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16001 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

813 アイディアバイオ 牝3鹿 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 448－101：53．4 5．0�
58 サダムアリガトウ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政大西 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 482± 01：53．82� 6．2�

46 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 456－ 21：54．11� 1．8�

814 メイショウクローバ 牝3鹿 54
51 ▲小崎 綾也松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B484－ 41：54．41� 13．6�

610 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 426＋ 21：54．82� 8．9�

11 レッドロザリー 牝3鹿 54
53 ☆中井 裕二 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 494 ―1：56．39 28．3	

57 リーブイットゥミー 牝3黒鹿54 小牧 太鈴木 康弘氏 牧田 和弥 浦河 アイオイファーム 430－ 61：56．4� 143．7

69 エレメンタリー 牝3黒鹿54 松田 大作有限会社シルク中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 482－ 21：56．93 203．0�
34 クリムゾンオーブ 牝3鹿 54 竹之下智昭有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－141：57．64 43．5�
22 クレスコポッケ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 408± 01：57．7クビ 315．0
712 カシノチャンプ 牝3鹿 54 幸 英明柏木 務氏 境 直行 浦河 三枝牧場 446＋ 41：57．8� 271．7�
33 メイショウネフェル 牝3栗 54 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 504－ 41：57．9� 338．7�
45 ヴィカバンブー 牝3鹿 54 酒井 学�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 468＋ 41：58．0� 54．7�
711 メイショウタイリン 牝3青 54

51 ▲松若 風馬松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B452＋161：58．1� 14．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，975，800円 複勝： 72，499，900円 枠連： 9，748，800円
馬連： 39，418，600円 馬単： 30，780，600円 ワイド： 22，987，000円
3連複： 61，546，600円 3連単： 111，980，600円 計： 370，937，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 1，330円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 390円 �� 210円 �� 210円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 7，350円

票 数

単勝票数 計 219758 的中 � 34675（2番人気）
複勝票数 計 724999 的中 � 52043（2番人気）� 51593（3番人気）� 507231（1番人気）
枠連票数 計 97488 的中 （5－8） 5645（5番人気）
馬連票数 計 394186 的中 �� 19233（6番人気）
馬単票数 計 307806 的中 �� 7400（9番人気）
ワイド票数 計 229870 的中 �� 12809（5番人気）�� 28820（2番人気）�� 29987（1番人気）
3連複票数 計 615466 的中 ��� 63237（1番人気）
3連単票数 計1119806 的中 ��� 11044（20番人気）

ハロンタイム 13．0―10．9―13．0―12．8―13．5―13．1―12．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．9―36．9―49．7―1：03．2―1：16．3―1：29．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイディアバイオ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジ ェ リ デビュー 2014．4．12 阪神3着

2011．6．3生 牝3鹿 母 ケイパブルバイオ 母母 ブリリアントバイオ 4戦1勝 賞金 7，200，000円
※メイショウネフェル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16002 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

23 ハピネスイズヒア 牡3栗 56
55 ☆中井 裕二阿部榮乃進氏 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 448－ 41：12．9 26．0�

612 クレアドール 牝3青鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 1．5�
35 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 岩田 康誠武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490－ 41：13．0� 18．2�
11 エイシンルフィー 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 482＋ 21：13．42� 11．5�
24 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 468＋161：13．5クビ 46．9	
48 モズニントク 牡3黒鹿56 国分 恭介北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 山野牧場 468＋ 21：13．6� 10．9

12 デランテーロ 牡3鹿 56 幸 英明ちくしCLUB 北出 成人 日高 佐々木 康治 418＋ 21：13．81� 73．1�
36 ナチュラライズ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬�髙昭牧場 高橋 亮 浦河 高昭牧場 420＋ 6 〃 アタマ 203．3�
714 プライムグローリー 牡3黒鹿56 菱田 裕二吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 514 ― 〃 アタマ 5．4
59 シ ゲ ル ウ ゴ 牡3青鹿56 国分 優作森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 508－101：13．9クビ 53．9�
713 シュンブレイン 牡3栗 56 戸崎 圭太石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 474＋ 21：14．21� 57．7�
816 ストレイトウェザー 牡3黒鹿56 池添 謙一吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 原 フアーム 500＋101：14．41� 99．5�
47 サージェントペパー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政薪浦 亨氏 角田 晃一 日高 下川 茂広 510± 01：14．93 150．5�
815 キ ー コ ー ド 牝3青 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 434－ 61：15．0� 88．4�
510 シゲルエチゼン 牡3鹿 56 川須 栄彦森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 464－ 6 〃 クビ 162．5�
611 ハイセルフト 牡3青鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－181：15．53 44．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，690，400円 複勝： 125，793，800円 枠連： 11，632，700円
馬連： 45，903，000円 馬単： 35，156，100円 ワイド： 23，512，500円
3連複： 60，849，900円 3連単： 113，793，500円 計： 440，331，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 290円 � 110円 � 220円 枠 連（2－6） 680円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，970円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 39，090円

票 数

単勝票数 計 236904 的中 � 7284（6番人気）
複勝票数 計1257938 的中 � 25467（6番人気）� 991237（1番人気）� 36899（4番人気）
枠連票数 計 116327 的中 （2－6） 13127（3番人気）
馬連票数 計 459030 的中 �� 28247（5番人気）
馬単票数 計 351561 的中 �� 5298（16番人気）
ワイド票数 計 235125 的中 �� 14768（5番人気）�� 2764（21番人気）�� 14942（4番人気）
3連複票数 計 608499 的中 ��� 13241（11番人気）
3連単票数 計1137935 的中 ��� 2110（119番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．1―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．7―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハピネスイズヒア �
�
父 デュランダル �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．10．5 京都2着

2011．3．10生 牡3栗 母 ハナイチリン 母母 リンデンリリー 7戦1勝 賞金 10，200，000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。
（非当選馬） 3頭 コーリングユー号・バトルムーングロウ号・プロセキューション号
（非抽選馬） 4頭 トゥルースカイ号・ハードモンラッシェ号・フルアヘッド号・ホッコーヤタロウ号

第３回 阪神競馬 第１日



16003 6月7日 小雨 良 （26阪神3）第1日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

713 アサクサプライド 牡3栗 56 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 472＋ 21：26．3 5．9�
714 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 490± 0 〃 クビ 20．6�
11 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 446＋ 21：26．72� 14．6�
816 シ ゲ ル イ ガ 牡3栗 56 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 482－121：26．8クビ 7．1�
510 ウインボナンザ 牡3鹿 56 国分 恭介�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 41：26．9� 7．3�
815 ルールウイニング 牡3鹿 56

53 ▲義 英真杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 B486－ 21：27．0� 82．6	
47 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B472－ 61：27．63� 2．0

35 ホワイトブルグ 牝3芦 54 柴山 雄一�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 438－ 81：27．7クビ 20．2�
611 アグネスジェシカ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 498＋ 2 〃 ハナ 39．3
23 アスターブラン 牡3芦 56 菱田 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 488＋ 61：27．8� 284．2�
12 サンライズグリーン 牡3芦 56

53 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 478 ―1：28．12 92．3�
36 アズマムーン 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 日高大洋牧場 476＋ 41：28．2� 12．7�
59 メイショウモウトク 牡3鹿 56 花田 大昂松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 512 ―1：29．37 214．9�
24 アクアブルーキング 牡3黒鹿56 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B482－ 8 〃 アタマ 138．4�
48 スズカコンクパール 牝3栗 54 高倉 稜永井商事� 森田 直行 様似 様似共栄牧場 424＋101：29．93� 182．6�
612 ウォーターバンクス 牡3黒鹿56 佐久間寛志山岡 正人氏 田所 秀孝 白老 習志野牧場 448＋141：30．53� 298．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，046，700円 複勝： 35，234，900円 枠連： 12，335，200円
馬連： 46，132，100円 馬単： 27，766，800円 ワイド： 22，360，300円
3連複： 57，244，800円 3連単： 90，112，500円 計： 316，233，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 430円 � 240円 枠 連（7－7） 4，280円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 6，230円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 940円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 14，140円 3 連 単 ��� 52，090円

票 数

単勝票数 計 250467 的中 � 33419（2番人気）
複勝票数 計 352349 的中 � 47761（3番人気）� 18607（7番人気）� 40625（4番人気）
枠連票数 計 123352 的中 （7－7） 2232（17番人気）
馬連票数 計 461321 的中 �� 8334（16番人気）
馬単票数 計 277668 的中 �� 3341（21番人気）
ワイド票数 計 223603 的中 �� 5452（12番人気）�� 6270（10番人気）�� 2444（26番人気）
3連複票数 計 572448 的中 ��� 3035（44番人気）
3連単票数 計 901125 的中 ��� 1254（174番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．6―13．0―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．6―1：00．6―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F38．7
3 ・（16，15）7（1，12）－14（11，8）（3，6）10（2，13）－5＝（4，9） 4 ・（16，15）7（1，14）12（6，10）（11，13）3，8（2，5）＝（4，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アサクサプライド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Hennessy デビュー 2014．2．23 小倉3着

2011．3．20生 牡3栗 母 キャッツプライド 母母 Kirt’s Pride 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 エイユービリオネア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エイユービリオネア号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ギャラクシーエクス号
（非抽選馬） 3頭 エイシンラナウェー号・オーマイベイビー号・グランドデイム号

16004 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

816 ル ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 396± 01：54．5 26．3�

48 アラートミノル 牡3鹿 56 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472－ 21：54．71 3．6�
714 ス プ ル ス �3栗 56 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 448－ 41：55．12� 4．5�
612 マウンテンライオン 牡3鹿 56 岩田 康誠市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 594－ 21：55．31 3．1�
510 レッドフォース 牡3栗 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 ハナ 9．6�
12 サンレイレッカー 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 464± 01：55．62 139．2	
35 トウカイアレンジ 牡3鹿 56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 500 ―1：55．7� 38．2

23 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 426± 01：55．8� 28．5�
611 スペースカウボーイ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 448－ 41：56．22� 166．0
36 ラッシュボンバー 牡3鹿 56 太宰 啓介村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 信岡牧場 464＋ 2 〃 クビ 139．3�
47 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 490－ 8 〃 ハナ 8．8�
11 ショウナンサンタ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬�湘南 中村 均 浦河 三嶋牧場 462＋ 41：56．3� 107．6�
59 ジョウイチロウ 牡3鹿 56 松山 弘平泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 530＋ 61：56．4クビ 31．1�
815 ミッキーマンゴー 牡3鹿 56 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 510 ―1：57．14 20．6�
24 ツルミプラチーター 牡3栗 56 森 一馬�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 516－101：57．31	 263．4�
713 スズカエルフォトン �3青鹿 56

55 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 460± 01：57．4� 138．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，290，300円 複勝： 35，016，200円 枠連： 13，251，000円
馬連： 44，996，900円 馬単： 27，975，600円 ワイド： 22，409，200円
3連複： 61，601，200円 3連単： 98，794，700円 計： 326，335，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 400円 � 130円 � 170円 枠 連（4－8） 1，780円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 13，900円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，500円 �� 290円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 55，820円

票 数

単勝票数 計 222903 的中 � 6767（7番人気）
複勝票数 計 350162 的中 � 15567（6番人気）� 90278（1番人気）� 53352（3番人気）
枠連票数 計 132510 的中 （4－8） 5751（8番人気）
馬連票数 計 449969 的中 �� 6216（16番人気）
馬単票数 計 279756 的中 �� 1509（39番人気）
ワイド票数 計 224092 的中 �� 3597（15番人気）�� 3508（16番人気）�� 22773（2番人気）
3連複票数 計 616012 的中 ��� 8998（16番人気）
3連単票数 計 987947 的中 ��� 1283（150番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．6―13．1―13．1―12．9―12．4―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．3―51．4―1：04．5―1：17．4―1：29．8―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ル ア ノ ヴ ァ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．1．26 京都8着

2011．3．2生 牝3鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 6戦1勝 賞金 4，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グレイトハスラー号・メイショウネフェル号



16005 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15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

66 ケツァルテナンゴ 牡2鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484 ―1：39．2 4．1�
77 ウインバニラスカイ 牝2芦 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 446 ―1：39．3� 3．7�
22 カシノハリウッド 牡2栗 54 内田 博幸柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 500 ―1：39．4クビ 4．7�
88 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 448 ―1：40．03� 2．7�

55 クリノダイシャリン 牡2栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤 信広 480 ―1：40．21� 34．8�
44 マ ケ ナ イ デ 牝2栗 54

51 ▲義 英真小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 454 ―1：40．83� 13．6	

11 ファイヤウィード 牝2鹿 54 幸 英明松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか 坂本 春信 488 ―1：41．22� 22．0

33 シゲルデンガク 牡2栗 54 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 畔柳 作次 442 ―1：41．41 42．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 26，051，700円 複勝： 23，808，100円 枠連： 発売なし
馬連： 40，385，800円 馬単： 28，324，900円 ワイド： 17，600，500円
3連複： 44，292，600円 3連単： 111，913，300円 計： 292，376，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 230円 �� 300円 �� 190円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計 260517 的中 � 50503（3番人気）
複勝票数 計 238081 的中 � 47249（3番人気）� 47907（2番人気）� 45761（4番人気）
馬連票数 計 403858 的中 �� 47434（3番人気）
馬単票数 計 283249 的中 �� 16198（5番人気）
ワイド票数 計 176005 的中 �� 18727（3番人気）�� 13437（6番人気）�� 26163（1番人気）
3連複票数 計 442926 的中 ��� 43263（3番人気）
3連単票数 計1119133 的中 ��� 21118（12番人気）

ハロンタイム 13．0―12．6―13．5―13．2―13．0―11．8―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．6―39．1―52．3―1：05．3―1：17．1―1：27．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケツァルテナンゴ �

父 チチカステナンゴ �


母父 ク ロ フ ネ 初出走

2012．5．8生 牡2鹿 母 ダイワオンディーヌ 母母 クリアースター 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ファイヤウィード号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻3分遅延。
※出走取消馬 ダイゴサクラ号（疾病〔右肩跛行〕のため）

16006 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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

24 タガノビーンズ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 420＋ 41：21．2 7．8�
59 � エイシンソルティー 牝3芦 54 秋山真一郎�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 472－ 21：21．62� 2．1�
611 キネオソレイユ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 千津氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 436＋ 21：21．92 15．2�
510 ベルリネッタ 牡3鹿 56 内田 博幸大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 448± 0 〃 アタマ 6．5�
11 ウインドサクセス 牡3栗 56 太宰 啓介福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 高橋 幸男 B498－10 〃 ハナ 73．1�
612 ファンタジックアイ 牝3黒鹿54 藤岡 康太吉田 千津氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 6．8	
817 メイショウブイダン 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 470 ―1：22．53� 28．4

23 サクラハナフブキ 牝3鹿 54 国分 優作吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 452 ― 〃 クビ 116．3�
36 ビリーバローズ 牡3栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 酒井牧場 464－ 61：22．6クビ 18．5�
713 グッドタルト 牝3栗 54 武 幸四郎杉立 恭平氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 450＋12 〃 クビ 152．6
715 マグナカルタ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510 ― 〃 アタマ 33．3�
47 � アスターカウンティ 牡3鹿 56 小牧 太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Glencrest

Farm LLC 492＋22 〃 ハナ 48．4�
12 レッドアヴェニュー 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 398 ―1：22．7クビ 26．5�
48 フィラデルフィア 牝3黒鹿54 浜中 俊 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 420 ―1：22．91	 15．5�
818 ヴ ァ ン ソ ン 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬﨑川美枝子氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 428 ―1：23．11	 167．2�

35 ハーレムシェイク 
3鹿 56
53 ▲小崎 綾也 �二風谷ファーム 小崎 憲 熊本 有限会社

宮村牧場 410－ 2 〃 クビ 169．9�
816 バトルグラーティア 牝3鹿 54 松田 大作宮川 秋信氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 402 ―1：23．2クビ 253．0�
714 アメノチハレ 牡3黒鹿56 竹之下智昭國分 純氏 千田 輝彦 日高 スマイルファーム 446 ―1：24．69 250．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，383，100円 複勝： 40，645，000円 枠連： 15，941，200円
馬連： 46，115，800円 馬単： 29，116，700円 ワイド： 23，376，700円
3連複： 64，753，100円 3連単： 96，567，100円 計： 340，898，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 110円 � 270円 枠 連（2－5） 640円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，230円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 15，370円

票 数

単勝票数 計 243831 的中 � 24970（4番人気）
複勝票数 計 406450 的中 � 37084（4番人気）� 144286（1番人気）� 27203（5番人気）
枠連票数 計 159412 的中 （2－5） 19084（3番人気）
馬連票数 計 461158 的中 �� 39758（3番人気）
馬単票数 計 291167 的中 �� 11154（7番人気）
ワイド票数 計 233767 的中 �� 17133（3番人気）�� 4380（13番人気）�� 15729（4番人気）
3連複票数 計 647531 的中 ��� 18055（6番人気）
3連単票数 計 965671 的中 ��� 4553（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．1―57．6―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．1
3 4（6，9）（1，10）（11，12）－17－（3，13）16（2，7）（15，18）5－8，14 4 4（6，9）（1，10）11，12－17－（3，13，16）（2，7）15，18，5－8－14

勝馬の
紹 介

タガノビーンズ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．11．30 阪神3着

2011．1．13生 牝3鹿 母 ライアメロディー 母母 ランバダレディ 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔制裁〕 バトルグラーティア号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り過怠金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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ジョーエクスカリバ号・スリジエ号・ピノ号・メイズ号



16007 6月7日 小雨 良 （26阪神3）第1日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走13時15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
2：10．1
2：10．0

良
良

23 マイネルプレッジ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 430－ 22：16．2 1．6�
（豪）

612 カ ミ ワ ザ 牡3鹿 56 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 526－ 22：16．62� 74．9�
714 イントゥレジェンド 牡3栗 56 �島 良太�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 474－ 6 〃 アタマ 13．6�
816 トウケイアロー 牡3鹿 56 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 466－ 4 〃 アタマ 7．2�
12 コマノオトコ 牡3黒鹿56 松山 弘平長谷川芳信氏 �島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 494＋ 2 〃 クビ 49．1	
36 ヤマニンルポ 牡3鹿 56 浜中 俊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B472＋ 22：16．81� 7．6

59 タガノグリズリー 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 464＋ 42：16．9� 17．3�
713 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿54 幸 英明﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 428－ 6 〃 ハナ 87．0�
35 トウケイギムレット 牡3黒鹿56 北村 友一木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 502－ 52：17．0クビ 112．6
24 メイショウアラワシ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 450－ 6 〃 クビ 31．4�
510 テイエムオドロキ 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 444± 02：17．21� 150．4�
815 スリーアルペン 牡3鹿 56 国分 優作永井商事� 森田 直行 むかわ 新井牧場 492－ 82：17．3� 77．0�
11 ユ ナ リ ナ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 412± 02：17．4� 265．1�
611 ストームインパクト 牡3鹿 56 四位 洋文�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 460± 02：18．57 8．8�
48 キョウワコクリコ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 鹿児島 協和牧場鹿児島分場 488－142：18．6クビ 100．2�
47 ビバヤングメン 牡3鹿 56 菱田 裕二池住 節子氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 512－ 22：20．210 133．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，859，300円 複勝： 70，149，600円 枠連： 13，169，600円
馬連： 47，571，000円 馬単： 37，409，600円 ワイド： 24，683，600円
3連複： 64，411，000円 3連単： 125，134，300円 計： 406，388，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，210円 � 240円 枠 連（2－6） 600円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 300円 �� 11，390円

3 連 複 ��� 22，040円 3 連 単 ��� 88，160円

票 数

単勝票数 計 238593 的中 � 116833（1番人気）
複勝票数 計 701496 的中 � 458807（1番人気）� 4813（10番人気）� 33613（4番人気）
枠連票数 計 131696 的中 （2－6） 16891（3番人気）
馬連票数 計 475710 的中 �� 5829（16番人気）
馬単票数 計 374096 的中 �� 3472（20番人気）
ワイド票数 計 246836 的中 �� 3438（19番人気）�� 25162（3番人気）�� 497（62番人気）
3連複票数 計 644110 的中 ��� 2191（56番人気）
3連単票数 計1251343 的中 ��� 1029（209番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．9―13．5―13．1―13．2―12．4―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．0―34．5―47．4―1：00．9―1：14．0―1：27．2―1：39．6―1：51．8―2：03．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
2，6（5，7，16）3－8－（10，15）13，4（9，11）12，14，1
2（6，16）5（3，13）（15，7）11（8，10）14（12，4）9，1

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

勝馬の
紹 介

マイネルプレッジ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2013．10．14 京都6着

2011．5．2生 牡3鹿 母 マイネアモーレ 母母 オカノブルー 12戦1勝 賞金 14，400，000円
〔発走状況〕 ストームインパクト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カミワザ号の騎手太宰啓介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ストームインパクト号は，平成26年6月8日から平成26年6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。
※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。

16008 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

22 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 22：05．9 3．1�

（豪）

55 � 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－ 22：06．64 10．9�
44 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 518＋ 62：06．92 4．9�
66 ゴーザトップ 牡3栗 54 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478－ 8 〃 アタマ 3．9�
89 サトノミラクル 牡3鹿 54 岩田 康誠里見 治氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 542＋ 62：07．0� 7．5�
77 カリスマサンタイム 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 504＋ 82：07．1クビ 19．2�
88 ハワイアンソルト 牡5芦 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 22：07．52� 7．4

33 カノヤプレジデント 	4鹿 57 藤懸 貴志神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 470－ 82：08．03 28．2�
11 ミッキーバルーン 牡5栗 57

54 ▲松若 風馬野田みづき氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 B486－ 82：09．59 26．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 27，252，000円 複勝： 40，867，300円 枠連： 12，814，000円
馬連： 59，398，000円 馬単： 36，801，800円 ワイド： 27，012，700円
3連複： 70，937，500円 3連単： 148，484，800円 計： 423，568，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 260円 � 170円 枠 連（2－5） 1，930円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 490円 �� 370円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 16，800円

票 数

単勝票数 計 272520 的中 � 68359（1番人気）
複勝票数 計 408673 的中 � 91639（1番人気）� 32541（6番人気）� 62479（2番人気）
枠連票数 計 128140 的中 （2－5） 5133（7番人気）
馬連票数 計 593980 的中 �� 24036（9番人気）
馬単票数 計 368018 的中 �� 10786（9番人気）
ワイド票数 計 270127 的中 �� 14093（6番人気）�� 19637（2番人気）�� 6728（15番人気）
3連複票数 計 709375 的中 ��� 14987（15番人気）
3連単票数 計1484848 的中 ��� 6405（65番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．5―13．9―13．5―12．7―12．1―12．3―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―35．8―49．7―1：03．2―1：15．9―1：28．0―1：40．3―1：52．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．9
1
3
1，2，6－9（3，4）－8，7，5・（1，2）8，6－（9，4）（3，5）7

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンヒーロー 
�
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 2012．9．9 阪神5着

2010．2．2生 牡4鹿 母 プリンセスゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 20戦3勝 賞金 29，800，000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。



16009 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第9競走 ��1，200�
えびすばし

戎 橋 特 別
発走14時25分 （芝・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 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

714 ワ ー ル ン ガ 牡4栗 57 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 450－ 61：08．4 2．8�

23 フェブノヘア 牝3栗 52 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 430－ 41：09．03� 18．9�
11 カシノランナウェイ �4栗 57 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 486＋ 41：09．1クビ 69．2�
12 フィボナッチ 牡4鹿 57 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 468－101：09．2� 40．0�
612 トウシンムサシ 牡3栗 54 小牧 太�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 452± 0 〃 アタマ 12．3�
59 ラブリープラネット 牡3栗 54 岩田 康誠三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 474＋ 21：09．3� 2．7	
24 ジンセイハオマツリ 牡4黒鹿57 浜中 俊小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 484－ 21：09．4� 8．5

35 サンキストロード 牡4鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 512－ 41：09．61 18．9�
36 ケイリンボス 牡3栗 54 武 豊山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 510± 01：09．7� 10．7
47 	 ノ イ 牝4鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 460± 01：09．8クビ 41．2�
48 マルシゲサムライ 牡4栗 57 高倉 稜坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 452＋ 2 〃 クビ 230．2�
815	 サンマルビューティ 牝4黒鹿55 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 444＋ 21：10．01
 309．5�
611 ミ ス ネ バ ー 牝5栗 55 藤懸 貴志澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 470＋ 2 〃 クビ 192．0�
713 ポイントパイパー 牡3青鹿54 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 21：10．31� 27．5�
510 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 秋山真一郎 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 494＋121：10．51
 45．6�
816 ウォーターシュート 牡4鹿 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 420－ 21：11．03 366．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，063，500円 複勝： 57，720，900円 枠連： 23，110，000円
馬連： 107，687，100円 馬単： 58，274，800円 ワイド： 44，844，900円
3連複： 133，940，600円 3連単： 231，631，800円 計： 694，273，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 310円 � 1，070円 枠 連（2－7） 830円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，780円 �� 8，350円

3 連 複 ��� 33，990円 3 連 単 ��� 111，500円

票 数

単勝票数 計 370635 的中 � 105160（2番人気）
複勝票数 計 577209 的中 � 146177（1番人気）� 43474（5番人気）� 10076（12番人気）
枠連票数 計 231100 的中 （2－7） 21576（3番人気）
馬連票数 計1076871 的中 �� 36851（9番人気）
馬単票数 計 582748 的中 �� 12346（14番人気）
ワイド票数 計 448449 的中 �� 11127（11番人気）�� 4116（29番人気）�� 1347（52番人気）
3連複票数 計1339406 的中 ��� 2955（89番人気）
3連単票数 計2316318 的中 ��� 1506（315番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．1―11．4―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．4―45．8―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．0
3 14（7，15）3（4，9）（2，11）5，10（6，16）13（1，12）8 4 14，7（3，15）4（2，9）（5，11）（6，10）（1，13，16）12，8

勝馬の
紹 介

ワ ー ル ン ガ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2013．2．3 京都1着

2010．3．17生 牡4栗 母 カトゥーンバ 母母 Elizabeth Bay 13戦3勝 賞金 42，272，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 リターンラルク号

16010 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第10競走
三木市制60周年記念

��
��1，800�

み き

三 木 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，25．6．1以降26．6．1まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

三木市長賞（1着）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

78 エイシンヒカリ 牡3芦 54 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 484－ 41：47．8 2．1�
33 マルタカシクレノン 牡6青鹿54 幸 英明國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 500＋ 21：48．43� 78．5�
55 フェータルローズ 牝5栗 53 川田 将雅兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 442± 01：48．5� 35．5�
811 イリュミナンス 牝4鹿 55 武 豊中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474－ 21：48．6� 4．0�
810 ウインミーティア 牝5栗 54 藤岡 佑介�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 28．6�
22 シャドウダンサー 牡3黒鹿54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490－ 21：48．81	 3．1	
79 ヒロノプリンス 牡4鹿 57 小崎 綾也サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 13．1

66 トーセンギャラリー 牡5鹿 56 浜中 俊島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－101：49．12 16．7�
67 シンコープリンス 牡7青鹿53 太宰 啓介豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 456－ 61：49．2クビ 180．6
11 ツヨシノブルーム 
5芦 53 岡田 祥嗣横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 486± 01：49．62� 83．5�
44 エスケイティアラ 牝5鹿 50 藤懸 貴志長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 436－ 21：51．19 341．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，322，400円 複勝： 67，209，900円 枠連： 22，123，300円
馬連： 120，663，100円 馬単： 76，764，100円 ワイド： 47，106，100円
3連複： 150，664，900円 3連単： 343，003，200円 計： 876，857，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 1，170円 � 570円 枠 連（3－7） 7，700円

馬 連 �� 10，940円 馬 単 �� 14，330円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 1，120円 �� 6，620円

3 連 複 ��� 37，290円 3 連 単 ��� 147，580円

票 数

単勝票数 計 493224 的中 � 179412（1番人気）
複勝票数 計 672099 的中 � 198458（1番人気）� 10670（8番人気）� 23888（7番人気）
枠連票数 計 221233 的中 （3－7） 2226（12番人気）
馬連票数 計1206631 的中 �� 8546（20番人気）
馬単票数 計 767641 的中 �� 4017（30番人気）
ワイド票数 計 471061 的中 �� 4041（22番人気）�� 11225（12番人気）�� 1790（29番人気）
3連複票数 計1506649 的中 ��� 3030（54番人気）
3連単票数 計3430032 的中 ��� 1685（231番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―12．8―12．8―12．5―11．1―10．5―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．9―49．7―1：02．5―1：15．0―1：26．1―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F32．8
3 8－5，9（3，11）10（6，2）－（4，7）1 4 8，5，9（3，11）（10，2）6，7（4，1）

勝馬の
紹 介

エイシンヒカリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 京都1着

2011．5．3生 牡3芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 3戦3勝 賞金 27，259，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16011 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第11競走
第67回農林水産省賞典

��
��2，000�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・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52�4歳以上56�，牝馬
2�減，25．6．1以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，25．5．31以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 エアソミュール 牡5黒鹿56 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496－ 41：59．1 3．9�
710 アドマイヤタイシ 牡7黒鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－10 〃 ハナ 16．8�
22 フラガラッハ 牡7鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 25．3�
33 カレンミロティック �6栗 57 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 4．0�
68 シゲルササグリ 牡5黒鹿56 川田 将雅森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 512－ 41：59．41	 79．1	
67 エックスマーク 牡5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 486± 0 〃 クビ 13．1

55 サクラアルディート 牡6鹿 56 幸 英明�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 484＋ 21：59．5クビ 11．4�
11 トーセンジョーダン 牡8鹿 57 内田 博幸島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 494＋121：59．6	 8．3
79 トウカイパラダイス 牡7黒鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 518＋ 41：59．7クビ 4．6�
56 ロードオブザリング 牡7鹿 56 四位 洋文 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 81：59．91
 161．5�
812 メイショウナルト �6鹿 56 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 458± 02：00．43 13．7�
44 トゥザグローリー 牡7鹿 56 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B528－ 82：05．3大差 15．8�

（豪）

（12頭）

売 得 金
単勝： 97，241，500円 複勝： 154，390，700円 枠連： 53，591，800円
馬連： 377，144，500円 馬単： 170，418，000円 ワイド： 137，423，400円
3連複： 512，996，800円 3連単： 918，668，500円 計： 2，421，875，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 380円 � 680円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 2，000円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 28，180円 3 連 単 ��� 108，720円

票 数

単勝票数 計 972415 的中 � 196020（1番人気）
複勝票数 計1543907 的中 � 275428（2番人気）� 98372（7番人気）� 49345（10番人気）
枠連票数 計 535918 的中 （7－8） 83942（1番人気）
馬連票数 計3771445 的中 �� 82918（18番人気）
馬単票数 計1704180 的中 �� 24900（20番人気）
ワイド票数 計1374234 的中 �� 29862（15番人気）�� 17655（29番人気）�� 8283（43番人気）
3連複票数 計5129968 的中 ��� 13651（98番人気）
3連単票数 計9186685 的中 ��� 6126（417番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．4―12．9―12．0―11．9―11．6―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．7―48．6―1：00．6―1：12．5―1：24．1―1：35．7―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアソミュール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 京都4着

2009．3．15生 牡5黒鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム 21戦9勝 賞金 192，936，000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。

16012 6月7日 曇 良 （26阪神3）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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
1：08．8
1：08．7

重
重

11 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 446± 01：11．7 26．2�
58 レッドフェザー 牝3栗 52 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 2 〃 ハナ 5．2�
35 スターペスユウコ 牝3鹿 52 武 幸四郎河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 440＋ 4 〃 クビ 5．2�
34 � レディカリビアン 牝3芦 52

49 ▲岩崎 翼山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 436± 01：11．8クビ 13．6�
713 ファインスカイ 牝4鹿 55 松田 大作 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 454－181：11．9� 2．5�
814 ディオレサンス 牝3栗 52

49 ▲小崎 綾也�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 41：12．22 20．8	

815� アルティメイト 牝5青鹿55 北村 友一アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 458－ 41：12．41� 19．5

712 メイショウアシタバ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 484＋ 81：12．5� 38．5�
611� ロンギングシャネル 牝4鹿 55 国分 優作坂本 浩一氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 143．9�
23 レ デ ィ ー 牝4鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 422－ 81：12．6クビ 35．6
22 メイショウヒメユリ 牝5青鹿55 戸崎 圭太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 420－101：12．81� 64．1�
610 ウインドストリーム 牝4鹿 55

52 ▲松若 風馬�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム 458－121：12．9クビ 7．8�
47 ウィットウォーター 牝3黒鹿52 川須 栄彦鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 438＋ 61：13．21� 167．2�
59 シゲルミマサカ 牝3青鹿52 秋山真一郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 422－ 41：13．41	 38．1�
46 ダンシングバトー 牝3芦 52 藤田 伸二山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 B446－ 41：14．46 38．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，301，300円 複勝： 80，943，100円 枠連： 32，549，200円
馬連： 132，797，000円 馬単： 72，564，100円 ワイド： 63，518，300円
3連複： 186，048，100円 3連単： 319，899，100円 計： 935，620，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 500円 � 190円 � 190円 枠 連（1－5） 6，930円

馬 連 �� 7，620円 馬 単 �� 19，110円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 2，060円 �� 560円

3 連 複 ��� 12，920円 3 連 単 ��� 121，420円

票 数

単勝票数 計 473013 的中 � 14415（8番人気）
複勝票数 計 809431 的中 � 32832（8番人気）� 127034（2番人気）� 125345（3番人気）
枠連票数 計 325492 的中 （1－5） 3639（23番人気）
馬連票数 計1327970 的中 �� 13493（27番人気）
馬単票数 計 725641 的中 �� 2847（58番人気）
ワイド票数 計 635183 的中 �� 8385（21番人気）�� 7628（24番人気）�� 30883（4番人気）
3連複票数 計1860481 的中 ��� 10798（40番人気）
3連単票数 計3198991 的中 ��� 1910（370番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．6―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハニードント �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．9．8 阪神6着

2011．5．1生 牝3栗 母 マッキーロイヤル 母母 クリアーチャンス 14戦2勝 賞金 16，850，000円



（26阪神3）第1日 6月7日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

217，900，000円
7，160，000円
1，500，000円
19，610，000円
63，669，500円
4，546，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
425，478，000円
804，279，400円
220，266，800円
1，108，212，900円
631，353，100円
476，835，200円
1，469，287，100円
2，709，983，400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 7，845，695，900円

総入場人員 13，214名 （有料入場人員 12，148名）
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