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16061 6月21日 晴 稍重 （27阪神3）第6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
1：08．8
1：08．7

重
重

48 タガノディナー 牝3黒鹿 54
51 ▲�島 克駿八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 408－ 61：12．0 91．3�
816 タイセイメテオ 牡3栗 56 小牧 太田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 470＋ 41：12．31� 9．8�
23 メイショウサンゾウ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 510＋ 21：12．4� 3．2�
11 ティーエスアルスト 牡3栗 56

53 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 440＋10 〃 クビ 46．5�
611 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56 M．デムーロ中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ

ファーム 486－ 21：12．5� 2．4�
12 カワキタキャッスル 牝3黒鹿54 国分 恭介川島 吉男氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 476＋ 61：12．81� 86．9�
815 エレディータ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 	シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B458－10 〃 クビ 28．5

612 ロ ザ ム ン デ 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 21：13．01 42．3�

510 ヨドノナイト 牡3鹿 56 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 498± 01：13．42� 16．2�
714 メイショウアライソ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 湯窪 幸雄 様似 中脇 一幸 482－ 81：13．82� 14．1
24 ファインドミー 牝3鹿 54 中谷 雄太飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 464＋ 41：14．22� 185．7�
47 キ ラ キ ラ 牝3鹿 54 川島 信二	ターフ・スポート飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 490＋141：14．4� 214．5�
36 ダイゴキンリュウ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 472 ―1：14．72 230．1�
35 ニ エ ロ 牝3青鹿54 佐藤 友則	ターフ・スポート西村 真幸 安平 ノーザンファーム 394－ 41：14．91� 114．1�

（笠松）

59 プリュクベル 牝3鹿 54 松山 弘平加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋141：17．1大差 6．2�

713 リッカギムレットー 牝3鹿 54 岡田 祥嗣立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 410＋ 61：17．31� 55．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，392，500円 複勝： 20，943，200円 枠連： 9，822，000円
馬連： 39，421，300円 馬単： 23，571，600円 ワイド： 22，254，400円
3連複： 56，931，900円 3連単： 81，236，700円 計： 269，573，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，130円 複 勝 � 1，170円 � 240円 � 170円 枠 連（4－8） 13，960円

馬 連 �� 31，230円 馬 単 �� 66，460円

ワ イ ド �� 6，200円 �� 2，660円 �� 480円

3 連 複 ��� 23，060円 3 連 単 ��� 267，710円

票 数

単勝票数 計 153925 的中 � 1348（12番人気）
複勝票数 計 209432 的中 � 3469（11番人気）� 23191（4番人気）� 40329（2番人気）
枠連票数 計 98220 的中 （4－8） 545（24番人気）
馬連票数 計 394213 的中 �� 978（47番人気）
馬単票数 計 235716 的中 �� 266（90番人気）
ワイド票数 計 222544 的中 �� 871（44番人気）�� 2061（25番人気）�� 13123（5番人気）
3連複票数 計 569319 的中 ��� 1851（56番人気）
3連単票数 計 812367 的中 ��� 220（492番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．0―12．1―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノディナー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．8．24 小倉4着

2012．4．11生 牝3黒鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 6戦1勝 賞金 6，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 タガノディナー号の騎手�島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

ティーエスアルスト号の騎手義英真は，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30，000円。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリュクベル号・リッカギムレットー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月

21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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マンテンスマイル号
（非抽選馬） 8頭 アメリカンマッスル号・クリノショシャリン号・サンライズシーズン号・スズカレグルス号・スーパールミナル号・

ナリタサウス号・ページェントリー号・メイショウメガミ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

16062 6月21日 晴 稍重 （27阪神3）第6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

11 トウカイパイロ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 466＋121：53．2 12．7�
510 サンライズステラ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 440＋101：53．52 16．8�
35 オウケンワールド 牡3芦 56 佐藤 友則福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B476－201：53．6クビ 17．5�

（笠松）

24 ギンザセレクト 牡3青鹿56 M．デムーロ有馬 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 490＋ 41：53．81� 3．1�
612 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 B556＋ 61：53．9クビ 4．6�
23 ギ ョ イ 牡3鹿 56 �島 良太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 452＋ 81：54．43 18．1�
36 ヒルノケルン 牡3鹿 56 中谷 雄太	ヒルノ 昆 貢 新ひだか 桜井牧場 500＋ 41：55．14 6．5

713 メイショウオウケン 牡3栗 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 赤田牧場 426－ 41：55．31� 71．9�
816 スズカノーチラス 牡3鹿 56 高倉 稜永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 434＋ 81：55．51� 105．8�
59 ラフィングクラブ 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬吉田 勝己氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 6 〃 アタマ 6．7

714 トミーゴールド 牡3栗 56
53 ▲義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 460－ 41：55．81� 95．9�

12 エンパイアルーラー 	3鹿 56 熊沢 重文畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 550＋ 21：56．33 246．9�
815 エイシンターザン 牡3鹿 56 小牧 太	栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494＋ 61：56．83 13．8�
47 ウォーターボンド 牡3青鹿56 藤懸 貴志山岡 良一氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 468＋ 2 〃 クビ 136．7�
611 スリーフルマーク 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼永井商事	 村山 明 日高 松平牧場 488 ―1：57．01� 88．7�
48 トーコーリバース 牡3栗 56 中井 裕二森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466－ 41：58．59 23．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，807，700円 複勝： 30，810，600円 枠連： 12，477，500円
馬連： 44，935，500円 馬単： 23，873，800円 ワイド： 27，753，100円
3連複： 62，881，100円 3連単： 81，413，300円 計： 304，952，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 350円 � 350円 � 660円 枠 連（1－5） 2，630円

馬 連 �� 9，290円 馬 単 �� 16，500円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 2，860円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 59，240円 3 連 単 ��� 396，130円

票 数

単勝票数 計 208077 的中 � 13043（5番人気）
複勝票数 計 308106 的中 � 24473（5番人気）� 24299（6番人気）� 11237（9番人気）
枠連票数 計 124775 的中 （1－5） 3663（11番人気）
馬連票数 計 449355 的中 �� 3746（34番人気）
馬単票数 計 238738 的中 �� 1085（61番人気）
ワイド票数 計 277531 的中 �� 2613（34番人気）�� 2511（35番人気）�� 1370（46番人気）
3連複票数 計 628811 的中 ��� 796（145番人気）
3連単票数 計 814133 的中 ��� 149（969番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―13．4―13．0―12．3―12．3―12．6―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―37．1―50．1―1：02．4―1：14．7―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイパイロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．4．19 阪神11着

2012．5．5生 牡3黒鹿 母 トウカイラブ 母母 トウカイロータス 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ギンザセレクト号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーコーリバース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月21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 アニマルスピリッツ号
（非抽選馬） 1頭 ミュゼバトラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 阪神競馬 第６日



16063 6月21日 晴 稍重 （27阪神3）第6日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00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
1：19．9
1：19．0

良
良

818 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿56 中谷 雄太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 464＋ 41：22．0 37．7�
59 ティーエスバラ 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498＋ 4 〃 クビ 10．7�
48 シンボリシャガール 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 448－121：22．21� 31．4�
817 ノミネーション 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 4 〃 ハナ 3．4�
35 トウカイルンバ 牡3黒鹿56 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 438＋ 21：22．3� 105．5�
12 バイザウェイ 牡3青鹿56 藤岡 佑介 Him Rock Racing 高橋 義忠 浦河 桑田フアーム 472＋ 6 〃 クビ 8．2�
36 カ ル シ ャ ン 牝3鹿 54 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 454＋101：22．4� 17．4	
47 カゼノカオリ 牝3鹿 54 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 478－ 21：22．5クビ 6．4

611 レッドディザーブ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 476－ 41：22．71� 3．4�
612 ゴールデンボーダー 牝3栗 54

51 ▲義 英真下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 440＋ 8 〃 ハナ 69．0
23 アングライフェン 牡3鹿 56

53 ▲	島 克駿前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452± 01：23．12� 11．1�

11 ローズカリーナ 牝3栗 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 392＋101：23．63 50．0�
24 カネトシルミナ 牝3鹿 54 森 一馬兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 武田 寛治 434 ―1：23．92 390．5�
714 ハッピージュエル 牝3栗 54 中井 裕二�辻牧場 中内田充正 浦河 辻 牧場 450 ―1：24．0
 103．9�
713 ネオヴィーヴ 牝3黒鹿54 川島 信二小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468＋ 81：24．1� 521．7�
816 エイシンアグライア 牝3黒鹿54 国分 恭介�栄進堂 中尾 秀正 浦河 小島牧場 406± 01：25．27 84．9�
510 セレブデート 牝3鹿 54 	島 良太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 420＋ 41：25．52 336．9�
715 サンライズビジュー 牡3栗 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 426＋ 41：26．03 46．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，261，100円 複勝： 38，816，300円 枠連： 13，498，500円
馬連： 54，895，000円 馬単： 29，790，100円 ワイド： 32，543，500円
3連複： 78，659，900円 3連単： 100，551，700円 計： 373，016，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，770円 複 勝 � 1，210円 � 290円 � 1，050円 枠 連（5－8） 1，290円

馬 連 �� 20，190円 馬 単 �� 40，250円

ワ イ ド �� 5，000円 �� 18，860円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 123，160円 3 連 単 ��� 911，240円

票 数

単勝票数 計 242611 的中 � 5144（9番人気）
複勝票数 計 388163 的中 � 7759（9番人気）� 40152（4番人気）� 9038（8番人気）
枠連票数 計 134985 的中 （5－8） 8096（5番人気）
馬連票数 計 548950 的中 �� 2107（42番人気）
馬単票数 計 297901 的中 �� 555（85番人気）
ワイド票数 計 325435 的中 �� 1685（37番人気）�� 442（79番人気）�� 1789（36番人気）
3連複票数 計 786599 的中 ��� 479（202番人気）
3連単票数 計1005517 的中 ��� 80（1309番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．7―46．3―57．9―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ン ト オ ー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．1．18 中京7着

2012．3．12生 牡3黒鹿 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔発走状況・騎手変更〕 セレブデート号は，枠入り不良。枠入り時に転倒。騎手三津谷隼人は検査のため	島良太に変更。検量

及び装鞍のやり直しのため発走時刻11分遅延。
〔その他〕 セレブデート号は，本会所定の服色を使用。
※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 ホープフルデイズ号

16064 6月21日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（27阪神3）第6日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30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

810 トニーポケット 牡6鹿 60 熊沢 重文藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 B486－ 23：17．9 4．9�

89 グレイトハスラー 牡4栗 60 平沢 健治小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 B468－123：18．53� 37．7�
33 ヤマノサファイア 牡7栗 60 植野 貴也澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 458＋ 83：18．71� 6．7�
11 アーサーバローズ 牡6栗 60 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 482－ 23：19．76 12．0�
44 アドマイヤバートン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 492± 03：20．01� 3．9�
78 ファイアーシチー 牡4青鹿60 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 464± 03：20．1クビ 4．0	
77 コアレスドラード 牡7栗 60 難波 剛健小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 468＋103：20．31� 9．1

22 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B484－143：21．68 15．8�
55 メイショウライウン 牡4鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 454± 03：23．9大差 10．2�
66 エ ト ラ 牝4鹿 58 佐久間寛志佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 442± 03：26．3大差 68．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，850，500円 複勝： 16，394，800円 枠連： 10，370，600円
馬連： 35，078，400円 馬単： 21，087，900円 ワイド： 18，298，300円
3連複： 49，790，900円 3連単： 82，799，400円 計： 248，670，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 850円 � 270円 枠 連（8－8） 9，080円

馬 連 �� 9，890円 馬 単 �� 15，000円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 1，050円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 30，430円 3 連 単 ��� 152，740円

票 数

単勝票数 計 148505 的中 � 24222（3番人気）
複勝票数 計 163948 的中 � 28151（2番人気）� 3975（9番人気）� 16014（4番人気）
枠連票数 計 103706 的中 （8－8） 885（25番人気）
馬連票数 計 350784 的中 �� 2747（31番人気）
馬単票数 計 210879 的中 �� 1054（59番人気）
ワイド票数 計 182983 的中 �� 1472（32番人気）�� 4665（16番人気）�� 996（37番人気）
3連複票数 計 497909 的中 ��� 1227（79番人気）
3連単票数 計 827994 的中 ��� 393（419番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．1－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トニーポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．1．9 京都3着

2009．3．22生 牡6鹿 母 デビルインマインド 母母 シーキングロイヤル 障害：3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時40分に変更。

追 加 記 事（第 3回阪神競馬第 3日第 3競走）
〔その他〕　　ダノンプリマベーラ号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



16065 6月21日 晴 良 （27阪神3）第6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
1：32．3

良
良

89 ウインクルサルーテ 牝2鹿 54 秋山真一郎塚本 能交氏 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 406 ―1：38．5 12．7�
44 マイネルサグラ 牡2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：38．71� 9．0�
33 デアリングエッジ 牝2栗 54

53 ☆岩崎 翼 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 クビ 2．1�
55 ダンツプリウス 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 494 ―1：38．8クビ 7．2�
66 ジェントルハート 牝2栗 54 M．デムーロ前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ―1：39．43� 3．8	
77 パ キ ラ 牝2黒鹿54 松山 弘平藤田 好紀氏 田中 章博 新ひだか 小河 豊水 410 ―1：39．71	 40．2

22 フォールドイン 牡2黒鹿54 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 高橋 修 448 ―1：40．33� 27．2�

（笠松）

11 モズバンブルビー 牡2黒鹿54 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470 ―1：40．83 24．5�
88 オ ン ガ エ シ 牡2栗 54 幸 英明菅藤 宗一氏 木原 一良 新冠 佐藤牧場 452 ―1：40．9クビ 29．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，739，200円 複勝： 28，060，200円 枠連： 8，121，500円
馬連： 43，699，000円 馬単： 29，927，800円 ワイド： 24，432，400円
3連複： 50，280，200円 3連単： 106，122，300円 計： 324，382，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 220円 � 180円 � 110円 枠 連（4－8） 3，260円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 510円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 23，390円

票 数

単勝票数 計 337392 的中 � 22346（5番人気）
複勝票数 計 280602 的中 � 22935（5番人気）� 33281（4番人気）� 98293（1番人気）
枠連票数 計 81215 的中 （4－8） 1927（12番人気）
馬連票数 計 436990 的中 �� 9356（12番人気）
馬単票数 計 299278 的中 �� 2676（28番人気）
ワイド票数 計 244324 的中 �� 4511（14番人気）�� 12220（6番人気）�� 20212（3番人気）
3連複票数 計 502802 的中 ��� 19422（5番人気）
3連単票数 計1061223 的中 ��� 3288（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―37．2―50．2―1：03．6―1：15．4―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F34．9
3 9，3，7（6，8）4，5，2，1 4 9，3（6，7，8）4（5，2）1
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ウインクルサルーテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．3．7生 牝2鹿 母 パッショナルダンス 母母 ランバダスタイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 タイセイエクレール号（疾病〔感冒〕のため）・レッドカーペット号（疾病〔顔部フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

16066 6月21日 晴 稍重 （27阪神3）第6日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12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 7，500，000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

11 ディアブルーダー �4鹿 57 M．デムーロ髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 510－ 41：51．7 1．4�
612	 キーアシスト 牡4鹿 57 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 492－ 81：51．8
 8．7�
815 コンセギール 牡3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492＋ 21：51．9� 174．2�

714 サトノロブロイ 牡4鹿 57 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 512－ 61：52．0� 4．7�
35 テイエムボッケモン 牡4栗 57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 488－ 21：52．42
 112．6�
510 ハッピーメモリーズ 牡4芦 57 国分 恭介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 482＋ 1 〃 クビ 63．1�
611 ワールドリースター 牡3鹿 54 松山 弘平 	サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：52．5
 24．7

48 コウエイアース 牡5鹿 57

54 ▲�島 克駿西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 468＋ 41：52．71 43．3�
47 	 メジャーシップ 牡4鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 490－ 61：52．8
 103．7�
36 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 474－ 41：52．9
 34．4
23 ダイナミックショー 牡3鹿 54 小牧 太小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 554＋ 61：53．32
 51．3�
24 メイショウクオン 牡3鹿 54 幸 英明松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 498＋ 41：54．04 23．2�
59 アマノウインジー 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 488＋ 4 〃 クビ 106．7�
816 ショウナンガッチャ 牡4栗 57 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 480－ 41：54．53 34．7�
713	 カミングアップ 牡5鹿 57 佐藤 友則薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 木下牧場 500－ 6 〃 クビ 296．5�

（笠松）

12 	 ライブリヘイロー 牝5鹿 55 伊藤 工真加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 468－ 61：54．6クビ 255．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，286，800円 複勝： 107，176，400円 枠連： 20，464，400円
馬連： 68，887，000円 馬単： 49，436，500円 ワイド： 38，514，100円
3連複： 98，355，000円 3連単： 171，603，700円 計： 586，723，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 2，230円 枠 連（1－6） 350円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 250円 �� 4，060円 �� 14，110円

3 連 複 ��� 22，240円 3 連 単 ��� 45，350円

票 数

単勝票数 計 322868 的中 � 176478（1番人気）
複勝票数 計1071764 的中 � 818669（1番人気）� 62059（2番人気）� 2335（14番人気）
枠連票数 計 204644 的中 （1－6） 44847（2番人気）
馬連票数 計 688870 的中 �� 114917（2番人気）
馬単票数 計 494365 的中 �� 74281（2番人気）
ワイド票数 計 385141 的中 �� 48090（2番人気）�� 2166（31番人気）�� 615（67番人気）
3連複票数 計 983550 的中 ��� 3316（48番人気）
3連単票数 計1716037 的中 ��� 2743（118番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．8―12．4―12．6―12．5―12．3―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．1―48．5―1：01．1―1：13．6―1：25．9―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアブルーダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．5．3 京都6着

2011．5．2生 �4鹿 母 サクセスウイッチ 母母 アワーミスレッグス 10戦3勝 賞金 40，110，000円
〔騎手変更〕 ダイナミックショー号の騎手三津谷隼人は，第3競走での枠入り時の落馬負傷のため小牧太に変更。
※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） 2頭 サカジロハンサム号・マルイチワンダー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



16067 6月21日 晴 良 （27阪神3）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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 7，500，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

814 バトルムーングロウ 牝4栗 55
54 ☆岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 494＋ 61：08．9 17．4�

610 ポップオーヴァー 牝3鹿 52 M．デムーロ橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 ハナ 4．5�
712 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 川島 信二小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460＋101：09．11 17．1�
11 ギャラクシーエクス 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 10．4�
22 ケイリンボス 牡4栗 57 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 516± 01：09．2� 4．9�
58 チェネレントラ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：09．3� 67．8	
713 タマモイヤリング 牝3黒鹿52 藤懸 貴志タマモ
 角田 晃一 日高 スマイルファーム 454＋ 41：09．4クビ 33．3�
46 	 オ ウ ノ ミ チ 牡4黒鹿57 佐藤 友則小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 458－12 〃 クビ 24．1�

（笠松）

59 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 秋山真一郎田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B476－ 61：09．5クビ 138．0
34 ワキノキセキ 牡5黒鹿57 国分 恭介脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 468± 0 〃 ハナ 37．3�
47 ダンツメガヒット 
3栗 54 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 462－14 〃 ハナ 48．8�
815 メイショウブイダン 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 464＋ 21：09．6� 2．2�
611 トシファイブスター 牡5黒鹿57 中井 裕二田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 456＋ 21：09．81 178．4�
23 テイエムシングン 牡5鹿 57 小牧 太竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか グランド牧場 512＋12 〃 クビ 54．5�
35 	 ベルエアファルコン 牡5栗 57 �島 良太榮 義則氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 484－ 71：10．01� 241．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，031，100円 複勝： 39，055，200円 枠連： 17，887，900円
馬連： 70，006，900円 馬単： 37，160，400円 ワイド： 36，621，600円
3連複： 86，723，100円 3連単： 129，553，600円 計： 449，039，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 410円 � 210円 � 360円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，290円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 10，420円 3 連 単 ��� 82，170円

票 数

単勝票数 計 320311 的中 � 14667（6番人気）
複勝票数 計 390552 的中 � 22424（6番人気）� 56998（3番人気）� 26419（5番人気）
枠連票数 計 178879 的中 （6－8） 35250（1番人気）
馬連票数 計 700069 的中 �� 14781（12番人気）
馬単票数 計 371604 的中 �� 3383（26番人気）
ワイド票数 計 366216 的中 �� 7572（13番人気）�� 4045（23番人気）�� 7885（11番人気）
3連複票数 計 867231 的中 ��� 6241（34番人気）
3連単票数 計1295536 的中 ��� 1143（227番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．1―11．4―11．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―33．9―45．3―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（1，10）（4，14）（9，15）－13（7，12）8（6，11）－5，2，3 4 1，10（4，15）14（9，13）12（7，8）（6，11）2，5－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バトルムーングロウ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．27生 牝4栗 母 ポ リ リ ズ ム 母母 スプリットザナイト 17戦2勝 賞金 22，200，000円
※出走取消馬 アグネスユーリヤ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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） 3頭 エルノルテ号・グッドレインボー号・マジカルビアンカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

16068 6月21日 晴 良 （27阪神3）第6日 第8競走 ��
��2，000�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 7，500，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

56 ブランドベルグ 牡3青鹿54 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474± 02：01．3 5．0�
69 ジェネラルゴジップ 牡3青鹿54 幸 英明 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 466－ 22：01．83 4．1�
22 トウキョウタフガイ 牡4鹿 57 松山 弘平市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 476－ 22：02．01� 5．0�
710 ク レ ス ト 牡3青鹿54 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490± 0 〃 ハナ 6．8�
711	 ウィズアミッション 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 430＋102：02．42� 3．9	
11 ロードフェンネル 
4黒鹿57 �島 良太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 466± 02：02．61� 22．7

45  キ ン コ バ ン 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 478＋ 22：02．7� 24．7�
33 グ ラ ー ネ 牡6鹿 57 国分 恭介 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－ 82：03．12� 27．8�
44 グランスエルテ 牡5栗 57 秋山真一郎 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 82：03．31� 52．6
57 コートオブアームズ 牡3鹿 54 川島 信二 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444＋ 42：03．62 30．4�
68 メイショウカシュウ 牡3鹿 54

51 ▲義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 484＋ 42：03．81� 63．8�
813 ヒロフォーシーズン 牡3青鹿 54

53 ☆松若 風馬守内ひろ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 468－ 42：04．54 35．6�
812� ウ ー ル ー ズ 牝3鹿 52 佐藤 友則酒井 孝敏氏 笹野 博司 新冠 村田牧場 414－102：06．2大差 344．0�

（笠松） （笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，240，000円 複勝： 38，498，300円 枠連： 16，454，500円
馬連： 69，210，900円 馬単： 32，714，300円 ワイド： 34，546，300円
3連複： 85，685，200円 3連単： 123，874，900円 計： 430，224，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 150円 � 150円 枠 連（5－6） 1，000円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 450円 �� 570円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 8，310円

票 数

単勝票数 計 292400 的中 � 46265（4番人気）
複勝票数 計 384983 的中 � 49899（4番人気）� 71864（1番人気）� 66292（2番人気）
枠連票数 計 164545 的中 （5－6） 12683（5番人気）
馬連票数 計 692109 的中 �� 50025（3番人気）
馬単票数 計 327143 的中 �� 10913（7番人気）
ワイド票数 計 345463 的中 �� 19486（5番人気）�� 14952（7番人気）�� 23241（3番人気）
3連複票数 計 856852 的中 ��� 41738（2番人気）
3連単票数 計1238749 的中 ��� 10804（15番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．6―12．9―12．6―11．7―11．6―11．5―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．9―49．8―1：02．4―1：14．1―1：25．7―1：37．2―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブランドベルグ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Platini デビュー 2015．2．22 小倉1着

2012．4．25生 牡3青鹿 母 ウィンドハック 母母 Waconda 5戦2勝 賞金 15，734，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



16069 6月21日 晴 良 （27阪神3）第6日 第9競走 ��
��1，600�

し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

33 ダノンムーン 牡6鹿 57 M．デムーロ�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋ 21：35．9 3．6�
11 ア ト ム 牡4鹿 57 藤岡 佑介杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 472± 0 〃 クビ 3．2�
67 クロイゼリンチャン 牝5鹿 55 国分 恭介 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 北田 剛 446＋ 21：36．0クビ 41．8�
68 ノーブルコロネット 牝5鹿 55 高倉 稜�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 13．5�
55 レッドジゼル 牝5鹿 55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：36．1� 17．7�
811	 ホッコーアムール 牝5青 55 川島 信二矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 460＋ 21：36．31
 58．1	
44 セウアズール 牝4鹿 55 岩崎 翼吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 412± 0 〃 クビ 4．3

56 � ジェルブドール 牡3栗 54 幸 英明山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Woodford

Thoroughbreds 496＋ 21：36．61� 6．3�
22 サンマルホーム 牡5栗 57 島 良太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 436＋ 2 〃 クビ 152．6�
79 タガノリバレンス 牡6鹿 57 小牧 太八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 21：36．7� 58．7
812 ダンツクロノス 牡5鹿 57 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 510＋ 21：36．8� 30．7�
710 ベアトリッツ 牝5鹿 55 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 440± 01：37．01
 18．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，905，500円 複勝： 51，559，900円 枠連： 21，968，800円
馬連： 108，866，900円 馬単： 52，562，600円 ワイド： 46，482，700円
3連複： 131，249，700円 3連単： 214，697，700円 計： 666，293，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 160円 � 650円 枠 連（1－3） 690円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 330円 �� 3，360円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 13，610円 3 連 単 ��� 49，250円

票 数

単勝票数 計 389055 的中 � 85735（2番人気）
複勝票数 計 515599 的中 � 96034（3番人気）� 99364（1番人気）� 14207（9番人気）
枠連票数 計 219688 的中 （1－3） 24438（2番人気）
馬連票数 計1088669 的中 �� 117639（2番人気）
馬単票数 計 525626 的中 �� 25831（3番人気）
ワイド票数 計 464827 的中 �� 42084（2番人気）�� 3269（32番人気）�� 3413（30番人気）
3連複票数 計1312497 的中 ��� 7228（44番人気）
3連単票数 計2146977 的中 ��� 3160（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．5―49．2―1：01．7―1：12．6―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンムーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Platini デビュー 2011．10．8 京都3着

2009．4．14生 牡6鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever 8戦4勝 賞金 44，574，000円

16070 6月21日 晴 稍重 （27阪神3）第6日 第10競走 ��
��1，800�

なだ

灘 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．6．21以降27．6．14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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 テイエムダイパワー 牡5栗 56 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 484－ 41：50．4 3．8�
11 グッドマイスター 牡6鹿 55 M．デムーロ久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472－ 21：50．5� 4．9�
24 スズカヴィグラス 牡6鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B494－ 41：50．6� 55．7�
48 ショウナンアポロン 牡5鹿 56 幸 英明国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B496－ 2 〃 クビ 6．8�
510 タガノゴールド 牡4栗 56 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 41：50．7� 16．0�
36 タイガーシード 牡6黒鹿53 川島 信二伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 504－ 21：50．8クビ 210．5�
611	 ランウェイワルツ 牡4栗 58 松若 風馬	下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 502－ 41：51．12 3．7

713 マイネルハルカゼ 牡5鹿 54 佐藤 友則 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 492± 01：51．31
 81．3�
（笠松）

35 ドラゴンピース 牡6鹿 55 伊藤 工真窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：51．51
 15．2
47 エイコーンパス 牡6栗 54 松山 弘平吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 6 〃 ハナ 40．8�
612 コウユーヒーロー 牡8青 53 岡田 祥嗣加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 534－ 41：51．6� 98．4�
816	 グレイレジェンド 牡7芦 54 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 462－ 41：51．7クビ 72．9�
815 セイカフォルテ 牡7鹿 53 高倉 稜久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 444± 0 〃 クビ 78．8�
714 マ ル ケ サ ス 牡6青鹿54 小牧 太 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 アタマ 11．2�
12 タガノビリーヴィン 牡5黒鹿55 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 488－141：52．01� 17．1�
59 ブルータンザナイト 牡6青鹿53 国分 恭介桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 552－ 21：53．27 196．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，372，100円 複勝： 68，960，100円 枠連： 30，182，100円
馬連： 151，689，400円 馬単： 65，936，100円 ワイド： 67，597，400円
3連複： 191，981，800円 3連単： 282，590，300円 計： 903，309，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 190円 � 1，090円 枠 連（1－2） 710円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，910円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 16，710円 3 連 単 ��� 58，050円

票 数

単勝票数 計 443721 的中 � 92918（2番人気）
複勝票数 計 689601 的中 � 138018（1番人気）� 102484（4番人気）� 11527（10番人気）
枠連票数 計 301821 的中 （1－2） 32556（2番人気）
馬連票数 計1516894 的中 �� 115532（3番人気）
馬単票数 計 659361 的中 �� 26066（4番人気）
ワイド票数 計 675974 的中 �� 43878（3番人気）�� 4199（33番人気）�� 3852（35番人気）
3連複票数 計1919818 的中 ��� 8615（53番人気）
3連単票数 計2825903 的中 ��� 3529（190番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．4―48．6―1：00．8―1：13．1―1：25．1―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムダイパワー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．10．27 京都1着

2010．5．16生 牡5栗 母 フミノオリヒメ 母母 リ フ ァ ン 21戦5勝 賞金 119，148，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 テイエムダイパワー号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



16071 6月21日 晴 良 （27阪神3）第6日 第11競走 ��
��1，600�

よ な ご

米子ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

米子市長賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

11 スマートレイアー 牝5芦 56 M．デムーロ大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 61：34．0 3．5�
33 オ リ ー ビ ン 牡6栗 57 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 478－ 41：34．21	 7．4�
810 メイショウヤタロウ 牡7鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 496＋ 21：34．3
 26．1�
78 ロサギガンティア 牡4青 56 松山 弘平 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 524－ 8 〃 アタマ 5．1�
66 ナリタスーパーワン 牡6鹿 56 幸 英明�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：34．4� 41．0	
22 タマモトッププレイ 牡6黒鹿56 高倉 稜タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 492－ 21：34．5� 35．3

55 サンライズメジャー 牡6栗 59 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 480－ 41：34．71	 6．4�
44 サトノルパン 牡4黒鹿56 川島 信二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 456－ 41：35．55 3．7�
89 マックスドリーム �8青鹿56 松若 風馬山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B538± 0 〃 ハナ 52．8
77 マウントシャスタ 牡6鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 41：36．35 9．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 69，577，800円 複勝： 77，431，900円 枠連： 43，739，400円
馬連： 238，214，700円 馬単： 115，665，100円 ワイド： 80，352，700円
3連複： 285，891，900円 3連単： 597，537，800円 計： 1，508，411，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 230円 � 480円 枠 連（1－3） 1，410円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，490円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 8，790円 3 連 単 ��� 31，970円

票 数

単勝票数 計 695778 的中 � 157647（1番人気）
複勝票数 計 774319 的中 � 149734（2番人気）� 87405（5番人気）� 33546（7番人気）
枠連票数 計 437394 的中 （1－3） 23959（7番人気）
馬連票数 計2382147 的中 �� 136325（7番人気）
馬単票数 計1156651 的中 �� 40251（6番人気）
ワイド票数 計 803527 的中 �� 38153（8番人気）�� 13544（17番人気）�� 10778（18番人気）
3連複票数 計2858919 的中 ��� 24390（30番人気）
3連単票数 計5975378 的中 ��� 13550（120番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．4―12．0―11．9―11．1―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―35．5―47．5―59．4―1：10．5―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレイアー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．4．7 阪神1着

2010．5．15生 牝5芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 16戦6勝 賞金 202，580，000円

16072 6月21日 晴 稍重 （27阪神3）第6日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16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 7，500，000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
1：21．5

不良
不良

35 ルミナスパレード 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480± 01：24．2 3．2�
510 ビーチパラソル 牝3芦 52

51 ☆岩崎 翼谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 474＋ 21：24．3� 7．3�
12 � クレアドール 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 9．7�
36 ダイリュウキセキ 牝4黒鹿55 秋山真一郎大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 442－ 41：24．4クビ 4．2�
47 � レディカリビアン 牝4芦 55 国分 恭介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 444－ 81：24．61� 114．6�
59 モズマッテタワ 牝5黒鹿55 岡田 祥嗣 	キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 482＋ 21：24．91� 20．8

48 ビートゴーズオン 牝4栗 55 佐藤 友則 �社台レースホース	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：25．0
 31．0�
（笠松）

713 マートンパーク 牝3鹿 52
51 ☆松若 風馬�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 494± 01：25．1
 7．7�

24 � シゲルシリベシ 牝4鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 柴田 政見 日高 木村牧場 470－ 5 〃 ハナ 170．5
23 ニホンピロディール 牝4栗 55 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 444＋ 21：25．73
 27．3�
815� メイショウルナ 牝4鹿 55

52 ▲	島 克駿松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 490－ 8 〃 アタマ 31．3�
11 サンレイルージュ 牝3鹿 52 	島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 448± 01：25．8クビ 24．9�
611� キミニヒトメボレ 牝4栗 55 M．デムーロ大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 458－19 〃 アタマ 26．9�
612 マ ナ オ ラ ナ 牝4青鹿55 松山 弘平吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420－ 61：26．65 20．7�
714 タイセイララバイ 牝4青鹿55 小牧 太田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：27．55 23．6�
816 テイエムステータス 牝4鹿 55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 500＋121：28．24 85．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，952，300円 複勝： 81，054，600円 枠連： 48，637，400円
馬連： 173，003，800円 馬単： 73，989，500円 ワイド： 79，409，400円
3連複： 230，438，500円 3連単： 342，974，100円 計： 1，088，459，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 220円 � 240円 枠 連（3－5） 560円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 520円 �� 510円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 589523 的中 � 143375（1番人気）
複勝票数 計 810546 的中 � 210983（1番人気）� 82543（3番人気）� 70932（5番人気）
枠連票数 計 486374 的中 （3－5） 67150（1番人気）
馬連票数 計1730038 的中 �� 104438（2番人気）
馬単票数 計 739895 的中 �� 27495（3番人気）
ワイド票数 計 794094 的中 �� 39976（3番人気）�� 40877（2番人気）�� 20236（9番人気）
3連複票数 計2304385 的中 ��� 63647（3番人気）
3連単票数 計3429741 的中 ��� 23906（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．7―46．0―58．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナスパレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．11 新潟1着

2011．3．11生 牝4黒鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 13戦3勝 賞金 34，970，000円
〔騎手変更〕 ダイリュウキセキ号の騎手三津谷隼人は，第3競走での枠入り時の落馬負傷のため秋山真一郎に変更。
※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 エアマデレーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（27阪神3）第6日 6月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

215，070，000円
6，260，000円
1，200，000円
19，540，000円
64，905，000円
4，924，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
414，416，600円
598，761，500円
253，624，600円
1，097，908，800円
555，715，700円
508，805，900円
1，408，869，200円
2，314，955，500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 7，153，057，800円

総入場人員 15，724名 （有料入場人員 14，695名）
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