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16013 6月7日 晴 稍重 （27阪神3）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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
1：08．8
1：08．7

重
重

714 グラッブユアコート 牝3鹿 54 幸 英明�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 458＋ 81：12．8 1．2�
815 セ ン グ ウ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 450＋ 21：13．01� 11．9�
35 スナークエンジェル 牝3黒鹿54 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 444＋ 81：13．53 28．6�
23 マルトクビクトリー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 452－ 21：13．6� 8．9�
11 テイエムオタカラ 牝3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 タニグチ牧場 448－14 〃 クビ 19．2�
612 グローバルスター 牝3栗 54 藤岡 康太内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 422＋ 61：13．91� 93．3	
713 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 406± 0 〃 クビ 12．5

611 ボルテックスセドナ 牝3黒鹿54 川島 信二�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 462－ 61：14．11� 34．8�
48 クラウンラフィナ 牝3青 54 北村 友一�クラウン 北出 成人 日高 日高大洋牧場 460＋ 2 〃 クビ 175．4
59 アンフィシアター 牝3青鹿 54

51 ▲加藤 祥太 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 440－ 61：14．52� 163．5�

510 ゲ ス ワ ッ ト 牝3鹿 54 竹之下智昭加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 458－ 21：14．6クビ 270．3�
24 レッドアナベル 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 438－121：14．7� 50．1�
36 ダンツストーン 牝3栗 54 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 下河辺牧場 B450－121：14．91� 71．8�
816 カネトシハートフル 牝3黒鹿54 太宰 啓介兼松 利男氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 394－ 6 〃 ハナ 89．7�
47 ヤマニンプチローブ 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 436＋121：15．11� 408．9�
12 メイショウコーラル 牝3黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 404－ 51：15．31� 227．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，619，000円 複勝： 90，872，800円 枠連： 13，332，000円
馬連： 46，006，000円 馬単： 34，065，400円 ワイド： 26，495，100円
3連複： 64，399，600円 3連単： 121，281，500円 計： 420，071，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 160円 � 280円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 220円 �� 470円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 236190 的中 � 147597（1番人気）
複勝票数 計 908728 的中 � 730258（1番人気）� 37475（2番人気）� 16271（5番人気）
枠連票数 計 133320 的中 （7－8） 22727（2番人気）
馬連票数 計 460060 的中 �� 71754（2番人気）
馬単票数 計 340654 的中 �� 42700（2番人気）
ワイド票数 計 264951 的中 �� 37206（1番人気）�� 13571（5番人気）�� 4183（14番人気）
3連複票数 計 643996 的中 ��� 23363（5番人気）
3連単票数 計1212815 的中 ��� 21289（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．3―12．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．3―48．5―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラッブユアコート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2014．12．14 阪神3着

2012．4．9生 牝3鹿 母 グラッブユアハート 母母 Kelly Amber 5戦1勝 賞金 11，700，000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） 1頭 バルビーナ号
（非抽選馬） 1頭 コウエイラブリー号

16014 6月7日 晴 稍重 （27阪神3）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20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

24 コパノチャーリー 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 41：51．8 2．9�
816 カラーラビアンコ 牡3芦 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：52．86 3．7�
510 オイルタウン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 448＋ 6 〃 クビ 21．9�
35 リュクスカフェ 牡3黒鹿56 幸 英明田畑 憲士氏 平田 修 千歳 社台ファーム 444－ 81：53．54 23．4�
11 ビービーボヌール 牡3青鹿56 藤岡 佑介�坂東牧場 中内田充正 浦河 中神牧場 480＋ 61：53．6� 11．9	
611 シ ン ゲ キ 牡3栗 56 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 506± 01：53．92 6．6

815 ビップハテンコウ 牡3鹿 56 高倉 稜鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 492－ 61：54．21� 97．9�
23 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438＋ 2 〃 ハナ 7．5�

36 ワールドカップ 牡3黒鹿56 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 460± 01：54．41� 18．9
612 ツジスーパーハヤテ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 石田牧場 454－121：54．61� 207．8�
12 エ ン リ ケ 牡3青鹿56 松山 弘平丸山 担氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 442± 01：54．81 22．6�
47 シゲルヒノクニ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 488＋ 6 〃 ハナ 217．7�
59 ハクサンワールド 牡3栗 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 浜本牧場 464± 01：55．01� 16．4�
48 テイエムラータワー 牡3黒鹿56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 434－101：56．17 243．4�
714 メイショウカルデラ 牡3芦 56 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 488＋ 61：56．52� 224．0�
713 ペイシャウェヌス 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 浦河 大西牧場 452＋ 21：57．88 254．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，146，900円 複勝： 34，145，000円 枠連： 15，973，200円
馬連： 51，917，600円 馬単： 27，655，800円 ワイド： 28，717，600円
3連複： 71，489，100円 3連単： 100，431，900円 計： 351，477，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 350円 枠 連（2－8） 380円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 220円 �� 720円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 計 211469 的中 � 57819（1番人気）
複勝票数 計 341450 的中 � 85670（1番人気）� 78761（2番人気）� 15703（7番人気）
枠連票数 計 159732 的中 （2－8） 32504（1番人気）
馬連票数 計 519176 的中 �� 81547（1番人気）
馬単票数 計 276558 的中 �� 24141（1番人気）
ワイド票数 計 287176 的中 �� 41310（1番人気）�� 9236（9番人気）�� 6377（12番人気）
3連複票数 計 714891 的中 ��� 22319（5番人気）
3連単票数 計1004319 的中 ��� 9342（12番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．2―12．4―12．6―13．0―12．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．8―49．2―1：01．8―1：14．8―1：27．4―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノチャーリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．12．6 中山5着

2012．3．2生 牡3栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 9戦1勝 賞金 15，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャウェヌス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月7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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セイブアス号
（非抽選馬） 6頭 エンゲルフライト号・キングライデン号・シゲルホウネンサイ号・ペプチドホープフル号・ホットチューン号・

メイショウメイザン号

第３回 阪神競馬 第２日



16015 6月7日 晴 稍重 （27阪神3）第2日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 トップリバティ 牡3黒鹿56 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 514＋ 61：25．1 2．8�
35 マルシゲジャパン 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 458－ 6 〃 クビ 35．1�
11 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 474－ 61：25．31 3．5�
36 エイダイサンデー 牡3芦 56

55 ☆岩崎 翼�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 430＋ 2 〃 クビ 6．7�
59 タイキフロンティア 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 460＋161：25．72� 30．1�

510 ツキノアカリ 牝3鹿 54 水口 優也�三嶋牧場 石橋 守 浦河 三嶋牧場 448± 01：25．8� 207．9	
12 フェイバーシチー 牡3鹿 56 太宰 啓介 
友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 496＋ 41：26．01 53．1�
24 ワンダーヴァローレ 牡3鹿 56 藤懸 貴志山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム B488－ 4 〃 クビ 93．1�
612 インクレディブル 牡3鹿 56 国分 恭介前田 葉子氏 中村 均 浦河 谷川牧場 512＋ 41：26．32 51．2
815 コ ン コ ー ド 牡3鹿 56 藤岡 佑介林 正道氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 526＋ 21：26．72� 8．0�
816 ウォーターマハロ 牡3栗 56 佐久間寛志山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 504＋10 〃 ハナ 345．4�
713 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 484－ 41：26．91� 7．6�
714 ヒメキヨヒダカ 牝3黒鹿54 古川 吉洋岡田 勇氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 456－ 21：27．53� 11．7�
48 パワーオブワード �3鹿 56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石ビクトリーファーム 430－ 61：28．35 132．0�
23 トーアチチカカ 牡3鹿 56 国分 優作高山ランド
 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 470－14 〃 クビ 112．5�

（15頭）
47 リーサルストライク 牡3鹿 56 松山 弘平
G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，890，000円 複勝： 32，049，800円 枠連： 14，530，600円
馬連： 52，039，300円 馬単： 27，522，500円 ワイド： 29，407，700円
3連複： 67，297，400円 3連単： 97，442，600円 計： 342，179，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 500円 � 140円 枠 連（3－6） 820円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 210円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 27，690円

票 数

単勝票数 差引計 218900（返還計 1237） 的中 � 60564（1番人気）
複勝票数 差引計 320498（返還計 946） 的中 � 87200（1番人気）� 10228（8番人気）� 61576（2番人気）
枠連票数 差引計 145306（返還計 6 ） 的中 （3－6） 13694（3番人気）
馬連票数 差引計 520393（返還計 6354） 的中 �� 8182（15番人気）
馬単票数 差引計 275225（返還計 2876） 的中 �� 2500（27番人気）
ワイド票数 差引計 294077（返還計 2116） 的中 �� 4444（16番人気）�� 44601（1番人気）�� 3996（18番人気）
3連複票数 差引計 672974（返還計 11068） 的中 ��� 12164（13番人気）
3連単票数 差引計 974426（返還計 18734） 的中 ��� 2551（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．4―46．5―59．0―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップリバティ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2014．9．27 阪神5着

2012．3．15生 牡3黒鹿 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 8戦1勝 賞金 11，350，000円
〔出走取消〕 リーサルストライク号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シゲルタウエマツリ号・ハネムーンイーサ号・ハヤイガナ号

16016 6月7日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（27阪神3）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20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

813 マイネルピクトル 牡4鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 496－ 43：18．7 30．2�

711 アドマイヤバートン 牡7栗 60 佐久間寛志近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 492± 03：20．08 10．4�
46 ス ノ ー ド ン 牡6黒鹿60 高田 潤 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 03：20．42� 2．6�
45 ワイルドアンセム 牡5鹿 60 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 498＋14 〃 クビ 32．5�
11 トニーポケット 牡6鹿 60 黒岩 悠藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 B488＋ 23：20．71� 29．8�
22 アーサーバローズ 牡6栗 60 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 484＋12 〃 クビ 80．4	
610 アイティテイオー 牡7栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 462－103：20．91� 3．6

33 フェミニンドレス 牝4栗 58 田村 太雅村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438＋103：21．75 99．6�
814� トーセンハナミズキ 牝5鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 464± 03：22．44 6．7
69 ニシノカチヅクシ 牡6黒鹿60 森 一馬西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 482＋ 6 〃 ハナ 40．2�
58 � ニューコネクション 牡8栗 60 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 488－ 43：25．8大差 283．7�
57 � ワンダージェニアル 牡6鹿 60 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 516－ 43：34．4大差 117．4�
712 サンライズスマート 牡6鹿 60 北沢 伸也松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 480－ 4 （競走中止） 4．9�

（13頭）
34 テイエムオドロキ 牝4栗 58 難波 剛健竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 17，736，200円 複勝： 18，814，900円 枠連： 12，418，900円
馬連： 40，177，200円 馬単： 25，129，200円 ワイド： 21，601，100円
3連複： 59，010，400円 3連単： 94，333，000円 計： 289，220，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 620円 � 260円 � 140円 枠 連（7－8） 970円

馬 連 �� 13，670円 馬 単 �� 34，510円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，770円 �� 690円

3 連 複 ��� 13，650円 3 連 単 ��� 173，140円

票 数

単勝票数 計 177362 的中 � 4690（7番人気）
複勝票数 計 188149 的中 � 5824（8番人気）� 17384（5番人気）� 45570（1番人気）
枠連票数 計 124189 的中 （7－8） 9907（6番人気）
馬連票数 計 401772 的中 �� 2277（30番人気）
馬単票数 計 251292 的中 �� 546（66番人気）
ワイド票数 計 216011 的中 �� 1536（31番人気）�� 3089（17番人気）�� 8528（7番人気）
3連複票数 計 590104 的中 ��� 3242（39番人気）
3連単票数 計 943330 的中 ��� 395（366番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 50．5－3F 37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→」
�
�
13，5，2－12，6（11，10）9，8，3，1，7－14
13，5，2（11，12）（6，10）1（3，9，14）－8＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルピクトル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2014．5．24 東京15着

2011．4．12生 牡4鹿 母 アートブライアン 母母 アートロマン 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 テイエムオドロキ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 サンライズスマート号は，9号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



16017 6月7日 晴 良 （27阪神3）第2日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

11 コウエイテンマ 牡2栗 54 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 浩美 442 ―1：23．1 29．5�
77 マテラアリオン 牡2黒鹿54 藤田 伸二大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 450 ―1：23．52� 1．7�
89 ガールズティアラ 牝2鹿 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 田所 秀孝 浦河 村下 清志 448 ―1：23．92� 21．7�
22 タガノカイリ 牡2芦 54 幸 英明八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466 ―1：24．0クビ 9．0�
44 キタイチサクラ 牝2栗 54 中谷 雄太小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 442 ― 〃 ハナ 6．1�
78 シゲルシマアジ 牡2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 長浜 秀昭 434 ―1：24．85 8．2�
33 クリノアルハンブラ 牝2栗 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 442 ―1：24．9� 64．3	
66 ヤマニンラファール 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 450 ―1：25．21	 27．3

810 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 412 ―1：25．3	 12．7�
55 クールヒョウマ 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 496 ―1：29．0大差 84．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，619，700円 複勝： 37，146，300円 枠連： 11，957，100円
馬連： 45，708，600円 馬単： 34，320，700円 ワイド： 23，003，400円
3連複： 56，434，500円 3連単： 121，758，500円 計： 365，948，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，950円 複 勝 � 500円 � 110円 � 440円 枠 連（1－7） 1，540円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，890円 �� 660円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 73，010円

票 数

単勝票数 計 356197 的中 � 10236（8番人気）
複勝票数 計 371463 的中 � 10653（8番人気）� 179577（1番人気）� 12355（7番人気）
枠連票数 計 119571 的中 （1－7） 5987（5番人気）
馬連票数 計 457086 的中 �� 16803（8番人気）
馬単票数 計 343207 的中 �� 4085（20番人気）
ワイド票数 計 230034 的中 �� 6302（12番人気）�� 1947（28番人気）�� 9324（6番人気）
3連複票数 計 564345 的中 ��� 5998（23番人気）
3連単票数 計1217585 的中 ��� 1209（192番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．0―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―46．8―58．7―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．3
3 ・（9，10）4（1，8）（3，7）6，2＝5 4 ・（9，10，4）（8，7）1，3，2，6＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイテンマ 
�
父 カジノドライヴ 

�
母父 ミルジヨージ 初出走

2013．4．14生 牡2栗 母 プリモピアット 母母 マターオブプライド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールヒョウマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月7日まで平地競走

に出走できない。

16018 6月7日 晴 良 （27阪神3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40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
1：44．5
1：43．9

良
良

48 ミッキーカーニバル 牝3鹿 54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：46．6 3．1�
612 クィーンチャーム 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 444－ 21：46．81� 3．8�
11 ダイゴサクラ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム B468＋ 41：47．01� 20．8�
36 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 462－ 81：47．1� 29．9�
35 グランソルティス 牡3栗 56 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 468± 01：47．2� 14．6	
611 エドノジョンソン 牡3鹿 56 荻野 琢真遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 456＋ 21：47．41� 33．2

23 ヤマニンロードン 牝3鹿 54 和田 竜二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 468＋ 21：47．93 4．3�
12 シーザーバローズ 牡3青鹿56 北村 友一猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 432 ―1：48．11 9．4�
59 メイショウアルパ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 458＋ 61：48．31� 37．7
818 スリーロード 牡3黒鹿56 国分 恭介永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 410 ―1：48．72� 135．8�
816 ワキノハガクレ 牡3黒鹿56 藤田 伸二脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 416＋ 41：49．01	 114．5�
713 ノーブルヴィサージ 牝3鹿 54 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西村 真幸 新ひだか 畠山牧場 430＋ 6 〃 クビ 269．6�
47 リミットレス 牡3栗 56 
島 良太�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480－ 61：49．42� 49．1�
715 ワイドバディーズ 牝3黒鹿54 幸 英明幅田 昌伸氏 宮 徹 むかわ 市川牧場 396－ 21：49．61� 121．7�
714� アワードジャック 牡3鹿 56

53 ▲
島 克駿安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi
Nakajima B450± 01：49．7クビ 14．6�

510 ウエスタンネネ 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 484 ― 〃 クビ 244．4�

817 オヤマタイザン 牡3鹿 56 藤岡 佑介加藤 泰章氏 松永 幹夫 新冠 石郷岡 雅樹 476＋ 41：49．91 131．9�
24 エイシンシャンプー 牝3黒鹿54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 454＋ 41：50．75 155．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，848，600円 複勝： 35，731，000円 枠連： 17，981，600円
馬連： 63，996，300円 馬単： 34，604，200円 ワイド： 34，421，300円
3連複： 87，502，200円 3連単： 116，792，600円 計： 416，877，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 160円 � 350円 枠 連（4－6） 580円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 320円 �� 850円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 258486 的中 � 65228（1番人気）
複勝票数 計 357310 的中 � 83776（1番人気）� 59346（3番人気）� 19123（6番人気）
枠連票数 計 179816 的中 （4－6） 23741（1番人気）
馬連票数 計 639963 的中 �� 74320（2番人気）
馬単票数 計 346042 的中 �� 23265（2番人気）
ワイド票数 計 344213 的中 �� 30712（2番人気）�� 9909（8番人気）�� 4929（20番人気）
3連複票数 計 875022 的中 ��� 18359（9番人気）
3連単票数 計1167926 的中 ��� 7677（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．0―12．2―12．3―12．5―11．9―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．6―33．6―45．8―58．1―1：10．6―1：22．5―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．0
3 14，1（9，4）－（2，5）（11，16）3（13，12）（6，8，17）15，7，18＝10 4 ・（14，1）－9，5，4（2，3，16）（6，11，12，17）13，8，15（7，18）＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーカーニバル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 More Than Ready デビュー 2014．11．22 京都5着

2012．4．24生 牝3鹿 母 モアムーンライト 母母 Miss Moonlight 7戦1勝 賞金 11，150，000円
〔発走状況〕 エイシンシャンプー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。

ウエスタンネネ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ミッキーカーニバル号の騎手小牧太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・6番）
〔調教再審査〕 エイシンシャンプー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンシャンプー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月7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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サダムジャポン号・ブリーズベイ号・ユヴェーレン号



16019 6月7日 晴 稍重 （27阪神3）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13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 7，500，000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

23 ネオジェネシス 牡4鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522－ 41：52．6 1．5�

510 オ ル ナ 牡3鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 498＋121：52．7� 6．9�
48 マルカロゼッタ 牡4栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 506＋ 61：52．8� 19．6�
59 ショウナンガッチャ 牡4栗 57 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 484＋ 21：53．01	 62．6�
24 ヴァンクウィッシュ 牡4青鹿57 藤岡 康太前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 2 〃 ハナ 31．4	
35 オウケンゴールド 牡4栃栗 57

54 ▲加藤 祥太福井 明氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B478＋ 41：53．2� 4．9

612 シャトーウインド 牡5黒鹿57 松田 大作円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 472＋ 81：53．62
 39．1�
47 � ト ラ ヴ ィ ス 牡4鹿 57 和田 竜二�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム B482± 0 〃 ハナ 26．2�
816 コピーライター �5鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 B510－ 41：53．7� 72．7
11 シゲルエッチュウ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B448± 0 〃 アタマ 60．6�
12 ヤマイチレジェンド 牡3栗 54

51 ▲島 克駿坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 510－ 81：54．44 30．2�
815 マヤノパーチェム 牡3栗 54 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 478－ 41：54．5
 57．1�
713 ラルゴスパーダ �5鹿 57 松山 弘平 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 488± 01：54．92
 167．2�
611� ミッキーナイト 牡4栗 57 菱田 裕二野田みづき氏 高橋 康之 新ひだか 矢野牧場 466－ 41：55．22 132．5�
36 � セルリアンラッシュ 牡4青 57

54 ▲城戸 義政�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 B466＋ 21：55．41	 194．9�
714 ダンツトゥルース 牡4鹿 57 島 良太山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B480－ 61：55．72 83．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，882，400円 複勝： 91，492，400円 枠連： 19，438，400円
馬連： 69，840，300円 馬単： 44，528，600円 ワイド： 38，938，000円
3連複： 95，939，100円 3連単： 176，262，400円 計： 563，321，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 260円 枠 連（2－5） 460円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 310円 �� 540円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 6，430円

票 数

単勝票数 計 268824 的中 � 135849（1番人気）
複勝票数 計 914924 的中 � 684028（1番人気）� 44746（3番人気）� 22962（4番人気）
枠連票数 計 194384 的中 （2－5） 32535（2番人気）
馬連票数 計 698403 的中 �� 85553（2番人気）
馬単票数 計 445286 的中 �� 42545（2番人気）
ワイド票数 計 389380 的中 �� 35352（2番人気）�� 18485（3番人気）�� 4237（20番人気）
3連複票数 計 959391 的中 ��� 25715（7番人気）
3連単票数 計1762624 的中 ��� 19846（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．4―12．7―12．3―12．2―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．4―50．1―1：02．4―1：14．6―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
10，11（2，14）5（9，16）4（6，12）（1，8，15）（3，13）7
10（11，16）5，2（9，14）（4，12）（6，13）（1，7）（8，15）3

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

勝馬の
紹 介

ネオジェネシス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Demons Begone デビュー 2014．3．16 阪神1着

2011．3．1生 牡4鹿 母 フィックルフレンズ 母母 Prom Knight 7戦3勝 賞金 25，450，000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 ミヤジカールソン号

16020 6月7日 晴 良 （27阪神3）第2日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

78 ナインテイルズ 牡4栗 57 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 476＋ 62：00．7 3．2�
11 ウイントゥモロー 牡4黒鹿57 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 506＋ 22：01．12� 6．1�
55 サダムロードショー 牡5鹿 57 和田 竜二大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 4 〃 クビ 3．5�
66 	 キ ン コ バ ン 牡4栗 57

54 ▲
島 克駿熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 476＋ 8 〃 ハナ 29．2�
44 オカホンコー 牡4鹿 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 486± 02：01．2� 4．8�
79 	 エリモジパング 牡5青鹿 57

54 ▲城戸 義政山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 476－ 4 〃 ハナ 17．0	
810 バーンアウル 牝4鹿 55 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 22：01．51� 87．4

33 	 テイエムレオネッサ 牝5栗 55

52 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 498＋102：01．81� 46．8�
22 サウンドバスター 牡7鹿 57 
島 良太増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 492＋ 22：01．9� 54．1�
67 ミッキーサクセス 牡5栗 57 松田 大作野田みづき氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 508± 02：02．11� 19．1
811 ピースメーカー 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B474± 02：03．69 11．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，141，600円 複勝： 30，766，300円 枠連： 14，752，800円
馬連： 67，402，700円 馬単： 36，477，600円 ワイド： 31，512，500円
3連複： 83，196，100円 3連単： 142，598，800円 計： 431，848，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 180円 � 140円 枠 連（1－7） 950円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 420円 �� 240円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 251416 的中 � 62778（1番人気）
複勝票数 計 307663 的中 � 66526（1番人気）� 37368（4番人気）� 60993（2番人気）
枠連票数 計 147528 的中 （1－7） 11916（4番人気）
馬連票数 計 674027 的中 �� 47264（4番人気）
馬単票数 計 364776 的中 �� 15195（5番人気）
ワイド票数 計 315125 的中 �� 18228（4番人気）�� 36814（1番人気）�� 14659（5番人気）
3連複票数 計 831961 的中 ��� 49480（2番人気）
3連単票数 計1425988 的中 ��� 18072（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―35．4―47．5―59．5―1：11．5―1：23．6―1：35．9―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナインテイルズ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．7生 牡4栗 母 マイネフォクシー 母母 ゴールデンタッソー 20戦3勝 賞金 25，980，000円



16021 6月7日 晴 良 （27阪神3）第2日 第9競走 ��
��1，600�

つ る は し

鶴 橋 特 別
発走14時15分 （芝・右・外）
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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

44 サウンドアプローズ 牡3黒鹿54 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 486± 01：34．2 5．2�
68 ガルデルスリール 牝4鹿 55 菱田 裕二吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 4．7�
67 ヴィンテージローズ 牝4栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：34．41� 3．0�
812 ランドオザリール 牡4鹿 57 酒井 学 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 4 〃 クビ 8．0�
55 メイショウラバンド 牝4鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 428－ 81：34．72 86．2�
11 リヴィエール 牝4芦 55 松山 弘平杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 460－ 41：34．8クビ 10．3	
79 ボールドジャパン 牡4鹿 57 中谷 雄太増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 504－ 21：34．9	 14．7

56 ダンツアトラス 牡5鹿 57 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 476－ 41：35．0クビ 16．9�
22 リオグランデ 牝5鹿 55 国分 優作 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 2 〃 クビ 10．0�
811 スパイスシャワー 牝4鹿 55 松田 大作下河行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456± 01：35．1	 190．2�
33 カプリチオーソ 牡3栗 54 川島 信二 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 446＋ 21：35．41
 46．9�
710 ラガーギアチェンジ 牡4青鹿57 岩崎 翼奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 470＋ 41：35．5	 29．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，966，200円 複勝： 50，436，400円 枠連： 24，059，200円
馬連： 110，098，600円 馬単： 56，236，400円 ワイド： 49，422，100円
3連複： 135，791，200円 3連単： 225，275，300円 計： 687，285，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 150円 � 120円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 640円 �� 410円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 359662 的中 � 55071（3番人気）
複勝票数 計 504364 的中 � 66385（3番人気）� 83971（2番人気）� 126754（1番人気）
枠連票数 計 240592 的中 （4－6） 32698（2番人気）
馬連票数 計1100986 的中 �� 46241（7番人気）
馬単票数 計 562364 的中 �� 11628（13番人気）
ワイド票数 計 494221 的中 �� 17742（7番人気）�� 30291（3番人気）�� 55359（1番人気）
3連複票数 計1357912 的中 ��� 78993（2番人気）
3連単票数 計2252753 的中 ��� 15693（25番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．4―12．1―11．3―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．0―47．4―59．5―1：10．8―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドアプローズ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．1．18 京都4着

2012．2．18生 牡3黒鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 5戦2勝 賞金 17，972，000円

16022 6月7日 晴 良 （27阪神3）第2日 第10競走 ��
��1，800�

か こ が わ

加 古 川 特 別
発走14時50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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

79 フォローハート 牝4黒鹿55 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 464＋ 41：51．0 5．4�
811 カラパナビーチ 牡3黒鹿54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 542＋ 8 〃 クビ 6．6�
66 メイショウスミトモ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：51．53 2．7�
810 スズカアドニス 牡5栗 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488± 01：51．71� 18．0�
78 ゴーイングベル 牡5芦 57 	島 良太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516－121：51．8
 34．9�
33 サンライズワールド �5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 448－ 8 〃 クビ 8．3	
55 タガノクレイオス 牡3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 21：52．01� 4．4

44 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 森 一馬薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 460＋ 4 〃 ハナ 47．6�
22 メイショウソレイユ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 462＋101：52．1クビ 84．4�
67 エクセルフラッグ 牡8鹿 57 竹之下智昭橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 518－ 4 〃 クビ 100．7
11 フミノメモリー 牡5黒鹿57 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 524－ 41：52．2クビ 12．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，318，100円 複勝： 57，199，600円 枠連： 24，780，400円
馬連： 132，959，900円 馬単： 68，915，600円 ワイド： 56，248，500円
3連複： 158，082，600円 3連単： 288，371，600円 計： 825，876，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 170円 � 130円 枠 連（7－8） 1，070円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 800円 �� 290円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 18，350円

票 数

単勝票数 計 393181 的中 � 57601（3番人気）
複勝票数 計 571996 的中 � 86525（3番人気）� 75848（4番人気）� 140617（1番人気）
枠連票数 計 247804 的中 （7－8） 17887（4番人気）
馬連票数 計1329599 的中 �� 42905（10番人気）
馬単票数 計 689156 的中 �� 11715（19番人気）
ワイド票数 計 562485 的中 �� 16229（11番人気）�� 53368（1番人気）�� 33808（3番人気）
3連複票数 計1580826 的中 ��� 57909（5番人気）
3連単票数 計2883716 的中 ��� 11390（61番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―13．5―11．7―12．5―12．5―12．4―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―36．9―48．6―1：01．1―1：13．6―1：26．0―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォローハート �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．15 阪神4着

2011．4．14生 牝4黒鹿 母 フォローミー 母母 トシザダンサー 14戦4勝 賞金 53，246，000円

２レース目



16023 6月7日 晴 良 （27阪神3）第2日 第11競走 ��
��1，800�

た る み

垂水ステークス
発走15時30分 （芝・右・外）
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

67 ノボリディアーナ 牝5栗 55 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 452－141：45．6 44．8�
78 マテンロウボス 牡4黒鹿57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 468－ 2 〃 クビ 3．9�
66 ラ ン グ レ ー 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－ 21：45．91� 2．0�
33 プレミアムタイム 牡6栗 57 菱田 裕二 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B516＋121：46．1� 102．2�
810 エーシングングン 牡6栗 57 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 482－ 4 〃 ハナ 48．8	
811 リヤンドファミユ 牡5鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 2 〃 アタマ 8．9

79 ミヤジタイガ 牡5鹿 57 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 504＋ 2 〃 アタマ 11．5�
22 マルタカシクレノン 牡7青鹿57 小牧 太國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 504＋ 21：46．2クビ 11．1�
44 レインフォール 牡6芦 57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 430－ 41：46．41 8．6
55 アイウォントユー 牡8栗 57 森 一馬薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 木下牧場 466＋ 2 〃 ハナ 133．6�
11 ハーキュリーズ 牡7鹿 57 松田 大作 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 81：46．61	 26．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，188，000円 複勝： 71，018，800円 枠連： 39，054，500円
馬連： 201，949，800円 馬単： 108，591，900円 ワイド： 75，334，400円
3連複： 242，028，800円 3連単： 517，978，800円 計： 1，314，145，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，480円 複 勝 � 670円 � 150円 � 110円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 11，580円 馬 単 �� 32，480円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，290円 �� 190円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 75，010円

票 数

単勝票数 計 581880 的中 � 10382（8番人気）
複勝票数 計 710188 的中 � 14412（9番人気）� 118081（2番人気）� 258735（1番人気）
枠連票数 計 390545 的中 （6－7） 104628（1番人気）
馬連票数 計2019498 的中 �� 13507（26番人気）
馬単票数 計1085919 的中 �� 2507（57番人気）
ワイド票数 計 753344 的中 �� 5670（27番人気）�� 12743（18番人気）�� 133112（1番人気）
3連複票数 計2420288 的中 ��� 36023（17番人気）
3連単票数 計5179788 的中 ��� 5006（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．0―46．6―58．5―1：10．4―1：22．1―1：33．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボリディアーナ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．6 京都1着

2010．3．22生 牝5栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー 18戦5勝 賞金 79，528，000円

16024 6月7日 晴 良 （27阪神3）第2日 第12競走 ��1，400�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 7，500，000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

714 プ ロ ス パ ー 牡4黒鹿57 小牧 太前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498＋101：23．3 7．4�

35 スーサンジョイ 牡3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 498＋ 21：23．51� 2．9�
47 アドマイヤスパーズ 牡5鹿 57 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 496± 01：23．81� 14．0�
23 サウススターマン 牡4黒鹿 57

54 ▲�島 克駿南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 494± 01：23．9クビ 17．0�
48 アドマイヤリバティ 牡3鹿 54 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 474－ 61：24．11� 6．6�
36 ラブミークン 牡3栗 54

51 ▲加藤 祥太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 464－ 41：24．63 17．7�
713 ヴェアデイロス 牡6鹿 57 藤岡 佑介	ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 444－ 6 〃 ハナ 8．6

816 スズカチャンプ 牡6鹿 57

56 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 498± 0 〃 アタマ 113．5�
11 ダノンブライト 牡3青鹿54 幸 英明	ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462＋ 2 〃 クビ 8．2�
612	 チョウエンペラー 牡4栗 57 菱田 裕二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 460＋ 61：24．7クビ 73．1
611 ピエナトップガン 牡5栗 57 太宰 啓介本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 472－161：24．91� 48．2�
59 ナムラケンシロウ 牡5栃栗57 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 456－ 41：25．21� 26．9�
24 サンビショップ 
3栗 54 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 456－ 2 〃 クビ 41．0�
12 セルリアンコスモ 牡3鹿 54 松田 大作�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 502＋121：26．37 27．9�
815 ワンダーアジル 牡4青鹿 57

54 ▲義 英真山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 450－101：26．72� 16．6�
510	 アームストロング 
4鹿 57

54 ▲城戸 義政前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 千代田牧場 432－ 21：27．12� 222．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，563，900円 複勝： 88，675，900円 枠連： 58，288，200円
馬連： 207，438，000円 馬単： 86，735，000円 ワイド： 93，982，100円
3連複： 268，166，400円 3連単： 406，561，900円 計： 1，272，411，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 260円 � 140円 � 350円 枠 連（3－7） 510円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，350円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 19，730円

票 数

単勝票数 計 625639 的中 � 67451（3番人気）
複勝票数 計 886759 的中 � 78041（5番人気）� 220596（1番人気）� 51339（6番人気）
枠連票数 計 582882 的中 （3－7） 86989（1番人気）
馬連票数 計2074380 的中 �� 142341（1番人気）
馬単票数 計 867350 的中 �� 25132（5番人気）
ワイド票数 計 939821 的中 �� 48658（4番人気）�� 16962（14番人気）�� 32746（5番人気）
3連複票数 計2681664 的中 ��� 52634（5番人気）
3連単票数 計4065619 的中 ��� 14936（32番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―12．0―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．3―46．3―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 ・（3，14）（1，5，15）9，7，2，8－（10，12，16）4，6（13，11） 4 ・（3，14）（1，5）（7，15）9，8（2，16）12，4（13，11）6－10

勝馬の
紹 介

プ ロ ス パ ー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．21 中京3着

2011．3．16生 牡4黒鹿 母 オーディエンス 母母 シェイクハンド 16戦3勝 賞金 25，500，000円
〔その他〕 ワンダーアジル号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ワンダーアジル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年8月7日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 イクラトロ号・ゴーザトップ号・パッシングブリーズ号・メイショウネブタ号・ワンダーヴィーヴァ号

４レース目



（27阪神3）第2日 6月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 165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

187，720，000円
2，080，000円
5，820，000円
1，180，000円
16，810，000円
63，439，500円
5，046，600円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
393，920，600円
638，349，200円
266，566，900円
1，089，534，300円
584，782，900円
509，083，800円
1，389，337，400円
2，409，088，900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 7，280，664，000円

総入場人員 18，223名 （有料入場人員 17，190名）
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