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16085 6月29日 曇 稍重 （26阪神3）第8日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時05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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

55 ベ ル ラ ッ プ 牡2鹿 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486－ 41：38．2 3．5�
810 ヤマカツライデン 牡2黒鹿54 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 510± 01：38．51� 2．8�
811 スマートアロー 牡2鹿 54 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 444－ 4 〃 クビ 3．8�

78 フミノインパルス 牡2黒鹿54 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 462－ 41：39．13� 9．3�
79 ハ ヤ イ ガ ナ 牡2栗 54 浜中 俊三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 460＋ 21：39．31 8．6�
33 カノヤカノニカル 牝2鹿 54 太宰 啓介神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 440－121：39．72� 47．0	
11 ウインユニファイド 牡2黒鹿 54

53 ☆中井 裕二
ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 484± 01：39．91	 30．8�
44 ソ ニ ッ ク 牝2栗 54 酒井 学�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 420＋ 21：40．43 33．8�
67 ナ ム ラ サ ラ 牝2栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 406－ 6 〃 ハナ 117．4
66 カシノマッハ 牡2栗 54 
島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 462± 01：40．71� 117．6�
22 コウエイナデシコ 牝2栗 54 高倉 稜伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 440－ 61：41．02 28．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，381，100円 複勝： 24，813，200円 枠連： 10，847，500円
馬連： 37，618，900円 馬単： 26，500，200円 ワイド： 17，745，300円
3連複： 51，018，200円 3連単： 95，631，400円 計： 282，555，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（5－8） 270円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 210円 �� 210円 �� 200円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 計 183811 的中 � 41106（2番人気）
複勝票数 計 248132 的中 � 50600（2番人気）� 61234（1番人気）� 48384（3番人気）
枠連票数 計 108475 的中 （5－8） 30719（1番人気）
馬連票数 計 376189 的中 �� 57790（1番人気）
馬単票数 計 265002 的中 �� 19778（2番人気）
ワイド票数 計 177453 的中 �� 20552（3番人気）�� 21257（2番人気）�� 23330（1番人気）
3連複票数 計 510182 的中 ��� 80590（1番人気）
3連単票数 計 956314 的中 ��� 28961（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．6―49．1―1：01．8―1：14．1―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．4
3 1，6（3，9）5（2，10）4（7，11）－8 4 ・（1，6）－（3，9）（5，10）（2，4，11）8，7

勝馬の
紹 介

ベ ル ラ ッ プ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．6．15 東京5着

2012．3．9生 牡2鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 2戦1勝 賞金 5，700，000円

16086 6月29日 曇 重 （26阪神3）第8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）

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

24 アルマミーア 牝3黒鹿54 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462＋ 61：52．5 1．8�

611 グッドタイムロール 牝3栗 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498＋121：52．6� 7．6�

47 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 436＋101：53．77 11．8�

815 エイシンノア 牝3芦 54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 木田牧場 520＋ 41：53．91 3．5�
59 タムロイレーネ 牝3鹿 54 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 426－ 61：54．11� 45．9�
35 シゲルサヌキ 牝3栗 54 国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 410± 01：54．42 22．1	
510 タガノホーネット 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 420－ 81：54．61 102．1


714 ヒラボクプリンセス 牝3青鹿54 横山 典弘�平田牧場 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 448－ 81：54．91� 134．5�
816 クニサキオペラ 牝3鹿 54 畑端 省吾國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 462＋ 81：55．22 368．8�
12 シェーンブリッツ 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼橋場 勇二氏 宮 徹 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 21：55．73 202．6
23 カ フ ラ ピ コ 牝3栗 54 川須 栄彦吉田 修氏 服部 利之 新冠 武田 修一 476－ 4 〃 クビ 42．3�
713 アルプサロン 牝3栗 54 幸 英明鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 474± 01：56．02 59．5�
11 ナムラスマイル 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 漆原 哲雄 486－ 4 〃 ハナ 85．4�
612 イ イ ヴ ィ 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ P.S．スライ氏 友道 康夫 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―1：56．74 17．2�
（豪）

36 メイショウコハル 牝3鹿 54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 440± 0 〃 クビ 344．7�
48 メ イ ズ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣�イスズ牧場 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 402－ 22：02．9大差 250．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，096，500円 複勝： 76，302，200円 枠連： 11，864，700円
馬連： 47，205，400円 馬単： 35，146，800円 ワイド： 24，101，400円
3連複： 66，135，800円 3連単： 123，251，500円 計： 407，104，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連（2－6） 450円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 320円 �� 260円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 5，280円

票 数

単勝票数 計 230965 的中 � 101059（1番人気）
複勝票数 計 763022 的中 � 515019（1番人気）� 35803（4番人気）� 54931（3番人気）
枠連票数 計 118647 的中 （2－6） 20229（2番人気）
馬連票数 計 472054 的中 �� 46083（3番人気）
馬単票数 計 351468 的中 �� 24764（4番人気）
ワイド票数 計 241014 的中 �� 19380（3番人気）�� 26284（2番人気）�� 6084（9番人気）
3連複票数 計 661358 的中 ��� 26796（6番人気）
3連単票数 計1232515 的中 ��� 16907（10番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．9―12．4―12．8―13．4―13．2―12．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．1―36．0―48．4―1：01．2―1：14．6―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F37．9
1
3
15－8，14（1，9，11）13（2，4）－3，16（6，10）12－5，7
15＝14（8，11）13（1，9）4，2（16，10）（6，3）（5，12）7

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

勝馬の
紹 介

アルマミーア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．11．30 阪神8着

2011．4．15生 牝3黒鹿 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha 8戦1勝 賞金 13，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月29日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウィナーウェイ号
※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。

第３回 阪神競馬 第８日



16087 6月29日 曇 重 （26阪神3）第8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 キングズガード 牡3鹿 56 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 436± 01：24．3 1．7�
48 サンライズアルブル 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 21：24．51� 129．0�

35 マコトヴォカシオン 牡3鹿 56 内田 博幸�ディアマント 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 464＋ 21：24．6� 22．7�
510 クリアザコースト 牡3鹿 56 戸崎 圭太谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 522－ 41：25．13 11．0�
36 エアカーディナル 牡3鹿 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 486－ 41：25．31� 4．6	
11 ダンツトーラス 牡3栗 56 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 490－10 〃 アタマ 10．6

816 クリノマンボオー 牡3鹿 56 川須 栄彦栗本 守氏 森田 直行 日高 春木 昭雄 B454＋ 21：25．72� 201．9�
714 アグネスオピニオン 牡3黒鹿56 国分 優作渡辺 孝男氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 472＋ 21：25．8� 75．2�
24 ナガラフライト 牝3黒鹿54 北村 友一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 474＋ 41：25．9� 66．0
23 アスターブラン 牡3芦 56 酒井 学加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 480－ 81：26．0クビ 262．9�
47 スリーサウス 牡3鹿 56 幸 英明永井商事� 石橋 守 新ひだか 山田牧場 458－ 81：26．1� 24．5�
612 ゼンノカヴァルリー 牡3栗 56 福永 祐一大迫久美子氏 浜田多実雄 新ひだか オギオギ牧場 490－ 4 〃 ハナ 13．8�
713 ペプチドムーン 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 464－ 41：26．73� 24．2�
12 シ ゲ ル イ ヨ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 鹿嶋牧場 B530－ 41：26．91� 55．2�
815 ピースマーク 牡3鹿 56 国分 恭介小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 508 ―1：27．64 122．8�
611 シ ェ ル シ ェ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真藤田 孟司氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 426－ 41：28．87 150．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，540，500円 複勝： 60，795，500円 枠連： 14，399，200円
馬連： 55，226，900円 馬単： 41，333，100円 ワイド： 30，119，000円
3連複： 76，063，900円 3連単： 142，281，800円 計： 447，759，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，970円 � 400円 枠 連（4－5） 1，990円

馬 連 �� 10，270円 馬 単 �� 12，290円

ワ イ ド �� 3，820円 �� 550円 �� 21，670円

3 連 複 ��� 40，980円 3 連 単 ��� 148，210円

票 数

単勝票数 計 275405 的中 � 126638（1番人気）
複勝票数 計 607955 的中 � 345522（1番人気）� 3376（12番人気）� 19621（8番人気）
枠連票数 計 143992 的中 （4－5） 5595（7番人気）
馬連票数 計 552269 的中 �� 4165（23番人気）
馬単票数 計 413331 的中 �� 2521（27番人気）
ワイド票数 計 301190 的中 �� 1955（29番人気）�� 15472（5番人気）�� 339（75番人気）
3連複票数 計 760639 的中 ��� 1392（82番人気）
3連単票数 計1422818 的中 ��� 696（308番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．2―47．6―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．7
3 ・（14，8）（12，16）（2，7，9）10（3，5）（1，13）（4，15，6）＝11 4 ・（14，8）（12，16）（7，9，10）（5，6）2（3，13）（1，4）15－11

勝馬の
紹 介

キングズガード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．18 京都6着

2011．4．21生 牡3鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 シゲルイヨ号の騎手藤懸貴志は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。

16088 6月29日 曇 重 （26阪神3）第8日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

611 マ ウ ナ ロ ア 牡3鹿 56 北村 友一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 22：04．8 6．2�

815 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 福永 祐一大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 22：05．01� 4．7�

22 ブ レ ヴ ァ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 480－ 62：05．31� 4．7�
610 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B440± 02：06．04 4．1�
34 メイショウキホーテ 牡3鹿 56 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 446－ 2 〃 クビ 18．5	
59 マルカブラン 牡3芦 56 戸崎 圭太河長産業� 浜田多実雄 様似 猿倉牧場 494－ 62：06．53 12．4

11 バイスブルー 牡3栗 56 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 4 〃 アタマ 6．2�
814 シャイニンシーザー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B426± 02：06．6� 61．5�
713 リーサムタカ 牡3栗 56 酒井 学平田 修氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 476－172：06．81 206．7
712 マコトアラバルダ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣�ディアマント �島 一歩 日高 碧雲牧場 476＋ 62：08．5大差 77．6�
46 ウィナーウェイ 牝3栗 54 田辺 裕信内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 470－ 82：08．81� 47．6�
47 マイネルエアダクス 牡3芦 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 平取 坂東牧場 B508＋ 8 〃 ハナ 53．3�
58 アインプロジット 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真吉田 修氏 高橋 義忠 新冠 柏木 一則 502－ 62：09．22� 171．2�
35 ホッコーモダニスト 牝3鹿 54 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 競優牧場 444± 02：09．94 124．4�
23 ラ バ リ ッ ク 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 528 ―2：12．9大差 21．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，436，000円 複勝： 40，936，200円 枠連： 14，996，900円
馬連： 53，000，000円 馬単： 32，221，300円 ワイド： 29，495，600円
3連複： 79，604，600円 3連単： 109，199，100円 計： 382，889，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 190円 � 180円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 640円 �� 530円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 14，940円

票 数

単勝票数 計 234360 的中 � 30021（4番人気）
複勝票数 計 409362 的中 � 47442（5番人気）� 56037（4番人気）� 63027（2番人気）
枠連票数 計 149969 的中 （6－8） 21334（2番人気）
馬連票数 計 530000 的中 �� 25009（8番人気）
馬単票数 計 322213 的中 �� 7092（17番人気）
ワイド票数 計 294956 的中 �� 11516（9番人気）�� 14385（7番人気）�� 16411（5番人気）
3連複票数 計 796046 的中 ��� 27466（7番人気）
3連単票数 計1091991 的中 ��� 5297（47番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．0―13．1―13．1―13．1―12．5―13．1―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―34．7―47．8―1：00．9―1：14．0―1：26．5―1：39．6―1：52．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ウ ナ ロ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Theatrical デビュー 2014．3．29 中京4着

2011．6．5生 牡3鹿 母 ヘヴンリーアドヴァイス 母母 Personally 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラバリック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月29日まで平地競走に

出走できない。
※ウィナーウェイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16089 6月29日 晴 稍重 （26阪神3）第8日 第5競走 ��
��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

79 ティルナノーグ 牡2鹿 54 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446 ―1：51．9 1．5�

811 トーセンバジル 牡2黒鹿54 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 クビ 6．8�
68 レッドソロモン 牡2鹿 54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 476 ―1：52．22 7．5�
11 アドマイヤロケット 牡2青鹿54 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452 ―1：52．3� 9．6�
710 サージェントバッジ 牡2黒鹿54 浜中 俊大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476 ―1：52．83 20．2	
33 カラーラビアンコ 牡2芦 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 468 ―1：53．86 40．6

44 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 528 ―1：53．9� 116．3�
812 ウインハインズ 牡2黒鹿54 和田 竜二�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 422 ―1：54．0� 105．0�
55 スズカプレスト 牡2鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 440 ―1：54．1� 11．5
67 ジョウショーチカラ 牡2青鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 高橋 康之 新冠 五丸農場 502 ―1：54．84 26．3�
22 ダンツフクキタル 牡2黒鹿54 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 458 ―1：54．9� 70．2�
56 ストロベリーボス 牡2鹿 54

51 ▲義 英真田頭 勇貴氏 崎山 博樹 安平 吉田牧場 464 ―1：56．17 143．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 41，113，400円 複勝： 73，776，700円 枠連： 11，606，300円
馬連： 59，789，400円 馬単： 50，232，600円 ワイド： 26，524，600円
3連複： 69，864，500円 3連単： 162，324，000円 計： 495，231，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 220円 �� 240円 �� 580円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 計 411134 的中 � 207702（1番人気）
複勝票数 計 737767 的中 � 478587（1番人気）� 54195（2番人気）� 49698（3番人気）
枠連票数 計 116063 的中 （7－8） 21356（2番人気）
馬連票数 計 597894 的中 �� 96262（1番人気）
馬単票数 計 502326 的中 �� 57559（1番人気）
ワイド票数 計 265246 的中 �� 33075（1番人気）�� 30051（2番人気）�� 9787（7番人気）
3連複票数 計 698645 的中 ��� 59252（1番人気）
3連単票数 計1623240 的中 ��� 47901（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．1―12．6―12．9―12．7―12．2―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．8―50．4―1：03．3―1：16．0―1：28．2―1：39．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティルナノーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West 初出走

2012．3．10生 牡2鹿 母 バイコースタル 母母 Ocean Queen 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16090 6月29日 晴 稍重 （26阪神3）第8日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時50分（番組第7競走を順序変更） （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，3歳53�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
2：24．2
2：22．1

良
良

22 スペキュレイター 牡4鹿 57 浜中 俊加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 486－ 22：31．9 14．0�
55 ククイナッツレイ 牡5黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：32．0� 6．8�
11 マンノアクトレス 牝4鹿 55

52 ▲義 英真萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 430± 02：32．42� 13．0�
33 ビップレボルシオン 牡3鹿 53 武 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋10 〃 クビ 3．2�
44 キョウワレイ 牝5鹿 55 小牧 太�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 468－ 22：32．5� 6．0	
77 フォントルロイ 牡5鹿 57 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 504＋122：32．81� 2．1

66 	 スリーダッシュ 牡4黒鹿57 川須 栄彦永井商事� 加藤 敬二 浦河 村中牧場 462＋ 62：34．410 53．9�

（7頭）

売 得 金
単勝： 28，375，600円 複勝： 29，756，300円 枠連： 発売なし
馬連： 44，749，100円 馬単： 37，895，700円 ワイド： 19，904，700円
3連複： 49，669，600円 3連単： 161，847，300円 計： 372，198，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 560円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，300円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 73，470円

票 数

単勝票数 計 283756 的中 � 16187（6番人気）
複勝票数 計 297563 的中 � 19927（6番人気）� 35705（4番人気）
馬連票数 計 447491 的中 �� 9440（13番人気）
馬単票数 計 378957 的中 �� 2928（28番人気）
ワイド票数 計 199047 的中 �� 6287（13番人気）�� 3893（15番人気）�� 4331（14番人気）
3連複票数 計 496696 的中 ��� 5183（23番人気）
3連単票数 計1618473 的中 ��� 1597（139番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―13．0―12．5―12．5―13．6―13．3―13．8―12．8―11．7―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．4―38．4―50．9―1：03．4―1：17．0―1：30．3―1：44．1―1：56．9―2：08．6―2：19．8

コーナー
通過順位

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

2
4
2－5－1，3，4，6－7・（2，5）1（3，4）（6，7）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペキュレイター �

父 リ ン カ ー ン �


母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．10．28 京都6着

2010．4．29生 牡4鹿 母 バレリーナチュチュ 母母 オ シ ア ナ 16戦2勝 賞金 25，796，000円



16091 6月29日 晴 重 （26阪神3）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分（番組第6競走を順序変更） （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

48 サンライズマーチ 牡4鹿 57
54 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 482＋ 61：10．6 2．5�

714� トータルヒート 牝3栗 52 戸崎 圭太 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 448＋ 41：10．81	 13．1�

713� ミリオンヴォルツ 牡5鹿 57 北村 宏司林 正道氏 高野 友和 米 WinStar
Farm LLC 492＋ 21：11．11
 7．5�

36 エーシングランダム 牝5黒鹿55 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 490－ 4 〃 アタマ 58．4�
47 サトノスパークル 牡3鹿 54 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 496＋ 41：11．2クビ 13．9	
59 メイショウユキチ 牡4鹿 57 酒井 学松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 494＋121：11．51
 22．8

11 ハピネスイズヒア 牡3栗 54

53 ☆中井 裕二阿部榮乃進氏 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 448± 0 〃 クビ 55．6�
12 � ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 478± 01：11．92	 23．9�
510� サンライズネオ 牡4黒鹿57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 470－ 21：12．0	 5．4
612 スクワドロン 牡4芦 57 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 512－ 41：12．1	 30．5�
24 サンレイクウッド 牡3鹿 54 幸 英明加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 506＋ 6 〃 クビ 14．6�
611 カ ジ キ 牡5鹿 57

54 ▲岩崎 翼幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 498－ 61：12．31� 12．3�
23 チーフアセスメント 牡3鹿 54 C．ウィリアムズ �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：12．4	 22．2�
（豪）

816 オリエンタルサン 牡4鹿 57 内田 博幸下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 464－ 61：12．93 51．5�
35 ヨゾラニネガイヲ 牝4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：13．85 71．3�
815 トゥルーカラーズ 牝4鹿 55 北村 友一畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 426－ 81：14．01� 198．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，919，100円 複勝： 59，370，300円 枠連： 21，628，300円
馬連： 81，140，400円 馬単： 42，019，300円 ワイド： 41，551，700円
3連複： 108，585，000円 3連単： 161，764，000円 計： 549，978，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 320円 � 210円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 770円 �� 390円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 14，150円

票 数

単勝票数 計 339191 的中 � 108234（1番人気）
複勝票数 計 593703 的中 � 164879（1番人気）� 35758（6番人気）� 65933（3番人気）
枠連票数 計 216283 的中 （4－7） 33702（1番人気）
馬連票数 計 811404 的中 �� 33957（4番人気）
馬単票数 計 420193 的中 �� 11566（6番人気）
ワイド票数 計 415517 的中 �� 13426（8番人気）�� 29776（2番人気）�� 7804（12番人気）
3連複票数 計1085850 的中 ��� 25409（6番人気）
3連単票数 計1617640 的中 ��� 8288（19番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．6―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズマーチ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2013．2．16 京都7着

2010．4．23生 牡4鹿 母 オールウェイズウィリング 母母 Always Loyal 15戦3勝 賞金 31，860，000円
〔発走状況〕 メイショウユキチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウユキチ号は，平成26年6月30日から平成26年7月29日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アルティメイト号・ゴッドドリーム号・サンマルヴィグラス号・スズカブリザード号・ミリアグラシア号・

メイショウカフウ号・メンカウラー号・ヤマニンブルジョン号
※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。

16092 6月29日 晴 重 （26阪神3）第8日 第8競走 ��
��1，800�

き の さ き

城 崎 特 別
発走13時50分 （ダート・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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 ヒラボクプリンス 牡4鹿 57 浜中 俊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 488＋ 61：51．0 3．3�
24 マ ル ケ サ ス 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：51．42� 17．5�
35 トランザムスター 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 560± 01：51．5	 2．6�
59 レッドサクセサー 牡4青鹿57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 538＋ 21：51．6� 6．1�
23 
 ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 458± 01：51．91	 41．1	
713 カリスマサンタイム 牡4黒鹿57 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 504± 01：52．21	 118．0

815 メイショウテンシュ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 岡田 稲男 新ひだか 土田農場 528－ 41：52．3	 9．2�
12 サトノシーザー 牡5青 57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 530＋ 21：52．4クビ 29．0�
816 キングオブタイム 牡3黒鹿54 小牧 太有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 492＋ 21：52．5� 30．9
612 メイショウアサアケ 牡5黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 500＋ 61：52．6クビ 22．2�
611 エンキンドル 牡3青 54 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 21：52．7� 21．2�
47 オーバーヘッド 牡6栗 57 酒井 学水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 488－ 41：52．91� 148．0�
11 フェイマスエンド 牡3栗 54 田辺 裕信有限会社シルク�島 一歩 新冠 中村農場 476＋ 41：53．32� 56．3�
36 ジェットブリット 牡5黒鹿57 内田 博幸�G1レーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 570－ 21：53．72� 163．4�
714
 サンデーミノル 牡4鹿 57 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 494－171：53．91� 169．5�
510 タイセイウインディ 牡4黒鹿57 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 酒井 秀紀 446－ 61：54．32� 56．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，970，200円 複勝： 56，453，600円 枠連： 23，012，300円
馬連： 100，658，400円 馬単： 54，226，300円 ワイド： 43，399，500円
3連複： 125，127，800円 3連単： 209，081，500円 計： 649，929，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 400円 � 130円 枠 連（2－4） 2，500円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 250円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 30，400円

票 数

単勝票数 計 379702 的中 � 90347（2番人気）
複勝票数 計 564536 的中 � 111471（2番人気）� 23867（6番人気）� 136074（1番人気）
枠連票数 計 230123 的中 （2－4） 7128（11番人気）
馬連票数 計1006584 的中 �� 20242（11番人気）
馬単票数 計 542263 的中 �� 6650（18番人気）
ワイド票数 計 433995 的中 �� 7508（14番人気）�� 52872（1番人気）�� 9262（10番人気）
3連複票数 計1251278 的中 ��� 25602（8番人気）
3連単票数 計2090815 的中 ��� 4985（77番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．9―11．8―12．5―12．9―12．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．3―48．1―1：00．6―1：13．5―1：26．1―1：38．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ヒラボクプリンス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．5．26 京都4着

2010．3．22生 牡4鹿 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 14戦3勝 賞金 43，323，000円
〔制裁〕 レッドサクセサー号の騎手岩田康誠は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・1番）
※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 カノヤプレジデント号



16093 6月29日 晴 良 （26阪神3）第8日 第9競走 ��
��1，200�

か い け

皆 生 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．6．22以降26．6．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

713 レ ム ミ ラ ス 牝3鹿 51 戸崎 圭太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 436－ 21：09．9 10．1�
714 カシノタロン 牝3栗 50 高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 434＋ 4 〃 クビ 17．2�
612 ワ ー ル ン ガ 牡4栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 8 〃 ハナ 2．4�
816� シルクバーニッシュ 牡5鹿 54 川須 栄彦有限会社シルク中内田充正 平取 坂東牧場 476＋ 2 〃 アタマ 26．4�
815 カシノエルフ 牡5栗 52 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 488－ 21：10．0クビ 72．4�
510 ヤ マ ノ レ オ �4栗 56 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 490－ 2 〃 クビ 7．0	
24 ローガンサファイア 牝4鹿 56 浜中 俊 
キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 432－ 41：10．1クビ 3．4�
35 � ウエスタンムサシ 牡5芦 53 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 508＋ 2 〃 ハナ 38．6�
23 ビットスターダム 牡6芦 55 幸 英明馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464－ 41：10．2	 41．5
11 マイティースコール 牡6栗 54 
島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：10．3クビ 41．0�
59 ヒカリトリトン 牡6鹿 53 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 498－ 2 〃 クビ 94．1�
47 ヒ ー ラ 牝5鹿 52 中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 432＋16 〃 ハナ 15．4�
48 ウォーターサムデイ 牡8鹿 53 松山 弘平山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 476－ 81：10．51� 83．8�
12 アイビーフォールド 牡7鹿 53 北村 友一 
キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 474± 01：10．6� 47．0�
611 エランドール 牝6鹿 51 松若 風馬
辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 448＋ 21：10．81 72．8�
36 ビップセレブアイ 牡6青鹿53 北村 宏司鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 484± 0 〃 ハナ 137．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，055，000円 複勝： 56，930，500円 枠連： 26，898，900円
馬連： 120，598，500円 馬単： 66，511，200円 ワイド： 49，578，400円
3連複： 146，000，000円 3連単： 253，630，000円 計： 758，202，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 290円 � 380円 � 130円 枠 連（7－7） 6，290円

馬 連 �� 6，650円 馬 単 �� 12，830円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 600円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 43，260円

票 数

単勝票数 計 380550 的中 � 30025（4番人気）
複勝票数 計 569305 的中 � 42719（4番人気）� 29917（6番人気）� 154450（1番人気）
枠連票数 計 268989 的中 （7－7） 3312（21番人気）
馬連票数 計1205985 的中 �� 14046（21番人気）
馬単票数 計 665112 的中 �� 3886（39番人気）
ワイド票数 計 495784 的中 �� 6371（21番人気）�� 21874（4番人気）�� 17317（7番人気）
3連複票数 計1460000 的中 ��� 21147（12番人気）
3連単票数 計2536300 的中 ��� 4250（117番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―11．2―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．2―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ム ミ ラ ス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．9．7 阪神12着

2011．3．11生 牝3鹿 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 8戦3勝 賞金 31，950，000円
〔発走状況〕 エランドール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 シルクバーニッシュ号の騎手川須栄彦は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エランドール号は，平成26年6月30日から平成26年7月20日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

16094 6月29日 曇 良 （26阪神3）第8日 第10競走
永遠の疾風

��
��2，000�サイレンススズカカップ

発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．6．22以降26．6．22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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 タガノグーフォ �5黒鹿54 戸崎 圭太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 476－ 62：02．1 18．2�
22 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486± 0 〃 ハナ 7．9�
11 エーシングングン 牡5栗 55 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 478± 02：02．2� 6．0�
44 メイショウジンム 牡8鹿 53 北村 宏司松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 450＋ 22：02．3クビ 55．6�
55 アドマイヤケルソ 牡6栗 55 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486＋ 82：02．4� 8．7�
88 ジェントルマン 牡6黒鹿57 C．ウィリアムズ 近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 486± 02：03．03	 1．9	

（豪）

77 ローゼンケーニッヒ 牡5黒鹿56 小牧 太 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 7．9�
33 サイモンガーランド 牝5鹿 52 熊沢 重文澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 486－ 62：04．27 66．1�
89 トウシンイーグル �6鹿 54 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 464－162：04．83	 8．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，510，200円 複勝： 64，327，700円 枠連： 21，544，000円
馬連： 115，613，600円 馬単： 81，750，200円 ワイド： 44，100，400円
3連複： 131，655，000円 3連単： 359，817，400円 計： 869，318，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 470円 � 220円 � 180円 枠 連（2－6） 4，620円

馬 連 �� 7，080円 馬 単 �� 15，150円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，790円 �� 600円

3 連 複 ��� 10，990円 3 連 単 ��� 96，680円

票 数

単勝票数 計 505102 的中 � 22193（7番人気）
複勝票数 計 643277 的中 � 28688（7番人気）� 80093（3番人気）� 105630（2番人気）
枠連票数 計 215440 的中 （2－6） 3612（15番人気）
馬連票数 計1156136 的中 �� 12650（22番人気）
馬単票数 計 817502 的中 �� 4046（41番人気）
ワイド票数 計 441004 的中 �� 7445（18番人気）�� 6135（21番人気）�� 19832（6番人気）
3連複票数 計1316550 的中 ��� 8983（32番人気）
3連単票数 計3598174 的中 ��� 2698（226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．1―49．5―1：01．8―1：14．0―1：25．8―1：37．5―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．3
1
3
3，4，1，5（2，9）8，6－7
3，4－（1，5）（2，8，9）（6，7）

2
4
3，4，1，5，2（8，9）6，7・（3，4）（1，5）（2，8）（6，9，7）

勝馬の
紹 介

タガノグーフォ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．10．22 京都1着

2009．4．17生 �5黒鹿 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング 23戦5勝 賞金 55，139，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

２レース目



16095 6月29日 曇 良 （26阪神3）第8日 第11競走
JRA60周年記念

��
��2，200�第55回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上58�，牝馬2�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 132，000，000円 53，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，200，000円
付 加 賞 2，562，000円 732，000円 366，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：10．1
2：10．0
2：10．1

良
良
良

811 ゴールドシップ 牡5芦 58 横山 典弘小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B504－ 22：13．9 2．7�
55 カレンミロティック �6栗 58 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－ 82：14．43 55．9�
33 ヴィルシーナ 牝5青 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：14．61	 35．6�
44 ヒットザターゲット 牡6栗 58 武 豊前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 514－ 6 〃 クビ 70．9�
22 デニムアンドルビー 牝4鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 ハナ 24．3�
812 フェイムゲーム 牡4青鹿58 北村 宏司 	サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 450－ 22：14．7クビ 33．1

67 ウインバリアシオン 牡6鹿 58 岩田 康誠�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 522－ 42：14．8
 3．0�
11 ホッコーブレーヴ 牡6鹿 58 戸崎 圭太矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 480＋ 2 〃 ハナ 16．3�
56 ジェンティルドンナ 牝5鹿 56 川田 将雅 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468 2：15．11
 4．1
68 トーセンジョーダン 牡8鹿 58 内田 博幸島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 490－ 42：15．31	 67．2�
710 メイショウマンボ 牝4鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488＋ 22：15．4クビ 10．4�
79 ヴェルデグリーン 牡6栗 58 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 470－ 62：16．14 64．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 803，715，500円 複勝： 653，036，100円 枠連： 362，618，200円 馬連： 2，659，060，300円 馬単： 1，345，086，400円
ワイド： 731，728，200円 3連複： 2，993，179，600円 3連単： 7，813，650，000円 5重勝： 777，444，700円 計： 18，139，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 810円 � 820円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 8，990円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 2，630円 �� 9，110円

3 連 複 ��� 57，870円 3 連 単 ��� 251，440円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／函館11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 108，842，250円

票 数

単勝票数 計8037155 的中 � 2318426（1番人気）
複勝票数 計6530361 的中 � 1406660（2番人気）� 173346（8番人気）� 171878（9番人気）
枠連票数 計3626182 的中 （5－8） 423199（3番人気）
馬連票数 計26590603 的中 �� 243769（22番人気）
馬単票数 計13450864 的中 �� 98775（29番人気）
ワイド票数 計7317282 的中 �� 89637（18番人気）�� 71939（24番人気）�� 20386（51番人気）
3連複票数 計29931796 的中 ��� 38789（110番人気）
3連単票数 計78136500 的中 ��� 22529（468番人気）
5重勝票数 計7774447 的中 ����� 5

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―36．4―49．6―1：02．4―1：14．5―1：26．5―1：38．3―1：50．0―2：01．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドシップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．7．9 函館1着

2009．3．6生 牡5芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 19戦11勝 賞金 1，101，677，000円

16096 6月29日 曇 重 （26阪神3）第8日 第12競走 ��
��1，400�リ ボ ン 賞

発走16時30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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

48 エイシンライアン 牡4黒鹿57 福永 祐一平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468－ 41：24．6 2．4�
714 リュクスメジャー 牝5栗 55 浜中 俊田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 8 〃 クビ 17．8�
612 ハニードント 牝3栗 52 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 444－ 21：24．81� 32．4�
713 クワイアーソウル 牡6黒鹿57 横山 典弘�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 488－121：25．01� 17．7�
510 メイショウユメゴゼ 牝5栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 472＋ 4 〃 クビ 9．6�
816 ワキノネクサス 牝5鹿 55 北村 友一脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 446－ 21：25．21� 166．2	
11 	 アイアンテール 牡6鹿 57 太宰 啓介鎌田 博
氏 本田 優 新冠 柏木 一則 514－101：25．41 36．2�
59 ジャマイカジョー 牡6黒鹿57 幸 英明薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 474± 0 〃 アタマ 94．8�
23 コスタアレグレ 牡4栗 57 C．ウィリアムズ 安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 476＋141：25．61� 5．4

（豪）

12 メイショウゲンブ 牡5鹿 57 小牧 太松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 478＋ 4 〃 ハナ 19．5�
815 タガノナパヴァレー 
5黒鹿57 中井 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 6 〃 クビ 88．2�
611 ベルラピエル 牡5黒鹿57 池添 謙一 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 480－ 41：25．81� 64．8�
24 ブロードソード 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：25．9� 3．6�
47 リズミックビート 牡7栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 526＋ 61：26．0クビ 216．7�
36 タイキガラハッド 牡6栗 57 酒井 学�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 508± 0 〃 ハナ 141．5�
35 メイショウアルザス 牡5鹿 57 岩崎 翼松本 好
氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 462－ 4 （競走中止） 113．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，021，400円 複勝： 111，868，000円 枠連： 72，644，600円
馬連： 244，633，800円 馬単： 127，562，900円 ワイド： 96，532，400円
3連複： 291，597，500円 3連単： 602，260，200円 計： 1，636，120，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 380円 � 590円 枠 連（4－7） 1，190円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，310円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 16，910円 3 連 単 ��� 56，150円

票 数

単勝票数 計 890214 的中 � 288370（1番人気）
複勝票数 計1118680 的中 � 292031（1番人気）� 63775（6番人気）� 37584（9番人気）
枠連票数 計 726446 的中 （4－7） 47212（4番人気）
馬連票数 計2446338 的中 �� 75822（8番人気）
馬単票数 計1275629 的中 �� 30779（9番人気）
ワイド票数 計 965324 的中 �� 28223（8番人気）�� 19062（13番人気）�� 4866（39番人気）
3連複票数 計2915975 的中 ��� 12930（48番人気）
3連単票数 計6022602 的中 ��� 7775（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．3―48．7―1：01．1―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンライアン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Xaar デビュー 2013．1．26 京都2着

2010．3．7生 牡4黒鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 9戦4勝 賞金 47，142，000円
〔競走中止〕 メイショウアルザス号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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） 1頭 アグネスダリム号
（非抽選馬） 2頭 カリスマサンスカイ号・ネオシーサー号
※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。

５レース目



（26阪神3）第8日 6月29日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 162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

438，570，000円
2，080，000円
6，280，000円
5，560，000円
40，360，000円
62，800，000円
4，656，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
1，215，134，500円
1，308，366，300円
592，060，900円
3，619，294，700円
1，940，486，000円
1，154，781，200円
4，188，501，500円
10，194，738，200円
777，444，700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
5 重 勝
計 24，990，808，000円

総入場人員 71，793名 （有料入場人員 68，354名）



平成26年度 第3回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，357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

1，855，390，000円
6，240，000円
54，320，000円
14，960，000円
165，870，000円
518，266，000円
38，030，400円
13，027，200円

勝馬投票券売得金
3，892，806，600円
6，125，485，800円
2，178，725，900円
10，557，169，900円
5，948，197，500円
4，183，530，400円
13，397，126，100円
26，963，547，900円
777，444，700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
5 重 勝
計 74，024，034，800円

総入場延人員 182，689名 （有料入場延人員 151，935名）
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