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16025 6月13日 晴 稍重 （27阪神3）第3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

612 クライミングローズ 牝3青鹿 54
53 ☆松若 風馬前田 幸治氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B428＋121：52．7 3．4�
24 サンマルアリュール 牝3栗 54 岩田 康誠相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 514＋ 61：53．02 6．2�
816 シ ー ム リ ー 牝3栗 54 酒井 学岡田 壮史氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：54．27 38．5�
35 ス ズ ミ サ キ 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 新ひだか 沖田 博志 440＋ 61：54．41 20．5�
713 タイセイマリーン 牝3芦 54 M．デムーロ田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B440－ 21：55．57 11．3�
510 サトノシャルマン 牝3鹿 54 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476＋ 61：55．6� 2．2�
11 ノーブルコスマー 牝3黒鹿54 小牧 太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 452－ 41：55．7� 61．3

48 ハネムーンイーサ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣藤井聡一郎氏 服部 利之 日高 下河辺牧場 484＋ 21：56．02 180．2�
23 シャイニーパンサー 牝3青鹿54 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 470＋101：56．1クビ 65．8�
714 ユヴェーレン 牝3鹿 54 国分 恭介 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 4 〃 ハナ 16．2
59 アルテミスアロー 牝3鹿 54 和田 竜二 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 追分ファーム 514＋201：56．2� 85．3�
12 ミ ト ス 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 486＋ 21：56．3� 38．6�
611 ウォーターライラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 470＋121：56．4� 254．3�
47 エスケイアタック 牝3栗 54 北村 友一服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 428＋ 41：56．61� 336．0�
815 ハ イ リ ー プ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉田 晴哉氏 中内田充正 安平 追分ファーム 434± 01：59．3大差 104．0�
36 ヴァミューズ 牝3鹿 54 幸 英明 P.S．スライ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：59．62 31．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，714，500円 複勝： 38，198，200円 枠連： 11，811，000円
馬連： 51，520，400円 馬単： 28，908，900円 ワイド： 31，083，500円
3連複： 75，935，600円 3連単： 105，521，100円 計： 364，693，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 210円 � 870円 枠 連（2－6） 970円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，520円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，690円 3 連 単 ��� 18，160円

票 数

単勝票数 計 217145 的中 � 50788（2番人気）
複勝票数 計 381982 的中 � 68493（2番人気）� 50691（3番人気）� 8556（7番人気）
枠連票数 計 118110 的中 （2－6） 9365（4番人気）
馬連票数 計 515204 的中 �� 47755（3番人気）
馬単票数 計 289089 的中 �� 14924（5番人気）
ワイド票数 計 310835 的中 �� 22529（3番人気）�� 4977（15番人気）�� 4468（19番人気）
3連複票数 計 759356 的中 ��� 9998（17番人気）
3連単票数 計1055211 的中 ��� 4211（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―13．4―12．8―12．9―12．7―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―37．1―49．9―1：02．8―1：15．5―1：27．8―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クライミングローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．10．14 京都5着

2012．4．28生 牝3青鹿 母 ファレノプシス 母母 キャットクイル 6戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイリープ号・ヴァミューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月13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） 6頭 テイエムエベレスト号・トウカイララバイ号・フィエルテ号・ミスロンリーハーツ号・メイショウセセラギ号・

ラウレアメモリー号
（非抽選馬） 1頭 ニシノクラレット号

16026 6月13日 晴 稍重 （27阪神3）第3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

510 バ ル ビ ー ナ 牝3鹿 54 幸 英明中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 486＋ 21：11．5 6．6�
816 タイキレガトゥス 牡3栗 56 藤岡 康太�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480± 0 〃 ハナ 1．8�
11 サーティグランド 牡3鹿 56

53 ▲義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 494＋ 41：11．6クビ 9．5�
48 ノ ラ ネ コ �3栗 56

53 ▲�島 克駿�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 462＋101：11．91� 58．6�
47 カシノランド 牡3黒鹿56 中谷 雄太柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 468＋ 41：12．43 6．9�
59 シゲルトンテントン 牡3栗 56 北村 友一森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 476－ 81：12．72 223．0	
612 シゲルハナガサ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 438＋ 41：12．8� 7．5

713 サマーサラファン 牝3芦 54 菱田 裕二セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 420－ 81：12．9� 300．6�
24 シゲルタウエマツリ 牡3芦 56 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 496＋ 8 〃 ハナ 190．2
12 スリーキンシャサ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼永井商事� 南井 克巳 青森 石田 英機 500－ 6 〃 ハナ 16．0�
23 ハ ヤ イ ガ ナ 牡3栗 56 小坂 忠士三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 472＋ 21：13．11	 47．1�
815 オ ヤ カ タ 牡3栗 56 M．デムーロ吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 北俣 牧夫 478－101：13．31	 33．9�
611 ブレーヴブラッド 牡3鹿 56 太宰 啓介村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454－ 21：13．61� 115．6�
36 オースミイヒラニ 牝3黒鹿54 和田 竜二�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 426± 01：14．23� 143．4�
35 アスタークリスタル 牡3芦 56 川須 栄彦加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 480＋141：14．73 144．8�
714 クニサキメロディー 牝3栗 54 花田 大昂國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上牧場 448＋ 21：15．76 543．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，729，800円 複勝： 53，469，200円 枠連： 13，197，600円
馬連： 46，155，300円 馬単： 28，538，900円 ワイド： 30，838，200円
3連複： 70，043，100円 3連単： 99，106，900円 計： 366，079，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 110円 � 190円 枠 連（5－8） 710円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，440円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 14，310円

票 数

単勝票数 計 247298 的中 � 29588（2番人気）
複勝票数 計 534692 的中 � 46190（3番人気）� 273230（1番人気）� 40302（5番人気）
枠連票数 計 131976 的中 （5－8） 14322（4番人気）
馬連票数 計 461553 的中 �� 46342（3番人気）
馬単票数 計 285389 的中 �� 11840（7番人気）
ワイド票数 計 308382 的中 �� 21429（3番人気）�� 4973（17番人気）�� 19369（4番人気）
3連複票数 計 700431 的中 ��� 22685（7番人気）
3連単票数 計 991069 的中 ��� 5018（43番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．7―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ル ビ ー ナ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Storm Bird デビュー 2014．11．22 京都3着

2012．3．29生 牝3鹿 母 ストーミーマターズ 母母 Adira 8戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クニサキメロディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月13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 メイショウサンゾウ号
（非抽選馬） 5頭 アメリカンマッスル号・コウエイラブリー号・スーパールミナル号・デンコウコハク号・メイショウゲントク号

第３回 阪神競馬 第３日



16027 6月13日 晴 稍重 （27阪神3）第3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）

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

59 ハラペーニョペパー 牝3芦 54
51 ▲�島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 482＋ 41：24．7 38．0�

714 タガノトリオンフ 牝3鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458± 01：25．02 13．6�

12 パンドラズホープ 牝3黒鹿54 福永 祐一窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424± 01：25．1クビ 5．6�
713 カネトシスキーム 牝3鹿 54 藤岡 康太兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 428＋ 61：25．52� 8．2�
510 ハギノレイラニ 牝3鹿 54 浜中 俊安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 412＋ 8 〃 ハナ 11．3�
23 ケンブリッジアロー 牝3青鹿54 岩田 康誠中西 桂子氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 444＋101：26．13� 2．2	
815 エイシンアンティー 牝3青鹿54 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 466－ 21：26．52� 40．2

36 アイノフシギ 牝3栗 54 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 480＋ 41：27．03 93．2�
11 モズジャスティス 牝3鹿 54 菱田 裕二 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 472＋101：27．31� 32．4�
35 メイショウゴザン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 岡田 稲男 むかわ 真壁 信一 500＋141：27．51 291．0
612 カ ム ヒ ア 牝3鹿 54 四位 洋文吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 アタマ 32．9�
816 ワ グ テ イ ル 牝3鹿 54 北村 友一 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 500 ― 〃 クビ 6．4�
47 レッドシェダル 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 456－ 41：28．24 118．8�
611 メイショウユメオイ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 458＋ 21：29．15 194．0�
48 パレスロマン 牝3栗 54 太宰 啓介西村 豊氏 加藤 敬二 浦河 田中スタッド 436＋ 81：30．05 21．1�
24 ダノンプリマベーラ 牝3青鹿 54

53 ☆松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 432 ―1：30．31� 123．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，376，800円 複勝： 35，543，600円 枠連： 13，587，900円
馬連： 47，746，300円 馬単： 28，915，500円 ワイド： 33，451，100円
3連複： 65，944，000円 3連単： 93，986，800円 計： 343，552，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，800円 複 勝 � 1，210円 � 350円 � 220円 枠 連（5－7） 2，010円

馬 連 �� 30，450円 馬 単 �� 56，320円

ワ イ ド �� 9，130円 �� 5，330円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 50，620円 3 連 単 ��� 423，230円

票 数

単勝票数 計 243768 的中 � 5122（10番人気）
複勝票数 計 355436 的中 � 6395（11番人気）� 26576（6番人気）� 51246（2番人気）
枠連票数 計 135879 的中 （5－7） 5219（7番人気）
馬連票数 計 477463 的中 �� 1215（51番人気）
馬単票数 計 289155 的中 �� 385（96番人気）
ワイド票数 計 334511 的中 �� 929（52番人気）�� 1599（35番人気）�� 6411（14番人気）
3連複票数 計 659440 的中 ��� 977（111番人気）
3連単票数 計 939868 的中 ��� 161（730番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．8―47．2―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハラペーニョペパー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Unbridled デビュー 2014．8．23 札幌10着

2012．3．4生 牝3芦 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パレスロマン号・ダノンプリマベーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

7月13日まで平地競走に出走できない。

16028 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時25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
1：07．1
1：06．5

良
良

23 メイショウキリサメ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B482＋ 21：09．3 6．3�
46 エルクンバンチェロ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514＋201：09．4� 3．6�
47 エスペランサルル 牝3栗 54 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 418＋ 2 〃 ハナ 272．8�
34 トーホウバード 牡3黒鹿 56

53 ▲�島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 434－ 21：09．5クビ 7．1	
22 トウケイウルフ 牡3栗 56 小牧 太木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 欽一 438＋ 81：09．92� 15．1

610 スピードチュウイ 牡3栗 56 M．デムーロ小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 464－ 41：10．11 3．3�
611 テイエムヤンチャボ 牝3芦 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 420＋ 6 〃 ハナ 17．4�
814 ティーエスナイン 牡3栗 56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B452＋12 〃 クビ 43．9
58 アヴェントゥリーナ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 422－101：10．31	 66．4�

815 スーサンヘイロー 牝3鹿 54 和田 竜二林 進氏 松田 国英 新冠 協和牧場 438＋10 〃 ハナ 6．1�
712 インシグニスブルー 牝3栗 54 幸 英明 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 B442＋ 4 〃 クビ 66．7�
11 カワカミハンコック 牝3青鹿54 川島 信二 �三石川上牧場 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 428－ 41：10．61
 135．1�
713 メイショウコウテン 牝3鹿 54 竹之下智昭松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 岡部牧場 436－ 81：10．7クビ 96．0�
35 アドバンスゴード 牡3芦 56

55 ☆松若 風馬前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 486 ―1：13．7大差 49．3�
59 サウスアライブ 牡3芦 56

55 ☆岩崎 翼南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 476 ―1：14．33� 306．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，939，000円 複勝： 33，493，100円 枠連： 13，396，700円
馬連： 53，219，900円 馬単： 30，165，000円 ワイド： 29，930，900円
3連複： 71，898，900円 3連単： 101，299，300円 計： 357，342，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 230円 � 3，710円 枠 連（2－4） 790円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 480円 �� 11，490円 �� 10，800円

3 連 複 ��� 46，080円 3 連 単 ��� 156，250円

票 数

単勝票数 計 239390 的中 � 30244（4番人気）
複勝票数 計 334931 的中 � 38579（5番人気）� 42245（3番人気）� 1850（13番人気）
枠連票数 計 133967 的中 （2－4） 13133（4番人気）
馬連票数 計 532199 的中 �� 41815（3番人気）
馬単票数 計 301650 的中 �� 10178（8番人気）
ワイド票数 計 299309 的中 �� 17776（3番人気）�� 634（57番人気）�� 675（55番人気）
3連複票数 計 718989 的中 ��� 1170（87番人気）
3連単票数 計1012993 的中 ��� 470（363番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．3―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―45．6―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 ・（6，11）14，15（3，12）4（2，8，13）－7，10，1＝5－9 4 ・（6，11）14（3，4）15（2，12）8（7，13）－10，1＝5，9

勝馬の
紹 介

メイショウキリサメ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．2．7 京都9着

2012．4．23生 牡3黒鹿 母 メイショウオスカル 母母 メイショウヤヨイ 7戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドバンスゴード号・サウスアライブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

7月13日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ムラングシャンティ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。
（非当選馬） 1頭 エレディータ号
（非抽選馬） 2頭 アトリエ号・ウルドシャトル号



16029 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15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

33 クリノシャンボール 牡2黒鹿54 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 480 ―1：25．0 19．1�
44 クラウンドジャック 牝2栗 54 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 456 ―1：25．21� 2．2�
11 ヴ ェ ゼ ー ル 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 538 ―1：25．3� 19．0�
89 ロードレグナム 牡2青鹿54 浜中 俊 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 488 ―1：25．61� 7．7�
77 シルヴィーボーテ 牝2鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 438 ―1：25．81� 11．6�
55 スズカウルトラ 牡2鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 446 ― 〃 ハナ 8．7	
22 ロイヤルクルーズ 牝2黒鹿54 太宰 啓介
ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 446 ―1：26．11� 17．1�
88 タイセイブルグ 牡2芦 54 M．デムーロ田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：26．95 4．1�
66 シゲルオキサワラ 牡2鹿 54

51 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 442 ―1：27．0クビ 116．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 38，626，200円 複勝： 30，967，900円 枠連： 10，842，400円
馬連： 46，839，300円 馬単： 32，908，900円 ワイド： 26，773，500円
3連複： 56，276，900円 3連単： 117，910，200円 計： 361，145，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 400円 � 130円 � 380円 枠 連（3－4） 2，800円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，310円 �� 650円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 57，790円

票 数

単勝票数 計 386262 的中 � 17142（8番人気）
複勝票数 計 309679 的中 � 15269（8番人気）� 93579（1番人気）� 16283（7番人気）
枠連票数 計 108424 的中 （3－4） 2997（11番人気）
馬連票数 計 468393 的中 �� 15524（10番人気）
馬単票数 計 329089 的中 �� 4289（23番人気）
ワイド票数 計 267735 的中 �� 10068（9番人気）�� 2815（27番人気）�� 10888（8番人気）
3連複票数 計 562769 的中 ��� 5677（29番人気）
3連単票数 計1179102 的中 ��� 1479（194番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．3―12．3―12．1―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．9―37．2―49．5―1：01．6―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノシャンボール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2013．4．1生 牡2黒鹿 母 ゲ ッ コ ウ 母母 ミシシッピーミス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16030 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時45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

714 デンコウインパルス 牡3鹿 56 浜中 俊田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 476＋ 21：53．2 8．9�
24 フェブカリエンテ 牡3青鹿56 福永 祐一釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 510－ 61：53．3� 5．4�
612 ロウアンドロウ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B474－ 21：53．4クビ 9．8�
11 エンゲルフライト 牡3鹿 56 中谷 雄太嶋田 賢氏 矢作 芳人 日高 シンコーファーム 480－ 41：53．72 71．9�
510 キングカヌヌ 牡3芦 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490－ 21：53．91� 1．6�
815 ダンツホーネット 牡3芦 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 466－ 21：54．43 20．5	
713 キングライデン 牡3芦 56

53 ▲�島 克駿村上 義勝氏 加藤 敬二 新ひだか 静内白井牧場 508± 0 〃 ハナ 34．8

611 ツジサンダバード 牡3栗 56 藤岡 佑介辻 俊夫氏 作田 誠二 登別 ユートピア牧場 438－ 21：54．5クビ 43．7�
36 ミッキーハピネス 牡3黒鹿56 川田 将雅野田みづき氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 494－ 21：55．03 17．2�
47 テイエムゴーケツ 牡3鹿 56 川須 栄彦竹園 正繼氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 540＋201：55．1� 124．3
59 リバイブビート 牡3栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 隆栄牧場 476＋ 21：55．63 221．1�
23 ミスタービッグ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真田畑 富子氏 森 秀行 浦河 小倉牧場 448＋ 81：55．7� 252．9�
48 タイキヒストリー 牡3鹿 56 荻野 琢真�大樹ファーム 牧田 和弥 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 520＋321：56．44 409．9�
12 ペプチドホープフル 牡3鹿 56 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 528－ 21：56．5� 14．8�
35 セ イ ブ ア ス 牡3鹿 56 森 一馬薪浦 亨氏 西村 真幸 日高 下川 茂広 494＋ 61：57．45 167．5�

（15頭）
816 インターセプター 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬 �社台レースホース須貝 尚介 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，055，400円 複勝： 61，425，300円 枠連： 13，601，500円
馬連： 52，862，900円 馬単： 34，463，800円 ワイド： 32，194，500円
3連複： 77，159，000円 3連単： 118，599，600円 計： 419，362，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 480円 � 250円 � 380円 枠 連（2－7） 2，310円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，290円 �� 700円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 37，790円

票 数

単勝票数 計 290554 的中 � 25845（3番人気）
複勝票数 計 614253 的中 � 31118（4番人気）� 71878（2番人気）� 40744（3番人気）
枠連票数 計 136015 的中 （2－7） 4544（8番人気）
馬連票数 計 528629 的中 �� 13572（10番人気）
馬単票数 計 344638 的中 �� 5036（16番人気）
ワイド票数 計 321945 的中 �� 9510（8番人気）�� 6232（14番人気）�� 12190（6番人気）
3連複票数 計 771590 的中 ��� 6094（29番人気）
3連単票数 計1185996 的中 ��� 2275（111番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．4―12．6―12．6―12．5―12．7―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―36．9―49．5―1：02．1―1：14．6―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デンコウインパルス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．7 阪神8着

2012．4．4生 牡3鹿 母 ア マ ラ ン ス 母母 ノーノーネヴアー 9戦1勝 賞金 8，900，000円
〔出走取消〕 インターセプター号は，疾病〔左寛跛行〕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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ジェイポップ号・シゲルホウネンサイ号・ステージインパクト号・フォースフィールド号・ホットチューン号・

メイショウオウケン号
（非抽選馬） 2頭 ミュゼバトラー号・ローガンカズマ号



16031 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 ローレルベローチェ 牡4栗 57 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 486－ 21：10．6 11．2�
510� トータルヒート 牝4栗 55 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 468－ 21：11．13 1．7�
816� フォンタネットポー 牝3栗 52 M．デムーロ吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 516＋ 61：11．2クビ 4．5�
35 ク ー ゲ ル 牡4栗 57

54 ▲	島 克駿幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 506－ 51：11．3
 13．1�
11 ミキノグランプリ 牡4栗 57

54 ▲加藤 祥太谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 454－ 6 〃 クビ 21．5	
24 ワンダーヴィーヴァ 牡5青鹿57 小牧 太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 552± 01：11．51� 42．4

48 コ ラ ン ダ ム �6栗 57 菱田 裕二山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 494－10 〃 ハナ 45．8�
713 レンズフルパワー 牡3鹿 54 藤岡 康太田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 484－ 21：11．6クビ 99．6�
47 メイショウカフウ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 472＋ 2 〃 アタマ 27．3
59 ヒカリセット 牡4青鹿57 森 一馬�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 470－ 8 〃 クビ 178．0�
12 レモンティー 牝4黒鹿55 浜中 俊中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470＋201：12．66 89．3�
36 ハンマークラビア 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464－121：12．7 115．5�
23 ミスズモンブラン 牡4栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 482＋ 81：12．91 273．8�
714 ケルヴィンサイド 牡4鹿 57 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514－ 21：13．21
 38．5�
611 デ ィ ア エ ナ 牝3黒鹿52 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 518－121：13．3 40．2�
612� フライングニンバス 牝3鹿 52

51 ☆松若 風馬橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough
LLC 506－101：13．83 16．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，371，100円 複勝： 80，658，900円 枠連： 22，729，300円
馬連： 82，637，600円 馬単： 47，555，600円 ワイド： 48，854，800円
3連複： 107，683，100円 3連単： 165，822，600円 計： 599，313，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 210円 � 110円 � 130円 枠 連（5－8） 240円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 320円 �� 680円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 12，950円

票 数

単勝票数 計 433711 的中 � 30730（3番人気）
複勝票数 計 806589 的中 � 44002（3番人気）� 434686（1番人気）� 109056（2番人気）
枠連票数 計 227293 的中 （5－8） 71033（1番人気）
馬連票数 計 826376 的中 �� 73981（2番人気）
馬単票数 計 475556 的中 �� 10936（8番人気）
ワイド票数 計 488548 的中 �� 36849（2番人気）�� 15019（7番人気）�� 83426（1番人気）
3連複票数 計1076831 的中 ��� 67181（1番人気）
3連単票数 計1658226 的中 ��� 9282（31番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．1―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―33．9―45．9―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルベローチェ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．12．22 阪神4着

2011．4．3生 牡4栗 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 11戦3勝 賞金 30，000，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 セイユニコーン号
（非抽選馬） 2頭 カシノヒカル号・ゴールドスーク号

16032 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第8競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

56 エクストレミティー 牡4鹿 57 幸 英明 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500± 01：52．3 5．8�
813 ゲームフェイス 牡5芦 57 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 B556－ 81：52．4� 32．5�
44 サトノメダリスト 牡3黒鹿54 浜中 俊里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 514± 0 〃 ハナ 4．8�
45 ファイヤーロック 牡4黒鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：52．5� 1．6�
711� エアカーディナル 牡4鹿 57 M．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 480± 01：52．6クビ 26．2�
69 ローザズカレッジ 牡5黒鹿57 松山 弘平 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－10 〃 クビ 33．1

812 フミノインパルス 牡3黒鹿54 太宰 啓介谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 486＋ 21：53．23� 16．0�
33 トゥヴァビエン 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 524－ 61：53．73 26．6�
710� ランドスター 牡4栗 57 藤岡 康太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 504＋121：54．01� 214．9
57 アラートミノル 牡4鹿 57 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484± 01：54．74 166．4�
68 メイショウオオラカ 牡3鹿 54 熊沢 重文松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 434－ 21：55．01� 171．0�
11 ミヤジカールソン 牡4鹿 57 藤岡 佑介曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 528± 01：55．53 34．7�
22 ムテキザセカンド 牡5栗 57 菱田 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 494± 01：56．35 99．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，321，700円 複勝： 57，577，800円 枠連： 19，202，500円
馬連： 71，480，700円 馬単： 47，574，300円 ワイド： 39，647，400円
3連複： 99，598，900円 3連単： 180，660，100円 計： 552，063，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 720円 � 260円 枠 連（5－8） 1，460円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 13，300円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 440円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 12，270円 3 連 単 ��� 79，280円

票 数

単勝票数 計 363217 的中 � 49417（3番人気）
複勝票数 計 575778 的中 � 83584（2番人気）� 17052（6番人気）� 60943（3番人気）
枠連票数 計 192025 的中 （5－8） 10158（8番人気）
馬連票数 計 714807 的中 �� 7812（17番人気）
馬単票数 計 475743 的中 �� 2681（32番人気）
ワイド票数 計 396474 的中 �� 6508（15番人気）�� 25272（4番人気）�� 4467（21番人気）
3連複票数 計 995989 的中 ��� 6084（34番人気）
3連単票数 計1806601 的中 ��� 1652（186番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．9―12．5―12．4―12．5―12．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．7―49．2―1：01．6―1：14．1―1：26．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクストレミティー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Deposit Ticket デビュー 2013．8．18 小倉4着

2011．3．6生 牡4鹿 母 エクソセット 母母 Parliament House 17戦2勝 賞金 26，370，000円



16033 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第9競走 ��
��2，400�

か す み

香 住 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

811 ウェーブゴールド 牡4黒鹿57 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 484－ 42：26．8 6．2�
67 メイショウラリマー 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 484－ 4 〃 クビ 25．9�
66 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 512± 02：27．01	 4．4�
11 
 サンライズジャパン 牡4鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 520＋ 8 〃 ハナ 5．8�
22 ロングスピーク 牡3鹿 53 M．デムーロ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 548－102：27．31� 9．9�
55 インプレショニスト 牝5鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 ハナ 12．0	
78 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 酒井 学
錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 508＋ 22：27．4クビ 2．7�
33 ゼットスマイル 牡3栗 53 四位 洋文�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 494＋12 〃 ハナ 74．1�
44 フロリダパンサー 牡4青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B472－ 22：27．5� 12．6
810
 ウインマルゲリータ 牝5黒鹿55 国分 恭介
ウイン 日吉 正和 浦河 岡本 昌市 438＋ 82：27．92� 139．6�
79 リスヴェリアート 牡5鹿 57 松山 弘平
G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 442± 02：28．32� 70．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，391，300円 複勝： 66，504，100円 枠連： 17，987，600円
馬連： 105，818，000円 馬単： 52，462，200円 ワイド： 51，502，800円
3連複： 127，486，400円 3連単： 214，455，100円 計： 680，607，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 560円 � 180円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 9，940円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 420円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 68，460円

票 数

単勝票数 計 443913 的中 � 57206（4番人気）
複勝票数 計 665041 的中 � 99209（3番人気）� 23716（8番人気）� 107342（2番人気）
枠連票数 計 179876 的中 （6－8） 13035（4番人気）
馬連票数 計1058180 的中 �� 14718（23番人気）
馬単票数 計 524622 的中 �� 3955（44番人気）
ワイド票数 計 515028 的中 �� 9251（20番人気）�� 34505（3番人気）�� 7675（24番人気）
3連複票数 計1274864 的中 ��� 10196（35番人気）
3連単票数 計2144551 的中 ��� 2271（247番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．9―12．4―12．4―12．5―12．7―12．3―12．2―12．0―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．2―37．1―49．5―1：01．9―1：14．4―1：27．1―1：39．4―1：51．6―2：03．6―2：14．8

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

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

勝馬の
紹 介

ウェーブゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．7．20 函館2着

2011．3．15生 牡4黒鹿 母 ジ ェ リ ク ル 母母 キトゥントリックス 17戦2勝 賞金 32，308，000円

16034 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ま い こ

舞 子 特 別
発走15時00分 （芝・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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

56 ダノンシーザー 牡3鹿 54 M．デムーロ�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 456± 01：21．5 5．3�
711 リーサルウェポン 牝4鹿 55 川田 将雅 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 426－ 4 〃 ハナ 9．9�
22 エイシンペペラッツ 牡4栗 57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 468－ 41：21．6� 1．8�
710 トウショウピスト 牡3鹿 54 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 21：21．91	 5．3�
68 
 クリノハッチャン 牝4鹿 55 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 458＋ 6 〃 ハナ 224．6�
69 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 4 〃 クビ 57．8	
57 ナオミノユメ 牝6鹿 55 北村 友一塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：22．11� 34．5

813
 ウエスタンムサシ 牡6芦 57 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 512± 01：22．2	 65．9�
11 キタサンエピソード 牡6栗 57 国分 優作�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 492＋ 41：22．3クビ 9．3
33 ラーストチカ 牝5黒鹿55 浜中 俊岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 454＋ 41：22．51� 38．2�
44 メイショウゲンブ 牡6鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 482－ 61：22．6� 43．0�
812
 サンマルビューティ 牝5黒鹿55 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 466＋181：23．34 198．5�
45 スズカジョンブル 牡6鹿 57 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458＋ 41：25．2大差 371．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，149，000円 複勝： 60，974，300円 枠連： 27，062，300円
馬連： 123，882，900円 馬単： 70，484，200円 ワイド： 53，923，300円
3連複： 150，837，600円 3連単： 287，891，900円 計： 824，205，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 180円 � 110円 枠 連（5－7） 730円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 690円 �� 280円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 15，270円

票 数

単勝票数 計 491490 的中 � 73704（3番人気）
複勝票数 計 609743 的中 � 77639（3番人気）� 60646（5番人気）� 230990（1番人気）
枠連票数 計 270623 的中 （5－7） 28645（3番人気）
馬連票数 計1238829 的中 �� 38539（8番人気）
馬単票数 計 704842 的中 �� 11190（17番人気）
ワイド票数 計 539233 的中 �� 17775（9番人気）�� 54334（2番人気）�� 40387（4番人気）
3連複票数 計1508376 的中 ��� 73594（5番人気）
3連単票数 計2878919 的中 ��� 13663（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．0―47．0―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンシーザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．12．7 中京4着

2012．2．15生 牡3鹿 母 アイアムアドーター 母母 アイアムザウィナー 7戦3勝 賞金 35，130，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 スズカジョンブル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 エイシンペペラッツ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エイシンペペラッツ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年7月13日まで出走できない。
※リーサルウェポン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16035 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第11競走 ��
��1，400�

あ き

安芸ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510� ニシケンモノノフ 牡4栗 57 中谷 雄太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 494± 01：22．3 1．5�
48 メイショウオセアン 牡4鹿 57 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 538± 01：22．61	 8．0�
611
 コリンブレッセ 牡6鹿 57 松田 大作林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C

Stautberg 502－ 21：22．7	 43．4�
23 ランドマーキュリー 牡5栗 57 川田 将雅木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 522± 0 〃 クビ 21．9�
24 マキャヴィティ 牡4栗 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 504－ 61：22．8� 9．0	
815 エリアコンプリート 牡6栗 57 北村 友一前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 472＋101：22．9クビ 108．2

36 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 幸 英明�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 528－ 4 〃 クビ 35．1�
59 ゴーインググレート 牡5栗 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482± 01：23．0� 17．5
816 イースターパレード �6栗 57 藤岡 康太�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 514＋ 61：23．1クビ 16．1�
35 サルバドールハクイ 牡5鹿 57 松山 弘平則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B454－ 41：23．31 66．3�
11 マヤノオントロジー 牡6黒鹿57 武 豊田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 490－ 4 〃 クビ 27．9�
612 アルベルティ 牡7鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 21：23．83 275．7�
47 オビーディエント 牡6黒鹿57 小牧 太�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 454＋ 61：24．22� 54．8�
12 サクセスフェイト 牡6黒鹿57 藤岡 佑介髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 454± 01：24．83� 16．2�
714 テ ム ジ ン 牡6鹿 57 川須 栄彦熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 490－ 41：24．9クビ 210．4�
713 サザンブレイズ 牡7栗 57 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 482－ 21：25．11 215．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，356，100円 複勝： 139，055，100円 枠連： 56，704，100円
馬連： 236，366，600円 馬単： 132，273，000円 ワイド： 105，096，600円
3連複： 333，956，500円 3連単： 633，952，200円 計： 1，705，760，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 700円 枠 連（4－5） 500円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，270円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 15，590円

票 数

単勝票数 計 683561 的中 � 353978（1番人気）
複勝票数 計1390551 的中 � 838803（1番人気）� 99486（2番人気）� 18476（11番人気）
枠連票数 計 567041 的中 （4－5） 87738（2番人気）
馬連票数 計2363666 的中 �� 321825（1番人気）
馬単票数 計1322730 的中 �� 144654（1番人気）
ワイド票数 計1050966 的中 �� 116914（1番人気）�� 19570（12番人気）�� 6233（38番人気）
3連複票数 計3339565 的中 ��� 36500（24番人気）
3連単票数 計6339522 的中 ��� 29478（40番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．7―12．0―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．1―45．8―57．8―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ニシケンモノノフ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア フ リ ー ト （1戦0勝 賞金 0円）

2011．3．11生 牡4栗 母 グリーンヒルコマチ 母母 ツネノコトブキ 13戦3勝 賞金 75，002，000円
地方デビュー 2013．7．4 門別 ［他本会外：2戦1勝］

※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 ゲマインシャフト号・ドリームコンサート号・メイショウゾンビ号・リックムファサ号

16036 6月13日 晴 良 （27阪神3）第3日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

610 トーセンデューク 牡4鹿 57 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋ 41：46．3 2．1�
814 タイセイアプローズ 牡3鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 452－ 6 〃 クビ 17．8�
34 ビオラフォーエバー 牡4栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：46．61� 11．4�
713 キャノンプレート 牡3黒鹿54 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 484± 01：46．81� 22．5�
11 タニオブローズ 牝5鹿 55 森 一馬谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 448＋ 21：47．11� 76．1	
35 イイデフューチャー 牡4黒鹿57 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 462± 0 〃 ハナ 15．4

712 シャッターチャンス 牡3鹿 54 M．デムーロ前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 432－ 2 〃 クビ 5．6�
58 クールオープニング 牡4青鹿57 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 460－ 81：47．2クビ 26．9�
46 タニノセレナーデ 牝5黒鹿55 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 456＋10 〃 クビ 294．7
23 ティーエスネオ 牡4芦 57 国分 優作田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520－ 61：47．41 55．4�
47 アクセラレート 牡3鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 81：47．61� 5．6�
22 	 エイシンホクトセイ 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 新ひだか 城地 清満 480＋ 41：47．81
 101．4�
611 ダイシンカレラ 牡3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 468＋ 41：47．9� 12．3�
59 パープルパルピナ 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 494± 01：48．53
 299．5�
815 ヤマニンシェリル 牝5栗 55

52 ▲�島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464＋ 61：52．0大差 199．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 59，948，200円 複勝： 77，623，100円 枠連： 37，547，400円
馬連： 155，002，300円 馬単： 77，464，300円 ワイド： 72，194，800円
3連複： 191，485，700円 3連単： 329，705，200円 計： 1，000，971，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 410円 � 240円 枠 連（6－8） 1，740円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 690円 �� 470円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 25，400円

票 数

単勝票数 計 599482 的中 � 226544（1番人気）
複勝票数 計 776231 的中 � 271297（1番人気）� 32689（8番人気）� 66057（4番人気）
枠連票数 計 375474 的中 （6－8） 16656（8番人気）
馬連票数 計1550023 的中 �� 50895（8番人気）
馬単票数 計 774643 的中 �� 17953（9番人気）
ワイド票数 計 721948 的中 �� 27050（8番人気）�� 41928（3番人気）�� 8604（23番人気）
3連複票数 計1914857 的中 ��� 25033（20番人気）
3連単票数 計3297052 的中 ��� 9410（74番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―10．9―11．6―12．7―12．9―12．2―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―33．9―45．5―58．2―1：11．1―1：23．3―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．2
3 ・（9，11，15）＝1（5，14）12（7，10）13，4，6（3，8）－2 4 15（11，5）（9，1，14）10，12（7，4）13（3，6）8，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンデューク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fairy King デビュー 2014．1．12 京都3着

2011．3．5生 牡4鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet 7戦3勝 賞金 26，145，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンシェリル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月13日まで平地

競走に出走できない。



（27阪神3）第3日 6月13日（土曜日） 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 171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

183，070，000円
1，060，000円
6，760，000円
1，270，000円
16，450，000円
66，754，500円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
463，979，100円
735，490，600円
257，670，300円
1，073，532，200円
611，714，600円
555，491，400円
1，428，305，700円
2，448，911，000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 7，575，094，900円

総入場人員 15，951名 （有料入場人員 13，449名）
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