブルエース 牡6黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 61：34．8	 5．2�
79 
 シャイニービーム 牡7鹿 56 西村 淳也小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 450± 0 〃 クビ 63．0�
33 コスモイグナーツ 牡4青鹿56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 458－ 21：35．01� 18．3�
44 ストーミーシー 牡6栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 532＋ 4 〃 クビ 8．2	
810 アンコールプリュ 牝4黒鹿54 �島 克駿金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426± 01：35．21 23．3

11 ディメンシオン 牝5鹿 54 岩田 望来広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 458＋ 81：35．3 6．1�
67 ランガディア 牡5黒鹿56 松若 風馬吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476－ 41：35．61	 16．1�
22 ワンダープチュック 牡5黒鹿56 岩崎 翼山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 502＋ 21：35．7クビ 9．8
78 ヒーズインラブ 牡6鹿 58 浜中 俊 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 520－ 61：35．8	 6．7�
66 キ ョ ウ ヘ イ 牡5鹿 56 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 B446＋ 4 〃 クビ 8．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 83，909，500円 複勝： 113，138，500円 枠連： 45，273，900円
馬連： 297，389，500円 馬単： 115，343，500円 ワイド： 136，387，200円
3連複： 418，271，000円 3連単： 637，613，800円 計： 1，847，326，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 200円 � 1，270円 枠 連（5－8） 1，210円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 480円 �� 4，010円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 18，060円 3 連 単 ��� 68，790円

票 数

単勝票数 計 839095 的中 � 157210（1番人気）
複勝票数 計1131385 的中 � 216973（1番人気）� 157112（2番人気）� 16547（11番人気）
枠連票数 計 452739 的中 （5－8） 28965（1番人気）
馬連票数 計2973895 的中 �� 183541（1番人気）
馬単票数 計1153435 的中 �� 40071（1番人気）
ワイド票数 計1363872 的中 �� 79613（1番人気）�� 8303（46番人気）�� 8838（44番人気）
3連複票数 計4182710 的中 ��� 17367（78番人気）
3連単票数 計6376138 的中 ��� 6720（288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―36．6―48．4―59．8―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールフォーラヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．21 京都1着

2015．3．14生 牝4鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 10戦4勝 賞金 73，105，000円
※競走除外馬 コウエイタケル号・ジョルジュサンク号・ベステンダンク号（競馬の公正確保のため）

16072 6月16日 晴 稍重 （1阪神3） 第6日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時15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
1：07．1
1：06．5

良
良

46 ロードアクア 牡3鹿 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 41：09．4 8．7�
59 � トップソリスト 牝3鹿 52

49 ▲斎藤 新�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-
ston & Wynatt 462＋ 81：09．72 2．4�

22 クロンヌデトワール 牝4栗 55 浜中 俊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 446＋ 41：10．12	 11．4�

814 ブルベアオーロ 牡3黒鹿54 松若 風馬 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 444－ 61：10．2
 8．9�
611 アーズローヴァー 牝3鹿 52

50 △西村 淳也 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 444－ 21：10．41 9．1	
35 サンライズマジック 牡5鹿 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 482± 01：10．5	 5．7

11 パールズベスト 牝5青鹿55 和田 竜二谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462± 01：10．6	 9．3�
47 ベ ル ガ ド 牡4栗 57 酒井 学�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 480± 0 〃 クビ 37．0�
712 マ ジ ョ ラ ム 牝5鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 21：10．81� 36．6
34 ブレイズガール 牝6鹿 55 岡田 祥嗣岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B516＋201：10．9	 54．9�
610 レッドオリアナ 牝5栗 55 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 石坂 公一 千歳 社台ファーム 434－141：11．0
 228．3�
713 オトナノジジョウ 牝3栗 52

51 ☆川又 賢治内田 玄祥氏 森 秀行 新冠 中地 広大 440－ 21：11．42	 33．3�
58 トラストノブナガ �4鹿 57

56 ☆森 裕太朗菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 北星村田牧場 438－ 21：11．93 184．6�
23  ミンナノシャチョウ 牡4鹿 57 藤井勘一郎 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 506＋141：12．11� 65．4�
815 ディープウォーリア 牡5黒鹿57 �島 良太中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 458＋ 21：12．31� 77．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 75，033，300円 複勝： 89，513，800円 枠連： 34，523，500円
馬連： 182，076，400円 馬単： 73，218，800円 ワイド： 111，383，500円
3連複： 265，769，400円 3連単： 364，652，700円 計： 1，196，171，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 140円 � 270円 枠 連（4－5） 1，140円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，700円 �� 600円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 24，190円

票 数

単勝票数 計 750333 的中 � 68404（3番人気）
複勝票数 計 895138 的中 � 76530（6番人気）� 224645（1番人気）� 72992（7番人気）
枠連票数 計 345235 的中 （4－5） 23451（3番人気）
馬連票数 計1820764 的中 �� 113976（4番人気）
馬単票数 計 732188 的中 �� 17982（8番人気）
ワイド票数 計1113835 的中 �� 58722（5番人気）�� 15694（24番人気）�� 48421（6番人気）
3連複票数 計2657694 的中 ��� 43213（15番人気）
3連単票数 計3646527 的中 ��� 10928（69番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―10．9―11．4―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．7―45．1―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．7
3 1－（9，13）（6，10，11）－（2，3，7）－（4，5）－12，8，14－15 4 1，9（6，13，11）（10，7）2－3，5，4－12（8，14）15

勝馬の
紹 介

ロードアクア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．17 東京1着

2016．4．8生 牡3鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 4戦2勝 賞金 16，900，000円
〔発走状況〕 ディープウォーリア号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ディープウォーリア号は，令和元年6月17日から令和元年7月7日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※競走除外馬 トモジャクアルト号（競馬の公正確保のため）
※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 アルパーシャン号
（非抽選馬） 1頭 ホッコーシェルビー号

４レース目



（1阪神3）第6日 6月16日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 136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

220，050，000円
17，530，000円
1，420，000円
22，690，000円
54，863，000円
4，118，000円
1，305，600円

勝馬投票券売得金
480，913，600円
730，883，800円
203，843，300円
1，092，356，100円
527，118，400円
646，599，000円
1，504，157，800円
2，384，649，500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 7，570，521，500円

総入場人員 15，857名 （有料入場人員 14，927名）
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