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16085 6月23日 曇 良 （25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
1：33．1

良
良

88 スペランツァデーア 牝2黒鹿54 浜中 俊吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 424± 01：35．5 6．8�
22 ティーエスハーツ 牡2黒鹿54 内田 博幸田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 510＋ 21：35．92� 3．3�
44 ピークトラム 牡2黒鹿54 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 470－ 21：36．0� 8．1�
89 タイセイララバイ 牝2青鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464－ 41：36．1� 1．8�
66 アメイジングゲイル 牡2黒鹿54 太宰 啓介�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 434－ 41：37．16 55．7�
11 ク リ ノ オ ー 牡2栗 54 幸 英明栗本 守氏 谷 潔 浦河 笹地牧場 434－ 21：38．16 16．5	
33 カ ツ ザ ク ラ 牡2栗 54 国分 恭介北側 雅勝氏 村山 明 浦河 丸村村下

ファーム 452＋ 21：39．8大差 36．5

55 プレイズペスカ 牡2芦 54

51 ▲森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新冠 ビッグレッドファーム 416－101：40．54 163．8�
77 ディープウォーカー 牡2栗 54 藤岡 康太深見 敏男氏 小野 幸治 浦河 市川フアーム 454± 01：40．6� 122．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 19，909，200円 複勝： 38，794，300円 枠連： 8，201，700円
馬連： 31，702，700円 馬単： 31，699，200円 ワイド： 17，162，100円
3連複： 45，008，600円 3連単： 123，022，000円 計： 315，499，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 250円 � 160円 � 260円 枠 連（2－8） 200円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 320円 �� 510円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 11，100円

票 数

単勝票数 計 199092 的中 � 23409（3番人気）
複勝票数 計 387943 的中 � 37146（3番人気）� 79442（2番人気）� 35852（4番人気）
枠連票数 計 82017 的中 （2－8） 31261（1番人気）
馬連票数 計 317027 的中 �� 24357（4番人気）
馬単票数 計 316992 的中 �� 9270（10番人気）
ワイド票数 計 171621 的中 �� 14039（4番人気）�� 7918（7番人気）�� 12088（5番人気）
3連複票数 計 450086 的中 ��� 18854（6番人気）
3連単票数 計1230220 的中 ��� 8182（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．4―47．7―1：00．4―1：12．1―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペランツァデーア 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Xaar デビュー 2013．6．9 阪神8着

2011．3．21生 牝2黒鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カツザクラ号・プレイズペスカ号・ディープウォーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成25年7月23日まで平地競走に出走できない。

16086 6月23日 曇 稍重 （25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）
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

713 ラガーライオン 牡3鹿 56 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 470＋ 41：54．2 12．7�
58 ウインアルカディア 牡3栗 56 川田 将雅�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 496－ 81：54．3� 7．2�
610 ゴーイングベル 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 492＋ 61：55．15 8．6�
22 ナリタエックス 牡3栗 56 幸 英明�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 448± 01：55．2	 5．1�
59 ブルーボリウッド 牡3栗 56 国分 恭介 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 482＋ 21：55．83	 27．2�
815 テラノアパッチ 牡3芦 56 松山 弘平寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム 476＋ 61：56．01
 8．8	
34 ハ リ バ ッ ト 牡3青鹿56 太宰 啓介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 462＋ 21：56．32 117．5

611� エーシンザピーク 牡3栗 56 C．ウィリアムズ �栄進堂 小崎 憲 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

470＋ 21：56．4クビ 3．2�
（豪）

46 カシノビッグベン 牡3栗 56
53 ▲原田 敬伍柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 498± 01：56．71� 275．9�

11 プリーズユアラヴ 牝3鹿 54 藤岡 康太德永冨士夫氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 460＋ 21：57．23 102．2
23 サンミッシェル 牝3栗 54 高倉 稜武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 442＋ 81：58．37 19．3�
814 レッドデュード 牡3黒鹿 56

54 △中井 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 530 ―1：58．51	 17．7�
47 ボロンベルラルーン 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 446± 01：58．6クビ 14．6�
712� ウ タ ヒ メ 牝3鹿 54 池添 謙一シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 502－ 61：58．92 17．0�
35 ハピネスウィッシュ 牡3鹿 56 酒井 学前迫 義幸氏 吉村 圭司 新冠 赤石 久夫 434＋ 62：00．28 322．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，256，200円 複勝： 34，319，100円 枠連： 14，421，900円
馬連： 42，225，000円 馬単： 26，425，800円 ワイド： 23，937，900円
3連複： 71，454，700円 3連単： 95，562，800円 計： 327，603，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 490円 � 250円 � 240円 枠 連（5－7） 2，770円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，650円 �� 880円

3 連 複 ��� 9，560円 3 連 単 ��� 46，990円

票 数

単勝票数 計 192562 的中 � 12016（6番人気）
複勝票数 計 343191 的中 � 16268（8番人気）� 39224（4番人気）� 42158（3番人気）
枠連票数 計 144219 的中 （5－7） 3847（14番人気）
馬連票数 計 422250 的中 �� 8689（16番人気）
馬単票数 計 264258 的中 �� 2435（34番人気）
ワイド票数 計 239379 的中 �� 4504（17番人気）�� 3520（25番人気）�� 6903（9番人気）
3連複票数 計 714547 的中 ��� 5520（36番人気）
3連単票数 計 955628 的中 ��� 1501（167番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―13．0―12．4―12．7―13．1―13．1―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．0―49．4―1：02．1―1：15．2―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．0
1
3
・（1，3）（8，13）（2，12）10（4，7，11）5－（9，15）－（6，14）・（1，3）（8，13）2（12，11）（4，10）（9，7，15）5（6，14）

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

勝馬の
紹 介

ラガーライオン �
�
父 フサイチレオン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2012．9．9 阪神11着

2010．3．17生 牡3鹿 母 エンサイスタ 母母 ライオンレッド 10戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハピネスウィッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月23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８日



16087 6月23日 小雨 稍重 （25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）

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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

12 ア メ リ 牝3栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：24．0 7．2�
11 アステュート 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 476＋ 21：25．27 4．7�

24 ケイティバローズ 牝3鹿 54 小牧 太猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 488＋ 41：25．73 11．5�
713 タニノセレナーデ 牝3黒鹿54 内田 博幸谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 426－ 21：25．8� 9．4�
35 ミラフローレス 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース高野 友和 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋34 〃 クビ 76．5	
36 ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 454－ 81：26．01� 5．4

611 ジョディーズロマン 牝3栗 54 太宰 啓介 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 434－ 4 〃 アタマ 25．0�
47 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 鮫島 良太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 460＋ 2 〃 アタマ 62．6�
714 トーホウシラギク 牝3栃栗54 松山 弘平東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 440± 01：26．53 46．5
815 ソリーソアンジェロ 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム B468＋141：26．7� 22．3�

（豪）

59 メイショウアキヒメ 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 422± 01：26．8� 30．9�
48 トウケイアメジスト 牝3鹿 54 高倉 稜木村 信彦氏 今野 貞一 えりも エクセルマネジメント 478± 01：27．11� 72．4�
816 エイユーシャトル 牝3栗 54

51 ▲原田 敬伍笹部 義則氏 飯田 雄三 様似 清水スタッド 440＋ 41：27．31� 450．6�
510 マコトクオバディス 牝3鹿 54 幸 英明尾田左知子氏 北出 成人 日高 シンボリ牧場 482＋101：27．61� 3．9�
23 ツカサリバティー 牝3鹿 54 熊沢 重文中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 452＋ 2 〃 アタマ 234．5�
612 シンコープリンセス 牝3栗 54 水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 438± 0 〃 同着 12．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，756，800円 複勝： 42，879，400円 枠連： 16，705，200円
馬連： 51，822，800円 馬単： 29，815，300円 ワイド： 26，755，400円
3連複： 79，592，300円 3連単： 108，328，700円 計： 378，655，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 190円 � 330円 枠 連（1－1） 2，300円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，770円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 48，630円

票 数

単勝票数 計 227568 的中 � 25168（4番人気）
複勝票数 計 428794 的中 � 49022（4番人気）� 68583（2番人気）� 29970（6番人気）
枠連票数 計 167052 的中 （1－1） 5361（11番人気）
馬連票数 計 518228 的中 �� 19597（8番人気）
馬単票数 計 298153 的中 �� 5319（15番人気）
ワイド票数 計 267554 的中 �� 9469（7番人気）�� 3634（23番人気）�� 4931（16番人気）
3連複票数 計 795923 的中 ��� 6395（31番人気）
3連単票数 計1083287 的中 ��� 1644（164番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―12．4―12．2―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．3―46．7―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア メ リ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2012．12．1 中京2着

2010．5．17生 牝3栗 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 6戦1勝 賞金 9，890，000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 ビューティルック号
（非抽選馬） 4頭 エーシンタヒチ号・タマモマナムスメ号・ヒシダイヤ号・レーヴイマージン号
※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。

16088 6月23日 小雨 良 （25阪神3）第8日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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 サンセットスカイ 牡3栗 56 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476－ 21：23．3 2．6�

36 ベストブレーン 牡3鹿 56 川田 将雅寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 486＋ 21：23．4� 7．8�
715 ショウリュウバイオ 牡3栗 56 岩田 康誠バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 7．6�
714 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 470－ 41：23．5クビ 2．7�

（豪）

817 ケージーサクランボ 牝3黒鹿 54
51 ▲原田 敬伍川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 430＋221：23．6� 100．3�

23 フィボナッチ 牡3鹿 56
54 △中井 裕二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470＋ 41：24．02� 38．1	

816 キネオスイトピー 牝3黒鹿 54
51 ▲岩崎 翼ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 小泉牧場 400＋10 〃 クビ 40．3


11 フェアリーシチー 牝3芦 54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 454＋ 41：24．21� 234．1�
12 エイダイムーン 牡3栗 56

53 ▲森 一馬�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 414 ―1：24．3� 118．7
713 エ ス パ シ オ 牝3黒鹿54 幸 英明田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 426± 01：24．4� 89．5�
59 ビットビエント 牝3鹿 54 国分 恭介馬場 祥晃氏 今野 貞一 新冠 パカパカ

ファーム 440＋ 21：24．5� 12．7�
35 ショウナンアズーリ 	3青鹿56 国分 優作国本 哲秀氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 446－ 81：25．13� 356．6�
612 トスカニーニ 牡3鹿 56 池添 謙一田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 444－141：25．31� 57．9�
611 マ ル テ ィ ナ 牝3鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 牧浦 充徳 新ひだか 前田 宗将 432－ 2 〃 クビ 41．5�
47 オーミクーザ 牡3青鹿56 高倉 稜岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新ひだか 三石ビクトリーファーム 424＋ 71：25．4
 96．0�
48 ライブリクリール 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 哲郎氏 沖 芳夫 厚真 大川牧場 462＋ 41：26．35 235．7�
510 スリーエアウィーク 牡3鹿 56 酒井 学永井商事� 坪 憲章 平取 稲原牧場 492＋101：26．62 64．8�
24 ウインスマイル 牝3鹿 54 鮫島 良太�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 460－ 81：27．45 273．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，215，700円 複勝： 32，713，300円 枠連： 15，898，000円
馬連： 44，753，600円 馬単： 33，856，700円 ワイド： 24，291，700円
3連複： 75，397，500円 3連単： 116，402，400円 計： 365，528，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 210円 � 190円 枠 連（3－8） 1，250円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 430円 �� 380円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 222157 的中 � 67927（1番人気）
複勝票数 計 327133 的中 � 77007（2番人気）� 37296（4番人気）� 42254（3番人気）
枠連票数 計 158980 的中 （3－8） 9406（5番人気）
馬連票数 計 447536 的中 �� 34612（4番人気）
馬単票数 計 338567 的中 �� 16697（4番人気）
ワイド票数 計 242917 的中 �� 14059（4番人気）�� 16444（3番人気）�� 9610（7番人気）
3連複票数 計 753975 的中 ��� 28594（4番人気）
3連単票数 計1164024 的中 ��� 10608（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．5―59．6―1：11．2

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（1，3）18（5，6）（2，7，14）（11，15）4（10，16）（8，13）（12，9） 4 17－（1，3）18（5，6）14，2，15（7，13）16，4（11，9）（8，12）10

勝馬の
紹 介

サンセットスカイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．8．5 小倉2着

2010．2．23生 牡3栗 母 ヴ ァ ー チ ュ 母母 サンタムール 11戦1勝 賞金 18，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月23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 エーシンケツァール号・テイケイカトレヤ号
※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。



16089 6月23日 小雨 良 （25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
1：46．8
1：46．0

良
良

89 ピ オ ネ ロ 牡2鹿 54 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464 ―1：52．8 7．8�
33 レッドラヴィータ 牝2栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 436 ―1：52．9� 4．5�
66 カレンヴィットリア 牡2黒鹿54 藤岡 康太鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 498 ―1：53．0� 12．8�
11 ヴァンクウィッシュ 牡2青鹿54 岩田 康誠前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476 ―1：53．1� 2．1�
55 マウンテンライオン 牡2鹿 54 福永 祐一市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 582 ―1：53．52� 5．2	
88 キエレメムーチョ 牡2青鹿54 酒井 学吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456 ―1：54．24 74．0

77 シゲルシモツケ 牡2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 高昭牧場 464 ―1：54．73 81．1�
22 ウルパラクア 牡2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 442 ―1：55．33� 31．5�
44 イ ダ ス 牡2栗 54 内田 博幸杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 474 ―1：56．89 10．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，724，200円 複勝： 37，269，800円 枠連： 8，767，200円
馬連： 46，218，600円 馬単： 38，450，500円 ワイド： 20，641，400円
3連複： 57，072，400円 3連単： 133，143，800円 計： 374，287，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 250円 � 190円 � 300円 枠 連（3－8） 1，430円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 630円 �� 910円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 32，060円

票 数

単勝票数 計 327242 的中 � 33120（4番人気）
複勝票数 計 372698 的中 � 39555（4番人気）� 59750（2番人気）� 29653（6番人気）
枠連票数 計 87672 的中 （3－8） 4552（8番人気）
馬連票数 計 462186 的中 �� 20020（8番人気）
馬単票数 計 384505 的中 �� 6911（17番人気）
ワイド票数 計 206414 的中 �� 8253（8番人気）�� 5519（15番人気）�� 6896（11番人気）
3連複票数 計 570724 的中 ��� 8356（18番人気）
3連単票数 計1331438 的中 ��� 3065（105番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．2―13．9―13．9―12．9―11．5―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．3―52．2―1：06．1―1：19．0―1：30．5―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F33．8
3 1，4，5（3，7）6，9（2，8） 4 1（4，5，7）3（6，9）（2，8）

勝馬の
紹 介

ピ オ ネ ロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Candy Stripes 初出走

2011．4．8生 牡2鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16090 6月23日 曇 稍重 （25阪神3）第8日 第6競走 ��
��1，400�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

24 コスタアレグレ 牡3栗 54 小牧 太安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 476＋121：23．1 45．8�
47 � コズミックショア 牝3鹿 52 岩田 康誠吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 460＋ 41：23．42 8．2�
12 タイキブルース 牡6鹿 57 福永 祐一�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 454－ 81：23．5クビ 40．0�
35 タガノトネール 	3鹿 54 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 21：23．71
 13．2�
11 � エーシンバサラ 牡5青鹿57 C．ウィリアムズ �栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. 566－ 61：23．91
 27．9	
（豪）

816� コリンブレッセ 牡4鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C
Stautberg 496± 01：24．0� 2．3


23 メイショウユキチ 牡3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 486＋ 21：24．95 4．2�
815 エアギベオン 	5青鹿57 岡田 祥嗣 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 追分ファーム 462－14 〃 ハナ 144．8�
48 � ツルオカハチマン 牡4鹿 57 幸 英明居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 500－ 2 〃 アタマ 7．4
36 サンクフルネス 牡4青 57 高倉 稜小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 458＋ 21：25．21� 14．1�
59 トゥルーピース 牝3栗 52 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 470－ 6 〃 ハナ 85．3�
612�� エイシンピューマ 牝4青鹿55 武 豊平井 克彦氏 小崎 憲 米

O’Rourkes Silver
Springs Stud
Farm LLC

464＋26 〃 ハナ 120．7�
714 ゴ リ ラ 牡4栗 57 浜中 俊小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 B474－101：25．3クビ 18．1�
611 サトノフォワード 牝5栗 55 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：25．4 155．4�
510 フィオリート 牡3芦 54

52 △中井 裕二松田 整二氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 496± 01：27．010 106．9�
713� マルカディフィート 牡4鹿 57 国分 恭介河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 486－ 51：28．27 253．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，451，900円 複勝： 51，415，000円 枠連： 19，919，000円
馬連： 58，607，400円 馬単： 39，564，400円 ワイド： 33，208，400円
3連複： 93，579，900円 3連単： 141，276，100円 計： 468，022，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，580円 複 勝 � 1，220円 � 340円 � 1，000円 枠 連（2－4） 850円

馬 連 �� 16，490円 馬 単 �� 45，990円

ワ イ ド �� 5，200円 �� 12，250円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 156，610円 3 連 単 ��� 795，900円

票 数

単勝票数 計 304519 的中 � 5248（10番人気）
複勝票数 計 514150 的中 � 10311（10番人気）� 45459（4番人気）� 12834（9番人気）
枠連票数 計 199190 的中 （2－4） 17470（4番人気）
馬連票数 計 586074 的中 �� 2624（37番人気）
馬単票数 計 395644 的中 �� 635（87番人気）
ワイド票数 計 332084 的中 �� 1572（44番人気）�� 662（70番人気）�� 2431（31番人気）
3連複票数 計 935799 的中 ��� 441（208番人気）
3連単票数 計1412761 的中 ��� 131（1106番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．7―12．0―11．9―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．5―46．5―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスタアレグレ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Miswaki デビュー 2013．3．16 中山1着

2010．3．18生 牡3栗 母 コーディーライン 母母 Private Encore 3戦2勝 賞金 13，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルカディフィート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月23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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミリオンヴォルツ号
（非抽選馬） 5頭 シゲルアンドロメダ号・シゲルネーブル号・ダノンレジェンド号・タマモデザイア号・メイショウオオカゼ号
※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。



16091 6月23日 曇 良 （25阪神3）第8日 第7競走 ��
��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

33 ポセイドンバローズ 牡3栗 54 浜中 俊猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 22：03．3 3．3�
77 マトリックスコード 牡3栗 54 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 524＋142：03．4� 3．3�
22 マコトブリジャール 牝3鹿 52 松山 弘平尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 410＋ 4 〃 ハナ 18．9�
44 	 アシュヴィン 牡4栗 57 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 460＋ 8 〃 クビ 12．3�
11 シゲルジョウム 牡5鹿 57 高倉 稜森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 480－ 22：03．61
 71．3�
55 � ヒシアルコル 牝4鹿 55 小坂 忠士阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 452＋ 62：03．91� 44．2	
78 グレートヴァリュー 牡5黒鹿57 幸 英明小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 B458± 02：04．0
 11．4

810 ゴ ダ ー ル 牡3黒鹿54 C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 476＋102：04．21� 6．7�

（豪）

66 アサクサショパン 牡5黒鹿57 福永 祐一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 アタマ 4．3
89 � ラブリーリタ 牝4鹿 55 水口 優也薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 456－ 22：04．94 116．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，054，000円 複勝： 36，648，200円 枠連： 10，875，800円
馬連： 56，917，800円 馬単： 39，699，200円 ワイド： 24，263，500円
3連複： 75，179，100円 3連単： 144，905，200円 計： 415，542，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 150円 � 370円 枠 連（3－7） 440円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 300円 �� 650円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計 270540 的中 � 65483（2番人気）
複勝票数 計 366482 的中 � 80788（1番人気）� 74560（2番人気）� 18103（7番人気）
枠連票数 計 108758 的中 （3－7） 18277（1番人気）
馬連票数 計 569178 的中 �� 69273（1番人気）
馬単票数 計 396992 的中 �� 19549（3番人気）
ワイド票数 計 242635 的中 �� 23163（2番人気）�� 8832（10番人気）�� 6102（15番人気）
3連複票数 計 751791 的中 ��� 18182（13番人気）
3連単票数 計1449052 的中 ��� 8281（47番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．8―13．1―13．0―12．5―12．4―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―36．9―50．0―1：03．0―1：15．5―1：27．9―1：39．6―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポセイドンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．9．23 阪神2着

2010．5．4生 牡3栗 母 ダディーズシューズ 母母 ダイナサルーン 11戦2勝 賞金 25，217，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16092 6月23日 小雨 稍重 （25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

44 ノボリドリーム 牡4鹿 57 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 444－ 81：50．5 3．9�
33 ペガサスフォース 牡4栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：50．82 12．3�
811 ラガートモヒーロ 牡4黒鹿57 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 458－ 2 〃 ハナ 4．9�
56 � リアライズナマステ 牡4栗 57 内田 博幸工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

466－ 81：51．12 13．0�
812 シ ュ ミ ッ ト 牡3芦 54 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 464－ 41：51．73	 18．9�
79 フォントルロイ 牡4鹿 57 福永 祐一大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 ハナ 23．7�
710 ワイドバッハ 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 480＋ 41：51．8クビ 3．1	

（豪）

67 ゴールデンアタック 牡5栗 57 幸 英明
協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 492＋ 61：52．11
 30．6�
22 トーセンウィーク 牡5栗 57 小牧 太島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 538＋101：52．31	 9．8
55 � ミルクディッパー 牡4黒鹿57 藤岡 康太
ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 546－ 21：52．62 69．5�
68 � マリブスター 牡5栗 57 浜中 俊吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 530＋141：53．45 56．6�
11 マグナムボーイ 牡3鹿 54 国分 恭介古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 増本牧場 516＋ 2 （競走中止） 21．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，936，500円 複勝： 53，436，100円 枠連： 17，038，500円
馬連： 74，121，100円 馬単： 44，816，400円 ワイド： 36，436，000円
3連複： 105，050，200円 3連単： 169，128，800円 計： 531，963，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 260円 � 160円 枠 連（3－4） 1，930円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 640円 �� 370円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 11，970円

票 数

単勝票数 計 319365 的中 � 65236（2番人気）
複勝票数 計 534361 的中 � 107376（2番人気）� 44145（4番人気）� 93180（3番人気）
枠連票数 計 170385 的中 （3－4） 6545（6番人気）
馬連票数 計 741211 的中 �� 29810（5番人気）
馬単票数 計 448164 的中 �� 11651（8番人気）
ワイド票数 計 364360 的中 �� 13755（5番人気）�� 26276（3番人気）�� 12762（6番人気）
3連複票数 計1050502 的中 ��� 33988（5番人気）
3連単票数 計1691288 的中 ��� 10436（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―37．0―49．3―1：01．8―1：14．2―1：26．1―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノボリドリーム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．17 阪神3着

2009．4．20生 牡4鹿 母 サンデーミッチー 母母 プレザントソーサリス 16戦3勝 賞金 39，204，000円
〔競走中止〕 マグナムボーイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出走取消馬 ワンダーコロアール号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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。



16093 6月23日 小雨 良 （25阪神3）第8日 第9競走 ��
��1，200�

い ず し

出 石 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．6．23以降25．6．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

但馬國出石観光協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

59 メイショウイザヨイ 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 510＋141：09．3 4．6�
815� エーシンシャラク 牡5芦 54 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 B510＋ 6 〃 アタマ 56．6�
714 ビキニブロンド 牝4黒鹿55．5 C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442－ 81：09．62 3．0�

（豪）

816 ワキノブレイブ 牡3青鹿54 福永 祐一脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 468± 01：09．7クビ 6．6�
510 ナムラハヤテ 牡4黒鹿57 内田 博幸奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 456± 01：09．8� 10．5�
23 カシノランナウェイ 	3栗 52 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 476± 0 〃 ハナ 19．2	
612 アメージングタクト 牡3鹿 52 太宰 啓介 
サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 21：09．9� 18．1�
35 アンプレシオネ 牝8芦 52 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル 466＋ 2 〃 ハナ 117．8�
611 アグネスマチュア 牡4鹿 55 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484± 0 〃 クビ 7．7
47 タガノラヴキセキ 牝5黒鹿54 岩崎 翼八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 476＋ 61：10．11� 93．7�
11 レ コ メ ン ド 牡6鹿 54 高田 潤�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 494＋ 2 〃 クビ 33．2�
48 ポピュラーストック 	5栗 54 高倉 稜 
サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 61：10．2クビ 39．1�
713 アイビーフォールド 牡6鹿 54 浜中 俊 
キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 470＋ 81：10．41
 96．3�
12 ヒシガーネット 牝3青鹿51 中井 裕二阿部 雅英氏 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 466＋12 〃 ハナ 8．8�
36 リッカコウユウ 牝7鹿 50 田中 健立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 468＋ 61：11．57 281．0�
24 � ウイニングドラゴン 牡7黒鹿53 水口 優也奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 444± 01：12．24 156．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，534，400円 複勝： 67，656，100円 枠連： 29，034，000円
馬連： 117，212，200円 馬単： 69，539，400円 ワイド： 52，445，500円
3連複： 159，050，100円 3連単： 277，260，200円 計： 813，731，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 1，060円 � 150円 枠 連（5－8） 980円

馬 連 �� 16，430円 馬 単 �� 24，340円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 340円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 16，890円 3 連 単 ��� 124，620円

票 数

単勝票数 計 415344 的中 � 71655（2番人気）
複勝票数 計 676561 的中 � 113489（2番人気）� 11185（11番人気）� 152561（1番人気）
枠連票数 計 290340 的中 （5－8） 21884（5番人気）
馬連票数 計1172122 的中 �� 5267（40番人気）
馬単票数 計 695394 的中 �� 2109（68番人気）
ワイド票数 計 524455 的中 �� 2977（43番人気）�� 44181（1番人気）�� 3741（36番人気）
3連複票数 計1590501 的中 ��� 6951（54番人気）
3連単票数 計2772602 的中 ��� 1642（374番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．6―11．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―45．3―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウイザヨイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．3．10 中京11着

2009．3．19生 牝4鹿 母 シャコービクトリア 母母 ビトゥイーンタイム 12戦4勝 賞金 44，836，000円
〔騎手変更〕 タガノラヴキセキ号の騎手国分恭介は，第8競走での落馬負傷のため岩崎翼に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケントヒーロー号・ビットスターダム号
（非抽選馬） 3頭 カシノインカローズ号・ハンターワディ号・メイショウハガクレ号
※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。

16094 6月23日 小雨 良 （25阪神3）第8日 第10競走 ��
��2，000�

あまがさき

尼崎ステークス
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．6．23以降25．6．16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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 セイクリッドセブン 牡6栗 54 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 42：02．6 26．0�

45 スマートリバティー 牡5鹿 53 C．ウィリアムズ 大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450± 02：02．91� 8．1�
（豪）

33 マイネジャンヌ 牝5鹿 54 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 2 〃 アタマ 8．2�

56 マ ナ ク ー ラ 牡7黒鹿54 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 472－202：03．22 153．4�

711 リ ベ ル タ ス 牡5鹿 57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494－142：03．3クビ 5．0	

710 アイウォントユー 牡6栗 54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 470－ 2 〃 クビ 31．2

22 � メイショウサミット 牡7鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 538＋ 8 〃 アタマ 4．8�
812 トモロポケット 牡7栗 54 熊沢 重文戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム 470－102：03．4クビ 101．8�
57 アドマイヤフライト 牡4鹿 58 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 522－ 22：03．61 2．9
68 メイショウドンタク 牡7黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 498－ 62：03．81	 56．6�
11 マイネルガヴロシュ 牡6青鹿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 メイタイ牧場 B480－ 22：04．01
 31．2�
813 ブルースターキング 牡7黒鹿50 酒井 学 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 468－ 22：04．1� 228．6�
69 オールアズワン 牡5黒鹿56 高倉 稜宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 494＋142：04．42 8．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，519，900円 複勝： 67，822，900円 枠連： 26，300，900円
馬連： 138，620，700円 馬単： 86，044，700円 ワイド： 50，608，900円
3連複： 177，766，200円 3連単： 338，337，600円 計： 932，021，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 670円 � 260円 � 300円 枠 連（4－4） 10，100円

馬 連 �� 8，690円 馬 単 �� 22，150円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 2，330円 �� 990円

3 連 複 ��� 18，380円 3 連 単 ��� 142，120円

票 数

単勝票数 計 465199 的中 � 14137（7番人気）
複勝票数 計 678229 的中 � 23404（9番人気）� 75319（4番人気）� 62779（6番人気）
枠連票数 計 263009 的中 （4－4） 1922（27番人気）
馬連票数 計1386207 的中 �� 11777（27番人気）
馬単票数 計 860447 的中 �� 2867（64番人気）
ワイド票数 計 506089 的中 �� 6302（25番人気）�� 5268（28番人気）�� 13046（13番人気）
3連複票数 計1777662 的中 ��� 7141（60番人気）
3連単票数 計3383376 的中 ��� 1757（395番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．3―50．3―1：02．8―1：15．3―1：27．3―1：38．9―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイクリッドセブン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2009．12．12 阪神4着

2007．3．8生 牡6栗 母 グレースランド 母母 ゴールデンサッシュ 25戦5勝 賞金 75，849，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 アイウォントユー号の騎手国分恭介は，第8競走での落馬負傷のため国分優作に変更。
※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23日 曇 良 （25阪神3）第8日 第11競走 ��
��2，200�第54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 2，352，000円 672，000円 336，000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

810 ゴールドシップ 牡4芦 58 内田 博幸小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 500－ 22：13．2 2．9�
44 ダノンバラード 牡5黒鹿58 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 484－ 22：13．83� 43．8�
811 ジェンティルドンナ 牝4鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470 〃 クビ 2．4�
33 フェノーメノ 牡4青鹿58 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム 496± 02：13．9� 3．2�
66 トーセンラー 牡5黒鹿58 武 豊島川 	哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456－ 42：14．22 14．2

78 ナカヤマナイト 牡5栗 58 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 486－ 22：14．41� 49．0�
79 ローゼンケーニッヒ 牡4黒鹿58 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 460－ 42：14．5クビ 56．7�

（豪）

67 スマートギア 牡8栗 58 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 462－ 22：14．81	 160．2
22 タニノエポレット 牡6鹿 58 浜中 俊谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 510＋ 22：15．43� 244．5�
55 シ ル ポ ー ト 牡8鹿 58 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 514＋ 4 〃 ハナ 47．2�
11 ヒットザターゲット 牡5栗 58 福永 祐一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 522＋ 42：15．61� 90．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 886，259，700円 複勝： 602，471，500円 枠連： 417，029，700円 馬連： 1，877，039，200円 馬単： 1，654，572，200円
ワイド： 600，999，500円 3連複： 2，417，836，600円 3連単： 8，510，404，600円 5重勝： 850，561，400円 計： 17，817，174，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 370円 � 120円 枠 連（4－8） 2，560円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 850円 �� 210円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 23，420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����� 26，154，770円

票 数

単勝票数 計8862597 的中 � 2434041（2番人気）
複勝票数 計6024715 的中 � 1290225（3番人気）� 260682（5番人気）� 1816666（1番人気）
枠連票数 計4170297 的中 （4－8） 120404（6番人気）
馬連票数 計18770392 的中 �� 269428（10番人気）
馬単票数 計16545722 的中 �� 197887（15番人気）
ワイド票数 計6009995 的中 �� 153972（8番人気）�� 873755（3番人気）�� 152182（9番人気）
3連複票数 計24178366 的中 ��� 614333（7番人気）
3連単票数 計85104046 的中 ��� 268237（53番人気）
5重勝票数 差引計8505614（返還計582104） 的中 ����� 24

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―34．7―46．6―58．5―1：10．5―1：22．8―1：35．2―1：47．9―2：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
5＝4－11，10（6，3）（1，8）2，7，9
5＝4－（11，10）（6，3）（1，8）（2，7）9

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

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4芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 13戦9勝 賞金 847，985，000円
〔その他〕 ダノンバラード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ダノンバラード号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年7月23日まで出走できない。
※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。

16096 6月23日 曇 稍重 （25阪神3）第8日 第12競走 ��
��1，200�

つ る み

鶴 見 特 別
発走16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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

35 グレイスフルリープ 牡3栗 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 534＋ 41：10．2 8．1�

12 レ ギ ス 牡3栗 54 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 466＋ 21：10．52 8．0�
713 ルミナスウイング 牡3鹿 54 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474－ 61：11．24 5．2�

（豪）

611� ネオシーサー 牡6青 57 熊沢 重文佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 444－ 61：11．41	 107．8�
612 スイングエンジン 牡7栗 57 内田 博幸平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 480＋ 4 〃 ハナ 14．7�
510 ヒ ー ロ ー 牡6栗 57 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522－ 8 〃 ハナ 8．8	
47 ワンダーフォルテ 牡5栗 57 武 豊山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 506＋ 61：11．5クビ 30．6

816 ミヤジシェンロン 牡6鹿 57 高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド 462－ 4 〃 同着 20．7�
48 ゴッドツェッペリン 牡4黒鹿57 幸 英明石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 470＋ 4 〃 クビ 2．9�
815 ネオヴァンクル 牡4栗 57 太宰 啓介小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 510－ 81：11．81
 15．8
59 ナリタシーズン 牡6栗 57 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 506－ 21：11．9
 25．6�
24 シゲルオウシザ 牡3栗 54 福永 祐一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 512＋ 4 〃 ハナ 24．1�
11 � メイショウゲンカイ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486－ 21：12．32� 61．8�
23 キクノフェーデ 牡6鹿 57 藤岡 康太菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム B518＋ 8 〃 クビ 148．9�
714� ウエストハーバー 牡5栗 57 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 522－ 61：12．4クビ 157．4�
36 ウエスタンレビュー 牝5黒鹿55 池添 謙一西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 498－101：12．61� 46．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，258，700円 複勝： 139，295，000円 枠連： 66，129，200円
馬連： 245，880，600円 馬単： 146，484，700円 ワイド： 112，101，600円
3連複： 361，621，100円 3連単： 671，320，600円 計： 1，833，091，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 290円 � 250円 � 230円 枠 連（1－3） 2，520円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 880円 �� 870円 �� 850円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 36，750円

票 数

単勝票数 計 902587 的中 � 87862（4番人気）
複勝票数 計1392950 的中 � 122808（5番人気）� 149146（3番人気）� 173027（2番人気）
枠連票数 計 661292 的中 （1－3） 19378（12番人気）
馬連票数 計2458806 的中 �� 67194（10番人気）
馬単票数 計1464847 的中 �� 22228（14番人気）
ワイド票数 計1121016 的中 �� 31529（9番人気）�� 31975（8番人気）�� 32891（6番人気）
3連複票数 計3616211 的中 ��� 47533（13番人気）
3連単票数 計6713206 的中 ��� 13482（91番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．3―11．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．7―46．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルリープ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．5．12生 牡3栗 母 ラビットフット 母母 Argentario 8戦3勝 賞金 35，220，000円
〔騎手変更〕 ネオシーサー号の騎手国分恭介は，第8競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アースゼウス号・カリスマサンスカイ号
（非抽選馬） 6頭 アテーナーズブレス号・イッツアチャンス号・キングブラーボ号・ケージーヨシツネ号・トップオブザヘヴン号・

ピュアマリーン号
※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。

５レース目



（25阪神3）第8日 6月23日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 161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

434，750，000円
2，080，000円
8，060，000円
5，380，000円
39，850，000円
59，149，750円
4，593，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
1，270，877，200円
1，204，720，700円
650，321，100円
2，785，121，700円
2，240，968，500円
1，022，851，900円
3，718，608，700円
10，829，092，800円
850，561，400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
5 重 勝
計 24，573，124，000円

総入場人員 70，413名 （有料入場人員 67，830名）



平成25年度 第3回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，378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

1，819，260，000円
6，240，000円
64，100，000円
16，140，000円
161，080，000円
509，465，250円
39，080，800円
13，228，800円

勝馬投票券売得金
3，887，605，800円
5，736，964，000円
2，405，907，900円
9，569，312，500円
6，617，612，000円
4，076，755，200円
13，479，139，300円
28，959，493，000円
850，561，400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
5 重 勝
計 75，583，351，100円

総入場延人員 181，522名 （有料入場延人員 172，053名）
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