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16085 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05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

714 レイトブルーミング 牝3青鹿54 松山 弘平�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 444＋ 61：25．6 8．6�
35 ア ル ポ ル ト 牝3青鹿54 藤井勘一郎�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：26．02� 13．2�
36 ケイティマドンナ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 460－ 21：26．1� 41．9�
24 クリノビッグサージ 牝3栗 54 武 豊栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 498± 01：26．31� 4．8�
59 メイショウミチノク 牝3芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 464＋ 21：26．4� 12．0	
48 カ リ ッ サ 牝3栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410＋ 41：26．5クビ 5．8

47 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± 01：26．6� 3．3�
23 リンクスリン 牝3栗 54 北村 友一目谷 一幸氏 高柳 大輔 浦河 高松牧場 458－ 21：26．91� 27．5�
816 クリノオンリーワン 牝3芦 54

51 ▲斎藤 新栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 442＋10 〃 ハナ 99．8
815 クインズジャスミン 牝3栗 54 小崎 綾也亀田 和弘氏 野中 賢二 浦河 富田牧場 428± 01：27．0� 7．5�
510 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 462＋ 61：27．1� 30．6�
12 メイショウセンテ 牝3栗 54 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 438＋ 61：27．84 191．5�
713 ププッピドゥ 牝3栗 54 酒井 学岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 504 ―1：27．9� 34．2�
611 スノーベリー 牝3芦 54

53 ☆川又 賢治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 478 ―1：28．0クビ 43．0�

612 ゴールデンラン 牝3黒鹿54 �島 克駿小島 將之氏 安達 昭夫 新ひだか 竹内 良一 444＋ 6 〃 クビ 292．8�
11 イ チ ザ ベ ガ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 協栄組合 418－ 81：29．27 173．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，722，500円 複勝： 45，510，200円 枠連： 17，130，800円
馬連： 59，106，200円 馬単： 25，373，500円 ワイド： 45，438，200円
3連複： 88，171，500円 3連単： 92，203，200円 計： 399，656，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 340円 � 360円 � 1，200円 枠 連（3－7） 4，090円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 11，760円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 7，140円 �� 7，910円

3 連 複 ��� 90，710円 3 連 単 ��� 470，750円

票 数

単勝票数 計 267225 的中 � 24785（5番人気）
複勝票数 計 455102 的中 � 37552（5番人気）� 34873（6番人気）� 8833（11番人気）
枠連票数 計 171308 的中 （3－7） 3241（14番人気）
馬連票数 計 591062 的中 �� 8251（21番人気）
馬単票数 計 253735 的中 �� 1617（45番人気）
ワイド票数 計 454382 的中 �� 6763（21番人気）�� 1626（53番人気）�� 1465（56番人気）
3連複票数 計 881715 的中 ��� 729（163番人気）
3連単票数 計 922032 的中 ��� 142（920番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．4―12．6―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．3―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイトブルーミング �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．3．9 中京7着

2016．4．16生 牝3青鹿 母 ジーニアスドール 母母 ベネンシアドール 5戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウカササギ号

16086 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時35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

510 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 450± 01：13．2 3．3�
611 ク リ ー 牡3鹿 56 幸 英明サン 安達 昭夫 日高 滝本 健二 468－ 4 〃 ハナ 11．3�
47 ヒロシゲウェーブ 牡3栗 56

55 ☆森 裕太朗阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 義浩 430± 01：13．3� 3．2�
59 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 458－ 81：13．72� 12．0�
815 ノーブルクロノス 牡3栗 56 吉田 豊吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 536＋ 41：13．91� 55．6�
816 ヘニーオーザ 牡3鹿 56 藤井勘一郎西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 538＋ 8 〃 ハナ 8．0	
612 パワープラント 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 浦河 浦河育成牧場 502＋12 〃 クビ 11．3

36 アイファーメンバー 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 482± 01：14．21� 7．7�
12 クリノソルアステカ 牡3栗 56 岩崎 翼栗本 博晴氏 橋田 満 浦河 大北牧場 480＋ 41：14．52 156．6�
11 ルバクオーリ 牡3青鹿56 岩田 康誠 サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 アタマ 37．9�
35 クリノクルミチャン 牝3芦 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 474＋ 21：14．6� 147．2�
713 モズファヴォリート 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 518± 0 〃 ハナ 20．8�
714 ウインガナッシュ 牡3黒鹿56 高倉 稜�ウイン 西園 正都 新ひだか 水丸牧場 510＋ 41：15．66 159．5�
48 テーオーパラダイス 牝3栗 54 秋山真一郎小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 462＋101：16．77 213．0�
24 シゲルアマゾナイト 牡3青鹿 56

53 ▲岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 村上 進治 452＋ 81：17．23 200．0�
23 スワンレーク 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人吉田 千津氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 464± 01：18．68 119．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，180，800円 複勝： 43，866，700円 枠連： 15，800，700円
馬連： 58，480，200円 馬単： 27，047，900円 ワイド： 44，583，300円
3連複： 84，553，400円 3連単： 97，178，300円 計： 399，691，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 260円 � 140円 枠 連（5－6） 620円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 560円 �� 270円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 10，900円

票 数

単勝票数 計 281808 的中 � 66919（2番人気）
複勝票数 計 438667 的中 � 98391（1番人気）� 31835（6番人気）� 91104（2番人気）
枠連票数 計 158007 的中 （5－6） 19714（2番人気）
馬連票数 計 584802 的中 �� 27809（6番人気）
馬単票数 計 270479 的中 �� 7476（7番人気）
ワイド票数 計 445833 的中 �� 19360（5番人気）�� 47868（1番人気）�� 14485（10番人気）
3連複票数 計 845534 的中 ��� 35268（3番人気）
3連単票数 計 971783 的中 ��� 6459（23番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．4―12．4―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．2―36．6―49．0―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 9（10，11）（7，15）（12，16）1（6，13，14）2，5－4，8＝3 4 ・（9，10）（7，11，15）（12，16）（1，6，13，14）（2，5）－4－8＝3

勝馬の
紹 介

メイショウヤワラギ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．10．6 京都5着

2016．2．27生 牝3鹿 母 ウォータームージカ 母母 カパルアベイ 10戦1勝 賞金 12，350，000円
〔制裁〕 アイファーメンバー号の騎手斎藤新は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番）

アイファーメンバー号の騎手斎藤新は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スワンレーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月23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〕 テーオーパラダイス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月23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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エーティーキンセイ号
（非抽選馬） 7頭 グランツシチー号・グレーフィンソニア号・グローバルステップ号・スマートマウアー号・セデックカズマ号・

ニホンピロファルコ号・メイショウヤソキチ号

第３回 阪神競馬 第８日



16087 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05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

714 エイシンヨッシー 牡3栗 56 小牧 太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444± 01：54．1 17．9�
36 レシプロケイト 牡3栗 56 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－121：54．2� 2．3�
35 タガノファジョーロ 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B448＋ 4 〃 クビ 170．3�
23 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 武 豊小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 504＋ 21：54．3クビ 5．2�
47 スズノチェルシー 牡3鹿 56 三浦 皇成新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 450－ 21：54．62 11．6�
611 ナリタムソウ 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 藤沢 則雄 浦河 �川 啓一 464－ 61：55．24 7．4	
12 テイエムクロムシャ 牡3青鹿56 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 470＋ 41：55．3クビ 4．5

612 デルマシャンティ 牡3芦 56 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 520± 01：55．72� 20．7�
816 ル ノ ワ ー ル 牡3栗 56 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 500± 01：55．8� 22．6�
24 モンタナドライブ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 �川フアーム 450± 01：56．01� 223．9

59 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 512± 01：56．74 74．7�

11 オーミサルーテ 牡3鹿 56
53 ▲三津谷隼人岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 478＋ 81：56．91� 324．6�

510 トーアコルレオーネ 牡3鹿 56 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 428＋ 81：57．53� 384．9�
815 ソルジャーバローズ 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 458－ 41：58．98 201．5�
713 バ ロ ー 牡3栗 56 �島 克駿前田 幸治氏 斉藤 崇史 新冠 パカパカ

ファーム 538 ―1：59．32� 189．0�
48 ル モ ー ン 牡3栗 56 小崎 綾也畑佐 博氏 寺島 良 浦河 高松牧場 528 ―2：00．04 263．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，852，400円 複勝： 51，211，900円 枠連： 13，319，400円
馬連： 59，188，900円 馬単： 30，091，200円 ワイド： 44，852，200円
3連複： 85，794，800円 3連単： 114，087，600円 計： 430，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 470円 � 150円 � 2，870円 枠 連（3－7） 3，110円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 9，280円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 30，590円 �� 7，190円

3 連 複 ��� 216，650円 3 連 単 ��� 1，060，420円

票 数

単勝票数 計 318524 的中 � 14161（6番人気）
複勝票数 計 512119 的中 � 23573（7番人気）� 133225（1番人気）� 3359（10番人気）
枠連票数 計 133194 的中 （3－7） 3315（11番人気）
馬連票数 計 591889 的中 �� 11725（15番人気）
馬単票数 計 300912 的中 �� 2430（32番人気）
ワイド票数 計 448522 的中 �� 8237（15番人気）�� 371（74番人気）�� 1592（34番人気）
3連複票数 計 857948 的中 ��� 297（159番人気）
3連単票数 計1140876 的中 ��� 78（811番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．6―50．0―1：03．2―1：16．3―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンヨッシー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．5．5 京都7着

2016．4．9生 牡3栗 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バロー号・ルモーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月23日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サダムシオイノモリ号・ジグソー号

16088 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第4競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走11時35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

12 アメリカンウェイク 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492± 01：35．1 4．6�
816� サトノソレイユ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英

Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

468－ 81：35．42 8．2�
611 トラピッチェ 牝3鹿 54 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 420± 01：35．61� 2．7�
23 オメガダヴィンチ 牡3栗 56 岩田 康誠原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 41：35．7
 21．6�
818 オーミハルカゼ 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 432＋ 21：35．8クビ 140．8	
715 リッカローズ 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人立花 幸雄氏 �島 一歩 新ひだか 西村 和夫 470± 0 〃 クビ 203．9

59 ヘヴンリーウインド 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：35．9クビ 26．3�
11 ノーリミッツ 牡3黒鹿56 丸山 元気山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 434－ 2 〃 クビ 33．4�
48 ミヤビパーフェクト �3鹿 56 岡田 祥嗣村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 464± 0 〃 アタマ 4．0
612 トレミエール 牝3鹿 54 幸 英明�G1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 466＋121：36．0クビ 86．2�
47 メイショウビジュー 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治松本 好雄氏 石橋 守 浦河 富田牧場 452＋ 6 〃 クビ 21．1�
714 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿56 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 490＋ 61：36．31
 25．2�
24 ジュディシャス 牡3鹿 56 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 21：36．4 18．1�
713� ラコンコルド 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新栗山 学氏 �島 一歩 米 Mr. & Mrs.
Al Mazzetti 456＋ 81：36．5 355．6�

817 ニシノコントラバス 牡3青鹿56 松山 弘平西山 茂行氏 橋口 慎介 新ひだか 筒井 征文 476＋ 41：36．82 107．5�
35 ミ ラ ー グ ロ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 浦河 谷口牧場 464＋ 31：36．9クビ 407．8�

510 アドアパルス 牝3黒鹿54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 414＋101：37．32
 504．0�
36 クロノスコープ 牡3黒鹿56 岩崎 翼水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 488－ 61：41．0大差 262．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，859，300円 複勝： 49，377，200円 枠連： 16，007，200円
馬連： 65，448，900円 馬単： 30，536，300円 ワイド： 50，770，300円
3連複： 92，527，300円 3連単： 109，676，700円 計： 451，203，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 230円 � 130円 枠 連（1－8） 2，050円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 830円 �� 330円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 18，410円

票 数

単勝票数 計 368593 的中 � 63545（3番人気）
複勝票数 計 493772 的中 � 74020（3番人気）� 44351（4番人気）� 122609（1番人気）
枠連票数 計 160072 的中 （1－8） 6048（9番人気）
馬連票数 計 654489 的中 �� 17836（7番人気）
馬単票数 計 305363 的中 �� 4720（15番人気）
ワイド票数 計 507703 的中 �� 14609（6番人気）�� 43346（2番人気）�� 22910（4番人気）
3連複票数 計 925273 的中 ��� 28579（3番人気）
3連単票数 計1096767 的中 ��� 4317（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―35．4―48．0―1：00．4―1：12．0―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．7
3 ・（16，4）9，2（11，14）18（3，5，7）13，6，8（10，17）1，15，12 4 ・（16，4）（2，9）（11，14）（3，5，18）（7，13，8）（17，1，12）6（10，15）

勝馬の
紹 介

アメリカンウェイク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 American Post デビュー 2018．7．15 中京9着

2016．2．15生 牝3鹿 母 アナアメリカーナ 母母 Ana Marie 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クロノスコープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月23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〕 ラコンコルド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月23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 バニュルス号
（非抽選馬） 1頭 サウンドバレット号



16089 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時25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� コースレコード

中央レコード
1：45．6
1：45．6

良
良

89 レッドベルジュール 牡2鹿 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 450 ―1：50．7 2．9�
22 メイショウボサツ 牡2青鹿 54

51 ▲斎藤 新松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 442 ― 〃 クビ 42．8�
88 ハギノエスペラント 牡2青鹿54 三浦 皇成日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 456 ―1：51．55 40．9�
44 シルヴェリオ 牡2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 498 ―1：51．71� 1．9�
66 ウインオリヴィア 牝2栗 54 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 434 ―1：52．02 72．6	
11 レッドシャドー 牡2鹿 54 岩田 康誠中辻 明氏 奥村 豊 新冠 ハシモトフアーム 474 ―1：52．21� 51．2

77 � ト ロ イ カ 牡2鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 大久保龍志 米 B. P. Walden Jr.

& P. W. Madden 474 ―1：52．41� 17．6�
55 リメンバーメモリー 牡2鹿 54 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 460 ―1：52．5	 5．1�
33 ブレイヴサウンド 牡2栗 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 484 ―1：58．9大差 55．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 70，757，200円 複勝： 71，438，200円 枠連： 9，344，500円
馬連： 66，201，100円 馬単： 46，085，400円 ワイド： 41，460，100円
3連複： 81，468，700円 3連単： 188，159，200円 計： 574，914，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 810円 � 850円 枠 連（2－8） 4，110円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 990円 �� 920円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 16，670円 3 連 単 ��� 82，270円

票 数

単勝票数 計 707572 的中 � 195652（2番人気）
複勝票数 計 714382 的中 � 152385（2番人気）� 18975（5番人気）� 18060（6番人気）
枠連票数 計 93445 的中 （2－8） 1759（11番人気）
馬連票数 計 662011 的中 �� 11856（12番人気）
馬単票数 計 460854 的中 �� 5793（18番人気）
ワイド票数 計 414601 的中 �� 10933（8番人気）�� 11928（7番人気）�� 2491（28番人気）
3連複票数 計 814687 的中 ��� 3665（37番人気）
3連単票数 計1881592 的中 ��� 1658（154番人気）

ハロンタイム 13．3―12．4―12．9―13．2―12．9―12．1―11．4―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．7―38．6―51．8―1：04．7―1：16．8―1：28．2―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．9
3 2，9（1，8）6（3，4）（5，7） 4 2（9，8，6）（1，4）7（3，5）

勝馬の
紹 介

レッドベルジュール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2017．4．6生 牡2鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレイヴサウンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月23日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ジャストナウ号（疾病〔感冒〕のため）

16090 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第6競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走12時55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

611 ロフティネス 牡3鹿 54
51 ▲岩田 望来吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 462± 01：52．2 11．9�

59 ベストタッチダウン 牡3鹿 54 川田 将雅 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464± 01：52．52 4．7�
36 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 468± 01：53．13� 10．0�
612 シェアザモーメント 牡5鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 クビ 36．3�
35 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 B458－ 21：53．52� 166．8	
11 エルティグレ 牡4栗 57 D．レーン �桑田牧場 大久保龍志 浦河 桑田牧場 482－ 2 〃 ハナ 3．4


（豪）

816	 シンアンドケン 牡4鹿 57 松山 弘平 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 4 〃 クビ 10．5�
24 シャイニーロック 牡3鹿 54

51 ▲斎藤 新小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 502－ 41：54．13� 7．8�

47 サトノプライド 牡4栗 57 武 豊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 528－ 61：54．84 15．4
510	 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 496－ 21：54．9� 106．9�
23 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 490＋ 21：55．32 5．7�
12 	 センスオブワンダー 牡4栗 57 丸山 元気前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－161：56．15 115．3�
713 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 510± 01：56．2� 286．6�
48 アルームスクレト 牡3鹿 54

53 ☆川又 賢治鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 福岡 駿弥 462＋121：57．810 92．8�
815 ダノンケンリュウ 
5黒鹿57 和田 竜二�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋ 41：58．12 37．3�
714 モ ー ト ゥ ス 牡4黒鹿57 三浦 皇成吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B516＋ 81：58．84 121．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，131，100円 複勝： 57，884，900円 枠連： 19，588，800円
馬連： 79，593，600円 馬単： 32，569，700円 ワイド： 56，947，300円
3連複： 113，109，600円 3連単： 125，818，600円 計： 526，643，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 400円 � 200円 � 260円 枠 連（5－6） 2，590円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，430円 �� 680円

3 連 複 ��� 7，730円 3 連 単 ��� 50，480円

票 数

単勝票数 計 411311 的中 � 27446（7番人気）
複勝票数 計 578849 的中 � 33175（7番人気）� 83379（3番人気）� 59420（5番人気）
枠連票数 計 195888 的中 （5－6） 5841（15番人気）
馬連票数 計 795936 的中 �� 19795（15番人気）
馬単票数 計 325697 的中 �� 3699（32番人気）
ワイド票数 計 569473 的中 �� 13895（11番人気）�� 9965（21番人気）�� 22184（6番人気）
3連複票数 計1131096 的中 ��� 10966（29番人気）
3連単票数 計1258186 的中 ��� 1807（196番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．9―12．7―12．4―12．4―12．2―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．8―49．5―1：01．9―1：14．3―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロフティネス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．7 京都5着

2016．4．5生 牡3鹿 母 フジヤマサクラ 母母 カツラドライバー 10戦2勝 賞金 16，100，000円
〔制裁〕 ロフティネス号の騎手岩田望来は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・7番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルームスクレト号・ダノンケンリュウ号・モートゥス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和元年7月23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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アシャカリアン号・ヴィーヴァマーレ号・ヴェールレガロ号・キングサムソン号・バーンスター号・

ミラクルユニバンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 3回阪神競馬第 7日第 7競走）
〔その他〕　　ハチヨウ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



16091 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第7競走 ��2，200�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

33 � クリデュクール 牡5栗 57 D．レーン �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 500± 02：12．8 3．8�
（豪）

22 アールスター 牡4鹿 57 M．デムーロ KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 508＋ 42：13．22� 2．0�
66 ウォーターパルフェ 牡4鹿 57 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 480＋ 6 〃 クビ 12．5�
77 デクレアラー 牡4栗 57 川田 将雅�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 22：13．41 9．0�
89 ウインラナキラ 牝4鹿 55 和田 竜二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 62：13．5� 19．0	
810 アドマイヤデジタル 牡4青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－122：14．03 6．3

44 サンライズヴュー 牡3青鹿53 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 468－ 22：14．1� 23．1�
55 レッドアルジーヌ 牝4芦 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462＋162：14．84 108．1�
11 キョウワベルナルド 牡5鹿 57

54 ▲斎藤 新�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 472＋ 42：15．54 122．1
78 ローゼンリッター 牡3栗 53 浜中 俊�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 520－ 62：15．81	 22．4�
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売 得 金
単勝： 45，188，200円 複勝： 58，719，700円 枠連： 13，662，400円
馬連： 78，554，200円 馬単： 43，968，100円 ワイド： 51，559，200円
3連複： 99，094，600円 3連単： 178，415，700円 計： 569，162，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 110円 � 200円 枠 連（2－3） 370円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 180円 �� 450円 �� 350円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 451882 的中 � 93484（2番人気）
複勝票数 計 587197 的中 � 82943（2番人気）� 228393（1番人気）� 48724（5番人気）
枠連票数 計 136624 的中 （2－3） 27913（1番人気）
馬連票数 計 785542 的中 �� 170847（1番人気）
馬単票数 計 439681 的中 �� 37571（3番人気）
ワイド票数 計 515592 的中 �� 85138（1番人気）�� 25471（5番人気）�� 35030（4番人気）
3連複票数 計 990946 的中 ��� 101526（1番人気）
3連単票数 計1784157 的中 ��� 34138（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．6―35．3―47．9―1：00．3―1：13．0―1：25．2―1：37．0―1：48．9―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�クリデュクール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 In The Wings

2014．3．26生 牡5栗 母 ビリーヴミー 母母 Golden Wings 10戦1勝 賞金 24，464，000円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16092 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第8競走 ��
��1，800�

い ず し

出 石 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

但馬國出石観光協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

46 クードメイトル 牝3栗 52 川田 将雅�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 536－ 21：45．6 1．7�
57 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 54 M．デムーロ �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 474－ 41：46．02� 3．7�
33 セグレドスペリオル 牡3鹿 54 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468－ 61：46．1� 12．3�
610	 イルーシヴゴールド 牝4芦 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 476± 01：46．73� 25．6�
34 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 444－ 41：46．91 42．0	
712 エイシンロード 牝3黒鹿52 丸山 元気�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 478－ 41：47．22 25．2

22 シャフトオブライト 牡4栗 57 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 450＋ 6 〃 クビ 83．0�
11 イルヴェントドーロ 牝3鹿 52 武 豊兼松 康太氏 池添 学 浦河 栄進牧場 436＋101：47．3クビ 11．2�
58 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 450－ 61：47．4� 24．5
45 エリンズロマーネ 牝4栗 55 �島 克駿吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 クビ 33．4�
711 トーアライジン 牡6芦 57 和田 竜二高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B518＋ 41：47．71� 190．8�
814 コパノケネディー 牡3青鹿54 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 B522－ 41：48．55 19．1�
69 アリストライン 牝4黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋121：48．71 201．1�
813 アルゴセイコウ 牡4黒鹿57 幸 英明エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 B472＋ 41：48．91 134．4�
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売 得 金
単勝： 53，707，700円 複勝： 75，235，900円 枠連： 21，119，700円
馬連： 98，486，400円 馬単： 53，271，100円 ワイド： 67，153，300円
3連複： 136，337，400円 3連単： 210，529，300円 計： 715，840，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（4－5） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 170円 �� 290円 �� 540円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 537077 的中 � 241114（1番人気）
複勝票数 計 752359 的中 � 338567（1番人気）� 109847（2番人気）� 57240（4番人気）
枠連票数 計 211197 的中 （4－5） 58354（1番人気）
馬連票数 計 984864 的中 �� 247455（1番人気）
馬単票数 計 532711 的中 �� 96887（1番人気）
ワイド票数 計 671533 的中 �� 118999（1番人気）�� 55540（2番人気）�� 26267（4番人気）
3連複票数 計1363374 的中 ��� 106926（1番人気）
3連単票数 計2105293 的中 ��� 69443（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―11．9―11．8―11．6―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．1―47．0―58．8―1：10．4―1：21．9―1：33．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クードメイトル �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pivotal デビュー 2019．3．2 阪神1着

2016．3．19生 牝3栗 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 3戦2勝 賞金 19，937，000円
〔その他〕 トーアライジン号は，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。



16093 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第9競走 ��
��1，200�

か い け

皆 生 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．6．23以降1．6．16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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

812 シャンデリアムーン 牝3鹿 51 斎藤 新鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 464－ 21：08．9 5．4�
811 コンパウンダー 牡4黒鹿55 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 21：09．11� 6．5�
67 ウ ィ ズ 牡4鹿 54 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 480－ 21：09．2� 8．2�
11 ミカエルシチー 牡7鹿 53 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 538＋141：09．3� 18．5�
44 セプタリアン 牡3鹿 53 福永 祐一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 ハナ 3．2�
68 レジーナファースト 牝4鹿 52 三浦 皇成ライオンレースホース� 森田 直行 新ひだか 土田農場 462＋ 21：09．51� 3．8	
55 サヤカチャン 牝4鹿 52 高倉 稜瀬谷 
雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 476＋ 81：09．71� 28．2�
22 ニシノラディアント 牡6鹿 55 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484＋ 2 〃 クビ 26．8�
79 ディアボレット 牝4栗 52 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460＋ 21：09．8クビ 30．1
56 リュニヴェール 牝4黒鹿52 	島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B462± 0 〃 クビ 74．4�
710 ブルヴェルソン 牡4栗 53 中谷 雄太 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 81：10．11
 43．1�
33 メイショウバイタル 牡4青鹿54 	島 良太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 512＋ 61：10．2� 39．3�
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売 得 金
単勝： 50，018，700円 複勝： 61，805，900円 枠連： 26，035，600円
馬連： 111，150，900円 馬単： 49，074，100円 ワイド： 67，500，000円
3連複： 138，986，700円 3連単： 200，039，300円 計： 704，611，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 190円 � 250円 枠 連（8－8） 1，610円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，010円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 28，240円

票 数

単勝票数 計 500187 的中 � 73196（3番人気）
複勝票数 計 618059 的中 � 86598（4番人気）� 88991（3番人気）� 58275（5番人気）
枠連票数 計 260356 的中 （8－8） 12529（4番人気）
馬連票数 計1111509 的中 �� 48447（7番人気）
馬単票数 計 490741 的中 �� 11476（12番人気）
ワイド票数 計 675000 的中 �� 31366（7番人気）�� 16990（9番人気）�� 13248（12番人気）
3連複票数 計1389867 的中 ��� 17147（18番人気）
3連単票数 計2000393 的中 ��� 5135（78番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．7―11．0―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．3―44．3―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンデリアムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．11．10 東京7着

2016．4．3生 牝3鹿 母 ケイアイカミーリア 母母 ワンダーキャット 7戦3勝 賞金 28，193，000円

16094 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

はな

花のみちステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

815 ハングリーベン 牡5鹿 57 酒井 学石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B444± 01：11．0 80．4�
611 ストロベリームーン 牝5青鹿55 武 豊�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 448－ 21：11．21� 3．3�
714 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 41：11．41	 68．1�
59 クリノケンリュウ 牡5栗 57 
島 克駿栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 508＋ 41：11．5クビ 13．7�
816 アーバンイェーガー 牡5黒鹿57 D．レーン 西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 502＋ 21：11．71	 4．6�

（豪）

510 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 小牧 太一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 452－ 61：11．91� 129．0	
47 ブラックランナー 牡5鹿 57 三浦 皇成 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 458－ 6 〃 アタマ 44．6

11 ヤマニンレジスタ 牡4栗 57 岩田 康誠土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 494－ 41：12．11	 20．2�
24 ディープミタカ 牡8栗 57 浜中 俊深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 464－ 41：12．2クビ 105．0�
23 メイショウコゴミ 牝4鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 454＋ 6 〃 ハナ 4．9
36 ライジングリーズン 牝5青鹿55 丸山 元気岡田 牧雄氏 奥村 武 日高 三城牧場 492＋ 21：12．3� 68．5�
713 タガノヴィッター 牡6鹿 57 藤井勘一郎八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 81：12．4� 67．0�
12 ベ ル ク リ ア 牝6芦 55 福永 祐一水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 472± 0 〃 クビ 8．6�
35 � ペルペトゥオ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds 472± 01：12．5クビ 13．3�
612 プレシャスルージュ �7黒鹿57 北村 友一 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B464＋ 21：12．71� 23．7�
48 ロードエース 牡4鹿 57 和田 竜二 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 502－ 21：12．8クビ 11．8�
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売 得 金
単勝： 71，890，900円 複勝： 92，618，800円 枠連： 37，934，200円
馬連： 188，653，300円 馬単： 73，142，400円 ワイド： 114，742，800円
3連複： 277，377，800円 3連単： 330，473，000円 計： 1，186，833，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，040円 複 勝 � 1，330円 � 160円 � 1，140円 枠 連（6－8） 910円

馬 連 �� 12，560円 馬 単 �� 35，870円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 24，290円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 208，860円 3 連 単 ��� 1，586，700円

票 数

単勝票数 計 718909 的中 � 7153（14番人気）
複勝票数 計 926188 的中 � 14665（13番人気）� 205381（1番人気）� 17276（11番人気）
枠連票数 計 379342 的中 （6－8） 32255（3番人気）
馬連票数 計1886533 的中 �� 11637（35番人気）
馬単票数 計 731424 的中 �� 1529（92番人気）
ワイド票数 計1147428 的中 �� 7539（39番人気）�� 1207（105番人気）�� 7252（41番人気）
3連複票数 計2773778 的中 ��� 996（301番人気）
3連単票数 計3304730 的中 ��� 151（1941番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハングリーベン �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2016．7．2 福島11着

2014．4．12生 牡5鹿 母 サマーコード 母母 スーパーラヴァー 16戦4勝 賞金 64，842，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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 ハニージェイド号・バーニングペスカ号・メイショウアリソン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



16095 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第11競走 ��
��2，200�第60回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

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

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

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 2，562，000円 732，000円 366，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：10．1
2：09．7
2：10．1

良
良
良

812 リスグラシュー 牝5黒鹿56 D．レーン �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：10．8 5．4�
（豪）

11 キ セ キ 牡5黒鹿58 川田 将雅石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 506－ 22：11．33 3．6�
811 スワーヴリチャード 牡5栗 58 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 524 2：11．62 8．8�
44 ア ル ア イ ン 牡5鹿 58 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B520－ 42：11．92 8．4�
22 レ イ デ オ ロ 牡5鹿 58 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482 2：12．1� 3．9	
710 ノーブルマーズ 牡6栗 58 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 498± 02：12．41� 79．5

56 スティッフェリオ 牡5鹿 58 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 クビ 26．8�
79 クリンチャー 牡5鹿 58 三浦 皇成前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 496± 02：12．5� 34．0�
33 エ タ リ オ ウ 牡4青鹿58 横山 典弘 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B474＋ 22：12．6クビ 7．8
68 	 ショウナンバッハ 牡8鹿 58 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 458± 0 〃 アタマ 92．1�
67 マ カ ヒ キ 牡6鹿 58 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：12．91
 11．8�
55 タツゴウゲキ 牡7鹿 58 秋山真一郎鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 496＋ 42：13．96 140．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 928，170，500円 複勝： 877，820，400円 枠連： 468，849，800円 馬連： 2，612，795，900円 馬単： 1，143，558，300円
ワイド： 1，253，695，800円 3連複： 3，906，288，100円 3連単： 8，273，395，500円 5重勝： 610，646，700円 計： 20，075，221，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 140円 � 260円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 340円 �� 760円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 14，560円

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

キャリーオーバー なし����� 12，572，130円

票 数

単勝票数 計9281705 的中 � 1356003（3番人気）
複勝票数 計8778204 的中 � 1288247（3番人気）� 1892774（1番人気）� 704801（6番人気）
枠連票数 計4688498 的中 （1－8） 578096（1番人気）
馬連票数 計26127959 的中 �� 2079444（2番人気）
馬単票数 計11435583 的中 �� 387049（6番人気）
ワイド票数 計12536958 的中 �� 1016469（2番人気）�� 396942（13番人気）�� 493986（7番人気）
3連複票数 計39062881 的中 ���1074899（9番人気）
3連単票数 計82733955 的中 ��� 411826（46番人気）
5重勝票数 計6106467 的中 ����� 34

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―12．4―12．1―11．9―12．0―11．6―11．5―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―35．5―47．9―1：00．0―1：11．9―1：23．9―1：35．5―1：47．0―1：58．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リスグラシュー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 American Post デビュー 2016．8．27 新潟2着

2014．1．18生 牝5黒鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 18戦5勝 賞金 583，979，000円
［他本会外：2戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16096 6月23日 曇 良 （1阪神3） 第8日 第12競走 ��
��1，800�リ ボ ン 賞

発走16時30分 （ダート・右）
3歳以上，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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

610 ロードグラディオ 牡3黒鹿54 C．ルメール �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 21：52．8 5．0�
713 ウインネプチューン 牡4青鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B476－ 81：53．11� 7．4�
58 サンライズセナ 牡4栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498± 0 〃 ハナ 12．4�
59 レッドゼノン 牡5黒鹿57 横山 典弘 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B468＋ 61：53．42 34．7�
22 リシュブール 牡4鹿 57 岩田 望来窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470－ 41：54．03	 23．3�
23 キャベンディッシュ 牡4栗 57 吉田 豊本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 502＋ 21：54．1� 46．8	
35 シンハラージャ 牡4栗 57 D．レーン 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450± 01：54．2クビ 3．8�

（豪）

815 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 454－ 6 〃 クビ 21．5�
46 テイエムテツジン 牡7栗 57 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 444－ 61：54．51� 197．4
814 インテグリティー 牡6鹿 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 476± 01：54．71 53．7�
712 オンザロックス 牡6鹿 57 M．デムーロ稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 488＋ 21：55．23 2．9�
611 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 B454－ 61：55．41
 154．2�
11 メ ス キ ー タ 牡3鹿 54 丸山 元気岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 502± 0 〃 アタマ 29．4�
47 カリーニョミノル 牝5鹿 55 三浦 皇成吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B486－10 〃 アタマ 54．5�
34 ド ゥ リ ト ル 牡4黒鹿57 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム B494－101：55．93 73．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 134，274，100円 複勝： 140，291，900円 枠連： 67，864，000円
馬連： 289，270，900円 馬単： 128，283，700円 ワイド： 183，712，100円
3連複： 423，177，000円 3連単： 642，526，400円 計： 2，009，400，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 230円 � 210円 � 300円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，150円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 42，010円

票 数

単勝票数 計1342741 的中 � 214263（3番人気）
複勝票数 計1402919 的中 � 163561（4番人気）� 182166（3番人気）� 112622（5番人気）
枠連票数 計 678640 的中 （6－7） 86720（2番人気）
馬連票数 計2892709 的中 �� 78149（10番人気）
馬単票数 計1282837 的中 �� 23229（14番人気）
ワイド票数 計1837121 的中 �� 47322（9番人気）�� 41075（12番人気）�� 42982（11番人気）
3連複票数 計4231770 的中 ��� 31828（30番人気）
3連単票数 計6425264 的中 ��� 11086（122番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．5―12．9―12．9―12．1―12．0―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．1―51．0―1：03．9―1：16．0―1：28．0―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードグラディオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．28 京都2着

2016．2．10生 牡3黒鹿 母 シンメイフジ 母母 レディミューズ 7戦3勝 賞金 34，346，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（1阪神3）第8日 6月23日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

477，870，000円
1，300，000円
20，860，000円
5，630，000円
60，160，000円
4，000，000円
70，781，000円
4，864，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
1，518，753，400円
1，625，781，700円
726，657，100円
3，766，930，500円
1，683，001，700円
2，022，414，600円
5，526，886，900円
10，562，502，800円
610，646，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 28，043，575，400円

総入場人員 62，368名 （有料入場人員 60，248名）



令和1年度 第3回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，280頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，959，030，000円
33，300，000円
139，850，000円
15，320，000円
219，900，000円
4，000，000円
526，897，500円
35，836，800円
12，288，000円

勝馬投票券売得金
5，306，139，500円
7，112，673，500円
2，529，351，000円
12，291，424，100円
5，656，087，700円
7，413，614，800円
17，769，401，600円
28，107，135，400円
610，646，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 86，796，474，300円

総入場延人員 172，468名 （有料入場延人員 162，793名）
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