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16001 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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 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 ヒ ザ ク リ ゲ 牝3栗 54 浜中 俊手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 430＋ 21：12．7 3．9�
47 メイショウルチル 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 458－ 21：13．12� 3．8�
815 バトードラムール 牝3鹿 54 岩崎 翼村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 440－ 41：13．2� 27．3�
612 テーオーパートナー 牝3栗 54 岩田 康誠小笹 公也氏 笹田 和秀 新ひだか 山際牧場 468－ 41：13．3� 9．8�
23 クリノカサット 牝3栗 54

52 △森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 444－ 2 〃 ハナ 26．7�
816 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 482－ 61：13．4� 4．5�
12 ノッテステラータ 牝3鹿 54 北村 友一 	サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 406－ 41：14．25 69．9

35 ケイココサージュ 牝3芦 54 藤岡 康太 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 442＋ 4 〃 ハナ 9．7�
48 ウォーターロゼッタ 牝3栗 54

52 △川又 賢治山岡 良一氏 吉村 圭司 浦河 畔高牧場 434 ―1：14．3� 33．3
24 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54 松若 風馬佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 422＋ 61：14．4� 8．5�
713 メイショウドーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好�氏 沖 芳夫 浦河 浦河日成牧場 454 ―1：15．78 121．5�
36 エーティードラゴン 牝3鹿 54

52 △富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 438＋ 61：16．02 181．5�
59 クリノカーロ 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 480－ 41：16．63� 95．4�
714 レティーツィア 牝3鹿 54 高倉 稜名古屋友豊� 宮本 博 日高 白井牧場 420＋ 81：16．91� 203．8�
611 リップスティック 牝3鹿 54 酒井 学玉腰 勇吉氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 430 ―1：17．0� 36．0�
11 シーズオールザット 牝3鹿 54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 464＋141：18．59 50．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，689，400円 複勝： 40，307，500円 枠連： 11，949，400円
馬連： 51，992，400円 馬単： 24，952，200円 ワイド： 38，560，000円
3連複： 77，379，800円 3連単： 86，470，200円 計： 353，300，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 160円 � 680円 枠 連（4－5） 750円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，840円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 8，510円 3 連 単 ��� 33，090円

票 数

単勝票数 計 216894 的中 � 43945（2番人気）
複勝票数 計 403075 的中 � 83673（1番人気）� 74935（3番人気）� 10370（8番人気）
枠連票数 計 119494 的中 （4－5） 12312（3番人気）
馬連票数 計 519924 的中 �� 48155（3番人気）
馬単票数 計 249522 的中 �� 11401（5番人気）
ワイド票数 計 385600 的中 �� 31906（2番人気）�� 5036（20番人気）�� 4385（23番人気）
3連複票数 計 773798 的中 ��� 6815（25番人気）
3連単票数 計 864702 的中 ��� 1894（105番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．0―12．2―12．2―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ザ ク リ ゲ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．1．13 中山4着

2015．4．1生 牝3栗 母 イ フ リ ー タ 母母 サンバデリオ 5戦1勝 賞金 9，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レティーツィア号・リップスティック号・シーズオールザット号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成30年7月2日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ペイシャモン号

16002 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時25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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 メイショウテンモン 牡3栗 56 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 506－161：26．7 5．3�
47 アイランドクイーン 牝3鹿 54 国分 恭介大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 31．2�
612 サハラデザート 牡3芦 56 C．ルメール�山紫水明 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 508 ―1：27．12� 5．5�
59 ウインインペリアル 牡3栗 56 川田 将雅�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 61：27．2クビ 11．1�
713 アスターシャンティ 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 466± 0 〃 アタマ 311．1�
510 ネオブラスト 牡3黒鹿56 岩田 康誠杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 424± 01：27．3	 28．5	
23 マコトキッショウ 牡3芦 56 和田 竜二�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 2 〃 ハナ 2．8

815 サンライズカイザー 牡3鹿 56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 486＋ 6 〃 ハナ 10．3�
35 キクノエスペルト 牡3黒鹿56 松山 弘平菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 高村牧場 482－ 21：27．4� 7．7�
48 ヒルノコルドバ 牡3青 56 酒井 学�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 408＋ 41：27．82� 61．2
12 モンパルナス 牡3鹿 56 小牧 太栗嶋 豊明氏 牧浦 充徳 新冠 大林ファーム 458＋ 81：27．9� 45．1�
816 コウユーヤマト 牡3鹿 56

54 △川又 賢治加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 444－ 4 〃 ハナ 96．5�
36 ヒルノオークランド 牡3鹿 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 谷川牧場 484－ 21：28．53� 353．3�
24 カフジユニコーン 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 482± 01：28．6� 26．7�
611
 ヒ ロ ミ 牡3黒鹿56 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

B488＋ 51：29．45 19．8�
714 リヤンドール 牡3栗 56 藤岡 佑介�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 430－ 21：38．9大差 102．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，356，200円 複勝： 39，677，100円 枠連： 13，155，800円
馬連： 54，229，500円 馬単： 26，954，600円 ワイド： 39，070，500円
3連複： 73，198，700円 3連単： 85，645，200円 計： 357，287，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 730円 � 250円 枠 連（1－4） 6，460円

馬 連 �� 13，530円 馬 単 �� 22，160円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 1，050円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 37，700円 3 連 単 ��� 234，310円

票 数

単勝票数 計 253562 的中 � 37640（2番人気）
複勝票数 計 396771 的中 � 53948（2番人気）� 11700（9番人気）� 43196（4番人気）
枠連票数 計 131558 的中 （1－4） 1577（23番人気）
馬連票数 計 542295 的中 �� 3104（36番人気）
馬単票数 計 269546 的中 �� 912（64番人気）
ワイド票数 計 390705 的中 �� 2653（37番人気）�� 9937（8番人気）�� 2341（40番人気）
3連複票数 計 731987 的中 ��� 1456（101番人気）
3連単票数 計 856452 的中 ��� 265（625番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．1―1：00．6―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンモン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 カリズマティック デビュー 2017．12．28 阪神4着

2015．5．8生 牡3栗 母 テンザンコノハナ 母母 テンザンユタカ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リヤンドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月2日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ショウナンバースト号・ピラミッドファラオ号・ブラスト号

第３回 阪神競馬 第１日



16003 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55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 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 エイシンメッセ 牝3黒鹿54 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 422－ 81：55．0 27．5�
35 フィナリザール 牝3栃栗54 C．ルメール �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462± 01：55．32 2．3�
816 ナンゴクユメネット 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也渡 義光氏 崎山 博樹 新冠 村上牧場 452＋ 81：55．4� 10．6�
612 デュアルウィールド 牝3栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 488＋ 41：55．82 6．9�
12 ピクシーピュール 牝3鹿 54 城戸 義政�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 458＋ 41：55．9� 7．2	
510 メイショウイザナミ 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 01：56．21� 39．4

59 キクノグロウ 牝3黒鹿54 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 418＋ 61：56．3� 153．4�
47 ダノンチェリー 牝3鹿 54 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 ハナ 31．0�
815 ラッシュオブジョイ 牝3青鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 61：56．4� 20．9
24 テイエムユキヒョウ 牝3芦 54 竹之下智昭竹園 正繼氏 武 英智 新冠 タニグチ牧場 460± 01：56．5� 251．7�
714 グッジョブハニー 牝3鹿 54 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 500＋ 41：56．6クビ 262．7�
713 リ ヴ ォ ル ノ 牝3黒鹿 54

52 △川又 賢治 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 458－ 81：57．02� 16．7�
48 レッドゼノビア 牝3栗 54 北村 友一 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454－ 41：57．1� 20．2�
36 レ イ ロ ー 牝3鹿 54 藤岡 康太�フクキタル 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 506＋ 21：59．2大差 6．0�
611 チャーミングテイル 牝3栗 54

52 △富田 暁水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 466＋101：59．73 289．2�
11 ワンダーザムルッド 牝3栗 54 小牧 太山本 能成氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 426 ―1：59．8� 182．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，192，000円 複勝： 38，639，400円 枠連： 14，506，800円
馬連： 54，389，100円 馬単： 26，446，100円 ワイド： 38，620，400円
3連複： 73，466，100円 3連単： 85，835，600円 計： 359，095，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 560円 � 140円 � 290円 枠 連（2－3） 1，780円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 8，420円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，560円 �� 540円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 62，540円

票 数

単勝票数 計 271920 的中 � 7902（9番人気）
複勝票数 計 386394 的中 � 13238（9番人気）� 102507（1番人気）� 30430（5番人気）
枠連票数 計 145068 的中 （2－3） 6293（7番人気）
馬連票数 計 543891 的中 �� 15619（10番人気）
馬単票数 計 264461 的中 �� 2354（31番人気）
ワイド票数 計 386204 的中 �� 9625（13番人気）�� 3676（33番人気）�� 19636（4番人気）
3連複票数 計 734661 的中 ��� 7952（26番人気）
3連単票数 計 858356 的中 ��� 995（214番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．3―12．6―12．8―13．1―13．0―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．9―49．5―1：02．3―1：15．4―1：28．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンメッセ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2017．11．12 京都9着

2015．4．26生 牝3黒鹿 母 ミッションガール 母母 Triple Strike 5戦1勝 賞金 5，750，000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。
（非当選馬） 1頭 ミストレスメジャー号

16004 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・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
1：19．5
1：19．0

良
良

23 メイショウツバキ 牝3黒鹿54 小牧 太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 444＋ 21：21．4 5．9�
59 タイセイトレンディ 牡3青鹿56 M．デムーロ田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 2 〃 ハナ 1．8�
612 ボーンスキルフル 牝3青鹿54 浜中 俊吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 450－ 21：21．72 67．4�
47 センショウユウト 牡3鹿 56 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 464－121：21．91� 27．2�
12 ナリタブルー 牡3栗 56 水口 優也�オースミ 松元 茂樹 浦河 大北牧場 478± 01：22．0� 19．1	
35 ピースフルウィーク 牝3栗 54 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 406－ 8 〃 ハナ 103．0

48 スズカローレル 牝3鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 408－ 4 〃 ハナ 25．6�
816 マイティスピリット 牡3鹿 56 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 436－ 61：22．1� 6．3
510 キムケンロード 牡3鹿 56 松若 風馬木村 永浩氏 西村 真幸 新ひだか 築紫 洋 430± 01：22．31� 12．8�
611 プリズマティコ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 アタマ 100．3�
24 ホイップボーラー 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 392 ―1：22．4� 149．4�
36 	 プリンセステソーロ 牝3鹿 54 藤岡 康太了德寺健二ホール

ディングス� 吉村 圭司 愛 Rockhart
Trading Ltd 418＋ 6 〃 クビ 17．4�

817 マロンコート 牝3栗 54 幸 英明 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：22．5
 107．1�
715 マダムジェニファー 牝3栗 54 丸山 元気大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－ 61：22．71� 76．1�
713 テルプシコレ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 448－121：22．8
 174．2�
818 ヘ イ デ イ 牡3鹿 56 岩田 康誠ゴドルフィン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 41：23．54 41．4�
714 ジョインフォース 牝3鹿 54

52 △川又 賢治小林竜太郎氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 456± 0 〃 アタマ 177．3�
11 リタルメロディ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也鈴木 照雄氏 加用 正 新ひだか 沖田 博志 404－ 41：24．35 178．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，821，400円 複勝： 74，558，800円 枠連： 16，640，500円
馬連： 58，858，100円 馬単： 35，806，100円 ワイド： 42，872，800円
3連複： 83，982，800円 3連単： 128，150，500円 計： 474，691，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 110円 � 1，180円 枠 連（2－5） 470円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 260円 �� 3，820円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 8，620円 3 連 単 ��� 40，710円

票 数

単勝票数 計 338214 的中 � 45725（2番人気）
複勝票数 計 745588 的中 � 73713（2番人気）� 417073（1番人気）� 5986（11番人気）
枠連票数 計 166405 的中 （2－5） 27396（2番人気）
馬連票数 計 588581 的中 �� 96417（2番人気）
馬単票数 計 358061 的中 �� 19713（4番人気）
ワイド票数 計 428728 的中 �� 51588（1番人気）�� 2551（36番人気）�� 4839（21番人気）
3連複票数 計 839828 的中 ��� 7305（24番人気）
3連単票数 計1281505 的中 ��� 2282（104番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．8―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．5―46．3―57．9―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 2，12（3，7）（6，10）5（1，9）（4，8，11，16）13（15，18）（14，17） 4 2（12，7）（3，10）6（5，9）（1，16）4（8，11）13（15，18）17，14

勝馬の
紹 介

メイショウツバキ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2017．7．2 中京7着

2015．3．19生 牝3黒鹿 母 メイショウラグーナ 母母 ウィズストリングス 12戦1勝 賞金 11，550，000円
〔制裁〕 リタルメロディ号の騎手西村淳也は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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 アザミジョウ号・ウインカルナヴァル号・ショコラショー号・スリーケープマンボ号・ディヴィナライン号・

ロンドンシーズン号



16005 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

33 ジャミールフエルテ 牡2鹿 54 C．ルメール �KTレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 448 ―1：35．9 1．9�
44 スマートユニバンス 牡2栗 54 福永 祐一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462 ―1：36．11� 6．0�
11 リ ゲ イ ン 牝2鹿 54 和田 竜二 �コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 428 ―1：36．2� 58．2�
22 ファビュラスギフト 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 454 ―1：36．41� 14．0�
88 シトラスノート 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444 ―1：36．82� 3．4	
66 コパノカーリング 牡2鹿 54 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 446 ―1：36．9� 29．3

55 トーセントルネード 牡2鹿 54 武 豊島川 �哉氏 武 幸四郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 474 ―1：38．17 13．0�
77 ゴールドウエイ 牝2黒鹿54 松若 風馬加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 宮内牧場 416 ―1：39．16 106．4

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，255，400円 複勝： 38，149，100円 枠連： 発売なし
馬連： 49，095，300円 馬単： 35，062，600円 ワイド： 27，790，000円
3連複： 55，132，500円 3連単： 136，084，700円 計： 387，569，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 570円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，430円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 14，100円

票 数

単勝票数 計 462554 的中 � 200926（1番人気）
複勝票数 計 381491 的中 � 180788（1番人気）� 53568（3番人気）� 7574（7番人気）
馬連票数 計 490953 的中 �� 80500（2番人気）
馬単票数 計 350626 的中 �� 36053（3番人気）
ワイド票数 計 277900 的中 �� 45733（2番人気）�� 4280（15番人気）�� 3452（17番人気）
3連複票数 計 551325 的中 ��� 8733（14番人気）
3連単票数 計1360847 的中 ��� 6994（46番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．1―12．5―12．4―11．2―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．3―48．8―1：01．2―1：12．4―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．7
3 2，7（1，8）4，6，3－5 4 2（1，7，8）（4，6）3－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャミールフエルテ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2016．2．18生 牡2鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16006 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

711 クルスデルスール 牡3黒鹿56 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 508－ 62：08．0 1．4�
58 グーテンターク 牡3鹿 56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490－12 〃 クビ 10．6�
813 ネ ル 牡3黒鹿56 武 豊ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 486－ 22：08．53 15．2�
45 ヴィーヴァバッカス 牡3栗 56 岩田 康誠芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド B456± 02：09．13� 47．9�
69 ワンダーヴーハーン 牡3鹿 56

54 △川又 賢治山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか フクダファーム 464＋ 22：09．95 88．2�
610 バトルチャンプ 牡3鹿 56 丸山 元気増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 井高牧場 442＋102：10．0� 155．8�
712 スリースプリング 牡3青鹿56 国分 優作永井商事	 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 454＋ 2 〃 クビ 82．8

33 ブレイクスピアー 牡3青鹿56 幸 英明前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 476－ 42：10．21 26．6�
11 リリーマイスター 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 508＋ 22：10．41 33．2�
34 ル ベ ラ イ ト 牡3鹿 56 藤岡 康太 キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 464－ 42：11．14 5．7�
46 アヴィドウィナー 牡3栗 56 太宰 啓介北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 482＋ 2 〃 クビ 119．5�
22 スフィーダエース 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗村上 稔氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 514－ 6 〃 ハナ 319．3�
57 ナムラシシマル 牡3鹿 56

54 △富田 暁奈村 信重氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 500± 02：11．3� 9．3�
814 テイエムナナイロ 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 454＋ 22：12．47 484．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，171，400円 複勝： 133，642，000円 枠連： 13，833，200円
馬連： 54，227，600円 馬単： 40，987，300円 ワイド： 39，334，200円
3連複： 78，193，300円 3連単： 140，563，700円 計： 532，952，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 230円 枠 連（5－7） 260円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 230円 �� 390円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 3，410円

票 数

単勝票数 計 321714 的中 � 174675（1番人気）
複勝票数 計1336420 的中 � 1041580（1番人気）� 59862（2番人気）� 34598（5番人気）
枠連票数 計 138332 的中 （5－7） 40162（1番人気）
馬連票数 計 542276 的中 �� 87895（2番人気）
馬単票数 計 409873 的中 �� 51205（2番人気）
ワイド票数 計 393342 的中 �� 50004（2番人気）�� 25125（4番人気）�� 9036（11番人気）
3連複票数 計 781933 的中 ��� 41374（4番人気）
3連単票数 計1405637 的中 ��� 29822（7番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．5―14．0―13．3―12．8―12．8―12．6―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―37．5―51．5―1：04．8―1：17．6―1：30．4―1：43．0―1：55．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クルスデルスール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．3．10 阪神2着

2015．5．13生 牡3黒鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 5戦1勝 賞金 13，400，000円



16007 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第7競走 ��2，600�サラブレッド系3歳
発走13時15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
2：39．8
2：37．3

良
良

713 サトノグロワール 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520＋ 62：39．0レコード 2．8�
12 コシミノダンサー 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 458＋142：39．32 170．7�
59 パ ス テ ィ ス 牡3青 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480－ 22：39．4� 3．1�
47 ウインフォルティス 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 468－ 82：39．5� 21．1�
24 タガノヒルクライム 牡3栗 56 岩田 康誠八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 444－ 2 〃 アタマ 4．7�
816 ダノンアポロン 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 488± 02：39．71� 11．5	
612 ハートランドシチー 牡3青鹿56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 430－ 42：39．91 30．1

36 ペイシャレイナ 牝3鹿 54 酒井 学北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 436－122：40．0� 147．8�
817 プラチナアッシュ 牡3黒鹿 56

54 △川又 賢治畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 B504＋102：40．42� 10．6�
11 ヴォルフガング 牡3栗 56 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 新ひだか 大典牧場 440－ 62：40．5� 23．8
48 エレッサール 牡3鹿 56 荻野 琢真�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 486－14 〃 クビ 417．2�
815 キンノイナズマ 牡3青鹿56 北村 友一岡 浩二氏 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム 432－182：40．71 61．2�
35 カズグレゴリオ 牡3栗 56 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B456－ 42：40．8� 262．0�
510 テイエムボンバー 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476－ 42：41．97 74．3�
23 ナリタリュウ 牡3鹿 56

54 △富田 暁�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 480＋222：42．85 105．4�
714 ゲンパチマハロ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希平野 武志氏 加用 正 新ひだか 三石橋本牧場 448－ 62：44．07 252．2�
611 マキルヘニー 牡3栗 56 藤岡 康太�G1レーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B484－ 82：44．31� 122．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 37，242，800円 複勝： 49，580，200円 枠連： 16，013，700円
馬連： 72，666，500円 馬単： 35，368，500円 ワイド： 49，860，300円
3連複： 101，198，300円 3連単： 126，006，400円 計： 487，936，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 3，790円 � 140円 枠 連（1－7） 3，070円

馬 連 �� 41，070円 馬 単 �� 57，160円

ワ イ ド �� 10，230円 �� 230円 �� 8，810円

3 連 複 ��� 37，310円 3 連 単 ��� 310，730円

票 数

単勝票数 計 372428 的中 � 103094（1番人気）
複勝票数 計 495802 的中 � 99612（2番人気）� 1981（16番人気）� 118073（1番人気）
枠連票数 計 160137 的中 （1－7） 4034（11番人気）
馬連票数 計 726665 的中 �� 1371（51番人気）
馬単票数 計 353685 的中 �� 464（89番人気）
ワイド票数 計 498603 的中 �� 1083（60番人気）�� 70476（1番人気）�� 1259（53番人気）
3連複票数 計1011983 的中 ��� 2034（77番人気）
3連単票数 計1260064 的中 ��� 294（544番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．3―12．0―12．4―12．8―13．0―13．6―12．5―12．4―11．4―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．6―23．1―34．4―46．4―58．8―1：11．6―1：24．6―1：38．2―1：50．7―2：03．1―2：14．5―2：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
17，14＝13，11（3，7）（2，10，8）（16，12）5，9，6，15，4－1
17，14－13（7，12，16）（11，10，8）9，3（2，6，15）5（4，1）

2
4
17，14＝13－11，7，3（10，8）2（16，12）5，9，6，15，4－1・（13，7）（17，14）16，9（12，4）（11，6）（3，10，8）1（5，2，15）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノグロワール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 O’Reilly デビュー 2017．12．23 阪神2着

2015．1．20生 牡3黒鹿 母 シャムロッカー 母母 Bohemian Blues 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 タガノヒルクライム号の騎手岩田康誠は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
〔その他〕 マキルヘニー号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

16008 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

59 ド ゥ リ ト ル 牡3黒鹿54 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 61：53．9 5．1�
611� マイアフェクション 牡4鹿 57 岩崎 翼五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 458－ 6 〃 アタマ 14．3�
24 スズカフューラー 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 432＋ 21：54．0� 18．7�
48 ストーミーバローズ 牡3栗 54 C．ルメール 猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋101：54．31	 2．6�
714 デイジーフローラ 牝5鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 498－ 81：55．15 35．7�
815 キングサムソン 牡6鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 480－ 21：55．2クビ 11．3�
47 タスクフォース 牡4鹿 57 川田 将雅窪田 康志氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 558－ 21：55．41
 4．8	
816 アロマティカス 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B460＋ 4 〃 アタマ 172．5

36 ミ ズ カ ゼ 牡3栗 54

53 ☆小崎 綾也村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか 前田牧場 470－ 8 〃 ハナ 140．1�
510 マサハヤスター 牡4栗 57 岩田 康誠中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B472－ 41：55．5クビ 112．9�
11 ラ イ ナ ス 牡3栗 54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 470＋ 21：55．92� 79．4
713 ウォーターミリオン 牡5栗 57

54 ▲西村 淳也山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 432－ 81：56．0� 199．3�
12 ミスターウインディ 牡5黒鹿57 藤岡 康太阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 500－261：56．1� 151．2�
35 テイエムギフテッド 牡3黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 464± 0 〃 アタマ 17．0�
23 ローズストリート 牝4鹿 55 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 502＋141：56．2クビ 7．5�
612 ランドジュピター 牡4鹿 57

56 ☆義 英真木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 460－12 〃 ハナ 190．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，059，400円 複勝： 56，329，600円 枠連： 19，633，600円
馬連： 83，586，700円 馬単： 39，266，300円 ワイド： 55，546，200円
3連複： 112，452，900円 3連単： 144，708，700円 計： 549，583，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 360円 � 430円 枠 連（5－6） 3，430円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，300円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 14，040円 3 連 単 ��� 63，310円

票 数

単勝票数 計 380594 的中 � 58679（3番人気）
複勝票数 計 563296 的中 � 80511（3番人気）� 38383（6番人気）� 30945（8番人気）
枠連票数 計 196336 的中 （5－6） 4427（12番人気）
馬連票数 計 835867 的中 �� 19117（15番人気）
馬単票数 計 392663 的中 �� 5312（21番人気）
ワイド票数 計 555462 的中 �� 14744（13番人気）�� 11075（18番人気）�� 5339（28番人気）
3連複票数 計1124529 的中 ��� 6006（49番人気）
3連単票数 計1447087 的中 ��� 1657（229番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．8―13．1―12．8―12．6―12．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．4―51．5―1：04．3―1：16．9―1：29．4―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
6，9（4，11，14）（3，8，16）（1，10）（7，15）－（2，5）（12，13）・（6，9）（3，4，11，14）（1，10，8，15）（7，16）（2，5）（12，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ド ゥ リ ト ル �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．7．1 中京6着

2015．4．24生 牡3黒鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 11戦2勝 賞金 17，420，000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。
（非当選馬） 1頭 ビップデヴィット号



16009 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第9競走 ��
��1，200�

えびすばし

戎 橋 特 別
発走14時25分 （芝・右）
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

68 ト ン ボ イ 牝3栗 52 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 426± 01：08．5 8．5�
56 タイセイブレーク �4栗 57 M．デムーロ田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 490－ 81：08．71	 3．1�
711 デザートストーム 牡4黒鹿57 藤岡 康太ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 41：08．91
 2．8�
57 スリーランディア 牝4鹿 55 岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 61：09．0� 17．1�
33 クルークヴァール 牡3鹿 54 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 クビ 7．1�
69 マイネルエメ 牡3鹿 54 川田 将雅 �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 B470＋ 6 〃 アタマ 8．2	
812 テイエムイキオイ 牡4青鹿57 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 470＋ 21：09．1	 30．4

45 ペプチドリリー 牝4黒鹿55 古川 吉洋沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 438－ 61：09．2� 91．0�
11 ウインストラグル 牡4黒鹿57 北村 友一�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 494＋ 4 〃 アタマ 15．0�
710 ウイングタイガー 牝6鹿 55 岡田 祥嗣 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 464－ 11：09．3	 81．2
813 インウィスパーズ 牡4鹿 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 442± 01：09．61� 88．4�
44 サチノクイーン 牝7鹿 55 菊沢 一樹佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B486＋ 21：10．23	 69．5�
22  アイファーフドオー 牡4鹿 57 三津谷隼人中島 稔氏 服部 利之 新冠 川上 悦夫 468－ 4 （競走中止） 230．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，219，900円 複勝： 59，332，700円 枠連： 21，734，000円
馬連： 108，691，500円 馬単： 52，590，200円 ワイド： 63，845，900円
3連複： 133，907，500円 3連単： 200，899，100円 計： 685，220，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 180円 � 130円 � 120円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 520円 �� 410円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 11，650円

票 数

単勝票数 計 442199 的中 � 41179（5番人気）
複勝票数 計 593327 的中 � 61826（5番人気）� 121618（2番人気）� 160432（1番人気）
枠連票数 計 217340 的中 （5－6） 29803（2番人気）
馬連票数 計1086915 的中 �� 57474（7番人気）
馬単票数 計 525902 的中 �� 12195（13番人気）
ワイド票数 計 638459 的中 �� 27430（7番人気）�� 36860（4番人気）�� 95763（1番人気）
3連複票数 計1339075 的中 ��� 81545（3番人気）
3連単票数 計2008991 的中 ��� 12500（32番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．3―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．7
3 4－8－（3，7）－（1，11）－（6，10）9，12，13，5 4 4－8－7（3，11）（1，6，10）（9，12，13）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ト ン ボ イ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．9．23 阪神1着

2015．3．31生 牝3栗 母 ショウナンアオバ 母母 ショウナンタイム 7戦2勝 賞金 22，889，000円
〔競走中止〕 アイファーフドオー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。

16010 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第10競走 ��
��1，800�

み き

三 木 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，29．6．3以降30．5．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

三木市長賞（1着）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

89 ブラックスビーチ 牝4鹿 55 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462＋ 21：45．7 4．4�
44 インヘリットデール 牝4鹿 55 M．デムーロ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋141：46．12� 1．9�
810 ロードスター 牡5栗 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－101：46．2� 10．4�
77 レッドイグニス �5黒鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 61：46．3� 4．7�
55 ウインクルサルーテ 牝5鹿 53 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 434＋ 2 〃 クビ 23．2	
33 サウンドバーニング 牡6鹿 55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424± 01：46．4	 8．9

11 ディープウェーブ 牡8青鹿55 幸 英明万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 21：46．61� 68．5�
78 マイネルアトゥー 牡5青鹿55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：46．81
 31．3�
66 ヒ ダ ロ マ ン 牝5黒鹿51 酒井 学日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 504＋ 61：48．39 126．5
22 � ウ リ ボ ー 牡6栗 53 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 522＋ 61：48．62 205．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 50，950，800円 複勝： 80，553，400円 枠連： 19，920，200円
馬連： 114，447，200円 馬単： 63，158，100円 ワイド： 64，113，600円
3連複： 145，528，900円 3連単： 300，893，000円 計： 839，565，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 110円 � 200円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 210円 �� 690円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 6，930円

票 数

単勝票数 計 509508 的中 � 91080（2番人気）
複勝票数 計 805534 的中 � 105162（3番人気）� 359432（1番人気）� 58216（5番人気）
枠連票数 計 199202 的中 （4－8） 43946（1番人気）
馬連票数 計1144472 的中 �� 215091（1番人気）
馬単票数 計 631581 的中 �� 45734（3番人気）
ワイド票数 計 641136 的中 �� 95059（2番人気）�� 20358（10番人気）�� 36181（5番人気）
3連複票数 計1455289 的中 ��� 72753（5番人気）
3連単票数 計3008930 的中 ��� 31454（21番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．4―12．5―12．4―11．9―10．8―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．6―48．1―1：00．5―1：12．4―1：23．2―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．3
3 9，10（3，7）（2，4，6）5，8，1 4 ・（9，10）（3，7）6（2，4）5（1，8）

勝馬の
紹 介

ブラックスビーチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．11．13 京都6着

2014．3．3生 牝4鹿 母 ビジュアルショック 母母 Reach for the Moon 11戦3勝 賞金 46，344，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16011 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1日 第11競走
第71回農林水産省賞典

��
��2，000�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬
2�減，29．6．3以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，29．6．2以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

78 � ストロングタイタン 牡5鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 520－ 21：57．2レコード 5．9�

22 ト リ オ ン フ 	4黒鹿56 C．ルメール �KTレーシング 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム 530＋ 41：57．3� 2．8�
55 トリコロールブルー 牡4青鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492－ 41：57．72� 3．8�
66 マルターズアポジー 牡6鹿 56 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 532＋ 21：57．91 5．1�
811 サトノノブレス 牡8黒鹿56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 洞
湖 メジロ牧場 514＋ 4 〃 ハナ 12．6	
33 モンドインテロ 牡6鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 81：58．32� 38．5

67 ナスノセイカン 牡6鹿 56 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 476－ 2 〃 ハナ 36．3�
11 ヤマカツライデン 牡6黒鹿56 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 540± 01：58．51� 30．7
44 テイエムイナズマ 牡8黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 514± 01：58．6� 288．9�
79 タツゴウゲキ 牡6鹿 56 秋山真一郎鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 490＋ 41：58．91 11．7�
810 ストレンジクォーク 牡6鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 496－ 21：59．22 41．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 157，703，800円 複勝： 191，220，700円 枠連： 59，409，900円
馬連： 463，868，400円 馬単： 194，389，200円 ワイド： 239，268，200円
3連複： 650，948，900円 3連単： 1，113，713，600円 計： 3，070，522，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 330円 �� 380円 �� 200円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 5，690円

票 数

単勝票数 計1577038 的中 � 213767（4番人気）
複勝票数 計1912207 的中 � 249804（3番人気）� 523022（1番人気）� 396714（2番人気）
枠連票数 計 594099 的中 （2－7） 71433（2番人気）
馬連票数 計4638684 的中 �� 413701（2番人気）
馬単票数 計1943892 的中 �� 71446（7番人気）
ワイド票数 計2392682 的中 �� 171794（2番人気）�� 144247（4番人気）�� 360493（1番人気）
3連複票数 計6509489 的中 ��� 546911（1番人気）
3連単票数 計11137136 的中 ��� 141699（8番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．6―12．0―12．0―11．9―11．8―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．1―22．6―34．2―46．2―58．2―1：10．1―1：21．9―1：33．6―1：45．2

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

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

勝馬の
紹 介

�ストロングタイタン �
�
父 Regal Ransom �

�
母父 Tiznow デビュー 2015．8．30 小倉1着

2013．3．22生 牡5鹿 母 Titan Queen 母母 Ensnare 16戦6勝 賞金 137，855，000円

16012 6月2日 晴 良 （30阪神3）第1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

713� キタサンデイジー 牝3栗 52
49 ▲西村 淳也�大野商事 梅田 智之 米 Blackstone

Farm LLC 462± 01：24．4 6．3�
510 ヨドノビクトリー 牡4鹿 57 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 482－ 21：24．5	 8．1�
816 ニホンピロタイド 牡3青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 492＋ 81：24．71
 6．9�
35 キセキノツヅキ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 464± 01：24．91� 6．0�
36 ゲ キ リ ン 牡4栗 57 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 466－ 2 〃 ハナ 4．0	
12 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 52 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 61：25．0
 15．2

612 スノードリーム 牝5芦 55 �島 克駿三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 450－ 41：25．1
 20．6�
611 コンクエストシチー 6栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 464＋ 21：25．41	 8．5�
714 ハトマークエース 牡6黒鹿57 小牧 太山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 480－ 41：26．14 20．5
47 � ディライトプロミス 牝3鹿 52 北村 友一 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 444－ 4 〃 クビ 50．7�

815� ヒアカムズザサン 牡6栗 57 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 494－ 61：26．31 37．0�

59 ナンゴクロックオン 牡5栗 57 柴田 未崎渡 義光氏 �島 一歩 宮崎 田上 勝雄 490＋ 41：26．83 317．7�
48 モンスールデジール 牝4鹿 55 小坂 忠士五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 61：27．43
 281．0�
23 ア カ カ 牝4芦 55 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 484＋ 81：27．61
 23．0�
24 ヒトモジノグルグル 牝3栗 52

50 △富田 暁内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 412－ 41：28．13 155．6�
11 グランロックハート 牡3鹿 54 池添 謙一飯田 訓大氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 500－ 81：29．710 38．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，671，100円 複勝： 85，254，200円 枠連： 42，420，900円
馬連： 161，709，000円 馬単： 63，761，000円 ワイド： 100，700，700円
3連複： 238，276，200円 3連単： 293，120，900円 計： 1，043，914，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 260円 � 290円 枠 連（5－7） 2，270円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，170円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 9，340円 3 連 単 ��� 51，340円

票 数

単勝票数 計 586711 的中 � 74205（3番人気）
複勝票数 計 852542 的中 � 98737（3番人気）� 84552（5番人気）� 73323（6番人気）
枠連票数 計 424209 的中 （5－7） 14462（10番人気）
馬連票数 計1617090 的中 �� 40101（12番人気）
馬単票数 計 637610 的中 �� 8056（21番人気）
ワイド票数 計1007007 的中 �� 22047（13番人気）�� 22256（12番人気）�� 18454（17番人気）
3連複票数 計2382762 的中 ��� 19132（29番人気）
3連単票数 計2931209 的中 ��� 4139（158番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―12．2―12．7―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．4―46．6―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 8，13，10（1，4）5（9，12）（3，6）（15，7，16）11－2－14 4 8，13，10－5（6，12）4（9，16）15（3，7，2）11，14＝1

勝馬の
紹 介

�キタサンデイジー �
�
父 Violence �

�
母父 Leroidesanimaux デビュー 2017．11．18 東京3着

2015．5．4生 牝3栗 母 The Calypso Myth 母母 Mythical Dancer 6戦2勝 賞金 15，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランロックハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月2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 ハニーゴールド号・レジスタンス号



（30阪神3）第1日 6月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

225，050，000円
2，590，000円
14，300，000円
1，370，000円
26，530，000円
69，234，500円
4，633，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
573，333，600円
887，244，700円
249，218，000円
1，327，761，300円
638，742，200円
799，582，800円
1，823，665，900円
2，842，091，600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 9，141，640，100円

総入場人員 15，180名 （有料入場人員 14，089名）
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