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16001 6月1日 晴 良 （25阪神3）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

48 リージェンシー 牝3鹿 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B496＋ 41：13．2 3．9�

612 チェリーミルズ 牝3鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460＋ 41：13．94 10．9�

611 メイショウアシタバ 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 474＋ 41：14．0� 7．1�
36 クリノアマダブラム 牝3栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 424－ 6 〃 クビ 32．8�
11 マ イ ア リ ア 牝3鹿 54 国分 恭介伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 454－ 21：14．1� 9．0�
815 メメキューティー 牝3栗 54 武 豊本谷 惠氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486＋121：14．31 39．3�
47 プリーズユアラヴ 牝3鹿 54 松田 大作德永冨士夫氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 458 ― 〃 ハナ 195．3	
23 ジョウショーピアス 牝3栗 54 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 B436± 01：14．72� 14．9

816 マリナーズコンパス 牝3鹿 54 C．デムーロ 谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 416－ 61：14．8� 5．6�

（伊）

713 サイレントイン 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二矢野喜代春氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 458＋ 41：15．22� 4．5�

24 トロンボーン 牝3栗 54
51 ▲城戸 義政髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 420＋ 61：15．3� 140．3�

510 キークッキー 牝3鹿 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 484＋ 4 〃 ハナ 14．8�
59 テイエムジャズ 牝3栗 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 414－ 41：15．72� 447．0�
35 ハギノアムール 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 464＋141：16．12� 396．2�
714 セレッソフロリード 牝3鹿 54 熊沢 重文三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 490± 01：16．73� 29．4�
12 チェリーボンバ 牝3栗 54

52 △中井 裕二大谷 高雄氏 領家 政蔵 浦河 辻 牧場 B460＋161：17．65 80．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，244，200円 複勝： 40，583，900円 枠連： 12，836，900円
馬連： 45，694，800円 馬単： 29，570，600円 ワイド： 26，830，000円
3連複： 71，123，300円 3連単： 101，018，500円 計： 344，902，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 270円 � 240円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 790円 �� 570円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 20，190円

票 数

単勝票数 計 172442 的中 � 35607（1番人気）
複勝票数 計 405839 的中 � 87494（1番人気）� 34379（5番人気）� 40200（4番人気）
枠連票数 計 128369 的中 （4－6） 11470（3番人気）
馬連票数 計 456948 的中 �� 16087（7番人気）
馬単票数 計 295706 的中 �� 6131（10番人気）
ワイド票数 計 268300 的中 �� 8371（9番人気）�� 12144（3番人気）�� 6832（14番人気）
3連複票数 計 711233 的中 ��� 13761（10番人気）
3連単票数 計1010185 的中 ��� 3694（48番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．0―12．6―12．5―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リージェンシー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．11．24 京都3着

2010．3．14生 牝3鹿 母 ヴェルヴェットクイーン 母母 Velvet Moon 6戦1勝 賞金 8，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 マイアリア号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイアリア号は，平成25年6月2日から平成25年6月23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〕 チェリーボンバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月1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。
（非抽選馬） 1頭 ビコーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16002 6月1日 晴 良 （25阪神3）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 ナムラドキョウ 牡3芦 56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 伊藤 和明 498－ 61：54．1 10．7�
47 デビルズハーツ 牡3鹿 56 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 490－ 2 〃 アタマ 1．7�
12 ショウナンカムリキ 牡3黒鹿56 福永 祐一�湘南 日吉 正和 新ひだか 静内フアーム 514－ 21：55．05 10．7�
36 マンハッタンケイ 牡3青 56 C．ウィリアムズ 橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 458＋ 4 〃 ハナ 7．8�

（豪）

24 メイショウジロキチ 牡3芦 56 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 486＋ 81：55．21 14．6�
612 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 490－ 41：55．52 17．5	
714 エーシンヘディング 牡3鹿 56 小牧 太
栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 468－ 21：55．71� 117．9�
11 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 熊沢 重文豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490± 01：56．65 150．7�
611 アクレイムド 牡3芦 56 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 4 〃 ハナ 27．5
（伊）

35 デンコウシラヌイ 牡3鹿 56 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 平取 コアレススタッド 448± 01：56．7� 304．9�
48 エアーウェーブ 牡3鹿 56 国分 恭介小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 526± 0 〃 クビ 18．5�
510 オースミアイビス 牡3栗 56 和田 竜二
オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 498－101：56．8クビ 22．7�
816 オープンディール 牡3栗 56 岩田 康誠一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 508 ―1：58．29 44．7�
815 ル ー ベ ル 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 466＋ 41：58．94 595．3�
59 スマートホルス 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼大川 徹氏 西園 正都 新冠 大栄牧場 B490± 01：59．64 51．6�
713 インペリウム 牡3鹿 56 藤岡 康太小村アセットM
 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480－ 61：59．92 60．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，545，500円 複勝： 56，114，700円 枠連： 11，798，400円
馬連： 42，528，500円 馬単： 33，277，100円 ワイド： 25，592，000円
3連複： 60，037，500円 3連単： 112，993，500円 計： 362，887，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 220円 � 110円 � 200円 枠 連（2－4） 460円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 780円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 14，450円

票 数

単勝票数 計 205455 的中 � 15178（3番人気）
複勝票数 計 561147 的中 � 37915（4番人気）� 291903（1番人気）� 46741（3番人気）
枠連票数 計 117984 的中 （2－4） 19203（2番人気）
馬連票数 計 425285 的中 �� 37790（3番人気）
馬単票数 計 332771 的中 �� 9171（9番人気）
ワイド票数 計 255920 的中 �� 16859（3番人気）�� 7474（8番人気）�� 19360（2番人気）
3連複票数 計 600375 的中 ��� 22822（5番人気）
3連単票数 計1129935 的中 ��� 5774（35番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．6―13．7―12．9―13．1―12．4―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．4―51．1―1：04．0―1：17．1―1：29．5―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラドキョウ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2012．6．23 函館6着

2010．6．4生 牡3芦 母 ナムラヒミコ 母母 ダイナハニー 13戦1勝 賞金 12，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートホルス号・インペリウム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月1日

まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 阪神競馬 第１日



16003 6月1日 晴 良 （25阪神3）第1日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000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 フィオリート 牡3芦 56 北村 宏司松田 整二氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 496± 01：26．7 43．6�
714 トウカイビジョン 牡3鹿 56 川田 将雅内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 482－ 4 〃 クビ 2．1�
713� エーシンザピーク 牡3栗 56 C．ウィリアムズ �栄進堂 小崎 憲 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

468＋ 21：26．8クビ 4．1�
（豪）

35 ヴィトレスク 牝3芦 54
52 △菱田 裕二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 412＋16 〃 クビ 81．3�
23 バイオレットアロー 牡3鹿 56 国分 優作池田 實氏 藤岡 範士 新ひだか 山口 忠彦 454－101：26．9クビ 8．6�
36 ハギノエルドラド 牡3鹿 56 岩田 康誠安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 430－10 〃 アタマ 22．4	
24 オンワードマイケル 牡3栗 56 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 422± 0 〃 アタマ 446．5

611 シゲルカメレオンザ 牡3鹿 56 川須 栄彦森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 468－ 81：27．22 297．7�
47 ペプチドマンボウ 牡3鹿 56 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 478－101：27．4� 17．5�
612� シゲルスコピウス 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 Corey Miller &
Christine Miller 530＋ 8 〃 クビ 27．5

815 ワンダーパラジーノ 牡3栗 56
53 ▲岩崎 翼山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 466＋ 61：27．61 722．6�

816 ダンツクレイン 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 490－ 61：27．81 126．0�
12 サトノエクセル 牡3黒鹿56 C．デムーロ 里見 治氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋12 〃 クビ 4．7�
（伊）

11 タガノシェルム 牡3栗 56 水口 優也八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452＋ 61：28．54 118．2�

510 メイショウイカルス 牡3黒鹿56 秋山真一郎松本 好�氏 藤沢 則雄 新ひだか 山際 智 486 ―1：28．92	 104．7�
48 ディレクター 牡3鹿 56

54 △中井 裕二田島 大史氏 中村 均 新冠 大栄牧場 468－ 41：29．21� 332．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，640，600円 複勝： 35，817，200円 枠連： 13，359，600円
馬連： 39，951，700円 馬単： 31，025，400円 ワイド： 22，569，200円
3連複： 60，470，400円 3連単： 108，366，700円 計： 333，200，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，360円 複 勝 � 470円 � 120円 � 150円 枠 連（5－7） 1，470円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 12，010円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，320円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 43，680円

票 数

単勝票数 計 216406 的中 � 3917（8番人気）
複勝票数 計 358172 的中 � 12359（8番人気）� 107890（1番人気）� 65088（2番人気）
枠連票数 計 133596 的中 （5－7） 6753（7番人気）
馬連票数 計 399517 的中 �� 7664（13番人気）
馬単票数 計 310254 的中 �� 1908（33番人気）
ワイド票数 計 225692 的中 �� 5002（13番人気）�� 3741（17番人気）�� 27850（1番人気）
3連複票数 計 604704 的中 ��� 13512（10番人気）
3連単票数 計1083667 的中 ��� 1831（122番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．5―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．6―48．1―1：00．4―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィオリート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．3．24 中京9着

2010．4．15生 牡3芦 母 オーブリエチア 母母 オーブアンディアンヌ 2戦1勝 賞金 4，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 2頭 エーシンプレジャー号・ランドマーキュリー号
（非抽選馬） 1頭 ハリバット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16004 6月1日 晴 良 （25阪神3）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 タマモアルバ 牝3鹿 54 国分 恭介タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476－ 21：54．0 7．5�
35 ターフジェニック 牝3鹿 54 幸 英明釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー

ブル 470－ 2 〃 クビ 11．9�
712 サンミッシェル 牝3栗 54 大野 拓弥武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 434－ 41：54．85 111．0�
47 エーシンオマーン 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 486＋ 8 〃 アタマ 2．5�
23 サンマルジュエリー 牝3鹿 54 小牧 太相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 武 牧場 480＋ 61：55．11� 4．9�
11 ビックセイラー 牝3芦 54 和田 竜二	槇本牧場 庄野 靖志 日高 槇本牧場 522 ― 〃 クビ 26．6

34 スプリングデジレ 牝3鹿 54 国分 優作加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 452－ 21：55．31� 4．4�
610 クーファスター 牝3黒鹿54 川島 信二大迫久美子氏 山内 研二 新冠 村上 欽哉 476＋ 21：55．72� 34．7�
814 デンコウアカツキ 牝3鹿 54 浜中 俊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 480－ 31：55．91� 19．7
46 カシノソラーレ 牝3栗 54 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 460－ 4 〃 ハナ 186．8�
815 ヤマニンペルル 牝3芦 54 古川 吉洋土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 426－ 41：56．75 133．2�
611 アラタマセット 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 428＋10 〃 アタマ 137．2�
58 ライブリハート 牝3栗 54

52 △中井 裕二加藤 哲郎氏 木原 一良 浦河 高村牧場 482－ 81：57．12� 433．9�
59 シ ャ ッ ツ 牝3鹿 54 武 幸四郎平山 靖氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 460＋221：57．2クビ 146．8�
713 バクソクワイルダー 牝3鹿 54 福永 祐一関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 462 ―1：57．51� 21．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，969，400円 複勝： 36，803，700円 枠連： 13，885，800円
馬連： 42，155，700円 馬単： 29，792，800円 ワイド： 22，147，400円
3連複： 59，618，300円 3連単： 98，486，300円 計： 324，859，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 290円 � 340円 � 3，850円 枠 連（2－3） 370円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 6，310円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 10，950円 �� 15，170円

3 連 複 ��� 106，280円 3 連 単 ��� 443，190円

票 数

単勝票数 計 219694 的中 � 23308（4番人気）
複勝票数 計 368037 的中 � 36853（4番人気）� 30581（5番人気）� 2111（14番人気）
枠連票数 計 138858 的中 （2－3） 27861（1番人気）
馬連票数 計 421557 的中 �� 9187（12番人気）
馬単票数 計 297928 的中 �� 3487（23番人気）
ワイド票数 計 221474 的中 �� 5372（10番人気）�� 487（57番人気）�� 351（62番人気）
3連複票数 計 596183 的中 ��� 414（133番人気）
3連単票数 計 984863 的中 ��� 164（636番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．0―48．2―1：01．4―1：14．8―1：28．1―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモアルバ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．12．16 中京6着

2010．3．26生 牝3鹿 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 8戦1勝 賞金 5，900，000円



16005 6月1日 曇 良 （25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20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
1：33．1

良
良

44 レッドリヴェール 牝2黒鹿54 C．ウィリアムズ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 424 ―1：37．9 4．4�
（豪）

22 タイセイララバイ 牝2青鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468 ―1：38．0� 3．8�
33 ピークトラム 牡2黒鹿54 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 472 ―1：38．74 17．1�
55 ダンスールクレール 牡2鹿 54 武 豊有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 2．0�
11 サトノバリアント 牡2鹿 54 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448 ―1：39．12� 5．3�

（5頭）

売 得 金
単勝： 29，163，600円 複勝： 38，562，600円 枠連： 発売なし
馬連： 29，556，100円 馬単： 34，576，400円 ワイド： 11，861，800円
3連複： 31，676，900円 3連単： 154，747，700円 計： 330，145，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 220円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 270円 �� 590円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 9，310円

票 数

単勝票数 計 291636 的中 � 52620（3番人気）
複勝票数 計 385626 的中 � 70367（3番人気）� 81108（2番人気）
馬連票数 計 295561 的中 �� 27626（5番人気）
馬単票数 計 345764 的中 �� 14096（11番人気）
ワイド票数 計 118618 的中 �� 12567（4番人気）�� 4611（10番人気）�� 4923（8番人気）
3連複票数 計 316769 的中 ��� 13564（9番人気）
3連単票数 計1547477 的中 ��� 12272（39番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―13．2―13．6―13．0―11．8―10．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．6―37．8―51．4―1：04．4―1：16．2―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．5
3 2，5（1，3，4） 4 ・（2，5）（1，3，4）

勝馬の
紹 介

レッドリヴェール 	


父 ステイゴールド 	



母父 Dixieland Band 初出走

2011．2．19生 牝2黒鹿 母 ディソサード 母母 I’m Out 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16006 6月1日 曇 良 （25阪神3）第1日 第6競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

33 ヤマイチパートナー 牡3栗 56 武 豊坂本 肇氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 490± 02：12．7 3．6�
813 サンライズウェイ 牡3栗 56 岩田 康誠松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 ハナ 1．6�
11 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 514－ 62：13．02 9．5�
712 プライドキッズ 牡3栗 56 池添 謙一瀬谷 �雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B522＋ 42：13．21 46．2�
610 モ ズ ダ イ コ 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 北側 雅司氏 小崎 憲 浦河 大北牧場 478＋ 22：13．41� 16．6�

（豪）

57 モモイロアゲハ 牝3青鹿54 北村 宏司鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 オリエント牧場 512＋ 62：14．14 48．8	
58 トウカイルーチェ 牡3青鹿56 北村 友一内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 514＋ 22：14．2� 15．4

22 マ ノ ア ラ ニ 牝3鹿 54 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 452－ 82：14．83� 79．2�
34 サトノトレジャー 牡3鹿 56 和田 竜二里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 438－ 82：15．01 38．3�
711 カネトシアクション �3黒鹿 56

54 △中井 裕二兼松 利男氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 450＋142：15．42� 169．2
69 テイエムパラディー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 B480＋ 22：15．5クビ 590．4�
45 ドミニクバローズ 牡3黒鹿56 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 林 孝輝 468 ― 〃 クビ 84．0�
46 メイショウヒエイ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼松本 好�氏 西浦 勝一 新ひだか 山際 智 498＋ 82：16．45 287．9�
814 ナムラサムライ 牡3芦 56

53 ▲原田 敬伍奈村 信重氏 福島 信晴 日高 賀張三浦牧場 502± 02：16．5クビ 466．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，097，000円 複勝： 85，682，700円 枠連： 13，103，600円
馬連： 48，240，500円 馬単： 42，641，900円 ワイド： 24，644，100円
3連複： 69，874，600円 3連単： 160，826，000円 計： 470，110，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（3－8） 210円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 140円 �� 320円 �� 220円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 2，070円

票 数

単勝票数 計 250970 的中 � 54975（2番人気）
複勝票数 計 856827 的中 � 118470（2番人気）� 572942（1番人気）� 53411（3番人気）
枠連票数 計 131036 的中 （3－8） 48317（1番人気）
馬連票数 計 482405 的中 �� 180021（1番人気）
馬単票数 計 426419 的中 �� 50786（2番人気）
ワイド票数 計 246441 的中 �� 62138（1番人気）�� 14445（5番人気）�� 25324（2番人気）
3連複票数 計 698746 的中 ��� 148823（1番人気）
3連単票数 計1608260 的中 ��� 57553（5番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―12．7―13．0―12．4―12．5―12．0―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．3―34．6―47．3―1：00．3―1：12．7―1：25．2―1：37．2―1：49．1―2：00．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマイチパートナー �
�
父 サムライハート �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．11．25 京都5着

2010．4．24生 牡3栗 母 トップペンダント 母母 ス プ リ ー ム 8戦1勝 賞金 9，300，000円
※モモイロアゲハ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



16007 6月1日 曇 良 （25阪神3）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

23 ユースティティア 牝5青鹿55 松山 弘平前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 476－ 41：34．0 24．3�
510 プラチナテーラー 牝3鹿 52 四位 洋文中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 462－101：34．1� 5．1�
12 スマッシュスマイル 牡5栃栗57 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 クビ 7．8�
817	 スナイプビッド 牡5鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. 494－ 2 〃 ハナ 10．4�
715 マルカファイン 牡4栗 57 国分 恭介河長産業� 松永 昌博 様似 猿倉牧場 514＋ 61：34．2クビ 14．2	
612 ゴーイングストーン 牡4栗 57 酒井 学林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482± 0 〃 クビ 6．1

24 エーシングルーオン 牡4栗 57 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 464＋ 21：34．41
 11．8�
816 メイショウアルザス 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 450－ 2 〃 クビ 537．0
11 ジーブラック 牝3芦 52 北村 宏司�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 アタマ 21．2�
47 � レッドキングダム 牡4鹿 57

55 △中井 裕二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462＋ 31：34．6� 28．9�
36 テイケイフロックス 牝4黒鹿55 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 21：34．81
 74．2�
818 レッドシェリフ 牡5栗 57 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 22．2�
714� ラブリーリタ 牝4鹿 55 水口 優也薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 458± 0 〃 クビ 564．5�
59 スズカチャンプ 牡4鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B470－ 41：34．9� 4．1�
35 � リバーデュランダル 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政河越 武治氏 作田 誠二 浦河 山春牧場 400＋ 41：35．0クビ 353．6�
48 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 434＋ 11：35．32 133．1�
611 グッバイタキオン 牝3黒鹿 52

49 ▲原田 敬伍杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B458＋ 21：35．51
 49．8�
713 サウンドレーサー 牡4黒鹿57 幸 英明増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 富田牧場 472＋ 41：35．92� 16．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，213，300円 複勝： 45，270，900円 枠連： 20，501，700円
馬連： 58，403，600円 馬単： 33，376，700円 ワイド： 30，396，700円
3連複： 84，162，300円 3連単： 126，474，800円 計： 423，800，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 530円 � 190円 � 240円 枠 連（2－5） 790円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 13，770円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 1，610円 �� 700円

3 連 複 ��� 10，180円 3 連 単 ��� 98，360円

票 数

単勝票数 計 252133 的中 � 8177（11番人気）
複勝票数 計 452709 的中 � 18548（9番人気）� 75629（1番人気）� 52079（4番人気）
枠連票数 計 205017 的中 （2－5） 19215（3番人気）
馬連票数 計 584036 的中 �� 8237（21番人気）
馬単票数 計 333767 的中 �� 1789（58番人気）
ワイド票数 計 303967 的中 �� 4336（19番人気）�� 4572（16番人気）�� 11316（3番人気）
3連複票数 計 841623 的中 ��� 6106（28番人気）
3連単票数 計1264748 的中 ��� 949（334番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―35．9―47．9―59．8―1：11．1―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユースティティア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2010．10．9 京都4着

2008．5．8生 牝5青鹿 母 ソブストーリー 母母 シ リ ー ズ 21戦3勝 賞金 29，846，000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 リオグランデ号

16008 6月1日 曇 良 （25阪神3）第1日 第8競走 ��2，000�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

510 コスモアケルナル 牡4栗 57 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 482－122：04．6 10．6�
612 スリータイタン 牡4黒鹿57 川田 将雅永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 472± 02：04．81� 3．7�
23 チュウワストライク 牡4鹿 57 北村 友一中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 500－102：05．43� 40．5�
12 マグナムボーイ 牡3鹿 54 秋山真一郎古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 増本牧場 514－ 62：05．61� 11．7�
36 マッシヴプリンス 牡3黒鹿54 藤田 伸二小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 大典牧場 494－ 22：05．91� 5．5	
59 メイショウクロオビ 牡5青鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 496－ 22：06．0� 23．4

815 ドリームチャージ 牡4鹿 57 C．デムーロ 青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 464＋ 22：06．1� 92．3�

（伊）

35 アクシーバンダム 牡4黒鹿57 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 456± 02：06．31 7．6�
11 セトブリッジ 牡4黒鹿57 岩田 康誠難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 502－10 〃 クビ 8．5
24 タイソンバローズ 牡5栗 57 小牧 太猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484＋ 22：06．4クビ 22．7�
714 タマノペルセウス 牡3鹿 54 太宰 啓介玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 510＋ 22：07．14 6．2�
48 シュガーシャック 牡4栗 57 松田 大作吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 524－ 22：07．2� 50．5�
611 ウォーターデューク 牡5鹿 57 大野 拓弥山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 448＋ 42：07．3� 159．2�
816 ローレルベロボーグ 牡3黒鹿 54

52 △菱田 裕二 �ローレルレーシング 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 486－ 62：07．51� 19．8�

47 ウェーブオーキッド 牡3青 54 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 22：07．71� 91．4�

713 コ ー ダ リ ー 牡4黒鹿57 川須 栄彦�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 442＋ 22：08．87 197．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，821，500円 複勝： 48，848，600円 枠連： 21，206，900円
馬連： 68，748，900円 馬単： 37，460，900円 ワイド： 33，153，800円
3連複： 94，585，400円 3連単： 145，284，600円 計： 476，110，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 300円 � 170円 � 940円 枠 連（5－6） 1，340円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，590円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 17，110円 3 連 単 ��� 90，260円

票 数

単勝票数 計 268215 的中 � 20128（6番人気）
複勝票数 計 488486 的中 � 42186（5番人気）� 96440（1番人気）� 10605（11番人気）
枠連票数 計 212069 的中 （5－6） 11686（7番人気）
馬連票数 計 687489 的中 �� 26800（6番人気）
馬単票数 計 374609 的中 �� 5695（18番人気）
ワイド票数 計 331538 的中 �� 13532（4番人気）�� 2182（48番人気）�� 4736（25番人気）
3連複票数 計 945854 的中 ��� 4082（65番人気）
3連単票数 計1452846 的中 ��� 1188（318番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．4―13．5―12．8―13．3―12．7―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―35．1―48．6―1：01．4―1：14．7―1：27．4―1：39．7―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモアケルナル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．10．16 京都5着

2009．4．23生 牡4栗 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ 15戦3勝 賞金 27，250，000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） 2頭 シンゼンレンジャー号・テイエムエビスオー号
（非抽選馬） 1頭 ケイズイーグル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



16009 6月1日 曇 良 （25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

47 アグネスマチュア 牡4鹿 57 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484＋ 41：09．0 2．9�
59 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 福永 祐一上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 438± 0 〃 ハナ 16．4�
815 サンキストロード 牡3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 ハナ 5．6�
48 カノヤミノリ 牡4芦 57 和田 竜二神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 460± 0 〃 クビ 34．6�
12 ヒ ー ラ 牝4鹿 55 小林 徹弥平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 430± 01：09．1� 130．5�
24 ドラゴンサクラ 牝3青鹿52 北村 宏司大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 2 〃 クビ 6．2	
713 シゲルオレンジ 牝4黒鹿55 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 474－ 41：09．31� 8．4

11 マルシゲサムライ 牡3栗 54 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 440－ 4 〃 アタマ 92．6�
36 ノ ア ノ ア 牝5芦 55 中井 裕二M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 498－ 21：09．51� 19．3�
23 カシノエルフ 牡4栗 57 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 484－ 2 〃 ハナ 25．1
611� サンライズサルーテ 牡5鹿 57 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 458＋ 41：09．6クビ 30．8�
714 ビーマイラブ 牝3鹿 52 古川 吉洋�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 486－ 2 〃 ハナ 12．1�
35 カルナヴァレ 牝4鹿 55 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 478＋ 61：09．81� 117．0�
510 メイケイペガムーン 牝3黒鹿52 国分 恭介名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 434－ 81：10．11	 22．8�
816 ディープジュジュ 牡3鹿 54 上村 洋行深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 474＋ 41：10．84 15．8�
612 メイショウドルセー 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 476＋ 21：10．9	 42．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，394，000円 複勝： 53，786，700円 枠連： 25，088，000円
馬連： 88，515，100円 馬単： 51，704，900円 ワイド： 40，213，400円
3連複： 120，188，200円 3連単： 192，436，400円 計： 603，326，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 410円 � 180円 枠 連（4－5） 1，390円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 920円 �� 350円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 22，810円

票 数

単勝票数 計 313940 的中 � 87058（1番人気）
複勝票数 計 537867 的中 � 122204（1番人気）� 25470（7番人気）� 81333（2番人気）
枠連票数 計 250880 的中 （4－5） 13386（6番人気）
馬連票数 計 885151 的中 �� 27524（8番人気）
馬単票数 計 517049 的中 �� 9481（10番人気）
ワイド票数 計 402134 的中 �� 10312（9番人気）�� 32380（1番人気）�� 5476（25番人気）
3連複票数 計1201882 的中 ��� 20084（11番人気）
3連単票数 計1924364 的中 ��� 6227（47番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスマチュア �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．4．21 福島1着

2009．5．23生 牡4鹿 母 アグネスシスター 母母 アグネスオーロラ 12戦2勝 賞金 31，279，000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。
（非抽選馬） 3頭 ビューティバラード号・ファイアキング号・レーザーインパクト号

16010 6月1日 曇 良 （25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，24．6．2以降25．5．26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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

45 ローゼンケーニッヒ 牡4黒鹿57 C．デムーロ �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：45．7 2．9�
（伊）

711 レインフォール 牡4芦 57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 434＋ 61：45．8� 7．2�
56 ダイナミックガイ 牡3栗 53 四位 洋文小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 470－ 4 〃 クビ 7．5�
812 ハワイアンウインド 牝4鹿 55 菱田 裕二吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 472－ 21：45．9クビ 3．2�
11 ヤマニンガーゴイル 牡6鹿 55 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 500－ 21：46．0� 15．2�
68 グッドカフェ 	5青鹿55 藤岡 康太杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 482＋ 21：46．31� 21．9	
69 ダイワズーム 牝4栗 56 川須 栄彦大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 クビ 9．1

813 ショウナンカミング 牡5栗 54 C．ウィリアムズ 国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 474＋141：46．61� 50．6�

（豪）

57 リトルダーリン 牝5黒鹿53 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント B432＋ 61：47．45 30．0

44 ナンヨースラッガー 牡6芦 52 中井 裕二中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 502－ 81：47．82� 323．2�
710 スペシャルピース 牝5栗 50 酒井 学�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 470－ 61：47．9� 113．6�
22 キンショーダンデー 牡6栗 52 国分 優作礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 484± 01：48．1� 237．9�
33 ドコフクカゼ 牡3黒鹿53 岩田 康誠國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 494－ 41：49．69 32．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，209，100円 複勝： 67，762，300円 枠連： 23，443，000円
馬連： 116，439，800円 馬単： 73，900，700円 ワイド： 48，824，500円
3連複： 149，709，200円 3連単： 293，535，600円 計： 814，824，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 220円 � 240円 枠 連（4－7） 1，200円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 570円 �� 460円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 計 412091 的中 � 115128（1番人気）
複勝票数 計 677623 的中 � 172337（2番人気）� 71558（3番人気）� 63046（4番人気）
枠連票数 計 234430 的中 （4－7） 14485（7番人気）
馬連票数 計1164398 的中 �� 63382（6番人気）
馬単票数 計 739007 的中 �� 22179（8番人気）
ワイド票数 計 488245 的中 �� 21387（6番人気）�� 27028（4番人気）�� 16114（10番人気）
3連複票数 計1497092 的中 ��� 40935（7番人気）
3連単票数 計2935356 的中 ��� 17074（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．4―12．0―12．6―12．0―11．1―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．1―47．1―59．7―1：11．7―1：22．8―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 1，11（8，12）（7，9，10）3，6（4，13）5－2 4 1，11（8，12）（7，10）（3，9）6（4，13）5，2

勝馬の
紹 介

ローゼンケーニッヒ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．1．9 京都2着

2009．1．29生 牡4黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー 14戦4勝 賞金 57，410，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ドコフクカゼ号・ナンヨースラッガー号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



16011 6月1日 曇 良 （25阪神3）第1日 第11競走
第66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，24．6．2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，24．6．1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 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

510 トウケイヘイロー 牡4鹿 56 武 豊木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 488－ 41：58．9 11．6�
59 エクスペディション 牡6栗 56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 41：59．11� 26．8�
47 ダノンバラード 牡5黒鹿57 岩田 康誠�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 486＋ 6 〃 クビ 4．5�
816 エアソミュール 牡4黒鹿56 C．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 6．7�

（伊）

24 スマートギア 牡8栗 56 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 464－ 61：59．2	 61．8	
714 パッションダンス 牡5鹿 56 C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 ハナ 3．5


（豪）

36 ナリタクリスタル 牡7黒鹿56 幸 英明�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋121：59．4	 123．2�

612 メイショウウズシオ 牡6黒鹿56 四位 洋文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 470－ 6 〃 ハナ 45．1�
611 トランスワープ 
8鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム 528± 0 〃 アタマ 8．7
815 ダイワファルコン 牡6鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 508－ 61：59．61� 4．1�
23 トップゾーン 牡7鹿 56 北村 友一�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 468－ 61：59．92 105．8�
11 モ ズ 牡6青 56 国分 恭介�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B470－ 62：00．11� 58．8�
12 ビッグウィーク 牡6青鹿57 秋山真一郎谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 460－ 22：00．2クビ 142．2�
35 ロードオブザリング 牡6鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 62：00．73 58．2�
48 � コスモファントム 牡6鹿 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 526± 02：00．91� 49．1�
713 テイエムアンコール 牡9芦 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 462＋ 4 （競走中止） 350．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，445，200円 複勝： 165，741，600円 枠連： 78，320，100円
馬連： 368，515，100円 馬単： 194，321，300円 ワイド： 141，127，300円
3連複： 530，316，000円 3連単： 993，824，100円 計： 2，566，610，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 400円 � 780円 � 200円 枠 連（5－5） 16，060円

馬 連 �� 17，070円 馬 単 �� 29，790円

ワ イ ド �� 4，250円 �� 940円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 21，780円 3 連 単 ��� 199，150円

票 数

単勝票数 計 944452 的中 � 64294（6番人気）
複勝票数 計1657416 的中 � 101757（6番人気）� 47369（7番人気）� 278441（3番人気）
枠連票数 計 783201 的中 （5－5） 3601（29番人気）
馬連票数 計3685151 的中 �� 15936（36番人気）
馬単票数 計1943213 的中 �� 4815（62番人気）
ワイド票数 計1411273 的中 �� 7937（36番人気）�� 38277（12番人気）�� 20262（16番人気）
3連複票数 計5303160 的中 ��� 17971（58番人気）
3連単票数 計9938241 的中 ��� 3683（415番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．4―49．0―1：00．4―1：12．3―1：24．2―1：35．5―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウケイヘイロー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2011．7．31 新潟1着

2009．4．22生 牡4鹿 母 ダンスクィーン 母母 ハイネスポート 15戦6勝 賞金 160，895，000円
〔競走中止〕 テイエムアンコール号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 エアソミュール号の騎手C．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番）
※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 アドマイヤフライト号・トップカミング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16012 6月1日 曇 良 （25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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000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 タガノジョイナー 牝4鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472＋ 21：24．6 2．2�

47 サイズミックレディ 牝5鹿 55 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 496＋ 41：24．7� 38．8�
510 アップアンカー 牡3栗 54 岡田 祥嗣加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 516± 01：24．8� 336．1�
612 サトノアビリティ 牡3栗 54 C．デムーロ 里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 514－ 41：25．01� 4．2�

（伊）

11 アドマイヤシェル 牡3栗 54 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 ハナ 14．9�
611 ハッピーストーリー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 534＋ 9 〃 ハナ 51．3�
23 メイショウオオカゼ 牡3黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 61：25．1� 7．4	
48 エーシンクルゼ 牡4芦 57 和田 竜二
栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 520＋ 9 〃 アタマ 15．6�
714 メイショウムロト 牡4鹿 57 福永 祐一松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 470－ 21：25．2クビ 43．7�
35 スマートマーズ 牡4栗 57 北村 友一大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 456± 0 〃 アタマ 288．0
59 ゴールデンオブジェ 牡5栗 57 国分 優作
協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466－ 61：25．41� 18．8�
815 ア ル カ ナ 牝3鹿 52 高倉 稜
ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 21：25．61� 48．9�
816 キョウワリベラル 牡4黒鹿57 武 豊�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 502± 01：25．7� 9．6�
36 ヒシアメジスト 牝3鹿 52 熊沢 重文阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 432－ 21：26．33� 26．8�
12 	 アクアブルーウェイ 牡4栗 57

55 △中井 裕二佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 460－19 〃 アタマ 273．3�
713	 メイショウヨシミツ 牡4栗 57 大野 拓弥松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 462＋121：26．61� 379．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，995，800円 複勝： 76，377，500円 枠連： 35，603，200円
馬連： 130，027，500円 馬単： 81，657，300円 ワイド： 59，937，500円
3連複： 174，548，800円 3連単： 329，313，800円 計： 936，461，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 650円 � 8，220円 枠 連（2－4） 700円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 19，230円 �� 49，580円

3 連 複 ��� 332，870円 3 連 単 ��� 641，250円

票 数

単勝票数 計 489958 的中 � 178686（1番人気）
複勝票数 計 763775 的中 � 239795（1番人気）� 23556（9番人気）� 1663（16番人気）
枠連票数 計 356032 的中 （2－4） 37832（3番人気）
馬連票数 計1300275 的中 �� 31239（10番人気）
馬単票数 計 816573 的中 �� 15907（12番人気）
ワイド票数 計 599375 的中 �� 12768（14番人気）�� 752（76番人気）�� 291（101番人気）
3連複票数 計1745488 的中 ��� 387（284番人気）
3連単票数 計3293138 的中 ��� 379（1057番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．2―12．1―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．9―59．0―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノジョイナー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2011．10．16 京都8着

2009．5．2生 牝4鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 13戦3勝 賞金 25，600，000円
※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 ブラックビスケット号・ミッキーアップル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25阪神3）第1日 6月1日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 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 手 当

220，640，000円
8，630，000円
1，800，000円
18，890，000円
65，812，500円
4，874，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
403，739，200円
751，352，400円
269，147，200円
1，078，777，300円
673，306，000円
487，297，700円
1，506，310，900円
2，817，308，000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 7，987，238，700円

総入場人員 14，520名 （有料入場人員 13，439名）
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