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16013 6月3日 晴 良 （30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 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

24 ブリスフルデイズ 牝3鹿 54
52 △川又 賢治 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450－ 11：26．0 6．9�

612 エトワールブリエ 牝3黒鹿 54
53 ☆荻野 極 �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 432＋ 61：26．31� 2．8�

510 メイショウハニー 牝3黒鹿 54
53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 418－ 41：26．62 6．8�

12 レンブランサ 牝3栗 54 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：26．7� 32．9�
816 モリノマリン 牝3鹿 54 幸 英明森 和久氏 浜田多実雄 新ひだか 有限会社石川牧場 444＋ 61：26．91 13．1	
815 レーヌアグリュム 牝3芦 54

52 △森 裕太朗桑畑 夏美氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 410＋ 21：27．21� 10．5

48 ア ン ト ル メ 牝3黒鹿54 酒井 学�ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436 ― 〃 アタマ 6．0�
59 ナガラリバー 牝3栗 54

51 ▲西村 淳也長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 428＋161：27．52 18．1�

713 タガノブディーノ 牝3栗 54
51 ▲服部 寿希八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 8 〃 クビ 24．0
11 ヴ ィ ヴ 牝3青 54

52 △富田 暁�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 81：27．71� 15．1�

23 マンノジャパン 牝3栗 54 水口 優也萬野 順啓氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム B454＋ 41：27．91� 226．0�
36 バンブトンエガオ 牝3黒鹿54 竹之下智昭樋口 正蔵氏 千田 輝彦 浦河 谷川牧場 476＋ 61：28．85 45．4�
714 シゲルアズキ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 448＋ 31：29．11� 183．5�
35 リリーマーキュリー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 424＋ 61：29．63 173．6�
47 ハ レ イ ワ 牝3鹿 54 �島 克駿山住 勲氏 松下 武士 浦河 高松牧場 494＋ 41：29．92 89．6�
611 ラ ヴ ァ ル 牝3栗 54 松山 弘平市川 義美氏 角田 晃一 新ひだか 聖心台牧場 460 ― 〃 クビ 28．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，299，900円 複勝： 31，789，500円 枠連： 12，427，200円
馬連： 53，157，100円 馬単： 24，774，100円 ワイド： 36，769，900円
3連複： 78，997，900円 3連単： 88，778，600円 計： 345，994，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 130円 � 160円 枠 連（2－6） 1，040円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 420円 �� 790円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 10，510円

票 数

単勝票数 計 192999 的中 � 22102（4番人気）
複勝票数 計 317895 的中 � 37780（3番人気）� 75719（1番人気）� 47378（2番人気）
枠連票数 計 124272 的中 （2－6） 9224（4番人気）
馬連票数 計 531571 的中 �� 37251（3番人気）
馬単票数 計 247741 的中 �� 7866（6番人気）
ワイド票数 計 367699 的中 �� 22716（2番人気）�� 10935（7番人気）�� 29536（1番人気）
3連複票数 計 789979 的中 ��� 30494（2番人気）
3連単票数 計 887786 的中 ��� 6123（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―48．1―1：00．9―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリスフルデイズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．8．19 新潟7着

2015．2．10生 牝3鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 3戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 メイショウハニー号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番・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 キクノロージズ号・クリノヘプバーン号・シエラミノル号・シセイケナゲ号・スズカカトレア号・

トウカイボヌール号

16014 6月3日 晴 良 （30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

59 ツウカイウイング 牡3鹿 56 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 458＋ 61：13．0 58．7�
24 セトノシャトル 牡3栗 56 城戸 義政難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 506－ 21：13．21� 3．4�
36 タ ユ ウ グ ロ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也田畑 利彦氏 小崎 憲 浦河 笹島 政信 514＋ 61：13．52 24．2�
23 ルールダーマ 牡3栗 56 松山 弘平儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 466＋ 4 〃 ハナ 4．0�
510 ヤマニンラボーナ 牡3栗 56

54 △富田 暁土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478± 01：14．13� 158．9�
47 ゼットフォルトゥナ 牡3黒鹿56 国分 恭介�フォーレスト 宮 徹 むかわ 小林 孝幸 498 ― 〃 ハナ 38．0	
612 マッシヴコマンダー 牡3栗 56 幸 英明小川 勲氏 大橋 勇樹 日高 木村牧場 508＋ 81：14．42 8．1

35 スナークタチヤマ 牡3鹿 56 古川 吉洋杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 520－121：14．5� 116．5�
611 クリノシャガール 牡3鹿 56 国分 優作栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 棚川 光男 512＋ 21：14．6クビ 94．2�
48 メイショウサリー 牝3鹿 54 �島 克駿松本 好雄氏 松下 武士 日高 高柳 隆男 444 ―1：14．81� 79．4
815 タガノアルタイル 牡3鹿 56 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 460＋ 2 〃 ハナ 30．7�
816 クリノヴィグラス 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 468＋ 41：14．9� 5．2�
11 メイショウオンタケ 牡3栗 56

54 △川又 賢治松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 496 ―1：15．0� 58．4�
12 ブラックシープ 牡3黒鹿56 小牧 太松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 426－ 41：15．2� 9．3�
714 ジャックビーンズ 牡3栗 56 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム B464± 01：15．94 21．0�
713 ラブミーボーイ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 462＋ 41：16．0� 13．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，261，900円 複勝： 43，013，300円 枠連： 18，072，700円
馬連： 62，409，900円 馬単： 28，843，100円 ワイド： 45，101，500円
3連複： 93，836，800円 3連単： 103，988，100円 計： 421，527，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，870円 複 勝 � 1，050円 � 170円 � 580円 枠 連（2－5） 4，140円

馬 連 �� 8，900円 馬 単 �� 23，980円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 10，790円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 50，850円 3 連 単 ��� 352，290円

票 数

単勝票数 計 262619 的中 � 3577（12番人気）
複勝票数 計 430133 的中 � 8578（10番人気）� 91774（1番人気）� 16388（8番人気）
枠連票数 計 180727 的中 （2－5） 3383（12番人気）
馬連票数 計 624099 的中 �� 5432（27番人気）
馬単票数 計 288431 的中 �� 902（60番人気）
ワイド票数 計 451015 的中 �� 4452（27番人気）�� 1057（66番人気）�� 6903（20番人気）
3連複票数 計 938368 的中 ��� 1384（117番人気）
3連単票数 計1039881 的中 ��� 214（742番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．1―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―35．9―48．0―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 4（10，12）（14，13，16）（2，3，6）9（8，15）－11，7－5－1 4 ・（4，10）12（2，3）（6，14，16）（9，13）（8，15）（11，7）－（5，1）

勝馬の
紹 介

ツウカイウイング �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．17 京都7着

2015．5．4生 牡3鹿 母 エイコオウイング 母母 ホクトブルーバード 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 クリノヴィグラス号の騎手服部寿希は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ショージョーダ号
（非抽選馬） 1頭 ユーデモニクス号

第３回 阪神競馬 第２日



16015 6月3日 晴 良 （30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

612 シンハラージャ 牡3栗 56 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－ 21：55．2 2．6�
510 タマモストーム 牡3栗 56 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 490± 01：55．3� 4．3�
36 タガノヤマト 牡3栗 56 浜中 俊八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋ 61：55．4� 4．5�
611 テイエムダイアラシ 牡3青鹿 56

54 △富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 458＋241：55．72 106．9�
35 ネオバスティーユ 牡3黒鹿56 池添 謙一小林 仁幸氏 牧浦 充徳 日高 メイプルファーム 474＋ 41：55．8クビ 6．2	
713 モンテガナール 牡3鹿 56 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 476－141：56．22� 242．5

816 タ イ フ ー ン 牡3鹿 56 藤岡 佑介ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－101：56．3� 9．2�
815 サンライズセイハ 牡3鹿 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 470－ 6 〃 クビ 38．6�
24 ステップアップ 牡3黒鹿 56

54 △川又 賢治岡田 牧雄氏 奥村 豊 日高 豊郷牧場 456－ 91：56．51� 36．3
11 コンフェイト 牝3青鹿54 幸 英明 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B448± 01：56．81� 26．8�
23 エウプロシュネ 牝3鹿 54 国分 優作�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 440± 01：57．01� 314．1�
714 サウンドコラード 牡3鹿 56

55 ☆義 英真増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 藤本牧場 522＋ 81：57．31� 29．0�
47 サルサデージャ 牡3鹿 56 岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 浦河 中神牧場 490＋ 21：57．93� 313．4�
48 ゴルトグルーベ 	3青鹿56 �島 良太吉田 晴哉氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 21：58．21� 314．5�
59 オミマイスルゾー 	3黒鹿56 水口 優也三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 谷口牧場 440＋ 21：58．83� 239．4�
12 メルジェリーナ 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 440－ 21：59．01� 183．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，222，500円 複勝： 48，166，700円 枠連： 17，017，600円
馬連： 63，222，500円 馬単： 34，120，200円 ワイド： 43，142，600円
3連複： 87，430，000円 3連単： 116，112，900円 計： 440，435，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 270円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，850円

票 数

単勝票数 計 312225 的中 � 93241（1番人気）
複勝票数 計 481667 的中 � 122513（1番人気）� 90267（2番人気）� 83979（3番人気）
枠連票数 計 170176 的中 （5－6） 19357（3番人気）
馬連票数 計 632225 的中 �� 73142（2番人気）
馬単票数 計 341202 的中 �� 24402（2番人気）
ワイド票数 計 431426 的中 �� 41830（2番人気）�� 44304（1番人気）�� 40398（3番人気）
3連複票数 計 874300 的中 ��� 102369（1番人気）
3連単票数 計1161129 的中 ��� 29530（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．2―50．3―1：03．5―1：16．9―1：29．7―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンハラージャ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．12．24 阪神4着

2015．4．22生 牡3栗 母 シンハリーズ 母母 Baize 5戦1勝 賞金 8，600，000円

16016 6月3日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30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

712 サトノアッシュ 牡6鹿 60 林 満明 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 492－ 43：19．4 10．0�
814 シゲルスズキ 牡5栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 500＋ 43：19．61 88．2�
22 ヤマニンシルフ 牡5栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 454－ 63：19．81� 3．5�
46 ニホンピロボーラー 牡5鹿 60 熊沢 重文小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 506± 03：20．12 8．8�
711� ホシルミエール �5鹿 60 白浜 雄造永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 476＋ 23：20．63 21．0�
57 アイファーマグオー 牡6栗 60 植野 貴也中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 518＋ 2 〃 クビ 79．8	
33 ユキノエルドール 牡4栗 60 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 478＋103：21．77 49．4

69 ユキノマルガリータ 牝8鹿 58 五十嵐雄祐井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 43：22．01	 15．0�
45 � スフバータル 牡5栗 60 草野 太郎�和田牧場 清水 英克 新ひだか 城市 公 504－123：22．1	 6．4
610 エンドゲーム 牡4鹿 60 高田 潤ゴドルフィン 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 500－ 8 〃 クビ 16．1�
58 ニシノキャプテン 牡4鹿 60 田村 太雅西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 494－ 23：24．1大差 71．8�
11 エスポワールパレス 牡4鹿 60 黒岩 悠小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 506＋ 23：24．95 109．9�
813� ダブルアックス 牡5黒鹿60 難波 剛健田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 528＋ 43：25．75 96．1�
34 シーライオン 牡4黒鹿60 北沢 伸也石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 小泉牧場 486－ 23：26．44 2．8�
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売 得 金
単勝： 19，553，900円 複勝： 23，843，700円 枠連： 14，555，000円
馬連： 41，590，400円 馬単： 22，805，600円 ワイド： 28，010，700円
3連複： 64，953，100円 3連単： 89，360，800円 計： 304，673，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 300円 � 1，270円 � 180円 枠 連（7－8） 6，760円

馬 連 �� 24，380円 馬 単 �� 42，970円

ワ イ ド �� 5，180円 �� 740円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 28，570円 3 連 単 ��� 232，200円

票 数

単勝票数 計 195539 的中 � 15589（5番人気）
複勝票数 計 238437 的中 � 19920（4番人気）� 3796（10番人気）� 44821（2番人気）
枠連票数 計 145550 的中 （7－8） 1668（17番人気）
馬連票数 計 415904 的中 �� 1322（47番人気）
馬単票数 計 228056 的中 �� 398（86番人気）
ワイド票数 計 280107 的中 �� 1347（44番人気）�� 10319（7番人気）�� 2072（35番人気）
3連複票数 計 649531 的中 ��� 1705（73番人気）
3連単票数 計 893608 的中 ��� 279（497番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 52．1－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノアッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2014．7．5 函館2着

2012．4．11生 牡6鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 障害：10戦1勝 賞金 10，560，000円
〔制裁〕 エンドゲーム号の騎手高田潤は，2周目7号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：1番）



16017 6月3日 晴 良 （30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

55 シングルアップ 牡2鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 518 ―1：21．8 6．4�
79 ハッピーアワー 牡2鹿 54 菱田 裕二髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 442 ―1：22．11� 25．1�
22 コスモスターリング 牡2栗 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 456 ―1：22．52� 36．2�
11 ズヴィズダー 牝2鹿 54

52 △富田 暁�KTレーシング 武 英智 様似 猿倉牧場 386 ―1：22．82 23．9�
810 グレートバニヤン 牡2鹿 54 松若 風馬 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 512 ―1：23．43� 4．0	
66 スターリーパレード 牡2鹿 54

53 ☆小崎 綾也 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486 ―1：24．67 15．0

78 アンラッシュ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418 ―1：24．7クビ 2．6�
44 	 ピースプレイヤー 牡2鹿 54 浜中 俊飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims 470 ―1：25．44 4．7�
33 コラルブラッシュ 牡2鹿 54

51 ▲三津谷隼人中島 俊房氏 服部 利之 日高 Wing Farm 454 ―1：25．61� 143．4
67 ゴッドバード 牡2青鹿 54

53 ☆荻野 極 Him Rock Racing
ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 462 ―1：26．87 48．1�
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811 リネンリボン 牝2鹿 54 幸 英明戸山 光男氏 坂口 正則 新冠 芳住 鉄兵 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，303，800円 複勝： 31，059，600円 枠連： 8，877，700円
馬連： 48，897，600円 馬単： 29，409，300円 ワイド： 30，233，100円
3連複： 60，271，800円 3連単： 108，917，400円 計： 354，970，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 560円 � 740円 枠 連（5－7） 860円

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 9，370円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，750円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 34，870円 3 連 単 ��� 204，040円

票 数

単勝票数 計 373038 的中 � 48396（4番人気）
複勝票数 計 310596 的中 � 44053（4番人気）� 13410（7番人気）� 9692（8番人気）
枠連票数 計 88777 的中 （5－7） 7999（4番人気）
馬連票数 計 488976 的中 �� 6495（19番人気）
馬単票数 計 294093 的中 �� 2353（31番人気）
ワイド票数 計 302331 的中 �� 4484（19番人気）�� 4495（18番人気）�� 1449（33番人気）
3連複票数 計 602718 的中 ��� 1296（73番人気）
3連単票数 計1089174 的中 ��� 387（348番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―11．8―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．5―58．2―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シングルアップ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．1．27生 牡2鹿 母 ラ フ ア ッ プ 母母 フレンドレイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 リネンリボン号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 アンラッシュ号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。

16018 6月3日 晴 良 （30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

36 ニホンピロヘイロー 牝3鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 470－ 41：46．4 9．9�
24 リンフォルツァンド 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 クビ 8．5�
47 アリュマージュ 牝3栃栗54 北村 友一 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋201：46．61� 6．0�
11 ストームユニバンス 牡3栗 56

54 △富田 暁亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 436－ 81：46．91� 157．7�
23 レッドアルジーヌ 牝3芦 54 	島 克駿 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 452＋ 61：47．11� 102．3	
59 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 462－ 6 〃 ハナ 6．4

817 ノヴェレッテ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋ 41：47．2
 110．3�

48 ウィズワンアコード 牡3栗 56
54 △森 裕太朗岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：47．41� 22．1�

35 マイアミブルー 牝3鹿 54 太宰 啓介西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 464＋ 21：47．72 100．4
12 ホジェリアアスール 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 480－ 41：47．8� 128．7�
611 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56 小牧 太林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 484－121：48．01
 22．7�
715 サツマノクロジョカ 牡3黒鹿 56

54 △菊沢 一樹山下 良子氏 作田 誠二 新冠 ヤマタケ牧場 456－ 61：48．31� 30．5�
714 マリーナセブン 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 清水牧場 450＋ 21：48．4クビ 415．6�
510 ホワイトフォース 牝3芦 54 国分 恭介 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 日高 日高大洋牧場 428＋ 81：48．5
 3．8�
818 メイショウキョウジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472－ 21：49．03 3．9�
612 ノーボーダー 牡3栗 56 松若 風馬林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 476± 0 〃 アタマ 85．3�
816 ナ ポ リ タ ン 牝3鹿 54 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 464－ 81：51．5大差 67．3�
713 バリオスサンダー 牡3鹿 56 城戸 義政村上 稔氏 本田 優 浦河 王蔵牧場 470－ 41：54．5大差 688．1�
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売 得 金
単勝： 36，470，600円 複勝： 57，263，900円 枠連： 21，070，500円
馬連： 74，521，400円 馬単： 32，324，900円 ワイド： 52，603，600円
3連複： 103，123，200円 3連単： 115，719，800円 計： 493，097，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 310円 � 280円 � 240円 枠 連（2－3） 3，790円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，360円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 50，810円

票 数

単勝票数 計 364706 的中 � 29218（6番人気）
複勝票数 計 572639 的中 � 45766（6番人気）� 53179（5番人気）� 67216（4番人気）
枠連票数 計 210705 的中 （2－3） 4299（15番人気）
馬連票数 計 745214 的中 �� 19969（14番人気）
馬単票数 計 323249 的中 �� 3754（30番人気）
ワイド票数 計 526036 的中 �� 12438（13番人気）�� 9910（16番人気）�� 11591（14番人気）
3連複票数 計1031232 的中 ��� 11067（25番人気）
3連単票数 計1157198 的中 ��� 1651（157番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．1―12．0―12．3―12．2―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．3―46．3―58．6―1：10．8―1：22．6―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．6
3 14，15（4，12）（7，16）（6，9，18）（3，8）（2，10，11）（1，5）－（13，17） 4 ・（14，15）（4，12）（7，9）6（8，16，18）3（1，10，11）2，5，17－13

勝馬の
紹 介

ニホンピロヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ニホンピロニール デビュー 2017．11．11 京都6着

2015．5．10生 牝3鹿 母 ニホンピロコナユキ 母母 ニホンピロダンス 8戦1勝 賞金 8，850，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナポリタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月3日まで平地競走に出
走できない。
バリオスサンダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月3日まで平地競

走に出走できない。



16019 6月3日 晴 良 （30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

812 エ オ リ ア 牝4鹿 55 菱田 裕二ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋121：53．1 3．3�

11 ボードウォーク 牝3鹿 52 池添 謙一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B450－ 61：54．37 5．5�

55 ジュンテオドーラ 牝4鹿 55
54 ☆小崎 綾也河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 19．1�

44 クインアマランサス 牝4栗 55
54 ☆荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋101：54．61� 2．0�

811 イイコトバカリ 牝4鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 476＋ 41：55．34 10．8	
22 アドマイヤアロマ 牝7栗 55

53 △川又 賢治近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 454－101：55．4� 50．4

67 � ウインプルミエ 牝4鹿 55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B448－ 21：55．72 32．5�
33 ク ー ド ロ ア 牝3鹿 52

50 △富田 暁吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 428－ 21：56．12� 52．3�
68 � エクロジオン 牝5鹿 55 幸 英明前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 476－ 21：56．31	 16．9
56 トウカイクルーク 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人内村 正則氏 安田 翔伍 新冠 長浜牧場 446＋ 2 〃 ハナ 298．9�
710 ヒ ワ ラ ニ 牝5鹿 55 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 476＋101：56．61� 139．5�
79 レッドラトナ 牝4鹿 55 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 466＋ 91：57．13 147．8�
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売 得 金
単勝： 33，219，600円 複勝： 48，352，600円 枠連： 17，953，200円
馬連： 70，291，800円 馬単： 39，191，100円 ワイド： 46，780，200円
3連複： 96，182，700円 3連単： 160，641，900円 計： 512，613，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 230円 � 400円 枠 連（1－8） 1，040円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 510円 �� 920円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 23，500円

票 数

単勝票数 計 332196 的中 � 79350（2番人気）
複勝票数 計 483526 的中 � 80641（2番人気）� 56754（3番人気）� 26228（6番人気）
枠連票数 計 179532 的中 （1－8） 13280（4番人気）
馬連票数 計 702918 的中 �� 36472（5番人気）
馬単票数 計 391911 的中 �� 11443（8番人気）
ワイド票数 計 467802 的中 �� 24734（4番人気）�� 12916（10番人気）�� 7593（18番人気）
3連複票数 計 961827 的中 ��� 10452（21番人気）
3連単票数 計1606419 的中 ��� 4954（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．1―49．9―1：02．9―1：15．7―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ オ リ ア �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 アルカセット デビュー 2016．9．24 阪神6着

2014．3．31生 牝4鹿 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 10戦3勝 賞金 28，012，000円

16020 6月3日 晴 良 （30阪神3）第2日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

510 チャレアーダ 牝4鹿 55 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 466－ 81：33．2 4．6�

36 ハローマイディア 牡5黒鹿 57
55 △富田 暁飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 470－ 61：33．3� 90．7�

35 ルエヴェルロール 牝4黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422＋ 21：33．4� 24．3�

11 レディギャング 牝4芦 55 松山 弘平近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 478＋ 41：33．5� 113．8�
714 キラージョー 牡5栗 57 松若 風馬河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 506－ 41：33．71� 15．2�
12 レッドガラン 牡3鹿 54 池添 謙一 	東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500－ 41：33．8� 2．6

47 マテラアリオン 牡5黒鹿57 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 478－ 61：34．01� 11．2�
23 フェザリータッチ 牡5鹿 57

55 △川又 賢治 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 アタマ 114．9�
815 タガノスカイハイ 牡3鹿 54 古川 吉洋八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468± 0 〃 アタマ 32．4
817 トーホウドミンゴ 牡4青鹿57 菱田 裕二東豊物産	 谷 潔 日高 竹島 幸治 474＋ 61：34．21 189．7�
816 ケンシュナウザー 牡4栗 57

55 △菊沢 一樹中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 470－ 41：34．3� 75．0�

24 トーアライジン 牡5芦 57
56 ☆小崎 綾也高山ランド	 村山 明 豊浦トーア牧場 496－ 21：34．4クビ 43．1�

713 ナンヨーマーズ 牡4鹿 57 国分 恭介中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 454－ 21：34．5� 10．9�
59 ミスディレクション 	4黒鹿57 太宰 啓介	ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－141：34．6� 5．9�
48 ブランモンストル 牡3芦 54 酒井 学	KTレーシング 中尾 秀正 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 500＋ 21：35．23� 19．3�
612 ヒロシゲグローリー 牡4鹿 57 浜中 俊阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 谷岡スタット 482－141：35．52 26．5�
611
 ワンダーリアス 牝4鹿 55 荻野 琢真山本 能成氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 442－11 〃 ハナ 336．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 42，369，000円 複勝： 63，848，000円 枠連： 28，386，100円
馬連： 105，331，600円 馬単： 40，421，800円 ワイド： 60，831，500円
3連複： 129，272，100円 3連単： 160，288，000円 計： 630，748，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 2，010円 � 550円 枠 連（3－5） 2，410円

馬 連 �� 25，980円 馬 単 �� 41，870円

ワ イ ド �� 6，340円 �� 1，600円 �� 14，340円

3 連 複 ��� 105，720円 3 連 単 ��� 521，110円

票 数

単勝票数 計 423690 的中 � 73345（2番人気）
複勝票数 計 638480 的中 � 113626（2番人気）� 6772（14番人気）� 27647（8番人気）
枠連票数 計 283861 的中 （3－5） 9104（9番人気）
馬連票数 計1053316 的中 �� 3141（57番人気）
馬単票数 計 404218 的中 �� 724（104番人気）
ワイド票数 計 608315 的中 �� 2450（56番人気）�� 10042（15番人気）�� 1077（89番人気）
3連複票数 計1292721 的中 ��� 917（223番人気）
3連単票数 計1602880 的中 ��� 223（1089番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．7―34．1―46．0―57．9―1：09．2―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．3
3 1，9（3，14）（5，12）（2，11）（7，8，15）－（6，16）（13，17）（10，4） 4 1（9，14）3（5，12）（2，7，11，15，17）（6，13，4）8（10，16）

勝馬の
紹 介

チャレアーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2017．2．25 阪神1着

2014．4．26生 牝4鹿 母 グワダラハラ 母母 Guernica 7戦3勝 賞金 23，800，000円



16021 6月3日 晴 良 （30阪神3）第2日 第9競走 ��
��2，000�

き の さ き

城 崎 特 別
発走14時15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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

55 サ ラ ス 牝3鹿 52 松若 風馬吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 508－ 22：00．7 3．2�
11 ブ リ ラ ー レ 牡4栗 57 北村 友一早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 42：00．91	 3．0�
810 ナンヨープランタン 牡3黒鹿54 浜中 俊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 アタマ 5．1�
78 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿57 松山 弘平宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 484± 0 〃 ハナ 9．2�
89 ミヤジユウダイ 牡4鹿 57 
島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 536－ 22：01．21� 6．7�
22 アグネススターダム 牡5栗 57 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 458－ 22：01．3� 27．6�
66 ショウナンサニー 牡4鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 484＋ 22：01．51� 49．2	
44  ロードクロムウェル 牡6鹿 57 石川裕紀人 
ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm

Corporation 468＋ 62：01．81� 16．2�
33 サツキユニヴァース 牝4栗 55 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 442－ 22：02．33 143．2�
77 サンレイポケット 牡3黒鹿54 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 470－ 2 （競走中止） 21．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，059，100円 複勝： 45，008，000円 枠連： 19，762，200円
馬連： 96，685，800円 馬単： 48，589，800円 ワイド： 53，003，200円
3連複： 115，744，800円 3連単： 207，896，300円 計： 629，749，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（1－5） 470円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 210円 �� 330円 �� 330円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，760円

票 数

単勝票数 計 430591 的中 � 105135（2番人気）
複勝票数 計 450080 的中 � 97473（2番人気）� 103493（1番人気）� 64330（3番人気）
枠連票数 計 197622 的中 （1－5） 32267（1番人気）
馬連票数 計 966858 的中 �� 147417（1番人気）
馬単票数 計 485898 的中 �� 38358（1番人気）
ワイド票数 計 530032 的中 �� 70911（1番人気）�� 38516（3番人気）�� 39023（2番人気）
3連複票数 計1157448 的中 ��� 111556（1番人気）
3連単票数 計2078963 的中 ��� 54445（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．0―12．6―12．3―12．2―11．8―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．3―49．9―1：02．2―1：14．4―1：26．2―1：37．8―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ラ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．26 京都3着

2015．3．23生 牝3鹿 母 ラ ラ ア 母母 Rose of Summer 4戦2勝 賞金 18，552，000円
〔競走中止〕 サンレイポケット号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。

16022 6月3日 晴 良 （30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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 マルカソレイユ 牝4栗 55 藤岡 佑介日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476＋ 61：24．5 2．2�
612 モアニケアラ 牝6芦 55 浜中 俊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470＋ 41：24．92� 15．1�
815 オーマイガイ 牡5栗 57 岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 466－ 61：25．0	 18．1�
611 ア バ ン サ ル 
7栗 57 国分 恭介今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 496－ 41：25．1クビ 155．6�
12 マイネルラック 牡5鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 490± 01：25．2	 8．6�
714 ブルームーン 牡6鹿 57 �島 克駿�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 01：25．3� 14．1	
23 ウォーターイーグル 牡6黒鹿57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 528± 01：25．51 36．3

713 ドルチェリア 
5鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 516－ 4 〃 ハナ 4．7�
36 メイショウユメゴゼ 牝9栃栗55 国分 優作松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 484－ 21：25．82 128．1�
48 ケルンウィナー 牡7栗 57 小崎 綾也谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 518－ 21：25．9	 46．8
816 ダノンシーザー 牡6鹿 57 北村 友一�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 466＋ 61：26．0� 12．3�
47 � カフジオリオン 牡6鹿 57 石川裕紀人加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 492＋ 2 〃 アタマ 209．9�
35 ウエスタンオウジ 
8鹿 57 五十嵐雄祐西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム B470－ 41：26．2	 331．9�
510 ハーツジュニア 牡6鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 渡辺 薫彦 浦河 浦河日成牧場 486－121：26．3	 71．6�
24  ウインバローラス 牡6鹿 57 松山 弘平�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 486＋ 21：26．61� 94．3�
11 メイショウテンセイ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 508＋ 41：26．81� 9．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，731，600円 複勝： 70，811，700円 枠連： 39，626，300円
馬連： 145，889，100円 馬単： 68，922，100円 ワイド： 83，255，800円
3連複： 208，732，300円 3連単： 285，585，000円 計： 955，553，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 310円 � 450円 枠 連（5－6） 1，540円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 580円 �� 960円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 10，280円 3 連 単 ��� 35，800円

票 数

単勝票数 計 527316 的中 � 187262（1番人気）
複勝票数 計 708117 的中 � 240142（1番人気）� 44883（6番人気）� 28391（8番人気）
枠連票数 計 396263 的中 （5－6） 19829（7番人気）
馬連票数 計1458891 的中 �� 69263（5番人気）
馬単票数 計 689221 的中 �� 21277（8番人気）
ワイド票数 計 832558 的中 �� 38799（4番人気）�� 22214（10番人気）�� 5973（36番人気）
3連複票数 計2087323 的中 ��� 15218（31番人気）
3連単票数 計2855850 的中 ��� 5783（109番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．3―12．1―12．6―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．2―46．3―58．9―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカソレイユ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Starborough デビュー 2016．7．3 中京8着

2014．2．17生 牝4栗 母 ウォートルベリー 母母 Rotina 12戦4勝 賞金 48，771，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メジャーガラメキ号
（非抽選馬）12頭 アグネッタ号・ウォーターピオニー号・クリノシャンボール号・ケルティックソード号・サンビショップ号・

スズカコーズライン号・ダブルコーク号・ブラックジョー号・プレシャスルージュ号・ペプチドアルマ号・
メイショウサチシオ号・ランドハイパワー号

２レース目



16023 6月3日 晴 良 （30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，29．6．3以降30．5．27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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：22．1

良
良

44 サイモンラムセス 牡8鹿 54 小牧 太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B450－102：24．2 8．4�
11 アドマイヤエイカン 牡5鹿 56 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500－ 22：24．52 3．1�
79 ペンタトニック 牡7栗 55 松山 弘平吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 アタマ 8．2�
22 グランドサッシュ 牡7黒鹿54 北村 友一 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－142：24．6� 14．2�
56 レジェンドセラー 牡4鹿 57 浜中 俊�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532－ 2 〃 アタマ 2．9	
33 � スズカディープ 	6青鹿54 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B416± 02：24．81
 18．1

710� マコトガラハッド 	5鹿 54 �島 克駿�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 490＋ 82：24．9クビ 25．8�
811� スズカビスタ 牡7鹿 53 菱田 裕二永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 458＋ 4 〃 クビ 63．9�
812 マイネルレオーネ 牡6黒鹿54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 398± 02：25．0� 29．6
55 ステイパーシスト 牡5黒鹿55 石川裕紀人吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 42：25．1クビ 8．6�
67 メイショウコルノ 牡7黒鹿52 松若 風馬松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 540＋ 22：25．31
 118．8�
68 レイズアスピリット 牡7青 54 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 470－ 42：25．72� 52．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，754，900円 複勝： 61，754，900円 枠連： 44，891，500円
馬連： 219，767，700円 馬単： 98，164，300円 ワイド： 99，900，400円
3連複： 288，010，600円 3連単： 492，173，400円 計： 1，364，417，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 290円 � 140円 � 200円 枠 連（1－4） 1，790円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，320円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 25，530円

票 数

単勝票数 計 597549 的中 � 56845（4番人気）
複勝票数 計 617549 的中 � 45332（5番人気）� 139869（2番人気）� 74824（3番人気）
枠連票数 計 448915 的中 （1－4） 19382（7番人気）
馬連票数 計2197677 的中 �� 96187（7番人気）
馬単票数 計 981643 的中 �� 17164（16番人気）
ワイド票数 計 999004 的中 �� 36361（7番人気）�� 18330（14番人気）�� 57643（2番人気）
3連複票数 計2880106 的中 ��� 53868（12番人気）
3連単票数 計4921734 的中 ��� 13976（69番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．8―12．3―12．2―12．2―12．3―12．6―12．4―11．1―11．2―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�
12．8―23．8―35．6―47．9―1：00．1―1：12．3―1：24．6―1：37．2―1：49．6―2：00．7―2：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
4，7，12－（10，11）3，1，5，2－8（9，6）
4－7，12－11（10，3，6）（1，5，8）（9，2）

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

勝馬の
紹 介

サイモンラムセス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．10．20 京都3着

2010．3．1生 牡8鹿 母 コパノマルコリーニ 母母 ステファーナ 57戦5勝 賞金 160，202，000円
〔制裁〕 マコトガラハッド号の騎手�島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

16024 6月3日 晴 良 （30阪神3）第2日 第12競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

510 タ テ ヤ マ 牡4栗 57 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 462± 01：12．4 3．6�
24 タガノプレトリア 牡3鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 61：12．82� 16．1�
59 メイショウブレナム 牡4栗 57 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 486＋ 81：12．9� 7．0�
48 � ワンダーアマービレ 牝4鹿 55 城戸 義政山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 444－ 6 〃 クビ 43．2�
612 アユツリオヤジ 牡4栗 57 北村 友一 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 488＋ 21：13．11 2．2�
815 ランバージャック 牡4栗 57 酒井 学前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462± 01：13．31	 32．3	
12 タガノマニカ 牝4鹿 55 太宰 啓介八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 442＋ 2 〃 アタマ 76．5

35 スマートアイビス 牡3黒鹿 54

52 △富田 暁大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 496－ 41：13．4� 9．2�
11 メイショウマイカゼ 牝5黒鹿55 �島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 452＋ 8 〃 ハナ 118．8�
714 マイグランクロア 牝5鹿 55 菱田 裕二吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 504＋10 〃 アタマ 21．7
611 カ ロ ス 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也 �カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 494± 01：13．61	 55．0�

36 ラタンドレス 牝5鹿 55
53 △川又 賢治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 2 〃 アタマ 23．8�
23 ス ワ ニ ル ダ 牝5芦 55

54 ☆小崎 綾也服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 454＋121：13．91
 171．6�
816� キーネットワーク 牡4鹿 57 古川 吉洋北前孔一郎氏 川村 禎彦 日高 豊田田村牧場 476＋ 11：14．21
 107．2�
47 ヨドノベスト 牡4鹿 57 水口 優也海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 村上牧場 B456＋ 81：14．3� 226．8�
713 オーミシューマン 牡4鹿 57 幸 英明岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 442－181：14．4
 47．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，546，400円 複勝： 97，695，100円 枠連： 51，793，100円
馬連： 198，415，400円 馬単： 96，918，800円 ワイド： 118，862，900円
3連複： 285，423，800円 3連単： 441，362，000円 計： 1，372，017，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 310円 � 240円 枠 連（2－5） 1，740円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 780円 �� 410円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 21，460円

票 数

単勝票数 計 815464 的中 � 178861（2番人気）
複勝票数 計 976951 的中 � 218479（2番人気）� 67332（5番人気）� 95116（3番人気）
枠連票数 計 517931 的中 （2－5） 23026（6番人気）
馬連票数 計1984154 的中 �� 56083（7番人気）
馬単票数 計 969188 的中 �� 15798（12番人気）
ワイド票数 計1188629 的中 �� 38322（7番人気）�� 79899（3番人気）�� 24722（9番人気）
3連複票数 計2854238 的中 ��� 52066（10番人気）
3連単票数 計4413620 的中 ��� 14906（52番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．1―12．0―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．7―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ テ ヤ マ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都1着

2014．5．3生 牡4栗 母 サンフィールド 母母 ミスティダンサー 16戦3勝 賞金 35，100，000円
※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） 3頭 ドンボラーレ号・ブキス号・メイショウバンダイ号
（非抽選馬） 3頭 ニシノダンテ号・フィールブリーズ号・ブライトメジャー号

４レース目



（30阪神3）第2日 6月3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 173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
10，350，000円
13，780，000円
1，260，000円
20，810，000円
71，633，000円
5，312，800円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
482，793，200円
622，607，000円
294，433，100円
1，180，180，300円
564，485，100円
698，495，400円
1，611，979，100円
2，370，824，200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 7，825，797，400円

総入場人員 17，981名 （有料入場人員 16，962名）
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