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16013 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

牝，未勝利；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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

48 ピ カ ロ 牝3鹿 54 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 448＋ 21：26．3 2．0�
36 サテンドール 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム B450－ 81：26．62 21．5�
714 アイアンラスティー 牝3鹿 54 太宰 啓介池上 一馬氏 渡辺 薫彦 新ひだか グローリーファーム 396＋ 41：26．91� 187．7�
35 オールエリザベス 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 448＋ 81：27．11� 3．3�
713 ニホンピロメリーナ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 472 ― 〃 クビ 67．9�
816 ウインパソドブレ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治	ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 456 ― 〃 同着 19．8

11 スリーオリジン 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也永井商事	 加藤 敬二 浦河 信岡牧場 402＋ 21：27．31 61．4�
815 エナジーハピネス 牝3黒鹿54 小牧 太 	キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 476－ 8 〃 クビ 19．0�
12 クレアチェイス 牝3鹿 54 国分 恭介 �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 41：27．93	 9．1
47 ディーアヴァン 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太前川 俊行氏 庄野 靖志 浦河 富菜牧場 450＋141：28．21� 129．4�
59 スズカコスモス 牝3栗 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 482－12 〃 クビ 17．1�
24 チュウワグルーヴ 牝3黒鹿54 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472＋101：28．41� 19．1�
510 メイショウアキヅキ 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 436± 01：28．5	 148．5�
23 ディセントラ 牝3鹿 54

52 △荻野 極	ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456＋ 41：28．71� 32．3�

612 テイエムアビーム 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 日高テイエム
牧場株式会社 444－ 21：29．12	 155．1�

611 スウェルドリーム 牝3栗 54
51 ▲三津谷隼人山下 良子氏 田所 秀孝 新冠 佐藤牧場 480－181：29．42 244．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，089，700円 複勝： 28，322，200円 枠連： 14，897，300円
馬連： 47，218，900円 馬単： 25，996，600円 ワイド： 29，975，600円
3連複： 74，702，400円 3連単： 102，358，900円 計： 341，561，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 380円 � 2，190円 枠 連（3－4） 210円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 670円 �� 5，090円 �� 21，780円

3 連 複 ��� 68，320円 3 連 単 ��� 233，360円

票 数

単勝票数 計 180897 的中 � 71190（1番人気）
複勝票数 計 283222 的中 � 121125（1番人気）� 12761（4番人気）� 1858（15番人気）
枠連票数 計 148973 的中 （3－4） 54594（1番人気）
馬連票数 計 472189 的中 �� 21103（4番人気）
馬単票数 計 259966 的中 �� 7336（5番人気）
ワイド票数 計 299756 的中 �� 12253（3番人気）�� 1470（37番人気）�� 340（74番人気）
3連複票数 計 747024 的中 ��� 820（104番人気）
3連単票数 計1023589 的中 ��� 318（405番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．3―12．5―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．3―47．6―1：00．1―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．7
3 ・（3，9，6）8，14（5，2）16，15（4，7）（1，12）（11，13）10 4 ・（3，9，6）8（2，14）（5，16）－（7，15）4，1（11，13，12）－10

勝馬の
紹 介

ピ カ ロ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2016．9．24 阪神7着

2014．4．8生 牝3鹿 母 シロキタガデス 母母 シクレノンメモリー 11戦1勝 賞金 14，000，000円
〔発走状況〕 メイショウアキヅキ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 シゲルキツネ号・ルリオン号

16014 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

未勝利；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

714 ワイルドフォックス 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 鳥井 征士 502＋ 41：12．5 3．6�
816 フィールドステイ 牡3鹿 56 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 502＋ 21：12．71 3．9�
36 バルコラベーロ 牡3栗 56 酒井 学 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476－ 61：13．01� 8．8�
815 カズマデプレシャン 牡3黒鹿56 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B474－ 81：13．21� 16．2�
510 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 442－ 2 〃 アタマ 60．9�
24 ニューミレニアム 牡3栗 56 佐藤 友則 	グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 B434＋ 61：13．62� 5．1


（笠松）

23 メイショウカリナン 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 B484＋ 41：14．02� 11．4�

11 キタサンボルト 牡3鹿 56 �島 良太�大野商事 昆 貢 浦河 辻 牧場 482－ 61：14．1� 19．2�
12 ロシニョール 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 クビ 154．9
713 メイショウアワジ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 464－ 21：14．31� 10．8�
59 トモリエール 牡3鹿 56 藤岡 佑介	キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 450－ 21：14．4クビ 50．3�
35 キーメンバー 牡3鹿 56 和田 竜二北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 410＋ 21：14．5� 31．5�
47 ハクユウマックス 牡3栗 56 松若 風馬 	H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか 松田 一夫 502＋ 4 〃 ハナ 27．4�
48 ポーラーブレイズ 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政	ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 416＋ 41：14．81� 235．8�
611 デルマオテモヤン 牝3栗 54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム 428 ―1：17．8大差 324．7�
612 ハギノパートナーズ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁日隈 良江氏 松田 国英 浦河 村下 明博 394－ 21：18．01 262．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，911，800円 複勝： 42，401，100円 枠連： 18，134，500円
馬連： 71，733，400円 馬単： 28，511，400円 ワイド： 39，500，800円
3連複： 96，371，500円 3連単： 120，534，100円 計： 444，098，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 150円 � 210円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 420円 �� 760円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 269118 的中 � 59352（1番人気）
複勝票数 計 424011 的中 � 62257（3番人気）� 84981（1番人気）� 44722（4番人気）
枠連票数 計 181345 的中 （7－8） 28296（1番人気）
馬連票数 計 717334 的中 �� 69019（1番人気）
馬単票数 計 285114 的中 �� 16062（1番人気）
ワイド票数 計 395008 的中 �� 25482（2番人気）�� 12843（10番人気）�� 16069（4番人気）
3連複票数 計 963715 的中 ��� 34155（2番人気）
3連単票数 計1205341 的中 ��� 11032（5番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．8―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドフォックス �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2017．4．16 阪神4着

2014．5．18生 牡3黒鹿 母 プリリンモンロー 母母 ロイヤルスマイルⅡ 4戦1勝 賞金 7，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマオテモヤン号・ハギノパートナーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年7月4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。
（非当選馬） 5頭 エーティーライデン号・キンショーイーグル号・ダイヤグラム号・ニホンピロオンリー号・ヒロノランマン号
（非抽選馬） 1頭 スターゲイザー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 阪神競馬 第２日



16015 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

未勝利；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

47 サンマルエンパイア 牡3鹿 56 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 462＋ 61：54．5 2．5�
11 レッドラーザム 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 86．9�
510 デアリングアイデア 牡3鹿 56 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 444－ 41：54．6� 9．9�
23 メイショウトコシエ 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 450± 0 〃 ハナ 6．0�
48 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474± 01：55．13 3．2�
12 メイショウソリッド 牡3黒鹿56 菱田 裕二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 村下 明博 486－101：55．52� 48．5	
816 ダノングローリア 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也�ダノックス 村山 明 新ひだか タイヘイ牧場 468 ―1：55．6� 54．4

713 ゼットディーン 牡3青鹿56 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新冠 カミイスタット 480－ 61：56．34 33．3�
714 キタサンワーク 牡3鹿 56 古川 吉洋�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 470 ―1：57．04 66．4
35 ニホンピロアーニャ 牝3黒鹿54 森 一馬小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 408＋ 21：57．53 229．9�
24 ワールドガーランド 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗新井原 博氏 飯田 祐史 新冠 川上牧場 496－101：58．03 77．6�
59 ク レ オ ス 牡3鹿 56

54 △荻野 極 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 2 〃 クビ 16．3�

611 マリンシークレット 牡3鹿 56 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 522 ―1：58．42� 15．4�
612 クリスティヴィッツ 牝3黒鹿54 川須 栄彦�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 452－ 81：58．61 152．4�
815 ミツルファミリー 牡3鹿 56 田中 健泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 516＋142：00．8大差 31．5�
36 ナイトブラスター 牡3栗 56

55 ☆義 英真村上 稔氏 本田 優 浦河 中山牧場 494＋102：01．33 243．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，086，000円 複勝： 31，184，400円 枠連： 18，148，400円
馬連： 56，211，900円 馬単： 28，434，200円 ワイド： 35，224，600円
3連複： 78，648，100円 3連単： 108，011，900円 計： 379，949，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 1，360円 � 250円 枠 連（1－4） 2，120円

馬 連 �� 14，200円 馬 単 �� 19，910円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 380円 �� 6，850円

3 連 複 ��� 15，420円 3 連 単 ��� 111，070円

票 数

単勝票数 計 240860 的中 � 76120（1番人気）
複勝票数 計 311844 的中 � 77403（1番人気）� 4134（13番人気）� 30430（4番人気）
枠連票数 計 181484 的中 （1－4） 6625（8番人気）
馬連票数 計 562119 的中 �� 3067（30番人気）
馬単票数 計 284342 的中 �� 1071（47番人気）
ワイド票数 計 352246 的中 �� 2287（31番人気）�� 26820（3番人気）�� 1227（45番人気）
3連複票数 計 786481 的中 ��� 3823（37番人気）
3連単票数 計1080119 的中 ��� 705（247番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．4―13．1―13．3―12．8―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―37．0―50．1―1：03．4―1：16．2―1：28．9―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルエンパイア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．7 京都8着

2014．4．28生 牡3鹿 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 6戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 クリスティヴィッツ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 サンマルエンパイア号の騎手秋山真一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ナイトブラスター号は，競走中に疾病〔左第1指骨剥離骨折〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツルファミリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月4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。
（非当選馬） 1頭 イケジュンペガサス号
（非抽選馬） 5頭 グラッチェ号・タガノラガッツォ号・ディライトラッシュ号・メイショウスイグン号・モダンタキシード号

16016 6月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29阪神3）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；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

89 クランモンタナ 牡8芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480± 03：27．3 3．3�
44 プレシャスタイム 牡4鹿 60 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 430± 03：27．4� 2．6�
55 メメニシコリ 牡4鹿 60 西谷 誠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 458± 03：27．71� 15．5�
33 ワークショップ 牡4鹿 60 蓑島 靖典小林 薫氏 加藤 和宏 新冠 錦岡牧場 502－ 43：28．01� 4．6�
22 � シゲルマンタ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 506＋123：28．1� 38．8�
77 ニシノファルコン 牡4黒鹿60 高野 和馬西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B454＋ 63：28．95 70．3	
66 シ ロ ク ニ 牡3栗 58 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 458＋ 43：31．9大差 19．5

11 チーフアセスメント 牡6鹿 60 難波 剛健 �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 83：33．510 13．8�
88 サトノアッシュ 牡5鹿 60 林 満明里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 486－ 6 （競走中止） 7．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，539，600円 複勝： 19，701，900円 枠連： 9，517，600円
馬連： 36，924，900円 馬単： 22，797，000円 ワイド： 19，831，000円
3連複： 52，505，700円 3連単： 99，444，600円 計： 280，262，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 120円 � 220円 枠 連（4－8） 370円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 250円 �� 760円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 195396 的中 � 46966（2番人気）
複勝票数 計 197019 的中 � 35118（3番人気）� 51633（1番人気）� 17469（5番人気）
枠連票数 計 95176 的中 （4－8） 19725（1番人気）
馬連票数 計 369249 的中 �� 50268（2番人気）
馬単票数 計 227970 的中 �� 16772（2番人気）
ワイド票数 計 198310 的中 �� 23866（2番人気）�� 6055（12番人気）�� 7848（6番人気）
3連複票数 計 525057 的中 ��� 24720（5番人気）
3連単票数 計 994446 的中 ��� 11697（14番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 52．7－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クランモンタナ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．23 京都4着

2009．2．12生 牡8芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 サトノアッシュ号は，9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〕 クランモンタナ号の騎手熊沢重文は，2周目7号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）



16017 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右）
新馬；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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

710 ヴ ァ イ ザ ー 牡2黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 420 ―1：21．9 4．3�
811 タガノスカイハイ 牡2鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468 ―1：22．0� 4．6�
812 タニノミステリー 牡2黒鹿54 浜中 俊谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 426 ― 〃 クビ 7．5�
11 キムケンロード 牡2鹿 54 幸 英明木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 412 ―1：22．1クビ 15．7�
68 マイネルエメ 牡2鹿 54 和田 竜二 �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 448 ―1：22．31� 7．7	
22 ディアボレット 牝2栗 54

52 △荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 418 ―1：23．25 3．4

33 アイビリーブ 牡2鹿 54

51 ▲川又 賢治古賀 和夫氏 森 秀行 浦河 高松牧場 456 ―1：24．05 20．8�
79 コパノルーリー 牝2栗 54 柴田 未崎小林 祐介氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 430 ―1：25．06 113．5�
44 メイショウアキツ 牡2黒鹿54 国分 恭介松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 434 ―1：25．1� 34．3
55 ダイキリシマ 牡2黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 450 ―1：25．2� 99．3�
56 マイネルブランデー 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �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 476 ―1：25．41� 42．3�
67 ナ ム ラ タ マ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 若林 順一 388 ―1：27．9大差 91．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，523，700円 複勝： 34，538，000円 枠連： 13，076，900円
馬連： 55，852，600円 馬単： 29，215，100円 ワイド： 30，117，900円
3連複： 67，221，200円 3連単： 96，062，800円 計： 358，608，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 160円 � 170円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 380円 �� 480円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 7，580円

票 数

単勝票数 計 325237 的中 � 62899（2番人気）
複勝票数 計 345380 的中 � 60123（2番人気）� 55647（3番人気）� 49374（4番人気）
枠連票数 計 130769 的中 （7－8） 18922（2番人気）
馬連票数 計 558526 的中 �� 39544（3番人気）
馬単票数 計 292151 的中 �� 9750（7番人気）
ワイド票数 計 301179 的中 �� 21369（2番人気）�� 15726（5番人気）�� 13728（7番人気）
3連複票数 計 672212 的中 ��� 29194（4番人気）
3連単票数 計 960628 的中 ��� 9184（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―33．7―45．3―57．2―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ イ ザ ー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2015．3．30生 牡2黒鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラタマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月4日まで平地競走に

出走できない。

16018 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・右・外）
未勝利；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
1：44．5
1：43．9

良
良

47 スピリットソウル 牡3黒鹿56 浜中 俊落合 幸弘氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482± 01：47．5 2．3�
24 タイセイレガシー 牝3青鹿 54

52 △荻野 極田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 ハナ 26．0�
714 ダノンクライム 牡3芦 56 松若 風馬�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 520＋121：47．6� 34．6�
818 ゲイルバローズ 牡3鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 440＋10 〃 クビ 3．6�
12 シシャルディン 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B436＋301：47．7クビ 103．8�
11 ガルトマーン 牡3鹿 56 幸 英明 	社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 446± 01：47．91� 10．5

35 ペ ガ ー ズ 牡3鹿 56 酒井 学 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 476－ 4 〃 クビ 6．0�
715 ウインドウイスパー 牝3栗 54 国分 恭介福原 正博氏 森田 直行 平取 雅 牧場 436 ―1：48．1	 442．1�
48 ソルーナブルー 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 日高 石原牧場 470 ― 〃 アタマ 99．4
36 ピ ュ ア ラ ブ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 434± 0 〃 クビ 64．2�
713 マテンロウオスカー 牡3栗 56 北村 友一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484＋16 〃 アタマ 35．9�
611 ハートクレスト 牝3鹿 54 和田 竜二 	サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 430－ 21：48．2クビ 16．7�
817 メイショウラプター 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 佐藤 陽一 470± 01：48．3	 19．6�
612 ノルナゲスト 牡3栗 56 中谷 雄太 	サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478± 01：48．5	 65．2�
23 サンマルタイトル 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 424＋121：48．71� 197．4�
510
 エアレーザー 牝3黒鹿54 小牧 太�ノースヒルズ 笹田 和秀 米 North Hills

Co. Limited 474＋121：49．23 201．0�
59 
 キ エ レ 牝3栗 54 太宰 啓介前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. 454＋241：49．83� 61．9�
816 ナリタバード 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁�オースミ 木原 一良 平取 稲原牧場 504＋ 61：50．97 183．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，323，300円 複勝： 54，813，100円 枠連： 18，211，700円
馬連： 71，851，700円 馬単： 35，594，700円 ワイド： 47，390，300円
3連複： 101，220，000円 3連単： 131，703，900円 計： 494，108，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 540円 � 710円 枠 連（2－4） 2，400円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，330円 �� 8，260円

3 連 複 ��� 18，560円 3 連 単 ��� 63，650円

票 数

単勝票数 計 333233 的中 � 112893（1番人気）
複勝票数 計 548131 的中 � 170951（1番人気）� 19562（7番人気）� 14323（8番人気）
枠連票数 計 182117 的中 （2－4） 5876（10番人気）
馬連票数 計 718517 的中 �� 19370（8番人気）
馬単票数 計 355947 的中 �� 7386（11番人気）
ワイド票数 計 473903 的中 �� 10701（11番人気）�� 9286（13番人気）�� 1427（54番人気）
3連複票数 計1012200 的中 ��� 4090（46番人気）
3連単票数 計1317039 的中 ��� 1500（160番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．0―12．7―12．9―12．3―11．5―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．3―48．0―1：00．9―1：13．2―1：24．7―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．3
3 2，14（13，17）（1，11，18）（7，12）（4，9，8）6，5（15，10）3－16 4 ・（2，14）17（13，11，18）（1，7，12，8）（15，4，9，5，10）6，3－16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スピリットソウル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2016．6．26 阪神2着

2014．1．31生 牡3黒鹿 母 ハイドバウンド 母母 Hidden Dreams 9戦1勝 賞金 17，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アドマイヤアロー号・アルアンダルス号・オースミペンタス号
（非抽選馬） 2頭 ウインプルミエ号・ロードフェイム号



16019 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

79 エンパイアブルー 牝5鹿 55 浜中 俊広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 474＋ 41：54．2 1．7�
811 カリーニョミノル 牝3鹿 52 国分 恭介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484－ 2 〃 ハナ 5．2�
66 エ オ リ ア 牝3鹿 52

49 ▲森 裕太朗 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 21：54．41� 10．1�

22 デイジーフローラ 牝4鹿 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 21：54．82� 11．5�
55 プティットクルール 牝3黒鹿 52

51 ☆�島 克駿首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 426＋ 41：54．9	 56．3�
44 
 カラフルマーメイド 牝5鹿 55 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474＋ 41：55．32� 74．0	
810 ヒ ダ ロ マ ン 牝4黒鹿55 北村 友一日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 506＋ 21：55．83 6．2

67 コンプリートベスト 牝3鹿 52

50 △荻野 極吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B466－ 21：55．9	 19．6�
11 サンマルメジャール 牝5鹿 55

52 ▲川又 賢治相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 460＋ 81：56．11� 124．8�
78 セレッソプリマベラ 牝4栗 55 松若 風馬三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 440＋ 41：56．41	 130．5
33 デアリングエッジ 牝4栗 55 古川 吉洋 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 442＋ 81：56．5� 28．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，011，800円 複勝： 76，779，400円 枠連： 18，377，900円
馬連： 77，422，200円 馬単： 46，522，300円 ワイド： 48，084，400円
3連複： 99，887，200円 3連単： 195，528，200円 計： 600，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 220円 �� 360円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 380118 的中 � 176633（1番人気）
複勝票数 計 767794 的中 � 447201（1番人気）� 71934（2番人気）� 41628（5番人気）
枠連票数 計 183779 的中 （7－8） 64881（1番人気）
馬連票数 計 774222 的中 �� 120584（2番人気）
馬単票数 計 465223 的中 �� 44040（2番人気）
ワイド票数 計 480844 的中 �� 62891（2番人気）�� 32666（4番人気）�� 21239（7番人気）
3連複票数 計 998872 的中 ��� 71357（2番人気）
3連単票数 計1955282 的中 ��� 39150（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．9―13．2―12．2―12．5―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―38．0―51．2―1：03．4―1：15．9―1：28．2―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンパイアブルー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．6 阪神2着

2012．3．4生 牝5鹿 母 レフィナーダ 母母 モザーティアナ 4戦2勝 賞金 15，800，000円

16020 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：57．6
1：56．1

良
良

56 � マウントゴールド 牡4鹿 57 秋山真一郎青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 450－ 82：00．6 10．8�
79 レンジャックマン 牡3鹿 54 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 442－ 62：00．81� 9．9�
710 フォーラウェイ 牡4鹿 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－ 82：00．9� 7．9�
67 マルカブリスク 牡4栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 432－ 6 〃 ハナ 21．5�
22 テーオーフォルテ 牡3鹿 54 浜中 俊小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 510± 0 〃 クビ 1．5	
812 ヤマニンシルフ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 448－ 82：01．43 12．0

811 メイショウグロッケ 牝3鹿 52 藤岡 康太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 456－122：01．5� 13．5�
55 ナムラライラ 牝3黒鹿52 松若 風馬奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 450＋ 22：02．03 19．3
11 アイファーマグオー 牡5栗 57

55 △荻野 極中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 516－ 62：02．21� 114．6�
68 � ギ ャ ツ ビ ー 牡4栗 57 幸 英明 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 B452－ 42：02．83� 68．0�
33 オーミパドドゥ 牝4栗 55 岡田 祥嗣岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 468＋14 〃 ハナ 224．7�
44 
 アンティクイーン 牝3栗 52 佐藤 友則西村 知也氏 笹野 博司 新ひだか 野表 篤夫 432＋ 62：03．43� 320．3�

（笠松） （笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，562，300円 複勝： 66，918，300円 枠連： 20，920，800円
馬連： 71，730，600円 馬単： 43，861，500円 ワイド： 40，885，600円
3連複： 86，470，400円 3連単： 171，444，000円 計： 537，793，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 340円 � 340円 � 360円 枠 連（5－7） 1，840円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 12，740円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，400円 �� 860円

3 連 複 ��� 12，020円 3 連 単 ��� 84，040円

票 数

単勝票数 計 355623 的中 � 26190（4番人気）
複勝票数 計 669183 的中 � 52340（2番人気）� 51522（3番人気）� 48131（4番人気）
枠連票数 計 209208 的中 （5－7） 8786（6番人気）
馬連票数 計 717306 的中 �� 10764（15番人気）
馬単票数 計 438615 的中 �� 2582（29番人気）
ワイド票数 計 408856 的中 �� 7462（14番人気）�� 7426（15番人気）�� 12471（8番人気）
3連複票数 計 864704 的中 ��� 5395（33番人気）
3連単票数 計1714440 的中 ��� 1479（192番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．1―12．4―11．3―11．7―11．8―11．6―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．0―38．1―50．5―1：01．8―1：13．5―1：25．3―1：36．9―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�マウントゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mt. Livermore

2013．3．28生 牡4鹿 母 マウントコブラ 母母 Kobla 3戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

※ヤマニンシルフ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



16021 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第9競走 ��
��1，600�

つ る は し

鶴 橋 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

66 キアロスクーロ �4黒鹿57 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498± 01：33．7 1．8�
44 トーアライジン 牡4芦 57 小崎 綾也高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 504－ 41：33．8	 12．0�
11 セイントバローズ 牡5鹿 57 藤岡 佑介猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 484＋ 6 〃 クビ 27．3�
22 ステファンバローズ 牡4黒鹿57 松若 風馬猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 470± 01：33．9クビ 3．4�
55 コパノピエール 牡3鹿 54 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 468± 0 〃 アタマ 4．7�
77 
 エスプリゾーン 牡3栗 54 酒井 学村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 446＋ 6 〃 クビ 83．1	
88 アサケハーツ 牡3栗 54 荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 444－ 61：34．0クビ 22．2

33 メイショウカクオビ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 490± 01：35．17 27．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，755，300円 複勝： 41，434，700円 枠連： 発売なし
馬連： 84，220，400円 馬単： 52，132，000円 ワイド： 39，774，800円
3連複： 91，619，500円 3連単： 260，353，700円 計： 609，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 320円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 400円 �� 840円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 計 397553 的中 � 172179（1番人気）
複勝票数 計 414347 的中 � 196195（1番人気）� 31926（4番人気）� 18596（6番人気）
馬連票数 計 842204 的中 �� 67509（4番人気）
馬単票数 計 521320 的中 �� 29582（5番人気）
ワイド票数 計 397748 的中 �� 27561（4番人気）�� 11868（10番人気）�� 4611（18番人気）
3連複票数 計 916195 的中 ��� 14577（16番人気）
3連単票数 計2603537 的中 ��� 14224（42番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．1―12．0―11．3―10．9―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．3―48．3―59．6―1：10．5―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．1
3 5，7（1，8）（6，4）3－2 4 ・（5，7，4）1，8，6，2，3

勝馬の
紹 介

キアロスクーロ �

父 スタチューオブリバティ �


母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．10．31 京都3着

2013．3．4生 �4黒鹿 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 15戦3勝 賞金 58，935，000円

16022 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第10競走 ��
��1，400�

す も と

洲 本 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 ワンダーリーデル 牡4鹿 57 和田 竜二山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528－ 61：23．9 2．2�
714� メイショウボンロク 牡6栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 488＋ 4 〃 クビ 91．2�
59 サンビショップ 	5栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 464＋ 21：24．32
 44．1�
35 リアルプロジェクト 牡5鹿 57 酒井 学吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 516＋ 4 〃 クビ 49．2�
713 ヨ シ オ 牡4鹿 57 川又 賢治仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472＋101：24．4クビ 25．1�
47 メイショウノボサン 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 41：24．5� 5．3�
815 ザイディックメア 牡5鹿 57 小崎 綾也 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 ハナ 43．2

36 コロナボレアリス 牡6栗 57 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 456－ 81：24．92
 169．7�
612 ベ ル ク リ ア 牝4芦 55 浜中 俊水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 464＋ 8 〃 ハナ 4．7
48 エ イ ム ハ イ 牡5鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋12 〃 アタマ 67．9�
12 ワンダーサジェス 牝4鹿 55 小牧 太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 488＋ 61：25．11� 6．5�
23  ネオアトラクション 牡5鹿 57 菱田 裕二林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors

Farming 492－ 81：25．31� 102．7�
510 タマモユウトウセイ 牡6栗 57 藤岡 佑介タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 B484± 01：25．4
 15．6�
11 ミトノゴールド 牡5栗 57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B490± 01：25．6� 66．2�
611 モンドシャルナ 牡6鹿 57 藤岡 康太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450－ 41：25．7� 56．7�
24 ダイシンバルカン 牡5鹿 57 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 502－ 2 〃 クビ 105．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，022，800円 複勝： 70，473，700円 枠連： 34，354，700円
馬連： 158，992，200円 馬単： 73，300，300円 ワイド： 82，034，100円
3連複： 227，630，700円 3連単： 347，376，300円 計： 1，044，184，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 1，310円 � 750円 枠 連（7－8） 1，590円

馬 連 �� 7，640円 馬 単 �� 9，280円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 1，220円 �� 13，240円

3 連 複 ��� 39，970円 3 連 単 ��� 150，800円

票 数

単勝票数 計 500228 的中 � 178900（1番人気）
複勝票数 計 704737 的中 � 184667（1番人気）� 10556（11番人気）� 19340（8番人気）
枠連票数 計 343547 的中 （7－8） 16686（8番人気）
馬連票数 計1589922 的中 �� 16121（16番人気）
馬単票数 計 733003 的中 �� 5923（27番人気）
ワイド票数 計 820341 的中 �� 8892（18番人気）�� 17860（13番人気）�� 1554（73番人気）
3連複票数 計2276307 的中 ��� 4271（91番人気）
3連単票数 計3473763 的中 ��� 1670（343番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．9―12．2―12．0―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―34．9―47．1―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーリーデル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．12．5 阪神3着

2013．4．24生 牡4鹿 母 アストレアピース 母母 オカノスピカ 12戦4勝 賞金 54，522，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイファーサンディ号
（非抽選馬） 2頭 ツーエムカイザー号・ワキノハガクレ号

２レース目



16023 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第11競走 ��
��2，400�グリーンステークス

発走15時30分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，28．6．4以降29．5．28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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

88 シ ホ ウ 牡6鹿 55 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B514± 02：24．1レコード 18．5�
22 � リッチーリッチー 牡4栗 57 小牧 太�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery B514＋ 22：24．2� 1．6�
89 ウインスペクトル 牡5鹿 55 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 B482＋ 42：24．41	 8．8�
55 スズカルパン 牡8鹿 55 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 472＋ 2 〃 ハナ 12．4�
11 クィーンチャーム 牝5黒鹿52 秋山真一郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 442± 02：24．61� 6．4	
44 
 ザトゥルーエアー 牡6鹿 55 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 484± 02：24．7クビ 20．7

77 ワトソンクリック 牡5鹿 53 佐藤 友則本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 504－ 4 〃 クビ 115．3�

（笠松）

33 レイズアスピリット 牡6青 56 幸 英明 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：25．44 5．8�
66 � セ セ リ 牡6栗 54 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 514＋ 22：27．3大差 31．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 59，948，000円 複勝： 90，985，100円 枠連： 31，304，600円
馬連： 166，086，300円 馬単： 97，402，000円 ワイド： 72，652，600円
3連複： 208，778，600円 3連単： 546，177，500円 計： 1，273，334，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 300円 � 110円 � 190円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，320円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 33，500円

票 数

単勝票数 計 599480 的中 � 25811（6番人気）
複勝票数 計 909851 的中 � 32817（7番人気）� 537612（1番人気）� 65607（4番人気）
枠連票数 計 313046 的中 （2－8） 48314（3番人気）
馬連票数 計1660863 的中 �� 81407（6番人気）
馬単票数 計 974020 的中 �� 14946（15番人気）
ワイド票数 計 726526 的中 �� 33234（7番人気）�� 12944（18番人気）�� 54239（4番人気）
3連複票数 計2087786 的中 ��� 50588（11番人気）
3連単票数 計5461775 的中 ��� 11820（101番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―12．2―12．0―12．1―11．9―12．3―12．2―11．8―11．0―11．7―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�
13．2―24．5―36．7―48．7―1：00．8―1：12．7―1：25．0―1：37．2―1：49．0―2：00．0―2：11．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ホ ウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Danehill デビュー 2013．11．10 京都7着

2011．2．22生 牡6鹿 母 ゴ コ ウ 母母 Moment of Truth 23戦5勝 賞金 89，768，000円
〔その他〕 セセリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 セセリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年7月4日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

16024 6月4日 晴 良 （29阪神3）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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
1：21．5

不良
不良

816 ケ イ マ 牡4鹿 57 国分 恭介石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B484－ 41：24．0 2．9�
24 ス ト リ ク ス �4鹿 57 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 21：24．53 7．5�
59 � タガノジーニアス 牡4鹿 57 川島 信二八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－101：24．71� 5．4�
35 スマートダンディー 牡3鹿 54 幸 英明大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 498＋ 41：24．91	 5．9�
611 メイショウヤクシマ 牡4栗 57 小牧 太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 466± 01：25．0
 13．6�
510 ハッシュタグ 牡3鹿 54 松若 風馬石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 21：25．21	 7．4�
23 � ナニスンネン 牡5栗 57 和田 竜二杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 510＋ 81：25．3� 77．0	
612 ファビラスヒーロー �4芦 57

56 ☆義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 466－ 6 〃 クビ 12．3

11 ビタミンエース 牡6鹿 57

55 △荻野 極村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 520－ 61：25．4� 40．1�
714 ハトマークエース 牡5黒鹿57 古川 吉洋山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 480± 01：25．71
 29．4�
12 カプリチオーソ 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗 グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 458＋121：25．91	 116．8�
815 メイショウテンセイ 牡3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 482± 01：26．11	 27．9�
36 � ワンダースニュマン 牝4鹿 55 川須 栄彦山本 信行氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 482－ 4 〃 クビ 89．3�
48 キ ラ パ ワ ー 牡4栗 57 田中 健山口 正行氏 石橋 守 浦河 中神牧場 454± 01：26．2クビ 185．5�
713� オースミマルス 牡4鹿 57 秋山真一郎オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 462－ 41：26．3� 222．7�
47 � チュウワメジャー 牡4栗 57

56 ☆小崎 綾也中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：26．93� 257．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 77，344，400円 複勝： 99，885，600円 枠連： 52，356，100円
馬連： 211，504，800円 馬単： 83，816，200円 ワイド： 103，835，300円
3連複： 280，746，800円 3連単： 416，526，100円 計： 1，326，015，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 200円 � 180円 枠 連（2－8） 880円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 460円 �� 360円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 6，280円

票 数

単勝票数 計 773444 的中 � 208360（1番人気）
複勝票数 計 998856 的中 � 220809（1番人気）� 113731（5番人気）� 137955（2番人気）
枠連票数 計 523561 的中 （2－8） 45697（3番人気）
馬連票数 計2115048 的中 �� 166142（2番人気）
馬単票数 計 838162 的中 �� 38742（2番人気）
ワイド票数 計1038353 的中 �� 57451（2番人気）�� 78904（1番人気）�� 32102（8番人気）
3連複票数 計2807468 的中 ��� 122482（1番人気）
3連単票数 計4165261 的中 ��� 48044（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．1―12．2―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．6―47．7―59．9―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ イ マ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 グ ラ ン デ ラ デビュー 2016．4．30 京都2着

2013．4．1生 牡4鹿 母 アキノフライ 母母 アキノグラン 7戦2勝 賞金 21，200，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 シンゼンスタチュー号

４レース目



（29阪神3）第2日 6月4日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

192，400，000円
5，060，000円
10，760，000円
1，090，000円
20，810，000円
63，373，000円
4，657，800円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
455，118，700円
657，437，500円
249，300，500円
1，109，749，900円
567，583，300円
589，307，000円
1，465，802，100円
2，595，522，000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 7，689，821，000円

総入場人員 18，279名 （有料入場人員 17，218名）
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