
16073 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第1競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走9時55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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

44 スリリングドリーム 牝2青 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 438－ 41：36．2 10．7�

66 ラルゲッツァ 牝2栗 54 福永 祐一 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 81：36．3� 1．5�

55 ハッピールーラ 牡2鹿 54 M．デムーロ会田 裕一氏 長谷川浩大 新ひだか 三木田牧場 452－ 21：37．04 3．6�
11 ウインカムトゥルー 牡2栗 54 松山 弘平�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 456－ 41：37．21� 7．5�
33 テ レ ー ザ 牝2青鹿 54

52 △西村 淳也門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 458－ 21：37．3� 19．9	
22 ジョウショーカード 牡2芦 54 秋山真一郎熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 440－ 41：40．4大差 45．5


（6頭）

売 得 金
単勝： 23，267，200円 複勝： 30，978，500円 枠連： 発売なし
馬連： 25，801，300円 馬単： 21，236，200円 ワイド： 13，698，500円
3連複： 27，841，700円 3連単： 103，592，000円 計： 246，415，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 280円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 190円 �� 250円 �� 110円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 232672 的中 � 18364（4番人気）
複勝票数 計 309785 的中 � 17426（4番人気）� 204558（1番人気）
馬連票数 計 258013 的中 �� 30124（3番人気）
馬単票数 計 212362 的中 �� 8142（8番人気）
ワイド票数 計 136985 的中 �� 14431（3番人気）�� 9725（5番人気）�� 45665（1番人気）
3連複票数 計 278417 的中 ��� 58267（2番人気）
3連単票数 計1035920 的中 ��� 20717（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．0―48．2―1：00．3―1：11．7―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 6，1，3，4，5－2 4 ・（6，1）（4，3）－5－2

勝馬の
紹 介

スリリングドリーム �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．6．2 東京6着

2017．4．26生 牝2青 母 ドリームレディ 母母 ボストンタイム 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョウショーカード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22日まで平地

競走に出走できない。

16074 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 スマートランウェイ 牝3芦 54 M．デムーロ大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 杵臼牧場 518－101：54．3 2．1�
11 レッドシルヴァーナ 牝3芦 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 514± 01：55．15 7．5�
815 ウ ィ ズ リ ー 牝3栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456＋ 81：55．31� 3．6�
510 ヘルムヴィーゲ 牝3栗 54 和田 竜二ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 小島牧場 458＋111：55．4クビ 71．7�
23 ヴィヴァンフィーユ 牝3栗 54

52 △西村 淳也 �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 494＋141：55．5� 21．3�

816 リップグロス 牝3栗 54 藤井勘一郎 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 430＋ 21：56．03 28．2	
36 チューダーローズ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 486＋201：56．1� 25．9

714 マーブルサニー 牝3芦 54 川田 将雅下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 490＋ 41：56．31� 6．6�
612 マナブフェイス 牝3黒鹿54 秋山真一郎佐々木 勉氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 416± 0 〃 アタマ 33．0�
48 テンナイトパール 牝3鹿 54 �島 克駿天白 泰司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B460＋ 21：56．51� 33．3
713 メイデンボヤージュ 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前谷 武志 508＋ 21：56．81� 156．8�
611 サダムオリジン 牝3芦 54

51 ▲服部 寿希大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 428－ 21：57．22� 238．6�
24 スズカミュージック 牝3栗 54 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 448± 01：57．41 190．1�
35 サウンドサムデイ 牝3栗 54 松若 風馬増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 464－ 2 〃 クビ 398．7�
12 ジャスタクイーン 牝3鹿 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム B464＋ 41：58．03� 46．4�
59 ヤマニンポンペルモ 牝3鹿 54 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 440 ―2：00．8大差 291．9�
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売 得 金
単勝： 30，403，500円 複勝： 44，126，600円 枠連： 12，009，200円
馬連： 52，240，100円 馬単： 26，564，600円 ワイド： 41，400，000円
3連複： 80，530，700円 3連単： 94，289，900円 計： 381，564，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 200円 � 130円 枠 連（1－4） 840円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 460円 �� 210円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 6，300円

票 数

単勝票数 計 304035 的中 � 111167（1番人気）
複勝票数 計 441266 的中 � 133130（1番人気）� 37672（4番人気）� 92094（2番人気）
枠連票数 計 120092 的中 （1－4） 10965（4番人気）
馬連票数 計 522401 的中 �� 33798（5番人気）
馬単票数 計 265646 的中 �� 11271（5番人気）
ワイド票数 計 414000 的中 �� 20892（4番人気）�� 59075（1番人気）�� 19832（5番人気）
3連複票数 計 805307 的中 ��� 46792（2番人気）
3連単票数 計 942899 的中 ��� 10837（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．8―12．7―13．3―13．4―12．8―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．7―49．4―1：02．7―1：16．1―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートランウェイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．6．9 阪神3着

2016．3．22生 牝3芦 母 スマートパルス 母母 ファッションショー 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンポンペルモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22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〕 ジャスタクイーン号・サウンドサムデイ号・テンナイトパール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年8月22日まで平地競走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 阪神競馬 第７日

追 加 記 事（第 3回阪神競馬第 6日第 3競走）
〔その他〕　　カームタウン号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」・「３走成績による出走制限」の適用を除外。



16075 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時55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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

713 ウインアライバル 牡3栗 56 高倉 稜�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 11：26．2 32．4�
611 ナムラシェパード 牡3鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 472＋ 2 〃 アタマ 1．9�
714 ハクサンカイザー 牡3栗 56 松若 風馬河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 464＋ 41：26．52 8．7�
23 ラッキーグラン 牡3鹿 56 和田 竜二林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B446± 01：26．71� 47．8�
11 キンショービコー 牡3栗 56 �島 克駿礒野日出夫氏 長谷川浩大 新ひだか 三石ファーム 462± 01：26．8� 7．5�
24 ニホンピロコレール 牡3黒鹿56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B464－ 21：27．33 29．5	
36 ピ エ ナ モ ネ 牡3鹿 56 中井 裕二本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 474－301：28．04 172．4

816 ゴールドメジャー 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治キャピタルクラブ 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド B454± 01：28．1クビ 91．5�
12 スマートエルピス 牡3青 56

53 ▲岩田 望来大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 前田ファーム 492 ―1：28．52� 73．4�
59 サンライズロッソ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 466＋ 61：28．92� 94．1
612 インヴィンチービレ 牡3栗 56 福永 祐一幅田 京子氏 笹田 和秀 浦河 富田牧場 474 ―1：29．11� 6．9�
510 ナリタブルグ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新�オースミ 中尾 秀正 浦河 バンブー牧場 504 ―1：29．42 172．4

48 ハイロードシチー 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 476－101：30．03� 10．6�
815 メイショウコスイ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 村下 明博 468＋ 61：30．1クビ 236．4�
47 クリノバルセロナ 牝3芦 54

52 △西村 淳也栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 横井 哲 442＋ 41：31．27 205．4�
35 コスモスターリング 牡3栗 56 藤井勘一郎 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 472± 0 （競走中止） 8．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，457，300円 複勝： 48，932，400円 枠連： 14，118，100円
馬連： 49，994，600円 馬単： 25，626，600円 ワイド： 40，521，400円
3連複： 72，220，000円 3連単： 87，726，600円 計： 367，597，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，240円 複 勝 � 710円 � 110円 � 230円 枠 連（6－7） 530円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 9，070円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，740円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 49，110円

票 数

単勝票数 計 284573 的中 � 7019（8番人気）
複勝票数 計 489324 的中 � 10341（8番人気）� 191184（1番人気）� 42611（5番人気）
枠連票数 計 141181 的中 （6－7） 20641（2番人気）
馬連票数 計 499946 的中 �� 12905（10番人気）
馬単票数 計 256266 的中 �� 2118（28番人気）
ワイド票数 計 405214 的中 �� 8727（12番人気）�� 3481（25番人気）�� 33804（2番人気）
3連複票数 計 722200 的中 ��� 11833（15番人気）
3連単票数 計 877266 的中 ��� 1295（147番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―12．9―13．0―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．9―48．8―1：01．8―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインアライバル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．8．5 小倉4着

2016．3．24生 牡3栗 母 コスモアクセス 母母 コスモスカイライン 8戦1勝 賞金 10，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 コスモスターリング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 コスモスターリング号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモスターリング号は，令和元年6月23日から令和元年7月22日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノバルセロナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22日まで平地

競走に出走できない。

16076 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時25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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

815 シャンパンクーペ 牡3鹿 56 中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B522± 02：08．3 20．5�

11 � ベイズンストリート 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 斉藤 崇史 米 Dixiana
Farms LLC 546＋ 4 〃 クビ 2．8�

612� シブヤクロッシング 牡3鹿 56 中谷 雄太W．ギャロー氏 矢作 芳人 米
Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

B538－ 22：08．4クビ 20．7�
23 メイショウモチヅキ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋ 42：08．61� 6．5�
12 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 幸 英明西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 504＋142：08．81	 12．4�
48 プ カ ナ ラ 牡3青鹿 56

53 ▲斎藤 新�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 458＋ 22：09．22� 22．0	
510 メ ド ッ ク 牡3鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 桜井牧場 498± 02：09．4
 70．2

816 クリノグレイト 牡3栗 56 �島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 天羽牧場 498＋ 22：09．5� 62．0�
713 ナムラシンゲキ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 木村牧場 532＋ 8 〃 アタマ 20．3�
611 ヴァリオブキングズ 牡3栗 56 和田 竜二ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－102：09．82 68．0
35 オーロペスカ 牡3栗 56 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496± 02：10．01 14．4�
59 レイジングブレイズ 牡3栗 56

54 △西村 淳也 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 22：10．21	 3．0�

36 デ ィ ー ド 牡3鹿 56 小崎 綾也林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 42：10．73 124．4�
714 ヴァンダレイ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 480 ―2：11．23 50．3�

47 ブルベアクレーマ 牡3栗 56 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 482－ 22：12．58 341．8�
24 マテラカミング 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗大野 照旺氏 浜田多実雄 日高 出口牧場 490± 02：18．3大差 224．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，389，200円 複勝： 35，896，400円 枠連： 12，316，500円
馬連： 51，849，200円 馬単： 24，778，500円 ワイド： 38，968，100円
3連複： 70，815，700円 3連単： 85，330，600円 計： 347，344，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 470円 � 160円 � 450円 枠 連（1－8） 1，820円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 8，680円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 3，070円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 13，700円 3 連 単 ��� 90，970円

票 数

単勝票数 計 273892 的中 � 10667（7番人気）
複勝票数 計 358964 的中 � 16449（9番人気）� 80137（1番人気）� 17554（6番人気）
枠連票数 計 123165 的中 （1－8） 5235（8番人気）
馬連票数 計 518492 的中 �� 11929（13番人気）
馬単票数 計 247785 的中 �� 2140（32番人気）
ワイド票数 計 389681 的中 �� 8260（17番人気）�� 3177（32番人気）�� 10030（11番人気）
3連複票数 計 708157 的中 ��� 3876（45番人気）
3連単票数 計 853306 的中 ��� 680（276番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―11．9―14．0―13．7―12．5―12．6―12．9―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―36．7―50．7―1：04．4―1：16．9―1：29．5―1：42．4―1：54．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャンパンクーペ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．3．9 阪神8着

2016．4．19生 牡3鹿 母 シャンパンフルート 母母 トランシーフレーズ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテラカミング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22日まで平地競

走に出走できない。



16077 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

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
1：08．6
1：07．8

良
良

77 ラウダシオン 牡2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488 ―1：10．7 1．5�

55 リインフォース 牡2黒鹿54 和田 竜二ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 446 ―1：10．91� 11．1�
11 ピエナアメリカ 牡2芦 54 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 452 ―1：11．11 16．7�
22 シゲルタイタン 牡2鹿 54 松山 弘平森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 482 ―1：11．31� 6．8�
33 メイショウホルス 牡2芦 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 478 ― 〃 アタマ 4．9	
88 シゲルミズガメザ 牡2栗 54 岩崎 翼森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 434 ―1：11．4クビ 28．6

44 コキュートス 牡2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 むかわ ヤマイチ牧場 420 ―1：13．6大差 60．3�
66 オウサマプリン 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 南部 功 488 ―1：14．55 72．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 37，282，000円 複勝： 63，941，900円 枠連： 発売なし
馬連： 41，511，900円 馬単： 30，137，100円 ワイド： 23，568，700円
3連複： 42，797，000円 3連単： 113，656，000円 計： 352，894，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 260円 �� 390円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 372820 的中 � 195778（1番人気）
複勝票数 計 639419 的中 � 471894（1番人気）� 29476（4番人気）� 23987（5番人気）
馬連票数 計 415119 的中 �� 48515（3番人気）
馬単票数 計 301371 的中 �� 28443（3番人気）
ワイド票数 計 235687 的中 �� 25368（3番人気）�� 15318（5番人気）�� 6221（11番人気）
3連複票数 計 427970 的中 ��� 17172（7番人気）
3連単票数 計1136560 的中 ��� 20794（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．2―12．0―11．5―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラウダシオン 
�
父 リアルインパクト 

�
母父 Songandaprayer 初出走

2017．2．2生 牡2鹿 母 アンティフォナ 母母 Snatched 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ラウダシオン号は，枠入り不良。

16078 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第6競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時45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
1：44．5
1：43．9

良
良

818 ダイアナブライト 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：47．5 2．3�
715 ハギノベルエキプ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人日隈 良江氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 426± 01：47．71� 12．7�

47 フェータルイヴ 牝3黒鹿54 秋山真一郎兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 428＋ 81：47．91	 25．7�
612 ランドリュウオー 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 436± 01：48．0クビ 34．9�
713 レッドルーヴル 牝3黒鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 464＋ 2 〃 クビ 6．6	
59 エイシンフォーラン 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 上村 洋行 浦河 栄進牧場 488＋ 81：48．1クビ 18．6

510 マイサンシャイン 牡3栗 56

54 △西村 淳也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．42 5．8�
36 スパニッシュレディ 牝3栗 54 福永 祐一ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500 ―1：48．72 12．7�
24 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 464± 0 〃 ハナ 189．8
11 カフジローズ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 494－ 61：49．01
 16．9�
714 ナリタフローライト 牡3黒鹿56 酒井 学�オースミ 渡辺 薫彦 様似 猿倉牧場 432＋ 61：49．1クビ 408．6�
816 タイセイドレッサー 牡3栗 56 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 474－ 41：49．63 26．2�
23 シーンスティーラー �3黒鹿56 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 飛渡牧場 486 ―1：49．7
 102．6�
12 ゼットセントラル �3黒鹿56 岩崎 翼高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 484－ 41：50．34 290．6�
611 リ ス ト 牡3青鹿56 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－ 61：50．61
 10．1�
817 ダルトヴィラ 牝3鹿 54 藤井勘一郎�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 430－ 41：51．02� 283．0�
48 カリマンタン 牝3栗 54 小崎 綾也加藤 千豊氏 木原 一良 日高 メイプルファーム 388－ 21：51．21	 257．6�
35 バトルフリーダム 牡3青鹿56 �島 克駿畑佐 博氏 角田 晃一 日高 いとう牧場 488＋ 21：52．58 247．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，591，000円 複勝： 47，098，300円 枠連： 17，307，000円
馬連： 61，614，600円 馬単： 28，475，100円 ワイド： 48，913，200円
3連複： 88，182，100円 3連単： 97，035，700円 計： 421，217，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 250円 � 420円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，090円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 24，270円

票 数

単勝票数 計 325910 的中 � 110151（1番人気）
複勝票数 計 470983 的中 � 129605（1番人気）� 42775（4番人気）� 21427（9番人気）
枠連票数 計 173070 的中 （7－8） 25775（1番人気）
馬連票数 計 616146 的中 �� 36628（3番人気）
馬単票数 計 284751 的中 �� 11487（3番人気）
ワイド票数 計 489132 的中 �� 26052（3番人気）�� 11352（11番人気）�� 5195（28番人気）
3連複票数 計 881821 的中 ��� 9516（22番人気）
3連単票数 計 970357 的中 ��� 2898（62番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．0―12．0―11．9―12．0―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．0―47．0―59．0―1：10．9―1：22．9―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．6
3 1，10－（8，18）（15，16）－（5，13）（3，12）6，4，9（2，14，17）7＝11 4 ・（1，10）18（8，15，16）13（5，6）12（3，9）4，7，2，14，17＝11

勝馬の
紹 介

ダイアナブライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2019．2．10 京都2着

2016．1．28生 牝3鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 4戦1勝 賞金 10，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルフリーダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22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 メルテール号
（非抽選馬） 1頭 プリンシパル号



16079 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第7競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時15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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 シティーポップ 牝4鹿 55 川田 将雅山本 剛史氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 446－ 21：24．3 6．3�
510� ドウドウキリシマ 牡3栗 54 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B472＋ 21：24．51 7．1�
12 	 マラードザレコード 
5青鹿57 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park

Stud Ltd B460± 0 〃 クビ 7．7�
11 メイショウヤシャ 牡3栗 54

52 △西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472＋ 21：24．71 23．8�
35 � ブライトパス 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：25．33� 19．6�
815 ウエスタンヒューズ 牝4黒鹿55 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 486＋10 〃 アタマ 195．5	
816 エールショー 牡4芦 57 福永 祐一
ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 0 〃 ハナ 6．2�
48 ノンライセンス 牝3黒鹿52 M．デムーロ�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 454－10 〃 ハナ 3．0�
713 アイメイドイット 牝3栗 52

49 ▲三津谷隼人 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 41：25．62 11．5

47 ウインヒストリオン 牡4鹿 57 秋山真一郎
ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 464± 01：25．81� 26．4�
23 メイショウバンカラ 牡5鹿 57 熊沢 重文松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 520＋ 21：26．86 131．9�
24 � リボンナイト 牡5鹿 57 小崎 綾也吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 428－ 91：26．9クビ 204．2�
714 アドマイヤロマン 牡6栗 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500＋261：27．21 67．5�
36 ル ー ア ン 牝3芦 52 武 豊下河邉俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 480＋ 21：27．94 16．7�
612� クリノカナロアオー 
4黒鹿 57

54 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 大根田裕之 様似 様似渡辺牧場 466＋ 51：28．85 276．9�
611 ハ チ ヨ ウ 牡3鹿 54

53 ☆川又 賢治髙田 秀信氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム B490－ 21：29．22� 45．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，927，600円 複勝： 56，137，700円 枠連： 17，643，700円
馬連： 71，896，700円 馬単： 30，222，400円 ワイド： 55，147，300円
3連複： 98，496，800円 3連単： 107，750，300円 計： 470，222，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 210円 � 220円 枠 連（5－5） 2，460円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 740円 �� 760円 �� 960円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 31，980円

票 数

単勝票数 計 329276 的中 � 41775（3番人気）
複勝票数 計 561377 的中 � 94197（2番人気）� 65347（4番人気）� 63427（5番人気）
枠連票数 計 176437 的中 （5－5） 5557（12番人気）
馬連票数 計 718967 的中 �� 21596（10番人気）
馬単票数 計 302224 的中 �� 4775（18番人気）
ワイド票数 計 551473 的中 �� 19194（7番人気）�� 18873（8番人気）�� 14531（12番人気）
3連複票数 計 984968 的中 ��� 11774（18番人気）
3連単票数 計1077503 的中 ��� 2442（101番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―12．2―12．4―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．9―46．1―58．5―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シティーポップ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Vicar デビュー 2018．6．17 阪神15着

2015．3．20生 牝4鹿 母 ラピーダシャリナ 母母 Barbarika 8戦2勝 賞金 17，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノカナロアオー号・ハチヨウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月

22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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 スーサンドン号・ダイメイコスモス号・ネクストステップ号・マッスルマサムネ号・ルリジオン号

16080 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

611 アオイテソーロ 牝5黒鹿55 浜中 俊了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 496－ 61：53．0 21．1�

23 スマートフルーレ 牝3黒鹿52 武 豊大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 502± 0 〃 クビ 1．8�
22 タニノマイカ 牝3黒鹿 52

49 ▲岩田 望来谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 468± 01：53．85 13．4�
58 � マーブルフレンテ 牝6鹿 55 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 518± 01：54．22� 11．9�
814 メモリーコバルト 牝4栗 55 幸 英明�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 470＋12 〃 クビ 11．8�
712 サ ン ク ラ ラ 牝5栗 55 藤井勘一郎	サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 444＋ 61：54．52 71．2

59 � イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 458－ 21：54．81� 117．1�
34 プロネルクール 牝4鹿 55 松若 風馬�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム B492－ 21：54．9� 157．6�
46 ワインレッドローズ 牝3黒鹿52 川田 将雅飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 478＋ 81：55．0� 4．8
610 メジャーマジック 牝4鹿 55

53 △西村 淳也 	社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 504－101：55．53 16．6�
11 ミヤラビランド 牝5鹿 55

54 ☆森 裕太朗石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 458± 01：55．82 189．8�
35 アオイツヤヒメ 牝3鹿 52

49 ▲斎藤 新鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 466＋ 61：56．22� 11．8�
713 タガノハツコイ 牝3栗 52 酒井 学八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468± 01：56．73 38．3�
815 クリノクリストフ 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 株式会社カ
ネツ牧場 450＋ 61：58．5大差 346．8�

47 � ディアアルム 牝4青鹿55 岩崎 翼三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 ディアレスト
クラブ 448＋162：01．6大差 438．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，411，100円 複勝： 73，060，800円 枠連： 16，818，700円
馬連： 74，774，000円 馬単： 40，468，600円 ワイド： 52，837，700円
3連複： 95，806，700円 3連単： 140，142，600円 計： 533，320，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 450円 � 110円 � 330円 枠 連（2－6） 590円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 850円 �� 3，180円 �� 520円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 58，290円

票 数

単勝票数 計 394111 的中 � 14883（8番人気）
複勝票数 計 730608 的中 � 22944（8番人気）� 347416（1番人気）� 34279（6番人気）
枠連票数 計 168187 的中 （2－6） 21865（2番人気）
馬連票数 計 747740 的中 �� 30502（7番人気）
馬単票数 計 404686 的中 �� 5259（15番人気）
ワイド票数 計 528377 的中 �� 15951（9番人気）�� 3996（33番人気）�� 28017（4番人気）
3連複票数 計 958067 的中 ��� 11680（22番人気）
3連単票数 計1401426 的中 ��� 1743（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．8―49．0―1：01．7―1：14．4―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アオイテソーロ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー 2016．10．23 京都3着

2014．4．29生 牝5黒鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 20戦3勝 賞金 34，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノクリストフ号・ディアアルム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月

22日まで平地競走に出走できない。
※アオイツヤヒメ号・ディアアルム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16081 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第9競走 ��
��1，400�

つ る は し

鶴 橋 特 別
発走14時25分 （芝・右）
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

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
1：19．5
1：19．0

良
良

45 ゼ セ ル 牡5鹿 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 B488－101：20．9 16．6�
813� タニノミッション 牝3鹿 52 M．デムーロ谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 486－ 21：21．11	 5．8�
33 シトラスノート 牝3鹿 52 川田 将雅吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 6．2�
22 ミッキースピリット 牡3鹿 54 武 豊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 ハナ 1．7�
814 メイショウテンモン 牡4栗 57 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B498＋ 41：21．41
 16．4�
57 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 西村 淳也国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 488＋ 2 〃 アタマ 10．4�
58 � マルカテノール 牡5鹿 57 和田 竜二日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 476＋ 21：21．71
 287．4	
11 エイシンエレガンス 牝4青鹿55 松若 風馬
栄進堂 石坂 公一 浦河 栄進牧場 420－ 71：21．8クビ 122．1�
69 カフジジュピター 牡3鹿 54 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 448－ 2 〃 ハナ 14．2�
34 ウォーターブレイク 牝3黒鹿52 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 41：21．9
 25．8
610 トモジャクアルト 牡4芦 57 幸 英明吉冨 朝美氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 494± 01：22．32	 177．2�
711 マイネルエメ 牡4鹿 57 川須 栄彦 
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 B474± 0 〃 ハナ 129．5�
46 エスペランサルル 牝7栗 55 岩崎 翼江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－ 21：22．4
 239．2�
712 タイガーアチーヴ 牡3鹿 54 松山 弘平伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 �川 啓一 446± 0 〃 ハナ 133．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，673，300円 複勝： 79，265，100円 枠連： 18，486，000円
馬連： 99，537，000円 馬単： 50，219，900円 ワイド： 60，238，800円
3連複： 127，171，500円 3連単： 198，920，700円 計： 679，512，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 510円 � 300円 � 230円 枠 連（4－8） 3，280円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 9，930円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，100円 �� 670円

3 連 複 ��� 9，850円 3 連 単 ��� 73，200円

票 数

単勝票数 計 456733 的中 � 21962（7番人気）
複勝票数 計 792651 的中 � 36264（6番人気）� 68506（3番人気）� 99647（2番人気）
枠連票数 計 184860 的中 （4－8） 4363（11番人気）
馬連票数 計 995370 的中 �� 17366（14番人気）
馬単票数 計 502199 的中 �� 3791（31番人気）
ワイド票数 計 602388 的中 �� 11334（15番人気）�� 13942（12番人気）�� 24000（7番人気）
3連複票数 計1271715 的中 ��� 9674（26番人気）
3連単票数 計1989207 的中 ��� 1970（195番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．3―11．5―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．9―45．2―56．7―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 5－8（1，9）（3，13）（2，14）4（6，10）（7，12）11 4 5（1，8，9）（3，13）（2，14）（6，4，10）（7，12）11

勝馬の
紹 介

ゼ セ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．8．6 札幌3着

2014．4．23生 牡5鹿 母 セクシーディナー 母母 スロクルージュ 26戦2勝 賞金 42，315，000円

16082 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第10競走 ��
��2，000�

きょうばし

京 橋 特 別
発走15時00分 （芝・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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

56 シ フ ル マ ン 牡3芦 54 松山 弘平�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 494＋ 22：00．7 2．6�
22 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 55 福永 祐一石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 クビ 9．3�
811 バイオスパーク 牡4黒鹿57 和田 竜二宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 472＋ 62：01．44 10．1�
11 メルヴィンカズマ 牡5黒鹿57 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 高昭牧場 494± 0 〃 ハナ 6．7�
68 スズカフューラー 牡5栗 57 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 432－ 22：01．82� 26．5�
812 サトノシリウス 牡4鹿 57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 474－ 82：01．9� 2．5	
44 クルスデルスール 牡4黒鹿57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 512± 02：02．21	 23．5

55 ホットファイヤー 牡6鹿 57 高倉 稜西田 彰宏氏 坂口 智康 日高 スマイルファーム 476－ 2 〃 アタマ 117．9�
67 サンティーニ 牡4栗 57 藤井勘一郎�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 496＋ 22：02．3クビ 50．1
710 ライトオブピース 牡5鹿 57 酒井 学前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－162：02．51� 220．0�
33 トウカイシェーン 牝6栗 55 幸 英明内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 472＋ 42：03．03 269．4�
79 サイモンサーマル 
4鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B484－ 62：03．32 391．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，738，400円 複勝： 61，145，900円 枠連： 24，354，100円
馬連： 120，018，800円 馬単： 60，739，800円 ワイド： 62，931，300円
3連複： 148，230，200円 3連単： 255，172，500円 計： 790，331，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 210円 � 220円 枠 連（2－5） 1，330円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 440円 �� 500円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 11，430円

票 数

単勝票数 計 577384 的中 � 177389（2番人気）
複勝票数 計 611459 的中 � 136634（2番人気）� 66532（4番人気）� 64768（5番人気）
枠連票数 計 243541 的中 （2－5） 14160（7番人気）
馬連票数 計1200188 的中 �� 64905（7番人気）
馬単票数 計 607398 的中 �� 21433（9番人気）
ワイド票数 計 629313 的中 �� 37277（6番人気）�� 32723（7番人気）�� 21808（9番人気）
3連複票数 計1482302 的中 ��� 37305（11番人気）
3連単票数 計2551725 的中 ��� 16174（41番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―12．4―12．2―12．3―11．9―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．4―48．8―1：01．0―1：13．3―1：25．2―1：37．2―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ フ ル マ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．14 京都4着

2016．2．16生 牡3芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 8戦3勝 賞金 42，165，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ライトオブピース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16083 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第11競走 ��
��1，800�

た る み

垂水ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．6．23以降1．6．16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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

714 アイスストーム 牡4鹿 55 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524＋ 41：45．1 3．6�

59 ワイプティアーズ 牡4栗 54 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 522＋101：45．31� 15．2�
816 シャンティローザ 牝5青鹿53 M．デムーロホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋121：45．83 10．8�
817 ハナズレジェンド 牡6栗 55 川須 栄彦広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 462± 01：45．9クビ 167．0�
818 トラストケンシン 牡4鹿 55 幸 英明菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458－ 21：46．11� 20．1�
612 インビジブルレイズ 牡5鹿 54 西村 淳也 	シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 466＋ 8 〃 クビ 63．0

47 ウインシャトレーヌ 牝5栗 52 松山 弘平�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 41：46．41� 11．4�
36 ウインクルサルーテ 牝6鹿 52 松若 風馬�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 432± 01：46．61	 39．3�
35 メサルティム 牝4鹿 54 福永 祐一 	キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：46．7� 7．9
12 テーオービクトリー 牝5鹿 53 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 81：46．9� 28．0�
24 サンラモンバレー 牡4鹿 55 藤井勘一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478－ 41：47．11	 70．4�
510 スズカルパン 牡10鹿 52 岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462－ 4 〃 クビ 210．1�
713 プレミオテーラー 牝7黒鹿52 高倉 稜中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 482＋ 41：47．2� 46．0�
48 エルプシャフト 牡6青鹿55 中谷 雄太 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458± 01：47．3クビ 14．5�
715 エクレアスパークル 牡5青鹿55 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B476－ 61：47．62 3．6�
611
 タガノジーニアス 牡6鹿 54 �島 克駿八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B506－ 81：48．23� 176．3�
23 エンヴァール 牡6栗 55 岩田 望来寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 21：48．3� 49．6�
11 ミスディレクション �5黒鹿55 秋山真一郎�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 41：50．0大差 16．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 84，704，200円 複勝： 126，761，500円 枠連： 76，520，200円
馬連： 281，372，100円 馬単： 104，334，000円 ワイド： 161，732，300円
3連複： 444，060，400円 3連単： 521，895，200円 計： 1，801，379，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 400円 � 310円 枠 連（5－7） 1，670円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 780円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 13，650円 3 連 単 ��� 62，900円

票 数

単勝票数 計 847042 的中 � 187027（2番人気）
複勝票数 計1267615 的中 � 274332（1番人気）� 68481（6番人気）� 95860（4番人気）
枠連票数 計 765202 的中 （5－7） 35476（6番人気）
馬連票数 計2813721 的中 �� 62299（10番人気）
馬単票数 計1043340 的中 �� 13616（18番人気）
ワイド票数 計1617323 的中 �� 33043（9番人気）�� 55387（4番人気）�� 13231（37番人気）
3連複票数 計4440604 的中 ��� 24394（40番人気）
3連単票数 計5218952 的中 ��� 6015（164番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―10．9―12．0―11．5―11．7―11．6―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―33．8―45．8―57．3―1：09．0―1：20．6―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 15，1－5（3，7）4（8，13）（2，10）（12，17）－14（11，18）－6，16－9 4 15－1，5，7（3，4，13，17）（2，8，12）（10，14）（11，18，16）9，6

勝馬の
紹 介

アイスストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．1．21 京都7着

2015．5．12生 牡4鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 10戦4勝 賞金 55，959，000円
〔発走状況〕 ワイプティアーズ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスディレクション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月22日まで平地

競走に出走できない。

16084 6月22日 晴 良 （1阪神3） 第7日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：08．8
1：08．7

重
重

611 ゴッドバンブルビー 牝3栗 52 秋山真一郎中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 462＋ 21：12．4 5．0�
24 ヴィルデローゼ 牝5黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466－141：12．61� 11．2�
36 ハ ウ リ ン グ 牝4栗 55 福永 祐一ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 21：12．7クビ 8．4�
612 タガノブディーノ 牝4栗 55 松山 弘平八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－101：13．01� 20．7�
714 ファステンバーグ 牝4青鹿55 幸 英明上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 456＋ 2 〃 クビ 68．2�
510 プリンシアルーチェ 牝3鹿 52 �島 克駿芳川 貴行氏 安田 隆行 新冠 スカイビーチステーブル 490＋ 61：13．21	 34．4	
47 エレスチャル 牝4鹿 55

53 △西村 淳也ディアレストクラブ
 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 446－ 3 〃 クビ 49．0�

23 エイシンオズ 牝3栗 52 和田 竜二
栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 428± 01：13．41 9．9�
815 ノボリレーヴ 牝4鹿 55 藤井勘一郎原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 440＋ 2 〃 クビ 23．4
713 レッドモアナ 牝3栗 52 中井 裕二 
東京ホースレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 アタマ 3．2�
59 
 ビーコンファイヤー 牝4青鹿 55

52 ▲斎藤 新鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 458－171：13．82� 183．1�
35 ヘ ル メ ッ ト 牝3栗 52 浜中 俊�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 512＋161：14．22� 7．0�
816 ダイヤクイン 牝3芦 52 松若 風馬大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 464－ 41：14．3� 11．5�
48 リ ゲ イ ン 牝3鹿 52 川須 栄彦 �コスモヴューファーム 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 436－ 41：14．4クビ 31．7�
12 アトレヴィード 牝4鹿 55

52 ▲岩田 望来吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 458－ 61：14．5� 89．7�
（15頭）

11 アップビート 牝5鹿 55
54 ☆川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 63，058，700円 複勝： 78，369，200円 枠連： 38，093，800円
馬連： 150，390，100円 馬単： 57，768，500円 ワイド： 93，439，400円
3連複： 213，611，100円 3連単： 253，710，700円 計： 948，441，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 330円 � 230円 枠 連（2－6） 1，310円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 620円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 28，170円

票 数

単勝票数 計 630587 的中 � 99979（2番人気）
複勝票数 計 783692 的中 � 112620（2番人気）� 54070（7番人気）� 91968（4番人気）
枠連票数 計 380938 的中 （2－6） 22409（6番人気）
馬連票数 計1503901 的中 �� 37822（12番人気）
馬単票数 計 577685 的中 �� 9229（14番人気）
ワイド票数 計 934394 的中 �� 20999（13番人気）�� 40254（3番人気）�� 18244（17番人気）
3連複票数 計2136111 的中 ��� 25785（18番人気）
3連単票数 計2537107 的中 ��� 6528（58番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．3―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．1―47．4―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴッドバンブルビー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．26 京都7着

2016．5．3生 牝3栗 母 ゴッドフローラ 母母 ゴッドインチーフ 5戦2勝 賞金 13，720，000円
〔出走取消〕 アップビート号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 エレスチャル号の騎手西村淳也は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔その他〕 プリンシアルーチェ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プリンシアルーチェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年7月22日まで出走できない。
※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 アオイツヤヒメ号・アカネサス号・クリノカサット号



（1阪神3）第7日 6月22日（土曜日） 晴 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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

187，070，000円
7，770，000円
17，670，000円
1，370，000円
19，170，000円
69，479，000円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
502，903，500円
745，714，300円
247，667，300円
1，081，000，400円
500，571，300円
693，396，700円
1，509，763，900円
2，059，222，800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 7，340，240，200円

総入場人員 16，769名 （有料入場人員 15，827名）
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