
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

16049 6月15日 曇 良 （25阪神3）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
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� コースレコード

中央レコード
1：08．6
1：07．8

良
良

22 マダムリシェス 牝2栗 54 福永 祐一原 �子氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：10．2 1．5�
33 タガノウォーリア 牡2栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426－ 41：10．41� 3．8�
55 コウエイユニバース 牝2栗 54 幸 英明伊東 政清氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 462＋121：10．61	 24．0�
66 ノーブルサイレンス 牝2青鹿54 浜中 俊吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 420－ 21：10．91
 6．2�
11 アサケマツカゼ 牡2鹿 54 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 408－ 6 〃 クビ 31．2�
44 バンブーカッサーノ 牡2芦 54 高倉 稜�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 450－ 41：11．0クビ 16．3	
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売 得 金
単勝： 15，014，200円 複勝： 27，361，500円 枠連： 発売なし
馬連： 21，894，600円 馬単： 23，269，500円 ワイド： 11，062，600円
3連複： 30，105，000円 3連単： 100，498，400円 計： 229，205，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 110円 �� 380円 �� 450円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 1，980円

票 数

単勝票数 計 150142 的中 � 83718（1番人気）
複勝票数 計 273615 的中 � 164983（1番人気）� 54159（2番人気）
馬連票数 計 218946 的中 �� 108241（1番人気）
馬単票数 計 232695 的中 �� 77962（1番人気）
ワイド票数 計 110626 的中 �� 48849（1番人気）�� 4350（5番人気）�� 3529（8番人気）
3連複票数 計 301050 的中 ��� 24925（3番人気）
3連単票数 計1004984 的中 ��� 37564（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．4―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．0―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マダムリシェス 

�
父 サクラバクシンオー 


�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．2 阪神2着

2011．4．9生 牝2栗 母 ワイキューブ 母母 エレガントフライ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

16050 6月15日 曇 良 （25阪神3）第5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

711 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 474＋ 41：55．0 2．0�

57 ラ カ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 432＋ 21：55．31� 3．6�
45 サフランパートナー 牝3鹿 54 藤岡 康太海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 456＋ 61：55．61� 35．8�
610 カシノソラーレ 牝3栗 54

52 △中井 裕二柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 468＋ 8 〃 ハナ 184．2�
11 アモールミーオ 牝3芦 54 浜中 俊堀 祥子氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 488－ 21：55．81� 15．2�
814 エスジーブンブン 牝3鹿 54 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 470－ 41：56．22� 262．8	
69 ヤマトツバキ 牝3鹿 54 鮫島 良太河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 492＋ 2 〃 ハナ 453．5

58 ビックセイラー 牝3芦 54 川田 将雅�槇本牧場 庄野 靖志 日高 槇本牧場 522± 01：56．41� 6．3�
33 ピ ア グ ラ ス 牝3栗 54 池添 謙一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 450－ 41：57．14 28．2
813 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 478－ 21：57．31 7．6�
712 メイショウユウスゲ 牝3黒鹿54 熊沢 重文松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 落合 一巳 476＋121：57．93� 110．2�
22 アエテウレシイ 牝3鹿 54 太宰 啓介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 B474± 0 〃 ハナ 53．6�
34 テイエムオデッセイ 牝3鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 458 ―1：59．7大差 63．5�
46 スマートピアス 牝3黒鹿54 武 幸四郎大川 徹氏 安達 昭夫 浦河 高村牧場 446－ 42：02．5大差 296．1�
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売 得 金
単勝： 18，069，100円 複勝： 37，129，800円 枠連： 10，855，700円
馬連： 31，636，300円 馬単： 26，808，700円 ワイド： 18，842，300円
3連複： 54，485，300円 3連単： 95，205，000円 計： 293，032，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 530円 枠 連（5－7） 230円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 270円 �� 970円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 180691 的中 � 72773（1番人気）
複勝票数 計 371298 的中 � 166059（1番人気）� 54391（2番人気）� 9091（7番人気）
枠連票数 計 108557 的中 （5－7） 35868（1番人気）
馬連票数 計 316363 的中 �� 53467（1番人気）
馬単票数 計 268087 的中 �� 26922（2番人気）
ワイド票数 計 188423 的中 �� 21053（2番人気）�� 4436（11番人気）�� 2586（17番人気）
3連複票数 計 544853 的中 ��� 12606（11番人気）
3連単票数 計 952050 的中 ��� 8493（25番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―13．1―12．7―12．8―13．2―13．1―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．5―49．2―1：02．0―1：15．2―1：28．3―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．8
1
3
6，10（3，5）（1，12）（11，13）（4，8）（2，9，14）－7
6，10（1，3）5（8，13）（4，12，11）－（2，14）（7，9）

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

勝馬の
紹 介

ターフジェニック �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．15 阪神6着

2010．5．23生 牝3鹿 母 エイシンパンジー 母母 レディダンズ 11戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートピアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月15日まで平地競

走に出走できない。

第３回 阪神競馬 第５日



16051 6月15日 曇 良 （25阪神3）第5日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時00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
1：32．0
1：30．7

良
良

36 シゲルヘビザ 牡3黒鹿56 北村 友一森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 484－ 21：35．2 3．8�
48 コスモサリー 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 430＋181：35．3� 16．3�
817 ダイヤモンドベリー 牝3鹿 54 岩田 康誠青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム 488－ 6 〃 ハナ 44．2�
818� ロッカデバルディ 牡3黒鹿54 浜中 俊吉田 和美氏 吉村 圭司 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

506 ― 〃 ハナ 5．4�
59 ピエナインパクト 牡3鹿 56 武 豊本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 428＋ 8 〃 クビ 2．7�
611 ベストドロップ 牡3栗 56 国分 恭介岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 41：35．93� 108．6	
23 ノ イ 牝3鹿 54 武 幸四郎平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 452＋161：36．0� 10．0

24 シープシャンクス 牝3青鹿54 藤岡 康太市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446＋ 41：36．1	 12．1�
713 エキサイトゲーム 
3芦 56 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 クビ 15．6�
714 ジョロキアキャット 牝3鹿 54 水口 優也 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 394＋141：36．2	 407．2�
715 ダノングラッド 牡3鹿 56 小牧 太ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 432± 01：36．3	 19．3�
510 リリートゥモロー 牝3栗 54 小坂 忠士土井 孝夫氏 平田 修 千歳 社台ファーム 432 ―1：36．4クビ 383．0�
35 メイショウキズナ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 21：36．61� 230．2�
12 ゼンノアロウ 
3鹿 56 熊沢 重文大迫久美子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 508－ 61：36．81� 90．6�
816 ドリームルーツ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣セゾンレースホース 加用 正 新ひだか 畑端牧場 484 ―1：37．33 281．8�
47 ウィズインダーク 牡3鹿 56 鮫島 良太内藤 耕造氏 福島 信晴 新冠 山岡ファーム 524 ― 〃 クビ 328．7�
11 リ リ ア ー ナ 牝3鹿 54 高倉 稜�ターフ・スポート小崎 憲 新ひだか 土田農場 474 ―1：37．93� 176．1�
612 コウエイチャレンジ 牝3黒鹿54 幸 英明伊東 政清氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 450＋ 81：38．96 90．6�
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売 得 金
単勝： 18，809，000円 複勝： 33，366，900円 枠連： 11，628，300円
馬連： 36，805，600円 馬単： 24，748，500円 ワイド： 20，159，400円
3連複： 57，382，200円 3連単： 82，493，000円 計： 285，392，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 370円 � 1，090円 枠 連（3－4） 3，140円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，820円 �� 8，520円

3 連 複 ��� 40，030円 3 連 単 ��� 133，510円

票 数

単勝票数 計 188090 的中 � 39507（2番人気）
複勝票数 計 333669 的中 � 77644（2番人気）� 21103（6番人気）� 6111（9番人気）
枠連票数 計 116283 的中 （3－4） 2734（12番人気）
馬連票数 計 368056 的中 �� 8998（12番人気）
馬単票数 計 247485 的中 �� 3409（19番人気）
ワイド票数 計 201594 的中 �� 6371（10番人気）�� 1729（30番人気）�� 562（55番人気）
3連複票数 計 573822 的中 ��� 1058（98番人気）
3連単票数 計 824930 的中 ��� 456（333番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．4―48．1―1：00．3―1：11．3―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．9
3 6，17，8－11，15（2，13，18）－4，10（9，12）－（5，14）－（3，16）－7－1 4 6（8，15）17，11（2，18）（13，4）9（5，10，12）（14，3）（7，16）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルヘビザ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．6．30 中京3着

2010．3．11生 牡3黒鹿 母 タイキフローラ 母母 マリエドゥジュワン 12戦1勝 賞金 11，690，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アティトラン号・スリーエアウィーク号・ビッグガーネット号・フェアリーシチー号・ブラドック号・ベストブレーン号・

ルナリア号

16052 6月15日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神3）第5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

44 テイエムオウショウ 牡4栗 60 高田 潤竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 454＋ 23：21．0 3．0�
11 タッチドヘヴンリー 牡5鹿 60 北沢 伸也谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 516－ 63：21．21 3．7�
811 プレミアムパス 牡5鹿 60 浜野谷憲尚村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 480－ 83：21．52 8．4�
67 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 60 平沢 健治土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 480－ 83：21．82 31．3�
66 � ピンクピアリス 牝5鹿 58 難波 剛健池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 83：23．18 22．4�
22 � キレイナダケデス 牝4栗 58

57 ▲森 一馬小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 488± 03：23．2� 120．7�
810 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿60 熊沢 重文深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 526＋143：24．810 3．0	
33 カレンシュガーレイ 牡4鹿 60 小坂 忠士鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 468＋ 13：26．39 31．5

55 � アイファーアクセス 牡5黒鹿60 田村 太雅中島 稔氏 坪 憲章 浦河 野表 春雄 528－ 83：37．0大差 200．2�
79 リバークリーク 牡5栗 60 黒岩 悠河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 512－ 2 （競走中止） 19．7�
78 サンライズロイヤル 牡4鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 増本 豊 千歳 社台ファーム 532＋ 2 （競走中止） 36．7

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，734，200円 複勝： 17，187，000円 枠連： 8，470，700円
馬連： 21，742，700円 馬単： 19，301，000円 ワイド： 11，705，700円
3連複： 35，498，100円 3連単： 67，867，000円 計： 196，506，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（1－4） 470円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 280円 �� 420円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 147342 的中 � 39072（2番人気）
複勝票数 計 171870 的中 � 42259（1番人気）� 33549（2番人気）� 24570（4番人気）
枠連票数 計 84707 的中 （1－4） 13489（2番人気）
馬連票数 計 217427 的中 �� 35086（1番人気）
馬単票数 計 193010 的中 �� 16818（1番人気）
ワイド票数 計 117057 的中 �� 16648（1番人気）�� 10220（3番人気）�� 6047（6番人気）
3連複票数 計 354981 的中 ��� 35637（2番人気）
3連単票数 計 678670 的中 ��� 21296（3番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 50．5－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 	→�→�→�」
�
�
3，11，4（6，1）（2，7）－10＝5
11（4，1）7－2－（6，3）10＝5

�
�
3，11，4（6，1）7，2－10＝5
11－4－1－7－2－6－10－3＝5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムオウショウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．7．10 函館9着

2009．2．11生 牡4栗 母 フェルナンディーナ 母母 エ ニ グ マ 障害：9戦1勝 賞金 15，900，000円
〔競走中止〕 サンライズロイヤル号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時に前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

リバークリーク号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 プレミアムパス号の騎手浜野谷憲尚は，1周目7号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）



16053 6月15日 雨 良 （25阪神3）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

44 グランシェリー 牝2芦 54 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 492 ―1：14．6 1．9�

810 グレイトハスラー 牡2栗 54 高倉 稜小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 464 ―1：14．7クビ 38．9�
89 � エイシンソルティー 牝2芦 54 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 476 ―1：14．8� 3．0�
55 ドリームカイザー 牡2栗 54 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 478 ―1：15．22	 9．2�
66 アスタークレバー 牡2栗 54 国分 恭介加藤 久枝氏 武田 博 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474 ―1：16．26 18．4�
77 ウ イ ッ ト ウ 牝2芦 54 佐久間寛志重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 418 ―1：16．83	 68．3	
78 クリノホテイソン 牡2鹿 54 北村 友一栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 藤沢牧場 462 ―1：16．9� 76．8

33 タガノロマリア 牝2栗 54 鮫島 良太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450 ― 〃 ハナ 29．8�
11 カ ツ ザ ク ラ 牡2栗 54 岩田 康誠北側 雅勝氏 村山 明 浦河 丸村村下

ファーム 450 ―1：17．64 7．4�
22 シゲルコウズケ 牡2芦 54

52 △中井 裕二森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 絵笛牧場 412 ―1：18．02	 166．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，794，000円 複勝： 29，464，700円 枠連： 7，972，300円
馬連： 31，378，900円 馬単： 28，836，900円 ワイド： 18，179，000円
3連複： 44，647，500円 3連単： 103，212，700円 計： 287，486，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 360円 � 120円 枠 連（4－8） 240円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 850円 �� 140円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 13，620円

票 数

単勝票数 計 237940 的中 � 99585（1番人気）
複勝票数 計 294647 的中 � 103747（1番人気）� 10731（7番人気）� 77906（2番人気）
枠連票数 計 79723 的中 （4－8） 25136（1番人気）
馬連票数 計 313789 的中 �� 6669（12番人気）
馬単票数 計 288369 的中 �� 4201（17番人気）
ワイド票数 計 181790 的中 �� 3914（12番人気）�� 49661（1番人気）�� 5183（9番人気）
3連複票数 計 446475 的中 ��� 21038（6番人気）
3連単票数 計1032127 的中 ��� 5594（43番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．5―12．2―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．7―37．2―49．4―1：01．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．4
3 9，7（1，4，10）－（2，5）（3，8）－6 4 ・（9，7）（4，10）（1，5）2－8，3，6
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

グランシェリー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2011．3．20生 牝2芦 母 エポックサクラ 母母 ベルエポック 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16054 6月15日 雨 良 （25阪神3）第5日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時50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

55 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 490＋ 42：07．7 4．5�
78 ライドンシャフト 牡3栗 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 クビ 3．1�
22 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 510－ 42：07．8� 2．9�
811 ムテキザセカンド 牡3栗 56

54 △中井 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 484－ 82：07．9� 20．2�
810 スピーディシャープ 牡3鹿 56 幸 英明吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 404± 02：08．53� 12．1�
44 ハナズハント 牡3鹿 56 小牧 太M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 元道牧場 480－ 42：08．71� 15．5	
79 スリーマーゴーン 牡3芦 56 国分 恭介永井商事
 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 460－ 22：08．91� 163．8�
67 ツーエムスイフト 牡3鹿 56 水口 優也水谷 昌晃氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 484－ 22：09．21� 297．0�
11 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 502－ 62：10．58 32．2
66 オースミアイビス 牡3栗 56 熊沢 重文
オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 494－ 4 〃 ハナ 37．8�
33 バ ト ル ゾ ロ 牡3鹿 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 530－ 22：11．45 9．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，353，100円 複勝： 29，588，900円 枠連： 9，388，600円
馬連： 34，521，800円 馬単： 26，798，200円 ワイド： 19，795，800円
3連複： 52，953，400円 3連単： 94，930，100円 計： 286，329，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 120円 � 120円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 310円 �� 270円 �� 180円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 183531 的中 � 32526（3番人気）
複勝票数 計 295889 的中 � 46998（3番人気）� 71386（2番人気）� 73503（1番人気）
枠連票数 計 93886 的中 （5－7） 8787（3番人気）
馬連票数 計 345218 的中 �� 31827（3番人気）
馬単票数 計 267982 的中 �� 10884（7番人気）
ワイド票数 計 197958 的中 �� 14165（4番人気）�� 17285（2番人気）�� 32768（1番人気）
3連複票数 計 529534 的中 ��� 85056（1番人気）
3連単票数 計 949301 的中 ��� 16990（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．8―14．2―13．2―13．4―13．1―12．6―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．6―49．8―1：03．0―1：16．4―1：29．5―1：42．1―1：54．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウジロキチ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．2．17 小倉8着

2010．5．12生 牡3芦 母 フラワーチャンプ 母母 キタノファンタジー 9戦1勝 賞金 7，610，000円



16055 6月15日 雨 良 （25阪神3）第5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 7，200，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

713 オレニホレルナヨ 牡4栗 57 国分 恭介 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 494－ 21：09．5 6．3�
815 アドマイヤクーガー 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：09．6� 20．2�
11 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 52 福永 祐一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 アタマ 3．5�
23 	 サ イ キ セ キ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 一馬武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ サイファーム 466－13 〃 クビ 111．0�
612 アグネスキズナ 牡3栗 54 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 488＋ 81：09．7� 9．5�
510 ダークアイリス 牝4栗 55

53 △中井 裕二中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 クビ 42．9	
611 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 508＋ 41：09．8� 4．0

714 カノヤミノリ 牡4芦 57 武 幸四郎神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 460± 01：09．9クビ 16．5�
48 デンコウスカイ 牝3鹿 52 北村 友一田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 472＋ 4 〃 アタマ 25．7�
47 ヒ ー ラ 牝4鹿 55 浜中 俊平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 432＋ 21：10．11
 12．4
36 メイショウジェーン 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 448－ 2 〃 クビ 7．5�
59 クレムリンシチー 牡6栗 57 岡田 祥嗣 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム 536＋ 41：10．2� 163．3�
35 ウインドグラス 牡4鹿 57 小坂 忠士福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 486± 01：10．41
 143．7�
816 エーティーガンダム 牡5栗 57 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 464－ 6 〃 ハナ 101．7�
24 ビップセレブアイ 牡5青鹿57 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋121：10．71� 29．8�
12 エーティーランボー 牡5鹿 57 熊沢 重文荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 478± 01：10．8クビ 182．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，351，300円 複勝： 41，295，000円 枠連： 15，434，100円
馬連： 53，029，100円 馬単： 31，917，900円 ワイド： 27，334，300円
3連複： 76，902，400円 3連単： 116，874，100円 計： 385，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 540円 � 170円 枠 連（7－8） 2，810円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 11，170円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 590円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 8，940円 3 連 単 ��� 65，900円

票 数

単勝票数 計 223513 的中 � 27990（3番人気）
複勝票数 計 412950 的中 � 50827（3番人気）� 16043（8番人気）� 76465（2番人気）
枠連票数 計 154341 的中 （7－8） 4061（12番人気）
馬連票数 計 530291 的中 �� 5841（26番人気）
馬単票数 計 319179 的中 �� 2109（44番人気）
ワイド票数 計 273343 的中 �� 3737（25番人気）�� 12063（4番人気）�� 4831（17番人気）
3連複票数 計 769024 的中 ��� 6353（31番人気）
3連単票数 計1168741 的中 ��� 1309（211番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．2―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―34．4―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレニホレルナヨ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Caerleon デビュー 2011．8．13 小倉3着

2009．3．11生 牡4栗 母 マチカネホレルナヨ 母母 Simply Gorgeous 15戦3勝 賞金 34，250，000円
〔騎手変更〕 ビップセレブアイ号の騎手黒岩悠は，第4競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
〔発走状況〕 ヒーラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エーティーランボー号の調教師木原一良は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウコウボウ号
（非抽選馬） 4頭 シャルロッカ号・ドリームマークス号・ビューティバラード号・レーザーインパクト号

16056 6月15日 雨 良 （25阪神3）第5日 第8競走 ��2，200�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53�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
2：10．1
2：10．0

良
良

813 ジャイアントリープ 牡3芦 53 福永 祐一 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 494－ 22：15．5 3．2�
22 ロードハリケーン 牡4鹿 57 浜中 俊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 42：15．6� 2．4�
56 スペキュレイター 牡3鹿 53 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 482± 0 〃 クビ 10．4�
68 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 武 豊日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 492－ 22：15．7� 8．3�
710 マイネアルナイル 牝4青鹿 55

53 △中井 裕二 �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 484± 02：15．8� 10．7	

44 ミッキーサクセス 牡3栗 53 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486－ 62：16．22� 13．2

57 メイショウタマカゼ 牡4栗 57 小牧 太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 446－ 22：16．3� 15．7�
45 スプリングシャトル 牡3栗 53 太宰 啓介加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 476＋ 22：16．4クビ 159．5�
69 ビ ッ ク ケ ン 牡4鹿 57 国分 優作小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 472± 02：16．72 110．3
711 タニノマンボ 牡3鹿 53 藤岡 康太谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 466－ 22：17．65 133．7�
812 クレバーペガサス 牡4鹿 57 鮫島 良太 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470－ 42：18．13 323．6�
11 タイソンバローズ 牡5栗 57 岩田 康誠猪熊 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 B488＋ 42：19．8大差 78．3�
33 ブライティアトップ 牝4黒鹿55 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 484＋ 22：21．6大差 25．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，776，000円 複勝： 41，293，500円 枠連： 13，225，000円
馬連： 50，230，600円 馬単： 35，281，800円 ワイド： 25，512，300円
3連複： 73，985，000円 3連単： 129，015，500円 計： 392，319，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 120円 � 180円 枠 連（2－8） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 370円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 237760 的中 � 60332（2番人気）
複勝票数 計 412935 的中 � 89462（2番人気）� 124486（1番人気）� 43126（3番人気）
枠連票数 計 132250 的中 （2－8） 31164（1番人気）
馬連票数 計 502306 的中 �� 112581（1番人気）
馬単票数 計 352818 的中 �� 38588（2番人気）
ワイド票数 計 255123 的中 �� 44492（1番人気）�� 14087（4番人気）�� 15080（3番人気）
3連複票数 計 739850 的中 ��� 64261（1番人気）
3連単票数 計1290155 的中 ��� 31416（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―13．3―12．7―12．8―13．0―12．0―11．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．8―35．7―49．0―1：01．7―1：14．5―1：27．5―1：39．5―1：51．1―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
3，8，9，2，4，13，10－12，1，6（5，7）－11
3（8，9）2（10，4）（13，6）12（1，7）5－11

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

勝馬の
紹 介

ジャイアントリープ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．1．27 京都4着

2010．4．12生 牡3芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 6戦2勝 賞金 30，836，000円
〔制裁〕 スペキュレイター号の調教師木原一良は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアトップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月15日まで平地

競走に出走できない。



16057 6月15日 雨 稍重 （25阪神3）第5日 第9競走 ��
��1，800�

た か と り

鷹 取 特 別
発走14時25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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

12 � エーシンゴールド 牡3鹿 54 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 RMF Thor-
oughbreds 518－ 61：50．5 1．5�

713 アドマイヤケルソ 牡5栗 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480－161：50．71	 92．3�
611 マイネルハルカゼ 牡3鹿 54 幸 英明 �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 468－ 21：50．91
 15．5�
612 キングブレイク 牡4栗 57 福永 祐一金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 B508－ 8 〃 クビ 5．7�
24 グッドマイスター 牡4鹿 57 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 482＋ 61：51．0クビ 8．9�
47 � キャッツインブーツ 牡8栗 57 国分 恭介山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd 540＋ 41：51．42	 60．2	
35 ミッキーオーラ 牡5青鹿57 武 豊野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム 524－ 41：51．5	 16．1

23 � マイネルクローバー 牡5栗 57 藤岡 康太浜野順之助氏 藤沢 則雄 青森 イズモリファーム 498－ 61：51．92	 469．7�
815 マーチャンテイマー 牝4鹿 55 北村 友一飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 476＋101：52．0クビ 10．3�
816 フォルクスオーパー 牝7栗 55 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 484± 01：52．1	 653．7
48 セトノハリケーン 牡5鹿 57 池添 謙一難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 524＋ 41：52．31	 232．2�
36 ボーカリスト 牡7鹿 57 国分 優作増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 476＋ 81：52．4クビ 430．9�
11 エクセルフラッグ 牡6鹿 57 高倉 稜橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 508－ 41：52．61
 457．1�
510 コスモコルデス 牝3黒鹿52 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 道見牧場 438＋ 81：52．91� 25．4�
714� ピンクデージー 牝6黒鹿55 太宰 啓介野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 504＋101：53．11	 611．7�
59 オースミマリオン 牡6栗 57 高田 潤�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 496＋141：53．2クビ 423．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，062，000円 複勝： 91，236，000円 枠連： 20，780，700円
馬連： 94，147，300円 馬単： 72，970，700円 ワイド： 42，120，300円
3連複： 126，282，700円 3連単： 275，683，300円 計： 764，283，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，240円 � 300円 枠 連（1－7） 3，890円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 350円 �� 5，810円

3 連 複 ��� 12，170円 3 連 単 ��� 49，280円

票 数

単勝票数 計 410620 的中 � 217000（1番人気）
複勝票数 計 912360 的中 � 506439（1番人気）� 8742（9番人気）� 46466（5番人気）
枠連票数 計 207807 的中 （1－7） 3951（11番人気）
馬連票数 計 941473 的中 �� 14777（12番人気）
馬単票数 計 729707 的中 �� 8604（17番人気）
ワイド票数 計 421203 的中 �� 6094（16番人気）�� 33828（3番人気）�� 1629（36番人気）
3連複票数 計1262827 的中 ��� 7664（31番人気）
3連単票数 計2756833 的中 ��� 4129（118番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．1―12．7―12．4―12．1―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．2―49．9―1：02．3―1：14．4―1：26．1―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンゴールド �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Pulpit デビュー 2013．1．19 京都1着

2010．5．3生 牡3鹿 母 Home From Oz 母母 Tap Your Heels 5戦3勝 賞金 37，896，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エーシンイオマンテ号・コルージャ号・スペシャルピース号・タンスチョキン号・バンブーリバプール号・

メイショウコロンボ号

16058 6月15日 雨 稍重 （25阪神3）第5日 第10競走 ��
��1，200�

み な づ き

水無月ステークス
発走15時00分 （芝・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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

57 サドンストーム 牡4栗 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472＋ 21：10．2 2．7�

34 サカジロロイヤル 牡5黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 508± 01：10．41� 15．9�
58 テイエムタイホー 牡4栗 57 幸 英明竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 470－ 61：10．5クビ 8．7�
610 マッキーコバルト 牡7鹿 57 北村 友一薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B458－ 4 〃 クビ 170．9�
45 セレスマジェスティ 	6黒鹿57 国分 恭介岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 榊原 敏明 B484－ 4 〃 アタマ 186．7�
814 アンヴァルト 牡6青鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 81：10．71� 34．6	
22 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 57 川田 将雅曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 510＋ 41：10．8クビ 7．2

33 
 ポアゾンブラック 牡4青鹿57 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 524－ 61：10．9� 4．2�
11 アグネスウイッシュ 牡5黒鹿57 池添 謙一渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500－ 41：11．0� 7．5�
712
 オーシャンカレント 牡7鹿 57 岩田 康誠吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム 500－ 2 〃 クビ 8．8
711
 オールブランニュー 牝7黒鹿55 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474± 01：11．1クビ 47．2�
69 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿55 熊沢 重文�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464＋ 21：11．31� 89．0�
813� ロードバロック 牡8鹿 57 中井 裕二 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm 438＋ 21：11．62 137．3�
46 トロワプレジール 牡6黒鹿57 藤岡 康太�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 中島牧場 484－101：13．210 172．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，056，000円 複勝： 63，284，500円 枠連： 24，627，700円
馬連： 100，307，500円 馬単： 59，639，200円 ワイド： 42，458，200円
3連複： 135，010，100円 3連単： 244，566，000円 計： 708，949，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 450円 � 240円 枠 連（3－5） 550円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 550円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 39，600円

票 数

単勝票数 計 390560 的中 � 114517（1番人気）
複勝票数 計 632845 的中 � 135444（1番人気）� 29574（7番人気）� 67553（5番人気）
枠連票数 計 246277 的中 （3－5） 33411（1番人気）
馬連票数 計1003075 的中 �� 19442（16番人気）
馬単票数 計 596392 的中 �� 8252（29番人気）
ワイド票数 計 424582 的中 �� 7664（17番人気）�� 20217（4番人気）�� 5726（21番人気）
3連複票数 計1350101 的中 ��� 12952（27番人気）
3連単票数 計2445660 的中 ��� 4558（147番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―46．2―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サドンストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Green Desert デビュー 2011．7．16 京都2着

2009．4．14生 牡4栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius 18戦4勝 賞金 101，389，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16059 6月15日 雨 重 （25阪神3）第5日 第11競走 ��
��1，400�

てんぽうざん

天保山ステークス
発走15時35分 （ダート・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51�4歳以上55�，牝馬
2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 スリーボストン 牡6鹿 57 北村 友一永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 514＋ 41：21．5 11．4�
36 マルカフリート 牡7鹿 58 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 484－ 61：21．71 1．8�
816 シセイオウジ 牡6栗 56 川田 将雅猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 466± 01：22．12� 7．6�
47 	 ファリダット 牡8青鹿57 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 474 1：22．2
 7．6�
24 フィールドシャイン 牡6栗 56 高倉 稜地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 アタマ 87．6�
611 オリオンザポラリス 牡6黒鹿56 国分 優作平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 462－ 81：22．41� 145．6	
815	 ヘニーハウンド 牡5栗 55 小牧 太林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC 506＋ 6 〃 ハナ 9．3

48 トシギャングスター 牡6芦 56 熊沢 重文田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 488＋ 41：22．61� 102．5�
35 	 アーリーデイズ �6鹿 56 鮫島 良太加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette 478＋ 41：22．7� 133．0�
12 グリッターウイング 牡6栗 56 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 514－ 21：22．8クビ 23．9
59 セイカプリコーン 牡5鹿 56 国分 恭介金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 490＋ 21：23．01� 13．5�
714 サダムグランジュテ 牝5鹿 54 幸 英明大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486± 01：23．1クビ 19．2�
11  エスケープマジック 牡5鹿 56 小坂 忠士 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488－ 21：23．52� 177．6�
23 エーシンヒットマン 牡5栗 56 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 474± 0 〃 クビ 105．4�
713 エーシンダックマン 牡6鹿 58 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 496＋ 21：23．92� 50．4�
612	 ド ス ラ イ ス 牡7栗 58 浜中 俊小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC 556＋ 61：26．6大差 159．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，752，600円 複勝： 100，267，300円 枠連： 50，695，800円
馬連： 216，764，000円 馬単： 130，363，600円 ワイド： 84，485，700円
3連複： 326，499，600円 3連単： 616，222，100円 計： 1，586，050，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 250円 � 110円 � 170円 枠 連（3－5） 500円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 420円 �� 980円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 14，650円

票 数

単勝票数 計 607526 的中 � 42123（5番人気）
複勝票数 計1002673 的中 � 71941（5番人気）� 374390（1番人気）� 133344（2番人気）
枠連票数 計 506958 的中 （3－5） 75902（2番人気）
馬連票数 計2167640 的中 �� 168590（3番人気）
馬単票数 計1303636 的中 �� 28540（12番人気）
ワイド票数 計 844857 的中 �� 49563（4番人気）�� 19021（9番人気）�� 82721（1番人気）
3連複票数 計3264996 的中 ��� 134458（3番人気）
3連単票数 計6162221 的中 ��� 31052（46番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―11．6―11．7―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．1―45．7―57．4―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーボストン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2009．10．24 京都2着

2007．3．16生 牡6鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San 19戦7勝 賞金 128，496，000円
〔その他〕 ドスライス号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 アイファーソング号・アルゴリズム号・イケドラゴン号・サンライズモール号・スマートロビン号・

ティアモブリーオ号・ニシオドリーム号・ブライトライン号・ブラボースキー号・マカニビスティー号・
マスクトヒーロー号・モズ号・ルナキッズ号・レオアクティブ号

16060 6月15日 雨 不良 （25阪神3）第5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

815� ミッキーマーチ �4栗 57 小牧 太野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 496－181：50．4 28．3�
816 マヤノオントロジー 牡4黒鹿57 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 486± 0 〃 アタマ 124．3�
714 アーサーバローズ 牡4栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 472＋ 21：50．61� 4．5�
11 スズカルパン 牡4鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470＋ 81：50．7クビ 9．6�
35 スマートラファエル 牡4黒鹿57 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：50．8	 2．0�
611 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 464－ 8 〃 クビ 4．6	
12 ミッキークリスエス 牡4黒鹿57 国分 恭介野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 510－14 〃 アタマ 34．6

48 ヒロノエンペラー 牡3青鹿54 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 458± 01：51．01� 128．3�
24 ベストリガーズ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 528－ 21：51．21� 32．3
36 ボストンリョウマ 牡5青鹿 57

55 △中井 裕二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474－ 21：51．51	 235．7�
510 デンコウアクティブ 牡4鹿 57 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 510＋ 81：52．13
 24．1�
47 イ ー グ ル 牡6栗 57 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム 486－ 61：52．42 182．3�
59 ケイワイツヨシ 牡4黒鹿57 池添 謙一横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 558－ 61：53．03
 34．8�
23 シゲルジョウム 牡5鹿 57 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 482－ 21：53．42
 339．9�
713 バンブーデルピエロ 牡3鹿 54 高倉 稜�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 478± 01：54．57 211．7�
612 サンライズトーク 牡3芦 54 武 幸四郎松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 482＋ 21：55．77 104．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，358，100円 複勝： 61，809，900円 枠連： 25，927，000円
馬連： 105，568，200円 馬単： 70，625，200円 ワイド： 44，620，800円
3連複： 150，069，400円 3連単： 297，722，200円 計： 797，700，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 720円 � 2，010円 � 190円 枠 連（8－8） 47，250円

馬 連 �� 82，190円 馬 単 �� 164，950円

ワ イ ド �� 15，070円 �� 1，720円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 106，700円 3 連 単 ��� 1，292，470円

票 数

単勝票数 計 413581 的中 � 11536（6番人気）
複勝票数 計 618099 的中 � 19893（8番人気）� 6651（12番人気）� 112371（2番人気）
枠連票数 計 259270 的中 （8－8） 405（34番人気）
馬連票数 計1055682 的中 �� 948（71番人気）
馬単票数 計 706252 的中 �� 316（133番人気）
ワイド票数 計 446208 的中 �� 716（69番人気）�� 6561（18番人気）�� 2502（37番人気）
3連複票数 計1500694 的中 ��� 1038（153番人気）
3連単票数 計2977222 的中 ��� 170（1209番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．0―48．2―1：00．8―1：13．3―1：25．7―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ミッキーマーチ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ヘクタープロテクター

2009．4．20生 �4栗 母 ビューチフルドラマ 母母 ビューチフルロマン 8戦1勝 賞金 15，800，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 サンライズトーク号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 サンライズトーク号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズトーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月15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 スズカウラノス号



（25阪神3）第5日 6月15日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 161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

202，340，000円
8，580，000円
1，500，000円
17，660，000円
60，060，000円
4，716，200円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
337，129，600円
573，285，000円
199，005，900円
798，026，600円
550，561，200円
366，276，400円
1，163，820，700円
2，224，289，400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 6，212，394，800円

総入場人員 12，002名 （有料入場人員 11，292名）
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