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16073 6月22日 曇 不良 （25阪神3）第7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）

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

59 エリモタフネス 牡3青鹿56 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 484＋ 61：11．9 12．4�
12 ゴッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 496＋ 61：12．11� 2．2�
23 カシノオーブ 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 448＋ 8 〃 クビ 391．5�
611 サンライズマーチ 牡3鹿 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 482＋ 41：12．31� 3．5�
11 マキオボーラー 牡3黒鹿56 国分 優作阪口 享氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 466－ 6 〃 ハナ 6．7�
35 パープルアイズ 牡3栗 56 池添 謙一吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 442－ 41：12．4クビ 11．9�
36 シゲルトビウオザ 牡3鹿 56 熊沢 重文森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 488± 01：12．61� 17．3	
612 ウォーターシュート 牡3鹿 56 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 416＋ 81：12．7クビ 307．6

713 キリノトップラン 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼平田 道子氏 岩元 市三 浦河 本巣 敦 494－ 2 〃 ハナ 28．2�
714 サカジロリュウオー 牡3栗 56 松山 弘平ロイヤルパーク 西橋 豊治 日高 庫宝牧場 480± 01：13．23 15．4�
510 ナムラセキトバ 牡3栗 56 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 千歳 社台ファーム 450 ―1：13．41 190．3
816 テイエムアイガー 牡3青鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 506＋ 6 〃 クビ 278．4�
24 ナリタアルテミス 牝3栗 54 鮫島 良太�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 490＋141：13．82� 54．9�
47 ダノンイルーシヴ 牡3鹿 56 酒井 学�ダノックス 佐々木晶三 新ひだか 矢野牧場 496－ 41：14．01 170．9�
48 デンコウショウイン 牡3青鹿56 藤岡 康太田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 460＋ 21：14．21� 375．6�
815 ロングカリン 牝3栗 54 岡田 祥嗣中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 504 ―1：18．0大差 236．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，392，500円 複勝： 37，639，900円 枠連： 11，570，600円
馬連： 34，571，700円 馬単： 25，411，500円 ワイド： 20，738，800円
3連複： 58，779，700円 3連単： 91，722，100円 計： 296，826，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 380円 � 120円 � 3，450円 枠 連（1－5） 1，090円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 670円 �� 33，920円 �� 5，670円

3 連 複 ��� 116，620円 3 連 単 ��� 501，420円

票 数

単勝票数 計 163925 的中 � 10477（5番人気）
複勝票数 計 376399 的中 � 18959（6番人気）� 145857（1番人気）� 1715（10番人気）
枠連票数 計 115706 的中 （1－5） 7855（6番人気）
馬連票数 計 345717 的中 �� 18055（5番人気）
馬単票数 計 254115 的中 �� 4785（16番人気）
ワイド票数 計 207388 的中 �� 8298（6番人気）�� 144（80番人気）�� 872（32番人気）
3連複票数 計 587797 的中 ��� 372（124番人気）
3連単票数 計 917221 的中 ��� 135（600番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．5―11．7―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．5―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモタフネス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2013．2．9 京都2着

2010．3．15生 牡3青鹿 母 レッドバラード 母母 Western Bowl 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングカリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月22日まで平地競走

に出走できない。

16074 6月22日 曇 不良 （25阪神3）第7日 第2競走 ��1，800�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 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

813 トゥヴァビエン 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 524± 01：51．8 2．0�
22 ワースムーン 牡3鹿 56

54 △中井 裕二橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 504－ 21：52．12 6．5�
58 シ ョ ー グ ン 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 604－ 21：52．2� 30．6�
33 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 476＋ 81：52．52 37．7�
46 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 492＋ 2 〃 アタマ 12．2�
57 トウカイインパルス 牡3青鹿56 幸 英明内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 508－ 61：52．82 7．3	
712 ランドマーキュリー 牡3栗 56 太宰 啓介木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 506－ 21：52．9クビ 23．0

610 キラキラムーン 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 440＋ 81：53．21� 195．9�
11 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 452－ 61：53．94 5．1

（豪）

69 ロングボンズ 牝3黒鹿54 浜中 俊中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 416－ 61：54．75 18．5�
711 ラエティティア 牡3栗 56

53 ▲原田 敬伍鳴戸 雄一氏 目野 哲也 新ひだか 佐竹 学 482＋ 41：54．91� 397．1�
34 シゲルシシザ 牡3芦 56 岩田 康誠森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 岩見牧場 446＋ 11：57．7大差 78．9�
45 メイショウユウヒン 牝3芦 54 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 61：58．44 425．8�
814 カシノロビン 牡3芦 56

53 ▲森 一馬柏木 務氏 境 直行 鹿児島 服部 文明 458－ 71：59．78 228．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，424，600円 複勝： 29，502，600円 枠連： 7，681，200円
馬連： 29，365，100円 馬単： 21，274，400円 ワイド： 16，397，600円
3連複： 48，050，700円 3連単： 69，208，700円 計： 237，904，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 190円 � 660円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，570円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 22，190円

票 数

単勝票数 計 164246 的中 � 66113（1番人気）
複勝票数 計 295026 的中 � 116509（1番人気）� 34458（3番人気）� 6704（9番人気）
枠連票数 計 76812 的中 （2－8） 10778（2番人気）
馬連票数 計 293651 的中 �� 34599（2番人気）
馬単票数 計 212744 的中 �� 14770（2番人気）
ワイド票数 計 163976 的中 �� 14561（2番人気）�� 2409（19番人気）�� 1169（29番人気）
3連複票数 計 480507 的中 ��� 5279（21番人気）
3連単票数 計 692087 的中 ��� 2302（66番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―13．0―12．4―12．8―12．5―12．3―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．4―48．8―1：01．6―1：14．1―1：26．4―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥヴァビエン �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ステイールハート デビュー 2013．3．17 阪神3着

2010．4．19生 牡3黒鹿 母 オグラテスコ 母母 オグラトウシヨウ 6戦1勝 賞金 12，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルシシザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月22日まで平地競

走に出走できない。
メイショウユウヒン号・カシノロビン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

8月22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７日



16075 6月22日 曇 不良 （25阪神3）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時55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

36 メイショウマルマル 牡3芦 56 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 486－ 21：24．2 6．7�
24 エーシンプレジャー 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 522＋ 61：24．3� 1．7�
611 ハーマンミュート �3青鹿56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B484－ 41：24．4� 64．4�
815 サンライズネオ 牡3黒鹿56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 468－ 41：24．61� 5．1�
48 ホッコーマグマ 牡3鹿 56 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B486＋ 81：25．02� 13．6�
59 タイムアラウド 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－101：25．21� 24．3	
（豪）

11 ウォーターチューン 牝3鹿 54 小牧 太山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 452＋ 81：25．3クビ 18．5

510 アグネスコスモス 牝3芦 54

52 △中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 472＋ 41：25．5� 273．2�
47 エリモティアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 敬伍山本 敏晴氏 鮫島 一歩 えりも エクセルマネジメント 446± 01：25．71� 198．0�
35 ラプタークルーズ 牡3栗 56 熊沢 重文佐藤 恭永氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：25．8� 65．0
23 ヤマノレガロ 牡3鹿 56 福永 祐一山住 勲氏 千田 輝彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 442＋ 61：26．01 41．7�
816 ヴェリーウェル 牡3鹿 56 太宰 啓介武田 茂男氏 田島 良保 むかわ 渡辺 隆 476＋ 81：26．53 166．0�
714 アートアロング 牝3栗 54 松山 弘平寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 426＋101：26．71 20．9�
713 ヴェールフォンセ 牝3鹿 54 高倉 稜吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 396＋ 81：27．23 838．5�
612 タカライーグル 牡3鹿 56 藤岡 康太村山 義男氏 北出 成人 新冠 大栄牧場 496＋161：27．3� 125．0�
12 シゲルテンビンザ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 イワミ牧場 474＋121：29．3大差 599．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，175，000円 複勝： 56，381，700円 枠連： 10，694，100円
馬連： 40，556，000円 馬単： 31，571，200円 ワイド： 23，365，600円
3連複： 64，610，200円 3連単： 107，806，000円 計： 361，159，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 110円 � 890円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，930円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 46，150円

票 数

単勝票数 計 261750 的中 � 31114（3番人気）
複勝票数 計 563817 的中 � 44339（3番人気）� 303583（1番人気）� 7436（10番人気）
枠連票数 計 106941 的中 （2－3） 16568（2番人気）
馬連票数 計 405560 的中 �� 56053（2番人気）
馬単票数 計 315712 的中 �� 15517（6番人気）
ワイド票数 計 233656 的中 �� 24787（2番人気）�� 1306（34番人気）�� 3121（20番人気）
3連複票数 計 646102 的中 ��� 5304（25番人気）
3連単票数 計1078060 的中 ��� 1724（127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―46．5―58．4―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマルマル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．3．23 阪神5着

2010．4．20生 牡3芦 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 アグネスコスモス号の騎手中井裕二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルテンビンザ号は，「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。
（非抽選馬） 2頭 トウカイサージュ号・マルトクスパート号
※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。

16076 6月22日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（25阪神3）第7日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：15．7良・良

77 タマモオンゾウシ 牡4栗 60 難波 剛健タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 502± 03：22．7 1．6�
11 � アスターコリント 牡4黒鹿60 白浜 雄造加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 534± 0 〃 アタマ 3．6�
66 クレバーベスト �5鹿 60

57 ▲森 一馬 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 456－ 23：23．02 7．3�
55 マイネルフィエスタ 牡3芦 58 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 492＋ 63：24．06 13．1�
44 オンワードアマンド 牝4鹿 58 鈴木 慶太樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 458＋ 63：24．42� 81．8�
33 � パトロネージュ 牡4栗 60 田村 太雅前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC 540＋263：25．25 20．1	
22 リアルブラック �4青鹿60 黒岩 悠大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 486＋ 4 （競走中止） 16．2


（7頭）

売 得 金
単勝： 15，653，900円 複勝： 21，319，600円 枠連： 発売なし
馬連： 25，001，700円 馬単： 24，505，100円 ワイド： 11，870，200円
3連複： 34，593，600円 3連単： 110，945，400円 計： 243，889，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 120円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 600円

票 数

単勝票数 計 156539 的中 � 79709（1番人気）
複勝票数 計 213196 的中 � 118514（1番人気）� 39944（2番人気）
馬連票数 計 250017 的中 �� 84893（1番人気）
馬単票数 計 245051 的中 �� 58404（1番人気）
ワイド票数 計 118702 的中 �� 31282（1番人気）�� 18528（2番人気）�� 10271（3番人気）
3連複票数 計 345936 的中 ��� 101581（1番人気）
3連単票数 計1109454 的中 ��� 137381（1番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．3－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

�
�
7－（3，1）5，2＝6＝4
7（1，5）＝（3，6）－4

勝馬の
紹 介

タマモオンゾウシ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．7．30 新潟1着

2009．2．27生 牡4栗 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ 障害：8戦1勝 賞金 24，600，000円
〔競走中止〕 リアルブラック号は，9号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



16077 6月22日 曇 稍重 （25阪神3）第7日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15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
1：08．6
1：07．8

良
良

710 クリノジュロウジン 牡2栗 54 高倉 稜栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 446 ―1：11．2 79．0�
811 アドマイヤビジン 牝2芦 54 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 476 ― 〃 クビ 4．6�
55 トラストフェアリー 牝2栗 54

52 △中井 裕二菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 416 ―1：11．3� 7．4�
812 スマートエビデンス 牡2鹿 54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 494 ―1：11．83 2．6�
68 ベラフォレスタ 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 454 ―1：11．9� 3．6�
44 ジョウショーキラー 牡2鹿 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 428 ―1：12．0� 60．4	
22 デンコウガイア 牝2鹿 54 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 432 ― 〃 アタマ 56．4

56 インフラレッドレイ 牝2鹿 54 小牧 太山上 和良氏 西橋 豊治 新冠 樋渡 信義 420 ―1：12．42� 25．9�
33 コウエイロンド 牡2栗 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 486 ―1：12．5� 90．5�
79 シゲルクシロ 牝2鹿 54 熊沢 重文森中 蕃氏 飯田 明弘 平取 赤石牧場 456 ― 〃 ハナ 17．4
11 ハイランドエース 牡2青鹿54 酒井 学小林 久義氏 作田 誠二 えりも エクセルマネジメント 492 ―1：13．88 25．8�
67 カシノクローネ 牡2鹿 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 472 ―1：14．01� 20．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，756，800円 複勝： 28，555，100円 枠連： 10，872，800円
馬連： 35，673，300円 馬単： 28，312，100円 ワイド： 18，854，200円
3連複： 50，946，900円 3連単： 90，446，700円 計： 283，417，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，900円 複 勝 � 1，320円 � 190円 � 220円 枠 連（7－8） 1，020円

馬 連 �� 13，330円 馬 単 �� 33，170円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 3，990円 �� 500円

3 連 複 ��� 23，910円 3 連 単 ��� 272，450円

票 数

単勝票数 計 197568 的中 � 1973（11番人気）
複勝票数 計 285551 的中 � 4295（11番人気）� 47352（3番人気）� 36930（4番人気）
枠連票数 計 108728 的中 （7－8） 7894（5番人気）
馬連票数 計 356733 的中 �� 1976（34番人気）
馬単票数 計 283121 的中 �� 630（68番人気）
ワイド票数 計 188542 的中 �� 1544（32番人気）�� 1105（41番人気）�� 10221（6番人気）
3連複票数 計 509469 的中 ��� 1573（64番人気）
3連単票数 計 904467 的中 ��� 245（526番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―11．3―11．5―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．2―35．5―47．0―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノジュロウジン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．7生 牡2栗 母 タニノティアラ 母母 タニノブーケ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16078 6月22日 曇 稍重 （25阪神3）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右・外）
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
1：44．5
1：44．1

良
良

714 サンライズタイセイ 牡3鹿 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 468－101：48．6 11．1�
713 ゴ ー ス ル ー 牡3鹿 56 酒井 学 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 446＋ 2 〃 ハナ 4．7�
510� アンシャックルド 牡3栗 56 川田 将雅�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B506＋ 21：48．91� 2．7�
816 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56 藤岡 康太�ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 494＋201：49．0� 128．3�
24 オ ル ゲ イ ユ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二�G1レーシング 岡田 稲男 新ひだか 前川 正美 398＋ 2 〃 アタマ 7．0	
817 メイショウサンカン 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 日高 浦新 徳司 484－ 61：49．21	 39．4

36 エターナルトルース 牝3黒鹿54 武 豊五影 慶則氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 418± 01：49．3
 8．9�
23 アドマイヤマリリン 牝3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 438＋121：49．4
 15．4�
47 ク ロ ー デ ル 牝3鹿 54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ―1：49．61	 33．5
12 トーセンリュー 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：49．7
 7．2�

（豪）

48 コスミックワンダー 牡3鹿 56 池添 謙一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：49．9� 34．8�
715 トモロレジェンド 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼戸賀 智子氏 河内 洋 新冠 川上 悦夫 460± 0 〃 ハナ 393．2�
818 ビッグガーネット 牝3鹿 54 鮫島 良太�ビッグ 松永 幹夫 日高 ナカノファーム 474＋ 81：50．11	 446．4�
611 オーケストラピット 牝3鹿 54 国分 恭介�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 438＋141：50．42 238．1�
35 ブ ラ ド ッ ク 牡3黒鹿56 国分 優作松田 整二氏 田島 良保 平取 びらとり牧場 440－ 81：50．93 130．5�
59 ル ナ リ ア 牝3黒鹿54 高倉 稜 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 420＋ 81：51．0
 110．2�
612 メイショウアンズ 牝3芦 54 水口 優也松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 太陽牧場 434－ 21：51．1
 420．6�
11 チョウダンディー 牡3鹿 56 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 458－ 2 〃 クビ 268．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，202，200円 複勝： 39，758，700円 枠連： 13，158，600円
馬連： 44，219，600円 馬単： 28，708，100円 ワイド： 24，314，600円
3連複： 65，747，200円 3連単： 97，916，600円 計： 336，025，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 170円 � 130円 枠 連（7－7） 2，860円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 890円 �� 680円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 19，190円

票 数

単勝票数 計 222022 的中 � 15865（6番人気）
複勝票数 計 397587 的中 � 27202（6番人気）� 61086（2番人気）� 103078（1番人気）
枠連票数 計 131586 的中 （7－7） 3401（12番人気）
馬連票数 計 442196 的中 �� 12928（10番人気）
馬単票数 計 287081 的中 �� 4200（19番人気）
ワイド票数 計 243146 的中 �� 6250（11番人気）�� 8494（7番人気）�� 22021（2番人気）
3連複票数 計 657472 的中 ��� 21973（5番人気）
3連単票数 計 979166 的中 ��� 3767（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．5―47．6―1：00．4―1：13．0―1：24．6―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．6
3 5，17，11（2，6）（10，13）（4，3）7（1，8，12）14（9，16）－（15，18） 4 5，17，11（2，6）（10，13）（4，3）（7，12）（1，8）14（9，16，18）15

勝馬の
紹 介

サンライズタイセイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．5．11 京都8着

2010．4．28生 牡3鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 2戦1勝 賞金 4，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サンダーバード号・ナナリー号・ワイメアウェーブ号
※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。



16079 6月22日 曇 重 （25阪神3）第7日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 7，200，000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
1：09．7
1：08．7

重
重

24 デンコウデア 牝4黒鹿55 浜中 俊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 462＋ 21：10．8 2．1�
12 アンビータブル 牝4青 55 C．ウィリアムズ �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 B464＋ 21：11．12 5．0�

（豪）

612� エスジーアンクル 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 458＋ 81：11．73� 3．2�
816� ブラックビスケット 牝4黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 412－ 61：11．9� 66．6�
59 � エーシンルミナス 牝4鹿 55 岩田 康誠�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 472＋12 〃 アタマ 21．9�
714 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿52 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 454＋ 21：12．11	 151．0	
611 キンショーキラ 牝4栗 55

53 △中井 裕二礒野日出夫氏 中村 均 浦河 鎌田 正嗣 478＋ 61：12．31	 202．5

713 スリーアルテミス 牝5鹿 55 武 豊永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B466＋ 4 〃 クビ 28．5�
35 ボストンビリーヴ 牝3栗 52 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450－101：12．4� 13．3�
510 プレシャスペスカ 牝4黒鹿55 幸 英明山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 458－ 4 〃 クビ 290．5
23 アルテミシア 牝3鹿 52 高倉 稜岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 466－ 41：12．82� 188．0�
48 トゥルーカラーズ 牝3鹿 52 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 434＋261：12．9� 286．8�
47 ワキノネクサス 牝4鹿 55 松山 弘平脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 442＋18 〃 ハナ 172．0�
36 ミ チ シ ル ベ 牝4鹿 55 藤岡 康太小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 444＋141：13．43 37．2�
815 イサミノキセキ 牝3鹿 52

49 ▲岩崎 翼前田 哲郎氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 396－ 8 〃 クビ 82．5�
11 ゴールドチェイス 牝3栃栗52 水口 優也�グランド牧場 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 458＋ 21：13．61	 40．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，385，600円 複勝： 42，990，600円 枠連： 13，375，700円
馬連： 51，498，900円 馬単： 37，386，500円 ワイド： 26，704，600円
3連複： 72，662，600円 3連単： 134，744，600円 計： 407，749，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（1－2） 410円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 250円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 283856 的中 � 109550（1番人気）
複勝票数 計 429906 的中 � 134726（1番人気）� 62762（3番人気）� 98629（2番人気）
枠連票数 計 133757 的中 （1－2） 24077（2番人気）
馬連票数 計 514989 的中 �� 80556（2番人気）
馬単票数 計 373865 的中 �� 40578（2番人気）
ワイド票数 計 267046 的中 �� 30264（2番人気）�� 40940（1番人気）�� 24716（3番人気）
3連複票数 計 726626 的中 ��� 113201（1番人気）
3連単票数 計1347446 的中 ��� 54592（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．8―11．7―12．5

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 4（8，14）（2，10，12）（6，7，15）（1，13）（5，11，16）－3－9 4 4，8（2，14）（10，12）7（6，15）（1，13）（5，11，16）－9，3

勝馬の
紹 介

デンコウデア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー 2011．8．6 小倉5着

2009．2．28生 牝4黒鹿 母 プレゼンテーション 母母 レディテルライド 19戦3勝 賞金 32，045，000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 シゲルアケビ号
※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。

16080 6月22日 曇 良 （25阪神3）第7日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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
1：19．9
1：19．0

良
良

713 インクレセント 牝4青鹿55 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 442＋ 81：22．4 24．8�
714 ディアプリンセス 牝3黒鹿52 川田 将雅ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 442＋ 21：22．61� 4．1�
715 グレイスフルデイズ 牡3芦 54 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 ハナ 7．9�
11 ピ ン ポ ン 牡3鹿 54 武 豊小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 440＋ 41：22．81� 8．6�
24 ワキノキセキ 牡3黒鹿54 福永 祐一脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 4．7	
47 ミサソレムニス 牝4栗 55 C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 430± 01：22．9� 29．5


（豪）

36 グランプリナイト 牡3黒鹿54 岩田 康誠�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか 川端 英幸 490＋14 〃 ハナ 5．2�
23 ミラクルラヴィ 牝3栗 52 太宰 啓介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 464－ 4 〃 クビ 29．1�
35 コアレスドラゴン 牡3鹿 54 藤岡 康太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B482－ 61：23．0� 21．8
818� ダンスインザスカイ 牝5鹿 55 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 464＋ 4 〃 クビ 292．8�
611 シゲルホウオウザ 牡3鹿 54 熊沢 重文森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 456－ 21：23．1� 34．7�
816 ビューティバラード 牝5栗 55 高倉 稜林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 440－ 41：23．2クビ 419．7�
12 エーシンショーモン 牡3黒鹿54 幸 英明�栄進堂 北出 成人 新ひだか 松本牧場 522－ 21：23．41� 15．7�
59 � スピログラフ 牡5鹿 57 松山 弘平 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 490± 01：24．03� 38．4�
510 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 470－ 21：24．21� 34．6�
817 バイオレットムーン 牡3栗 54 武 幸四郎池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 516－ 21：24．3� 25．5�
612 ミスマルシゲ 牝4青鹿 55

52 ▲原田 敬伍柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 436－ 41：24．4	 346．7�
48 ロマンスリップ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B466＋121：24．71	 58．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，561，800円 複勝： 42，418，400円 枠連： 21，789，800円
馬連： 62，207，300円 馬単： 36，220，600円 ワイド： 31，954，100円
3連複： 89，150，600円 3連単： 129，958，700円 計： 439，261，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 600円 � 190円 � 240円 枠 連（7－7） 1，040円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，810円 �� 740円

3 連 複 ��� 10，370円 3 連 単 ��� 72，940円

票 数

単勝票数 計 255618 的中 � 8150（8番人気）
複勝票数 計 424184 的中 � 14989（9番人気）� 69413（2番人気）� 49706（3番人気）
枠連票数 計 217898 的中 （7－7） 15483（5番人気）
馬連票数 計 622073 的中 �� 8585（16番人気）
馬単票数 計 362206 的中 �� 2294（41番人気）
ワイド票数 計 319541 的中 �� 4159（19番人気）�� 2712（39番人気）�� 11240（5番人気）
3連複票数 計 891506 的中 ��� 6348（23番人気）
3連単票数 計1299587 的中 ��� 1315（193番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．5―12．2―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．4―46．6―58．6―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 17，8，11，14，6（10，12）2（4，15）（3，5，13）（9，16，18）7，1 4 ・（17，8，11）（14，12）6（10，4，15）2（3，5，13）（18，7）9（1，16）

勝馬の
紹 介

インクレセント �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Gone West デビュー 2011．12．17 阪神7着

2009．4．12生 牝4青鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ 11戦2勝 賞金 19，510，000円
〔制裁〕 ミスマルシゲ号の騎手原田敬伍は，3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：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エーシンマイェスタ号・ゴールデンムーン号・トップエトワール号・ドリームマークス号
※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。



16081 6月22日 曇 良 （25阪神3）第7日 第9競走 ��1，800�
わ だ み さ き

和 田 岬 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：44．5
1：44．1

良
良

88 ドリームトレイン 牡4黒鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 496＋121：47．8 7．5�
22 ブレイズアトレイル 牡4芦 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：47．9� 9．0�
66 ダブルイーグル 牡5鹿 57 太宰 啓介田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 476＋ 61：48．22 7．5�
11 カレンバッドボーイ 牡3鹿 54 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 476－ 41：48．3� 2．1�
77 シュピッツェ 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 482± 01：48．4� 18．6�
44 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 502－ 41：48．61� 11．6	
55 ベンジャミン 牡5青鹿57 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 512＋101：49．13 28．2

89 � チアフルウェルカム 牡4栗 57 浜中 俊吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 480＋ 41：49．2クビ 9．8�
33 タムロトップステイ 牡4栗 57 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 530－ 8 〃 ハナ 8．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，685，200円 複勝： 51，308，100円 枠連： 15，354，300円
馬連： 73，602，300円 馬単： 54，074，900円 ワイド： 34，318，300円
3連複： 95，117，100円 3連単： 217，417，300円 計： 577，877，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 230円 � 180円 枠 連（2－8） 2，150円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 890円 �� 790円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 37，420円

票 数

単勝票数 計 366852 的中 � 38790（3番人気）
複勝票数 計 513081 的中 � 47123（4番人気）� 58872（3番人気）� 86215（2番人気）
枠連票数 計 153543 的中 （2－8） 5283（8番人気）
馬連票数 計 736023 的中 �� 19238（12番人気）
馬単票数 計 540749 的中 �� 6516（23番人気）
ワイド票数 計 343183 的中 �� 9345（12番人気）�� 10733（11番人気）�� 13518（8番人気）
3連複票数 計 951171 的中 ��� 14419（21番人気）
3連単票数 計2174173 的中 ��� 4288（144番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．9―12．3―12．6―12．6―11．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．0―48．3―1：00．9―1：13．5―1：25．0―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．3
3 3，8（2，1）7（6，4）9，5 4 3，8，2，1（6，4，7）（5，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームトレイン 
�
父 ホワイトマズル 

�
母父 Diesis デビュー 2011．7．24 京都2着

2009．3．31生 牡4黒鹿 母 ドリームスタート 母母 Trim Cut 18戦3勝 賞金 41，959，000円

16082 6月22日 曇 良 （25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，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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

23 アルキメデス 牡4鹿 57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋ 42：01．4 2．6�

48 クランモンタナ 牡4芦 57 浜中 俊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B484＋ 62：01．5� 4．7�
510 キャトルフィーユ 牝4鹿 55 池添 謙一 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 466± 0 〃 ハナ 24．2�
11 ハーバーコマンド 牡5芦 57 C．ウィリアムズ 谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472＋ 42：01．82 14．8�

（豪）

47 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 438＋ 42：01．9クビ 6．7	
59 シゲルササグリ 牡4黒鹿57 幸 英明森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 510＋102：02．11	 8．8

12 アドマイヤカーリン 牡5青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 52．0�
35 ダノンマックイン 牡5黒鹿57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 アタマ 23．6�
815 サカジロオー 牡4栗 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 454－ 42：02．3
 9．7
36 エーシングングン 牡4栗 57 福永 祐一�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 484＋ 62：02．4� 16．6�
24 マイネルマエストロ 牡3青鹿54 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 484＋ 8 〃 クビ 40．3�
612� メイショウシレトコ 牡5鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 456－ 22：02．5� 243．4�
816� ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 鮫島 良太久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 470－ 22：02．82 151．0�
714 ヤマニンガーゴイル 牡6鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 500± 02：02．9� 55．7�
713 サイドアタック 牡5栗 57 高倉 稜杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 478＋102：03．0� 223．4�
611 ギムレットアイ 牡8鹿 57 酒井 学小野 博郷氏 土田 稔 門別 浜本牧場 470＋ 82：03．21 583．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，121，200円 複勝： 83，359，900円 枠連： 34，753，600円
馬連： 131，450，800円 馬単： 71，755，800円 ワイド： 54，968，500円
3連複： 178，037，800円 3連単： 286，694，000円 計： 886，141，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 560円 枠 連（2－4） 330円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，380円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 17，900円

票 数

単勝票数 計 451212 的中 � 141279（1番人気）
複勝票数 計 833599 的中 � 218926（1番人気）� 150033（2番人気）� 25406（9番人気）
枠連票数 計 347536 的中 （2－4） 78597（1番人気）
馬連票数 計1314508 的中 �� 156488（1番人気）
馬単票数 計 717558 的中 �� 57295（1番人気）
ワイド票数 計 549685 的中 �� 50353（1番人気）�� 9113（17番人気）�� 7719（22番人気）
3連複票数 計1780378 的中 ��� 21210（16番人気）
3連単票数 計2866940 的中 ��� 11826（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―37．2―50．0―1：02．0―1：14．0―1：26．0―1：37．6―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルキメデス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．10．29 京都1着

2009．3．24生 牡4鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress 10戦4勝 賞金 67，701，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 マイネルマエストロ号の騎手中井裕二は，2コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。

シゲルササグリ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・15
番・6番）

※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。



16083 6月22日 曇 重 （25阪神3）第7日 第11競走 ��
��1，200�

さんのみや

三宮ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：09．7
1：08．7

重
重

11 タイセイファントム 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 448± 01：10．2 2．9�
（豪）

815 クランチタイム 牡5鹿 57 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 506＋ 41：10．52 8．4�
713 ユメノキラメキ 牝6栗 55 酒井 学諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 490＋ 21：10．6� 257．4�
610	 シゲルソウサイ 牡5鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 510－ 2 〃 クビ 6．4�
47 アマノレインジャー 牡5栗 57 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 498－ 41：10．7� 18．4�
814
 キングオブヘイロー 牡7鹿 57 小牧 太鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B490＋12 〃 ハナ 13．0�
22 チャンピオンラブ 牡7青鹿57 鮫島 良太坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 482－10 〃 ハナ 86．6	
58 トーセンナスクラ 牡5黒鹿57 浜中 俊島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 21：10．8クビ 30．5�
611 ヤマノサファイア 牡5栗 57 国分 優作澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 444＋ 2 〃 クビ 33．0�
712 マ ル コ フ ジ 牡5栗 57 太宰 啓介岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 470＋ 21：10．9クビ 15．6
35 
 キモンレッド 牝5栗 55 川田 将雅小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 472＋ 21：11．11� 8．8�
46 シルバーキセキ 牝6黒鹿55 福永 祐一小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 460＋10 〃 クビ 5．2�
34 サザンブレイズ 牡5栗 57 藤岡 康太南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 484－ 41：11．2クビ 23．9�
59 リッカアリュール 牡7栗 57 熊沢 重文立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 498－ 81：11．51� 206．7�
23 スマイリングムーン 牝5黒鹿55 国分 恭介吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム 494－10 〃 クビ 98．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，993，800円 複勝： 82，459，200円 枠連： 51，751，100円
馬連： 210，513，900円 馬単： 103，014，900円 ワイド： 73，496，700円
3連複： 294，686，900円 3連単： 484，028，700円 計： 1，346，945，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 260円 � 5，060円 枠 連（1－8） 760円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 690円 �� 11，780円 �� 24，270円

3 連 複 ��� 105，990円 3 連 単 ��� 265，990円

票 数

単勝票数 計 469938 的中 � 129716（1番人気）
複勝票数 計 824592 的中 � 181002（1番人気）� 83091（4番人気）� 3026（15番人気）
枠連票数 計 517511 的中 （1－8） 50445（2番人気）
馬連票数 計2105139 的中 �� 136849（2番人気）
馬単票数 計1030149 的中 �� 35868（4番人気）
ワイド票数 計 734967 的中 �� 28546（4番人気）�� 1480（71番人気）�� 716（87番人気）
3連複票数 計2946869 的中 ��� 2052（201番人気）
3連単票数 計4840287 的中 ��� 1343（744番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―11．5―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．6―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイファントム �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Boundary デビュー 2010．7．4 函館1着

2008．4．30生 牡5鹿 母 タイキシャレード 母母 Patently Clear 27戦5勝 賞金 98，688，000円
〔制裁〕 ユメノキラメキ号の騎手酒井学は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・5番・4番）
※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。

16084 6月22日 曇 重 （25阪神3）第7日 第12競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

46 スターソード 牡3鹿 54 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 492－ 61：51．1 5．0�
22 スズカウラノス 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 452＋ 41：51．42 6．7�
610 セイスコーピオン 牡3栗 54 川田 将雅金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 478＋ 81：51．5� 25．4�
47 � エーシンユリシーズ 牡4栗 57 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 B530＋ 81：51．71� 19．8�
59 タマモベルモット 牡3鹿 54 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新冠 対馬 正 468＋ 21：51．8� 48．0�
712 クレスコモア 牡3黒鹿 54

52 △中井 裕二堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 518－ 81：51．9� 18．6	
713 トゥルーフレンド 牡4鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 482＋ 21：52．21� 8．0

11 � サカジロスイセイ 牡4鹿 57 酒井 学ロイヤルパーク 崎山 博樹 日高 長谷部牧場 502－ 2 〃 アタマ 33．8�
611 チュウワストライク 牡4鹿 57 岩田 康誠中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 496－ 41：52．3� 10．3�
815 マ ノ ワ ー ル 牡3鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 61：52．61� 4．5
23 � ガ リ ュ ウ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 一馬佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 484－ 21：53．87 249．7�
35 モ ン モ ン 牡3鹿 54 太宰 啓介小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 466＋ 2 〃 アタマ 324．2�
814 シゲルアーモンド 牡4青 57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 516－161：53．9� 169．7�
58 クーガーストリート 牡5青鹿 57

54 ▲原田 敬伍 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 482－161：54．21� 174．2�
34 サトノアビリティ 牡3栗 54 浜中 俊里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 506－ 81：54．51� 4．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，886，400円 複勝： 63，312，500円 枠連： 28，302，000円
馬連： 103，507，000円 馬単： 59，333，000円 ワイド： 44，816，400円
3連複： 149，342，900円 3連単： 256，406，700円 計： 742，906，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 230円 � 210円 � 590円 枠 連（2－4） 1，280円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，650円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 10，890円 3 連 単 ��� 50，010円

票 数

単勝票数 計 378864 的中 � 60688（3番人気）
複勝票数 計 633125 的中 � 76872（5番人気）� 92845（3番人気）� 23248（9番人気）
枠連票数 計 283020 的中 （2－4） 16396（6番人気）
馬連票数 計1035070 的中 �� 42147（7番人気）
馬単票数 計 593330 的中 �� 11640（13番人気）
ワイド票数 計 448164 的中 �� 16802（6番人気）�� 6579（23番人気）�� 5187（29番人気）
3連複票数 計1493429 的中 ��� 10123（37番人気）
3連単票数 計2564067 的中 ��� 3784（168番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．7―12．0―12．5―12．6―12．3―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．1―48．1―1：00．6―1：13．2―1：25．5―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターソード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2012．9．1 札幌7着

2010．4．20生 牡3鹿 母 カ ル メ ン 母母 ド ミ ン ガ 9戦2勝 賞金 20，400，000円



（25阪神3）第7日 6月22日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 172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 手 当

182，430，000円
2，080，000円
6，770，000円
1，330，000円
15，600，000円
63，392，500円
4，809，400円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
337，239，000円
579，006，300円
219，303，800円
842，167，600円
521，568，100円
381，799，600円
1，201，726，200円
2，077，295，500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 6，160，106，100円

総入場人員 17，299名 （有料入場人員 16，331名）
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