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16037 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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

713 テイエムステータス 牝3鹿 54 藤岡 佑介竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 486＋ 21：25．9 4．2�
36 モネノカガヤキ 牝3芦 54

51 ▲義 英真�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 420－ 21：26．64 76．1�
611 テイエムゴージャス 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 470－ 21：26．92 59．1�
612 トーホウメビウス 牝3鹿 54 松山 弘平東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 472＋ 4 〃 クビ 14．3�
12 ナリタモード 牝3栗 54 幸 英明�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 446－ 21：27．0� 1．9	
35 オーマイベイビー 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 41：27．63� 14．2

11 ジ ャ コ ン ブ 牝3栗 54 酒井 学晴間 初栄氏 作田 誠二 日高 目黒牧場 472－ 21：27．7� 149．1�
816 ファーマティアラ 牝3鹿 54 太宰 啓介中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 442＋ 61：28．02 331．6�
714 アイファーニーニャ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 412－ 41：28．1クビ 295．6
510 パーカーズミル 牝3鹿 54 国分 優作 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 490 ―1：28．31 29．6�
815 ポーリュシカポーレ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 クビ 8．2�
24 ヒラボクプリンセス 牝3青鹿54 小牧 太�平田牧場 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 456＋261：28．4� 90．2�
59 ス リ ジ エ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二藤井 亮輔氏 森田 直行 日高 正和山本牧場 482＋161：29．14 9．2�
48 ハートビジュー 牝3鹿 54 和田 竜二村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 436－ 2 〃 クビ 51．0�
47 トウカイアイドル 牝3栗 54 北村 友一内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 420－ 81：29．2クビ 149．1�
23 ビービーゲラン 牝3鹿 54 浜中 俊�坂東牧場 吉村 圭司 日高 白井牧場 496＋181：29．41� 33．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，667，300円 複勝： 27，863，200円 枠連： 9，669，400円
馬連： 39，921，900円 馬単： 25，563，500円 ワイド： 20，436，700円
3連複： 56，391，600円 3連単： 87，047，800円 計： 283，561，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 1，270円 � 1，070円 枠 連（3－7） 2，710円

馬 連 �� 15，630円 馬 単 �� 24，450円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 1，760円 �� 20，860円

3 連 複 ��� 110，710円 3 連 単 ��� 500，870円

票 数

単勝票数 計 166673 的中 � 31427（2番人気）
複勝票数 計 278632 的中 � 52179（2番人気）� 4800（11番人気）� 5763（9番人気）
枠連票数 計 96694 的中 （3－7） 2756（10番人気）
馬連票数 計 399219 的中 �� 1979（31番人気）
馬単票数 計 255635 的中 �� 784（53番人気）
ワイド票数 計 204367 的中 �� 1470（28番人気）�� 3050（15番人気）�� 248（75番人気）
3連複票数 計 563916 的中 ��� 382（149番人気）
3連単票数 計 870478 的中 ��� 126（719番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．7―12．9―13．1―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―34．3―47．2―1：00．3―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムステータス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．1．6 京都4着

2011．5．11生 牝3鹿 母 シ タ ー ル 母母 Rose Park 6戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

16038 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4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

57 オウケンゴールド 牡3栃栗 56
53 ▲松若 風馬福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B484－ 61：54．9 9．0�

69 メイショウシシマル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 472＋ 21：55．0� 2．8�
814 エスケイオスカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 488± 01：55．74 159．5�
610 ワンダービゴローソ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 沼田 照秋 480＋ 2 〃 クビ 49．9�
813 シゲルヒタチ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 468－ 21：55．8クビ 50．1�
45 ロコモーション 牡3栗 56 松山 弘平石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528± 01：56．01� 9．2�
58 オールドバルディー 牡3黒鹿56 藤岡 康太	G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 512－ 81：56．1クビ 5．1

22 プレシャスフェリス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志�宮内牧場 羽月 友彦 浦河 宮内牧場 514＋ 21：57．37 192．8�
712 ウィナーウェイ 牝3栗 54 浜中 俊内田 滋三氏 村山 明 千歳 社台ファーム 478＋ 61：57．51 17．4
711 レッドルーメン 牡3鹿 56 川須 栄彦 	東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 486± 01：57．71� 53．5�
33 ペールヴィサージュ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 466＋ 61：58．87 64．0�
46 アマノレッドモア 牡3黒鹿56 国分 優作中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 462－ 21：59．01� 23．7�
34 パープルセブン 牡3鹿 56 �島 良太中野 銀十氏 境 直行 日高 ヤナガワ牧場 452－ 42：04．4大差 55．7�
11 ダイシンロイ 牡3黒鹿56 北村 友一大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 0 （競走中止） 3．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，575，300円 複勝： 27，693，500円 枠連： 10，332，600円
馬連： 35，137，500円 馬単： 21，664，700円 ワイド： 18，716，600円
3連複： 49，038，900円 3連単： 77，271，900円 計： 255，431，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 290円 � 140円 � 1，640円 枠 連（5－6） 470円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 550円 �� 9，820円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 44，470円 3 連 単 ��� 245，710円

票 数

単勝票数 計 155753 的中 � 13699（4番人気）
複勝票数 計 276935 的中 � 22081（5番人気）� 73472（1番人気）� 3040（13番人気）
枠連票数 計 103326 的中 （5－6） 16790（2番人気）
馬連票数 計 351375 的中 �� 19156（4番人気）
馬単票数 計 216647 的中 �� 4808（11番人気）
ワイド票数 計 187166 的中 �� 9506（4番人気）�� 466（56番人気）�� 1400（31番人気）
3連複票数 計 490389 的中 ��� 827（91番人気）
3連単票数 計 772719 的中 ��� 228（497番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―14．3―13．8―12．6―12．7―12．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―38．2―52．0―1：04．6―1：17．3―1：30．1―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンゴールド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．10．13 京都7着

2011．3．25生 牡3栃栗 母 ワイエムサチ 母母 ラックムゲン 7戦1勝 賞金 6，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 パープルセブン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ダイシンロイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 エスケイオスカー号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 パープルセブン号は，発走調教再審査。

パープルセブン号は，向正面で内側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パープルセブン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月15日まで平地

競走に出走できない。

第３回 阪神競馬 第４日



16039 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

815 イルーシヴキャット 牝3栗 54
51 ▲松若 風馬 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 468＋ 41：12．8 1．7�

24 プレフェリート 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 504－ 2 〃 アタマ 5．9�

48 アサカファルコン 牡3鹿 56 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 480－ 81：13．01� 13．8�
23 アイファーマシェリ 牝3黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 446± 01：13．63� 33．5�
714 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 470－ 41：13．7� 70．2	
59 テイエムスリラー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 谷口育成牧場 556± 01：13．8クビ 18．0

11 ワーズオデッセイ 牡3鹿 56 �島 良太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 484－ 21：14．12 9．1�
35 ゼンノカヴァルリー 牡3栗 56 幸 英明大迫久美子氏 浜田多実雄 新ひだか オギオギ牧場 494＋221：14．2� 9．4�
12 テイケイマテリアル 牡3黒鹿56 太宰 啓介兼松 忠男氏 石橋 守 浦河 大西ファーム 428± 01：14．52 210．6
611 マザーズデイ 牝3鹿 54 北村 友一下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 516－ 61：14．6� 10．3�
47 メイショウホウネン 牡3栗 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 476－ 81：14．81� 238．5�
612 ティーエスキセキ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 484－ 81：15．54 266．7�
36 ホッコーヤタロウ 牡3栗 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム 500＋ 61：15．6クビ 129．8�
713 サンダーボール 牡3芦 56 酒井 学 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 462－ 21：16．34 259．9�
816 ピアッジーネ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二水上 行雄氏 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 420－ 21：16．4� 71．7�
510 ベラドンナリリー 牝3黒鹿54 大下 智名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 458＋ 61：16．5クビ 426．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，306，000円 複勝： 43，419，800円 枠連： 11，146，900円
馬連： 45，383，000円 馬単： 32，289，000円 ワイド： 25，627，300円
3連複： 62，731，600円 3連単： 101，196，600円 計： 346，100，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 220円 �� 440円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 243060 的中 � 108616（1番人気）
複勝票数 計 434198 的中 � 200205（1番人気）� 59423（2番人気）� 27521（5番人気）
枠連票数 計 111469 的中 （2－8） 18600（1番人気）
馬連票数 計 453830 的中 �� 60410（1番人気）
馬単票数 計 322890 的中 �� 29732（1番人気）
ワイド票数 計 256273 的中 �� 33980（1番人気）�� 14073（6番人気）�� 7781（9番人気）
3連複票数 計 627316 的中 ��� 32253（2番人気）
3連単票数 計1011966 的中 ��� 17148（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．3―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イルーシヴキャット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．2．9 京都4着

2011．4．1生 牝3栗 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp 7戦1勝 賞金 12，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ディアレクラン号・ビブリア号・フルアヘッド号・ミキノグランプリ号

16040 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時30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

59 プリンセスアスク 牝3青鹿 54
51 ▲岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 446－ 41：36．1 9．3�

23 インターンシップ 牡3鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452＋ 8 〃 クビ 1．9�
816 クリーブラット 牡3芦 56 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－161：36．2クビ 28．9�
36 マイネマレフィカ 牝3栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 428± 01：36．3� 16．9�
817 ヤマニンバステト 牝3鹿 54 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 456＋ 21：36．51� 20．4	
47 カ オ ー ル 牝3青 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 21：36．6クビ 3．6

713 シゲルオウミ 牝3鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 470＋ 2 〃 ハナ 29．0�
48 サンドラバローズ 牝3鹿 54 国分 恭介猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 408± 0 〃 ハナ 12．5�
35 リリカルホイッスル 牝3黒鹿54 藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 41：36．81� 34．5
818 ディパーテッド 牝3青鹿 54

51 ▲松若 風馬市川 義美氏 今野 貞一 新ひだか フジワラフアーム 440 ―1：36．9クビ 144．6�
510 プリンセスミユキ 牝3芦 54 川須 栄彦小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 454－ 4 〃 クビ 130．8�
24 ウォーターテランガ 牝3鹿 54 佐久間寛志山岡 良一氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 452＋141：37．22 269．9�
612 トウカイラッキー 牝3鹿 54 松山 弘平内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 462 ―1：37．3クビ 51．9�
611 オ ウ シ ョ ウ 牡3鹿 56 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 462＋101：37．61� 139．9�
714 モズワトウナイ 牡3鹿 56 高倉 稜北側 雅司氏 矢作 芳人 新ひだか 土田 扶美子 440＋ 21：37．7� 146．2�
12 ファルコンアロー 牝3鹿 54 太宰 啓介�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 476－12 〃 クビ 186．1�
715 アスタースカイ 牡3栗 56

53 ▲義 英真加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 オリエント牧場 504± 01：37．91� 80．2�
11 フミノオオゾラ 牡3栗 56 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B430－121：38．11 257．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，381，300円 複勝： 36，718，100円 枠連： 12，850，900円
馬連： 39，359，200円 馬単： 27，104，200円 ワイド： 23，509，900円
3連複： 55，961，900円 3連単： 90，978，100円 計： 306，863，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 230円 � 110円 � 720円 枠 連（2－5） 1，010円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 380円 �� 4，230円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 57，150円

票 数

単勝票数 計 203813 的中 � 17459（3番人気）
複勝票数 計 367181 的中 � 32263（3番人気）� 142011（1番人気）� 7637（9番人気）
枠連票数 計 128509 的中 （2－5） 9806（3番人気）
馬連票数 計 393592 的中 �� 29775（3番人気）
馬単票数 計 271042 的中 �� 6896（9番人気）
ワイド票数 計 235099 的中 �� 17791（3番人気）�� 1318（32番人気）�� 3662（16番人気）
3連複票数 計 559619 的中 ��� 4505（25番人気）
3連単票数 計 909781 的中 ��� 1154（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．2―48．8―1：01．6―1：13．5―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスアスク �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．12．21 阪神4着

2011．4．26生 牝3青鹿 母 ディーズビバーチェ 母母 ファクテュアルパーシット 6戦1勝 賞金 10，200，000円
〔騎手変更〕 トウカイラッキー号の騎手北村友一は，負傷のため松山弘平に変更。
〔発走状況〕 プリンセスミユキ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 プリンセスミユキ号は，発走調教再審査。



16041 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・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
1：08．6
1：07．8

良
良

44 レオパルディナ 牝2鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 416 ―1：11．3 2．2�
811 オメガタックスマン 牡2鹿 54 浜中 俊原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 4．2�
55 ウインアキレア 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 446 ―1：11．93� 9．7�
66 パ テ ィ 牝2鹿 54 国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 408 ―1：12．53� 85．8�
78 ダ シ ヌ ケ 牡2栗 54 和田 竜二中辻 明氏 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム 472 ― 〃 ハナ 5．9	
67 ソ ニ ッ ク 牝2栗 54 酒井 学�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 418 ―1：12．81	 67．1

33 カノヤカノニカル 牝2鹿 54 太宰 啓介神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 452 ―1：13．01
 92．8�
79 オリエンタルダンス 牝2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼有限会社シルク佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428 ―1：13．21
 5．3�

810 コウエイナデシコ 牝2栗 54 高倉 稜伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 446 ― 〃 クビ 22．6
11 カシノマッハ 牡2栗 54 幸 英明柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 462 ―1：13．3	 81．2�
22 ナ ム ラ サ ラ 牝2栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 412 ―1：13．4� 46．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，440，800円 複勝： 24，616，900円 枠連： 10，407，200円
馬連： 37，260，600円 馬単： 27，822，500円 ワイド： 17，818，000円
3連複： 45，238，000円 3連単： 94，667，100円 計： 280，271，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 200円 枠 連（4－8） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 230円 �� 390円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，110円

票 数

単勝票数 計 224408 的中 � 79788（1番人気）
複勝票数 計 246169 的中 � 64068（1番人気）� 39642（2番人気）� 25446（5番人気）
枠連票数 計 104072 的中 （4－8） 20392（2番人気）
馬連票数 計 372606 的中 �� 59740（1番人気）
馬単票数 計 278225 的中 �� 28632（1番人気）
ワイド票数 計 178180 的中 �� 22231（1番人気）�� 11313（5番人気）�� 6928（8番人気）
3連複票数 計 452380 的中 ��� 29151（3番人気）
3連単票数 計 946671 的中 ��� 22063（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．2―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．5―36．7―48．2―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオパルディナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2012．3．29生 牝2鹿 母 ビオンドパンテーラ 母母 ラ プ ー マ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 コウエイナデシコ号の騎手北村友一は，負傷のため高倉稜に変更。
〔制裁〕 オリエンタルダンス号の騎手岩崎翼は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・3番）
※出走取消馬 ウインドファースト号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

16042 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：57．8
1：56．1

良
良

816 ピースメーカー 牡3鹿 56 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 22：02．5 246．9�

47 デルマシシマル 牡3青鹿56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 クビ 7．0�
714 マイネボニータ 牝3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 398－ 62：02．71� 16．1�
23 サザンキング 牡3芦 56 川須 栄彦南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 B460－ 22：02．8� 109．3�
24 メドウラーク 牡3鹿 56 小牧 太吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 ハナ 1．7�
35 ベルフィオーレ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 422± 02：03．01� 5．7	
713 サンジェナーロ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真 
キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 2 〃 ハナ 8．4�

510 ダ イ ナ ソ ア 牡3鹿 56 武 豊岡田 牧雄氏 森田 直行 日高 宝寄山 忠則 460－ 2 〃 アタマ 15．6�
611 グレンガイル 牡3鹿 56 浜中 俊 
キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 ハナ 19．8
48 サンライズメシア 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 前田 宗将 498＋102：03．53 114．7�
815 ディスクレーション 牝3栗 54 酒井 学�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414＋ 2 〃 ハナ 65．4�
59 マコトアラバルダ 牡3黒鹿56 国分 恭介�ディアマント 	島 一歩 日高 碧雲牧場 470－ 22：03．81
 110．6�
11 オウケングレイ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬福井 明氏 牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444± 02：03．9
 270．6�

12 ホッコーモダニスト 牝3鹿 54 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 競優牧場 444± 02：04．32� 190．9�
612 メイショウファルコ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 近藤牧場 470－ 22：04．4
 288．4�
36 ラヴァーズタイム 牝3黒鹿54 高倉 稜嶋田 賢氏 安田 隆行 新冠 大栄牧場 440＋ 62：05．35 279．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，660，800円 複勝： 66，209，700円 枠連： 13，504，300円
馬連： 47，226，500円 馬単： 33，926，300円 ワイド： 24，857，400円
3連複： 64，072，800円 3連単： 118，611，000円 計： 393，068，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 24，690円 複 勝 � 6，360円 � 420円 � 660円 枠 連（4－8） 9，880円

馬 連 �� 95，310円 馬 単 �� 299，340円

ワ イ ド �� 15，460円 �� 17，490円 �� 870円

3 連 複 ��� 214，520円 3 連 単 ��� 1，228，470円

票 数

単勝票数 計 246608 的中 � 799（13番人気）
複勝票数 計 662097 的中 � 2496（13番人気）� 44953（3番人気）� 26789（5番人気）
枠連票数 計 135043 的中 （4－8） 1059（21番人気）
馬連票数 計 472265 的中 �� 384（63番人気）
馬単票数 計 339263 的中 �� 85（148番人気）
ワイド票数 計 248574 的中 �� 403（61番人気）�� 356（67番人気）�� 7733（8番人気）
3連複票数 計 640728 的中 ��� 224（186番人気）
3連単票数 計1186110 的中 ��� 70（1026番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．6―49．7―1：02．5―1：15．1―1：27．3―1：39．0―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースメーカー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．24 京都9着

2011．3．10生 牡3鹿 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 5戦1勝 賞金 4，600，000円
〔騎手変更〕 サザンキング号の騎手北村友一は，負傷のため川須栄彦に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アスカリジイ号・ミレニアムソング号
（非抽選馬） 4頭 エイシンボン号・テイエムファラオ号・ドリームアチーブ号・ホッコーファイン号



16043 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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

36 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57
54 ▲岩崎 翼�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 61：52．2 4．1�
23 フリークエンシー 牡4黒鹿57 太宰 啓介山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 534＋101：52．41� 3．3�
713 サンライズバロン 牡4鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 498＋ 81：52．5クビ 20．3�
48 エノラブエナ 牡3鹿 54 藤岡 佑介名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 544－121：52．6	 4．7�
714 セフティーエムアイ 牡3鹿 54 酒井 学池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 460－ 21：52．92 20．6�
11 コウエイアース 牡4鹿 57 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 470＋ 61：53．0� 23．8	
611 アダムズアップル 牡3鹿 54 小牧 太吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 498＋ 81：53．31	 12．5

510
 ミッキーピオーネ 牡4芦 57 幸 英明野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 512－171：53．62 21．2�
12 ジューヴルエール 牡4黒鹿 57

54 ▲松若 風馬有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478－ 21：54．23� 12．6�
815 サンライズカラー 牡5鹿 57 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 538＋161：54．3クビ 254．4
612 チュウワストライク 牡5鹿 57 川須 栄彦中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 516＋ 61：54．51� 115．6�
47 グッドスピード 牡6栗 57 小坂 忠士�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 480＋ 41：54．71� 185．7�
59 ヤマノボンバー 牡3芦 54

51 ▲義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 446－ 2 〃 ハナ 190．9�
35 サンライズワールド �4栗 57 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B446＋ 41：54．91� 12．5�
816 タガノコルコバード 牡3鹿 54 藤岡 康太八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 434－ 61：55．11� 126．5�
24 ダイシンハンター 牡5鹿 57 松山 弘平大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：56．27 21．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，925，300円 複勝： 49，185，600円 枠連： 16，469，500円
馬連： 61，036，800円 馬単： 32，348，000円 ワイド： 30，978，400円
3連複： 82，235，500円 3連単： 120，592，700円 計： 420，771，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 150円 � 530円 枠 連（2－3） 520円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，240円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 19，700円

票 数

単勝票数 計 279253 的中 � 53576（2番人気）
複勝票数 計 491856 的中 � 84254（2番人気）� 102979（1番人気）� 16910（11番人気）
枠連票数 計 164695 的中 （2－3） 24120（1番人気）
馬連票数 計 610368 的中 �� 67111（1番人気）
馬単票数 計 323480 的中 �� 16227（2番人気）
ワイド票数 計 309784 的中 �� 30033（1番人気）�� 5942（14番人気）�� 6066（12番人気）
3連複票数 計 822355 的中 ��� 13244（12番人気）
3連単票数 計1205927 的中 ��� 4438（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―36．7―49．3―1：01．9―1：14．5―1：26．9―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ ノ ワ ー ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．2．2 京都2着

2010．3．24生 牡4鹿 母 ノータブルアート 母母 アンブロジン 11戦3勝 賞金 30，650，000円

16044 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第8競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

612 ミッキーラブソング 牡3黒鹿54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 456＋ 21：20．9 6．9�
12 タイセイララバイ 牝3青鹿52 松山 弘平田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 3．9�
23 � レーヴドプランス 牡4鹿 57 高倉 稜岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 494± 01：21．0	 16．0�
59 サンセットスカイ 牡4栗 57 武 豊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B484＋ 41：21．1クビ 8．5�
817 ディープサウス 牝4青 55 浜中 俊窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B454＋ 8 〃 クビ 3．8�
48 ディアマイベイビー 牝4青鹿 55

52 ▲岩崎 翼 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：21．2クビ 11．3	
715 グインネヴィア 牝5栗 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋221：21．51	 111．4

47 メイショウジェーン 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460－ 4 〃 クビ 17．0�
510 シセイカスガ 牡3黒鹿54 国分 優作猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 410＋101：21．71 89．4�
611 トウカイメリー 牝5青鹿 55

52 ▲松若 風馬内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 442＋ 8 〃 クビ 23．2
714 スズカファイター 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B468＋ 21：21．8クビ 43．2�
24 スマートエクリプス 牡3栗 54

51 ▲義 英真大川 徹氏 中内田充正 浦河 山口 義彦 466± 01：21．9� 16．0�
11 グレイスフルデイズ �4芦 57 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 494＋ 81：22．0� 25．8�
36 ダイワダルタニアン 牡3芦 54 国分 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 クビ 95．6�
35 ナムラマサシゲ 牡3栗 54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 480－ 61：22．42� 25．8�
816 ダンツブロード 牡3黒鹿54 藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 新冠 対馬 正 432－ 61：22．61 74．9�
713 エクスクライム 牡5栗 57 川須 栄彦前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 438－101：22．81 62．0�
818� ナオミノエガオ 牝4栗 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 田中 章博 安平 ノーザンファーム B466－ 61：23．97 191．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，738，300円 複勝： 52，250，300円 枠連： 21，788，600円
馬連： 73，661，800円 馬単： 38，431，300円 ワイド： 37，101，000円
3連複： 101，948，900円 3連単： 141，581，100円 計： 498，501，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 160円 � 300円 枠 連（1－6） 1，150円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，270円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 17，890円

票 数

単勝票数 計 317383 的中 � 36473（3番人気）
複勝票数 計 522503 的中 � 60956（3番人気）� 96913（2番人気）� 38679（5番人気）
枠連票数 計 217886 的中 （1－6） 14602（4番人気）
馬連票数 計 736618 的中 �� 34831（4番人気）
馬単票数 計 384313 的中 �� 8656（8番人気）
ワイド票数 計 371010 的中 �� 17288（2番人気）�� 7161（11番人気）�� 15197（3番人気）
3連複票数 計1019489 的中 ��� 19461（5番人気）
3連単票数 計1415811 的中 ��� 5735（23番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―10．8―11．5―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．7―33．5―45．0―56．8―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーラブソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．23 京都6着

2011．4．4生 牡3黒鹿 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 8戦2勝 賞金 17，750，000円
〔騎手変更〕 シセイカスガ号の騎手北村友一は，負傷のため国分優作に変更。
〔その他〕 ナオミノエガオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナオミノエガオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年7月15日まで出走できない。



16045 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第9競走

宝塚歌劇100周年記念

��
��2，200�

はな

花 の み ち 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．6．8以降26．6．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

710� メイショウリョウマ 牡6黒鹿54 国分 優作松本 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 516－ 82：13．6 26．5�

33 トウシンモンステラ 牡4黒鹿57 武 豊�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 ハナ 2．4�
45 タイキプレミアム 牡5鹿 57 小牧 太�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 478＋ 42：13．81� 23．6�
813 ジャイアントリープ 牡4芦 57 松山 弘平 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：14．01� 3．3�
22 トニーポケット 牡5鹿 54 藤岡 佑介藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 474＋ 6 〃 クビ 35．0	
11 ジ ェ ラ ル ド 	5栗 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B474± 0 〃 ハナ 8．0

68 エーシンデューク 牡5青鹿55 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 484± 02：14．1クビ 6．2�
69 セレブリティモデル 牝4黒鹿53 酒井 学 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 486－ 62：14．52
 26．8�
57 ケルンフォーティー 牡5栗 55 藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 454± 02：14．71 59．0
711� メイショウシレトコ 牡6鹿 52 �島 良太松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 474＋ 22：14．8� 215．5�
56 � スナーククラウン 牡5鹿 53 岡田 祥嗣杉本 豊氏 目野 哲也 新ひだか グランド牧場 476＋ 22：14．9
 211．4�
812 ヤマイチパートナー 牡4栗 56 浜中 俊坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 496＋122：15．0
 13．7�
44 シゲルジョウム 牡6鹿 52 高倉 稜森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 478± 02：15．1� 106．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，084，600円 複勝： 45，706，200円 枠連： 19，980，100円
馬連： 82，172，000円 馬単： 50，277，200円 ワイド： 35，220，800円
3連複： 104，310，000円 3連単： 203，392，400円 計： 574，143，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 470円 � 140円 � 480円 枠 連（3－7） 3，000円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 10，700円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 4，740円 �� 990円

3 連 複 ��� 17，050円 3 連 単 ��� 132，360円

票 数

単勝票数 計 330846 的中 � 9963（7番人気）
複勝票数 計 457062 的中 � 19928（6番人気）� 123564（1番人気）� 19269（7番人気）
枠連票数 計 199801 的中 （3－7） 5146（11番人気）
馬連票数 計 821720 的中 �� 17820（13番人気）
馬単票数 計 502772 的中 �� 3524（34番人気）
ワイド票数 計 352208 的中 �� 7941（13番人気）�� 1844（37番人気）�� 9425（10番人気）
3連複票数 計1043100 的中 ��� 4586（46番人気）
3連単票数 計2033924 的中 ��� 1114（326番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8
1
3
10＝9，8（6，11）7（2，5）1，3（4，12）13
10－11（9，8）5，7，6，3（2，12）1，4，13

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

勝馬の
紹 介

�メイショウリョウマ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2008．3．28生 牡6黒鹿 母 ジョリブロンド 母母 ブラッシングブロンド 14戦2勝 賞金 29，910，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ジャイアントリープ号の騎手北村友一は，負傷のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 タイキプレミアム号の騎手小牧太は，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：3番）

16046 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第10競走 ��
��1，200�宝塚市制60周年記念

発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

48 � エイシンゴージャス 牝3鹿 52 松山 弘平�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams
& Sheilah Adams 528＋ 61：10．9 4．6�

35 アメージングタクト 牡4鹿 57 幸 英明 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 21：11．32	 2．2�

815 クリスワールド 牡6栗 57 
島 良太加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 498± 01：11．61� 101．5�
59 � ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 458＋ 21：11．7� 30．3�
713 カリスマサンスカイ 牡6鹿 57 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B516± 01：11．8クビ 20．8	
714� ネオシーサー 牡7青 57 岡田 祥嗣佐々木政充氏 高橋 亮 日高 田端牧場 448＋ 41：12．12 82．7

23 キンシザイル 牡5鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 498－ 2 〃 クビ 52．5�
612 メイショウフォロー 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 470＋ 21：12．2	 176．1�
47 � アドマイヤシャドウ 牡5鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 476＋ 4 〃 アタマ 21．8
12 エーシンブランコス 牡5芦 57 藤岡 康太�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 442＋ 2 〃 ハナ 66．4�
11 メイショウロフウ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 474＋ 2 〃 アタマ 2．8�
36 テイクエイム 牡7鹿 57 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 21：12．3クビ 32．7�
611 ブ ロ ッ ケ ン 牝5鹿 55 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－101：12．61� 150．6�
816� メイショウクロシオ 牡6鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 468－ 21：12．7� 172．4�
510 キタサンウンリュー 牡5黒鹿57 熊沢 重文�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 534＋121：13．12	 95．7�
24 � リアリーサムシング 牡6栗 57 高倉 稜吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 478± 01：13．41� 264．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，587，200円 複勝： 69，777，600円 枠連： 29，776，100円
馬連： 130，129，100円 馬単： 78，846，800円 ワイド： 52，205，800円
3連複： 177，917，000円 3連単： 334，798，300円 計： 918，037，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 110円 � 1，160円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 300円 �� 5，000円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 13，980円 3 連 単 ��� 51，270円

票 数

単勝票数 計 445872 的中 � 76265（3番人気）
複勝票数 計 697776 的中 � 90914（3番人気）� 278757（1番人気）� 7867（11番人気）
枠連票数 計 297761 的中 （3－4） 56620（2番人気）
馬連票数 計1301291 的中 �� 195543（2番人気）
馬単票数 計 788468 的中 �� 52255（4番人気）
ワイド票数 計 522058 的中 �� 53296（2番人気）�� 2425（38番人気）�� 4082（24番人気）
3連複票数 計1779170 的中 ��� 9542（36番人気）
3連単票数 計3347983 的中 ��� 4734（125番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．1―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．9―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 1－8（10，15）－12（3，5）（2，14）6，9，11，13，4，7－16 4 1，8（10，15）－12，5，2（3，6，14）9，11（7，13）4，16

勝馬の
紹 介

�エイシンゴージャス �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2014．3．8 阪神1着

2011．1．28生 牝3鹿 母 Hot Storm 母母 Forgotten Secret 4戦3勝 賞金 30，171，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 メイショウクロシオ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 メイショウクロシオ号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ビップセレブアイ号

１レース目



16047 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4日 第11競走 ��
��2，000�第19回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，3歳以上，25．6．8以降26．6．8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 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

813 ディアデラマドレ 牝4鹿 53 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：59．4 3．3�
814 コスモバルバラ 牝5黒鹿50 岩崎 翼 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：59．61� 76．6�
69 フーラブライド 牝5鹿 56 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 478＋101：59．7� 4．4�
711 アイスフォーリス 牝5芦 52 和田 竜二 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474＋ 2 〃 クビ 7．5�
46 サンシャイン 牝5黒鹿53 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442± 01：59．8� 25．6�
712 シャトーブランシュ 牝4鹿 53 藤岡 佑介有限会社シルク高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：59．9� 10．6	
22 フロアクラフト 牝4黒鹿51 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502± 02：00．0クビ 10．0

58 カ ノ ン 牝4鹿 51 義 英真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 2 〃 アタマ 32．2�
45 ブリッジクライム 牝5鹿 52 武 豊吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 458－ 22：00．21� 10．0
11 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 52 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 438＋ 42：00．4� 9．4�
34 サトノジュピター 牝5鹿 51 川須 栄彦里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470－ 62：00．61	 21．9�
57 アイムヒアー 牝6鹿 50 松若 風馬 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 480＋ 42：00．81� 32．5�
33 サイモンガーランド 牝5鹿 50 大下 智澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 82：00．9クビ 131．6�
610 メイショウキラリ 牝5鹿 50 藤懸 貴志松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 492± 02：01．32� 30．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 116，532，700円 複勝： 177，821，600円 枠連： 94，113，800円
馬連： 497，246，800円 馬単： 230，149，300円 ワイド： 180，407，800円
3連複： 813，938，400円 3連単： 1，366，398，800円 計： 3，476，609，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 1，290円 � 180円 枠 連（8－8） 9，800円

馬 連 �� 12，920円 馬 単 �� 17，650円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 380円 �� 5，020円

3 連 複 ��� 18，630円 3 連 単 ��� 127，050円

票 数

単勝票数 計1165327 的中 � 276645（1番人気）
複勝票数 計1778216 的中 � 399030（1番人気）� 23633（13番人気）� 281563（2番人気）
枠連票数 計 941138 的中 （8－8） 7438（31番人気）
馬連票数 計4972468 的中 �� 29827（43番人気）
馬単票数 計2301493 的中 �� 9775（63番人気）
ワイド票数 計1804078 的中 �� 12206（50番人気）�� 137127（1番人気）�� 8601（56番人気）
3連複票数 計8139384 的中 ��� 32757（70番人気）
3連単票数 計13663988 的中 ��� 7797（436番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．3―35．9―48．2―1：00．3―1：12．5―1：24．6―1：36．1―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3
7，14－1，6（2，11）8，13（3，12）9（4，10）5
7，14－1，6（2，11）（8，13）（3，12）9－（5，4，10）

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

勝馬の
紹 介

ディアデラマドレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神1着

2010．2．22生 牝4鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 9戦4勝 賞金 71，594，000円

16048 6月15日 晴 良 （26阪神3）第4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）

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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 サクセスフェイト 牡5黒鹿57 松山 弘平髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社
吉田ファーム 452－ 41：25．0 9．7�

11 ナリタロック 牡4栗 57 太宰 啓介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 494－ 41：25．1� 19．1�
713 ケンブリッジギルド 牡3栗 54 高倉 稜中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 474± 01：25．41� 18．5�
23 デスティニーシチー 牡4栗 57 幸 英明 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 478＋ 8 〃 ハナ 10．9�
59 ステイウェル 牡4黒鹿 57

54 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 488－ 4 〃 クビ 2．2�

510 テンマティーニ 牡3栗 54 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 前谷 武志 484＋ 41：25．5クビ 13．4	
24 � エルフショット �4青鹿57 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 460－ 11：25．6	 53．7

612� ブラックシャリオ 牡4黒鹿57 酒井 学�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 496－ 2 〃 クビ 166．1�
47 ミスズモンブラン 牡3栗 54 武 豊永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 472－ 61：26．02	 10．3
815 コリャコリャ 牝3鹿 52

49 ▲松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 454＋ 41：26．1クビ 28．8�
714� マヤノチャクリ 牡4栗 57 藤懸 貴志田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 460－ 2 〃 クビ 215．0�
35 � ゴールドブラザー 牡4栗 57 藤岡 康太加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 480＋ 41：26．2	 5．4�
611� バンブーバッジョ 牡4栗 57

54 ▲義 英真�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 554－101：26．41 146．1�
36 � レガリテート 牡4鹿 57 小牧 太前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 61：26．61 16．5�
48 � ラ ン ギ ロ ア 牡4栗 57 和田 竜二佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 41：26．91� 81．9�
12 � クリノイチフジ 牡4芦 57

56 ☆中井 裕二栗本 博晴氏 田中 章博 日高 島瀬 順一 472＋ 61：27．0	 153．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，562，900円 複勝： 71，832，900円 枠連： 36，842，900円
馬連： 144，044，600円 馬単： 75，961，200円 ワイド： 62，351，000円
3連複： 192，085，800円 3連単： 348，859，100円 計： 986，540，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 330円 � 430円 � 480円 枠 連（1－8） 4，640円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 13，410円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 2，280円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 28，090円 3 連 単 ��� 142，970円

票 数

単勝票数 計 545629 的中 � 44906（3番人気）
複勝票数 計 718329 的中 � 59532（4番人気）� 43163（7番人気）� 38367（8番人気）
枠連票数 計 368429 的中 （1－8） 6147（19番人気）
馬連票数 計1440446 的中 �� 15822（22番人気）
馬単票数 計 759612 的中 �� 4248（40番人気）
ワイド票数 計 623510 的中 �� 6381（27番人気）�� 7076（22番人気）�� 6526（25番人気）
3連複票数 計1920858 的中 ��� 5128（78番人気）
3連単票数 計3488591 的中 ��� 1769（414番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．4―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．0―47．4―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 16（9，15）（6，12）8，7，10，3（2，5，11）（1，13）14，4 4 ・（16，9，15）（6，12，8）10，7（3，11）5（1，13）4（2，14）

勝馬の
紹 介

サクセスフェイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．6．9 阪神1着

2009．5．14生 牡5黒鹿 母 フェアレストケープ 母母 Myth 11戦2勝 賞金 16，720，000円
〔騎手変更〕 マヤノチャクリ号の騎手北村友一は，負傷のため藤懸貴志に変更。
※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 トーコーヴィオラ号・ライブリハート号

４レース目



（26阪神3）第4日 6月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

222，660，000円
2，080，000円
7，580，000円
1，690，000円
20，220，000円
70，802，000円
5，022，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
432，462，500円
693，095，400円
286，882，300円
1，232，579，800円
674，384，000円
529，230，700円
1，805，870，400円
3，085，394，900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 8，739，900，000円

総入場人員 19，249名 （有料入場人員 ）
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