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16013 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 グレートエンジェル 牝3鹿 54 国分 恭介田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 478－ 21：25．0 8．4�
48 メイショウアキヒメ 牝3鹿 54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 422＋ 21：26．38 288．5�
59 トーホウシラギク 牝3栃栗54 松山 弘平東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 440＋ 81：26．51� 100．5�
611 ア メ リ 牝3栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：26．82 4．4�
23 ジョディーズロマン 牝3栗 54 太宰 啓介 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 438＋ 21：26．9� 35．1	
24 ヒ シ ダ イ ヤ 牝3鹿 54 藤岡 康太阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 470＋ 21：27．11� 28．1

816 ハギノレビュー 牝3栗 54

51 ▲原田 敬伍日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416＋141：27．31� 381．9�

612 アンジュプリエール 牝3芦 54 小牧 太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 504＋20 〃 ハナ 6．6�

510 ピサノカルメン 牝3鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 486 ―1：27．61� 212．2
714 チ ロ エ 牝3芦 54 幸 英明青山 洋一氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 430 ―1：27．81� 69．5�
47 ト リ ロ ジ ー 牝3青鹿 54

52 △菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 41：27．9� 122．8�

12 タマモマナムスメ 牝3黒鹿54 池添 謙一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 442－ 4 〃 ハナ 1．8�
36 パープルチャペル 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政中野 銀十氏 飯田 雄三 日高 鹿戸 正幸 478 ―1：28．43 323．0�
815 レッドヴェロッサ 牝3栗 54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 友道 康夫 平取 坂東牧場 452 ―1：28．5� 21．7�
11 ナスノイブキ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 446 ―1：28．6� 88．9�

713 カ ン ク ン 牝3栗 54
51 ▲花田 大昂永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 450 ―1：28．81� 42．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，292，400円 複勝： 56，378，200円 枠連： 12，486，100円
馬連： 41，160，300円 馬単： 33，858，800円 ワイド： 23，239，200円
3連複： 63，178，900円 3連単： 119，802，100円 計： 372，396，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 270円 �11，820円 � 3，150円 枠 連（3－4） 23，040円

馬 連 �� 92，620円 馬 単 �� 196，760円

ワ イ ド �� 16，570円 �� 4，010円 �� 105，110円

3 連 複 ��� 832，610円 3 連 単 ��� 4，653，370円

票 数

単勝票数 計 222924 的中 � 21029（4番人気）
複勝票数 計 563782 的中 � 69591（2番人気）� 1104（15番人気）� 4227（12番人気）
枠連票数 計 124861 的中 （3－4） 400（24番人気）
馬連票数 計 411603 的中 �� 328（62番人気）
馬単票数 計 338588 的中 �� 127（128番人気）
ワイド票数 計 232392 的中 �� 344（63番人気）�� 1441（32番人気）�� 54（108番人気）
3連複票数 計 631789 的中 ��� 56（302番人気）
3連単票数 計1198021 的中 ��� 19（1593番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレートエンジェル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．11．24 京都13着

2010．5．17生 牝3鹿 母 デーエスソロン 母母 ダイアナソロン 10戦1勝 賞金 13，600，000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 テンプトミーノット号・バーレスク号

16014 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2日 第2競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．7

重
重

36 オリエンタルサン 牡3鹿 56 藤岡 康太下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 454＋ 21：12．6 4．5�
35 サンライズマーチ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 478＋ 21：12．81� 4．9�
611 キタサンヤマビコ �3鹿 56 古川 吉洋�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ 420＋ 41：12．9� 32．5�
612 シゲルトビウオザ 牡3鹿 56 熊沢 重文森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 石川 栄一 488± 01：13．11� 27．7�
23 アルペンクローネ 牡3鹿 56 国分 恭介水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 442－ 21：13．2� 8．8�
12 メイショウオトワカ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 476－ 41：13．41� 3．1	
510 レーヴイマージン 牝3栗 54 上村 洋行村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 聖心台牧場 458＋101：13．61� 14．2

24 ケイリンチャンプ 牡3鹿 56 幸 英明山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 508 ― 〃 アタマ 50．3�
59 シゲルリョウケンザ 牡3青鹿56 川島 信二森中 蕃氏 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 476± 01：13．7クビ 165．4�
47 ニシオキボオト 牡3鹿 56 佐久間寛志西尾 午郎氏 鹿戸 明 新ひだか 猪野毛牧場 466± 01：13．8� 69．3
714 ファスリエフパレス 牡3鹿 56 川須 栄彦小林 量氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 444± 01：14．54 117．3�
713 シゲルワシザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 464± 01：14．6� 196．0�
48 ロングサリア 牝3鹿 54 松山 弘平中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 430－ 61：14．7クビ 20．6�
815 シゲルタテザ 牡3栗 56 松田 大作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 沖田 繁 480－ 6 〃 クビ 15．6�
816 メイショウフウタ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 464＋ 21：15．02 11．7�
11 ランドリーマー 牡3鹿 56 大野 拓弥宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 436－ 4 〃 ハナ 182．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，945，000円 複勝： 34，110，200円 枠連： 15，382，300円
馬連： 43，072，700円 馬単： 29，670，600円 ワイド： 23，293，600円
3連複： 63，110，700円 3連単： 97，947，700円 計： 325，532，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 190円 � 850円 枠 連（3－3） 1，360円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，070円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 11，890円 3 連 単 ��� 57，740円

票 数

単勝票数 計 189450 的中 � 33729（2番人気）
複勝票数 計 341102 的中 � 69956（2番人気）� 51781（3番人気）� 7487（10番人気）
枠連票数 計 153823 的中 （3－3） 8398（6番人気）
馬連票数 計 430727 的中 �� 25578（4番人気）
馬単票数 計 296706 的中 �� 9547（6番人気）
ワイド票数 計 232936 的中 �� 11947（4番人気）�� 2665（27番人気）�� 2285（31番人気）
3連複票数 計 631107 的中 ��� 3919（38番人気）
3連単票数 計 979477 的中 ��� 1252（166番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―11．7―12．3―13．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（10，11，12）5，9－（6，15）7（3，16）13（1，2，14）（4，8） 4 ・（10，11，12）－5，9，6（3，15）（7，16）－（13，2）（1，14）4，8

勝馬の
紹 介

オリエンタルサン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．8．26 小倉5着

2010．3．26生 牡3鹿 母 レアシルウィア 母母 フミノアミューズ 14戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ストレーガ号・タニノセレナーデ号・ビコーピリラニ号
（非抽選馬）11頭 エーシンソーリュー号・クリノバトゥーラ号・クリノロブソン号・コウユーアンドレ号・シゲルシシザ号・

シゲルテンビンザ号・スズカルミナリー号・メイショウゲンキ号・ヤマノカドゥ号・ランドボイジャー号・
レゾンドールシチー号

第３回 阪神競馬 第２日



16015 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 トウケイウイン 牡3黒鹿56 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 424－ 61：54．1 14．3�
59 トゥヴァビエン 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 524－ 21：54．31� 3．5�
12 ワースムーン 牡3鹿 56

54 △中井 裕二橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 506 ―1：54．61� 266．8�
48 ナリタエックス 牡3栗 56 藤田 伸二�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 448± 01：54．81� 15．9�
35 スピーディシャープ 牡3鹿 56 幸 英明吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 404± 01：55．11� 49．1�
816 ゴーソッキュー 牡3栗 56

54 △菱田 裕二岡 浩二氏 角田 晃一 えりも エクセルマネジメント B478－ 8 〃 ハナ 22．1	
11 タイセイボルト 牡3青鹿56 松田 大作田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 462－ 41：55．2クビ 28．5

36 メイショウムシャ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494± 01：55．73 15．2�
47 エルドリッジ 牡3青鹿56 和田 竜二一村 哲也氏 白井 寿昭 むかわ 桑原牧場 504－ 2 〃 クビ 1．7�
510 ヴェラーチェ 牡3黒鹿56 熊沢 重文三嶋牧場 北出 成人 浦河 上田 五十詞 498± 01：55．91 406．4�
23 ナムラタイショウ 牡3栗 56 小牧 太奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 438－ 81：56．22 75．6�
815 カシノビッグベン 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 500－ 4 〃 アタマ 302．8�
611 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 464－ 41：56．41� 389．0�
24 ハーフウェイ 牡3芦 56 岡田 祥嗣中西 功氏 矢作 芳人 新冠 風間 洋 418－ 41：56．5クビ 329．8�
714 ワイドバッカス 牡3鹿 56 古川 吉洋幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 及川 ミツ子 508＋ 61：56．71� 157．8�
612 ウイニングスター 牡3鹿 56 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 436＋ 61：58．8大差 31．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，320，600円 複勝： 71，972，500円 枠連： 13，679，600円
馬連： 51，752，400円 馬単： 45，053，200円 ワイド： 28，288，400円
3連複： 76，428，400円 3連単： 152，411，900円 計： 464，907，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 500円 � 200円 � 9，290円 枠 連（5－7） 2，130円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 570円 �� 31，380円 �� 9，260円

3 連 複 ��� 141，370円 3 連 単 ��� 744，910円

票 数

単勝票数 計 253206 的中 � 14020（3番人気）
複勝票数 計 719725 的中 � 35317（3番人気）� 126928（2番人気）� 1615（15番人気）
枠連票数 計 136796 的中 （5－7） 4744（7番人気）
馬連票数 計 517524 的中 �� 16283（7番人気）
馬単票数 計 450532 的中 �� 5096（18番人気）
ワイド票数 計 282884 的中 �� 13503（4番人気）�� 211（77番人気）�� 719（44番人気）
3連複票数 計 764284 的中 ��� 399（139番人気）
3連単票数 計1524119 的中 ��� 151（673番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．8―49．8―1：03．3―1：16．4―1：29．0―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウケイウイン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．4 京都3着

2010．5．21生 牡3黒鹿 母 ピサノガレー 母母 トロピカルサウンドⅡ 6戦1勝 賞金 7，650，000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。
（非当選馬） 1頭 ツーエムスイフト号

16016 6月2日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25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

66 トップミノル 牡6青鹿60 熊沢 重文吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 482－ 43：19．6 20．3�
88 タマモオンゾウシ 牡4栗 60 難波 剛健タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 502－ 83：20．13 1．3�
22 クレバーベスト �5鹿 60

57 ▲森 一馬 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 458－ 23：20．84 7．5�
33 ニライジンク 牡4栗 60 平沢 健治�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 500－ 23：22．18 91．2�
11 リアルブラック �4青鹿60 黒岩 悠大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 482－ 23：23．37 13．0	
44 � シルヴァーノ �6鹿 60 西谷 誠 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484－103：23．93� 13．1

89 ホホヲヨセテ 牝5鹿 58 小坂 忠士小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 458± 03：24．64 115．4�
55 マイネルソラーナ 牡5栗 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 454－143：26．19 88．7�
77 ローズリパブリック �7芦 60 白浜 雄造 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 456－10 （競走中止） 8．2
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売 得 金
単勝： 22，997，000円 複勝： 52，371，500円 枠連： 8，142，600円
馬連： 28，056，700円 馬単： 34，701，600円 ワイド： 17，356，500円
3連複： 44，845，600円 3連単： 134，440，300円 計： 342，911，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 320円 � 110円 � 160円 枠 連（6－8） 1，160円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 460円 �� 760円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 18，460円

票 数

単勝票数 計 229970 的中 � 8956（6番人気）
複勝票数 計 523715 的中 � 15544（6番人気）� 340400（1番人気）� 48939（2番人気）
枠連票数 計 81426 的中 （6－8） 5201（5番人気）
馬連票数 計 280567 的中 �� 17209（5番人気）
馬単票数 計 347016 的中 �� 6237（11番人気）
ワイド票数 計 173565 的中 �� 8471（5番人気）�� 4775（12番人気）�� 27419（1番人気）
3連複票数 計 448456 的中 ��� 24487（7番人気）
3連単票数 計1344403 的中 ��� 5375（50番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 54．7－3F 41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→→	」
�
�
・（7，8）＝6＝4（3，2）1，9－5
8＝6＝2－3－1，9，4＝5

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

勝馬の
紹 介

トップミノル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ハンティングホーク デビュー 2009．11．22 京都5着

2007．4．24生 牡6青鹿 母 ファイブエイワン 母母 サンヨウジェラン 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ローズリパブリック号は，8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



16017 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2日 第5競走 ��1，200�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
1：08．6
1：07．8

良
良

55 エイシンオルドス 牝2栗 54 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 474 ―1：10．2 1．6�
44 マダムリシェス 牝2栗 54 松山 弘平原 �子氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 420 ―1：10．62� 4．1�
33 タガノウォーリア 牡2栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 430 ―1：10．92 5．9�
11 コスモリリパット 牡2栗 54

52 △中井 裕二岡田 繁幸氏 和田 正道 日高 瀬戸牧場 444 ―1：11．32� 28．7�
22 クールルーシー 牝2黒鹿54 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 久井牧場 488 ―1：11．51� 34．5�
66 シンゼンマオー 牡2黒鹿54 鮫島 良太原 司郎氏 飯田 明弘 新ひだか 畠山牧場 480 ―1：11．82 16．2	
77 コウエイユニバース 牝2栗 54 幸 英明伊東 政清氏 五十嵐忠男 新ひだか 上村 清志 450 ―1：12．01 10．3


（7頭）

売 得 金
単勝： 26，357，900円 複勝： 30，470，500円 枠連： 発売なし
馬連： 34，616，000円 馬単： 36，733，700円 ワイド： 15，327，600円
3連複： 45，679，500円 3連単： 147，667，700円 計： 336，852，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 990円

票 数

単勝票数 計 263579 的中 � 129934（1番人気）
複勝票数 計 304705 的中 � 140564（1番人気）� 55070（2番人気）
馬連票数 計 346160 的中 �� 89234（1番人気）
馬単票数 計 367337 的中 �� 60495（1番人気）
ワイド票数 計 153276 的中 �� 31500（1番人気）�� 21436（2番人気）�� 13142（4番人気）
3連複票数 計 456795 的中 ��� 97715（1番人気）
3連単票数 計1476677 的中 ��� 110586（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．3―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．1―46．5―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．1
3 5，4，7（2，6）－3－1 4 5（4，7）（2，6）3－1

勝馬の
紹 介

エイシンオルドス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2011．2．26生 牝2栗 母 アルカイックレディ 母母 No More Ironing 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16018 6月2日 曇 良 （25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
1：44．7
1：44．1

良
良

713 ヤマニンシェリル 牝3栗 54 武 幸四郎土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456＋121：47．1 20．4�
818� アンシャックルド 牡3栗 56 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B504＋ 41：47．31� 3．7�
48 オ ル ゲ イ ユ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二�G1レーシング 岡田 稲男 新ひだか 前川 正美 396± 0 〃 クビ 6．4�
816 ポールシッター 牡3青鹿56 藤岡 康太平川 浩之氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：47．51 22．0�
23 ゴ ー ス ル ー 牡3鹿 56 藤田 伸二 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 444－ 41：47．6	 2．7	
35 � エイシンラムダ 牡3鹿 56 高倉 稜平井 克彦氏 坂口 正則 米 Fred W.

Hertrich III 472± 01：47．7クビ 134．1

612 ルペールノエル 牡3黒鹿56 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 504－ 4 〃 ハナ 8．3�
36 ローゼンガルテン 牡3青 56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B446± 01：47．91 47．0�
24 マツカゼグリーン 牡3黒鹿56 和田 竜二クレイベンチャー小崎 憲 日高 オリオンファーム B496－ 4 〃 クビ 26．9
714 テ ナ ン ゴ 牡3芦 56 小牧 太林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488 ―1：48．0クビ 104．4�
47 サンライズシルバー 牡3芦 56 幸 英明松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464＋ 41：48．21
 13．2�
11 マテリアライズ 牝3鹿 54 国分 優作飯田 正剛氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：48．3
 139．0�
12 オースミフェアリー 牝3黒鹿54 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 488 ―1：48．51� 23．6�
510 コスモワンダー 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 454 ―1：49．24 62．9�
611 スリーフェニックス 牡3芦 56 熊沢 重文永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 476± 01：49．41
 209．7�
59 バーグペガサス 牝3栗 54 松田 大作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 462＋ 61：49．5	 281．7�
817 ダノンマイティ 牡3栗 56 国分 恭介�ダノックス 音無 秀孝 新冠 パカパカ

ファーム 466－141：49．6	 67．1�
715 デイスピリッツ �3黒鹿56 太宰 啓介守内 満氏 清水 出美 新ひだか 飛野牧場 528－ 8 〃 ハナ 108．7�
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売 得 金
単勝： 22，699，200円 複勝： 41，207，800円 枠連： 17，874，700円
馬連： 52，395，700円 馬単： 34，554，700円 ワイド： 27，858，000円
3連複： 74，662，700円 3連単： 115，514，200円 計： 386，767，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 400円 � 190円 � 190円 枠 連（7－8） 1，780円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 7，720円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，630円 �� 500円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 57，370円

票 数

単勝票数 計 226992 的中 � 8790（6番人気）
複勝票数 計 412078 的中 � 22104（6番人気）� 66485（2番人気）� 62717（3番人気）
枠連票数 計 178747 的中 （7－8） 7449（8番人気）
馬連票数 計 523957 的中 �� 13183（11番人気）
馬単票数 計 345547 的中 �� 3304（28番人気）
ワイド票数 計 278580 的中 �� 6459（11番人気）�� 4007（18番人気）�� 14886（3番人気）
3連複票数 計 746627 的中 ��� 9539（16番人気）
3連単票数 計1155142 的中 ��� 1486（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―34．7―46．9―59．5―1：11．9―1：23．4―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシェリル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．12 京都2着

2010．3．3生 牝3栗 母 ヤマニンザナドゥ 母母 ワンオブアクライン 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 オルゲイユ号の騎手菱田裕二は，4コーナー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）
※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） 2頭 ブライトライジン号・モモイロアゲハ号
（非抽選馬） 1頭 サチヒメ号



16019 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時10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

816 サチノリーダース 牡3青鹿56 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 446－ 21：09．2 2．7�
48 レニンフェア 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 530－ 21：09．41� 5．0�
510 ハギノソフィア 牝3栗 54 四位 洋文安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 468＋ 41：09．61� 6．1�
36 バアゼルザウバー 牝3鹿 54 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 61：09．7	 12．6�
612 メイショウオリヅル 牝3青鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 444－ 2 〃 ハナ 15．8�
35 エイティグローリー 牝3栗 54 太宰 啓介前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 408－ 21：09．8クビ 7．0	
59 ドントタッチミー 牡3鹿 56 小牧 太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 440＋ 4 〃 クビ 13．4

11 ショウナンタイタン 牡3鹿 56

54 △中井 裕二国本 哲秀氏 西浦 勝一 新ひだか 友田牧場 490＋ 81：09．9クビ 30．7�
714 ヴィラデステ 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 B460＋ 61：10．11� 152．9�
47 クリノアンデス 牝3鹿 54 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 競優牧場 412＋ 41：10．2� 239．3
12 ゴッドスピードユー 牝3鹿 54 幸 英明中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 424＋141：10．3� 115．6�
815 ハローブライアン 牝3栗 54 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 402 ―1：10．61	 127．7�
713 エンジェルベイビー 牝3鹿 54 池添 謙一薪浦 亨氏 牧田 和弥 厚真 関之尾 高志 444＋10 〃 クビ 23．9�
24 プルチネルラ 
3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 81：10．7クビ 46．0�
611 エーシンタヒチ 牝3鹿 54 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 428± 01：11．12� 74．4�
23 サワヤカハンサム 牡3栗 56 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 410－22 〃 クビ 37．6�
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売 得 金
単勝： 25，686，300円 複勝： 41，624，000円 枠連： 18，824，600円
馬連： 63，161，100円 馬単： 40，871，900円 ワイド： 30，637，500円
3連複： 85，315，100円 3連単： 134，506，900円 計： 440，627，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 160円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 320円 �� 300円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 256863 的中 � 75878（1番人気）
複勝票数 計 416240 的中 � 98072（1番人気）� 62291（3番人気）� 68608（2番人気）
枠連票数 計 188246 的中 （4－8） 20711（3番人気）
馬連票数 計 631611 的中 �� 62280（1番人気）
馬単票数 計 408719 的中 �� 21837（2番人気）
ワイド票数 計 306375 的中 �� 24221（2番人気）�� 26762（1番人気）�� 15077（4番人気）
3連複票数 計 853151 的中 ��� 47491（1番人気）
3連単票数 計1345069 的中 ��� 19188（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―10．7―11．3―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―33．5―44．8―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サチノリーダース �
�
父 ザ ー ル �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．11．10 京都6着

2010．4．29生 牡3青鹿 母 バクシンオージョ 母母 ファゼンデイロ 8戦1勝 賞金 9，150，000円
〔制裁〕 レニンフェア号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

50，000円。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインドエーデル号
（非抽選馬） 4頭 オーミクーザ号・スリーエアウィーク号・ドングラッチェ号・フェアリーシチー号

16020 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 ピンウィール 牝4栗 55
53 △菱田 裕二�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 452± 01：52．5 3．3�

45 サイモンガーランド 牝4鹿 55 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 41：52．71� 2．7�
68 カ ノ ン 牝3鹿 52

49 ▲原田 敬伍 �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 450－ 21：53．12� 14．1�

57 � ブライトエルフ 牝4栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462＋ 41：53．42 49．1�

711� ア ラ ン ロ ド 牝5栗 55
53 △中井 裕二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 432－ 41：53．5	 12．9�

710 ティボリハーモニー 牝3栗 52
49 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480－ 41：53．6クビ 50．1	
69 ナムラアピア 牝4芦 55 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 480＋ 21：53．7� 6．6

22 シーズガレット 牝5栗 55 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 462＋ 21：53．8	 29．6�
812 グインネヴィア 牝4栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 61：54．01� 11．8
44 � セ イ ラ 牝4栗 55

52 ▲花田 大昂萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 446＋101：54．1	 10．1�
813 シゲルリンゴ 牝4栗 55 高倉 稜森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 440－ 21：55．16 156．2�
11 シゲルサクランボ 牝4黒鹿55 小牧 太森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 446± 01：56．16 191．3�
56 トーブプリンセス 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 478＋ 81：56．52� 166．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，737，100円 複勝： 49，555，600円 枠連： 17，267，900円
馬連： 63，748，600円 馬単： 41，627，200円 ワイド： 31，778，000円
3連複： 91，223，700円 3連単： 156，140，600円 計： 479，078，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 130円 � 270円 枠 連（3－4） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 220円 �� 850円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 277371 的中 � 67848（2番人気）
複勝票数 計 495556 的中 � 109891（2番人気）� 119599（1番人気）� 33885（6番人気）
枠連票数 計 172679 的中 （3－4） 33445（1番人気）
馬連票数 計 637486 的中 �� 99615（1番人気）
馬単票数 計 416272 的中 �� 30948（2番人気）
ワイド票数 計 317780 的中 �� 43032（1番人気）�� 8075（12番人気）�� 12334（8番人気）
3連複票数 計 912237 的中 ��� 34798（4番人気）
3連単票数 計1561406 的中 ��� 15774（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．3―12．3―12．8―12．5―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．1―49．4―1：02．2―1：14．7―1：27．3―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピンウィール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．3 阪神8着

2009．4．11生 牝4栗 母 オルカインパルス 母母 プ ケ コ 15戦3勝 賞金 33，540，000円
〔制裁〕 カノン号の騎手原田敬伍は，負担重量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

ピンウィール号の騎手菱田裕二は，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：5番）



16021 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2日 第9競走 ��
��2，000�

つ る は し

鶴 橋 特 別
発走14時15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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

810 スリーロブロイ 牡4鹿 57 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 444＋ 61：59．9 31．7�
44 ダブルイーグル 牡5鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 470－ 42：00．0� 6．0�
67 グ ラ ー ネ 牡4鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 470± 02：00．1	 3．9�
33 グレートヴァリュー 牡5黒鹿57 幸 英明小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 B458－ 42：00．2� 132．4�
66 ディープウェーブ 牡3青鹿54 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 4 〃 クビ 4．9	
55 ベンジャミン 牡5青鹿57 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 502－ 82：00．3クビ 9．0

811 ブレイズアトレイル 牡4芦 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－ 22：00．4� 3．6�
78 ビ ッ ク ケ ン 牡4鹿 57 国分 優作小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 472－ 2 〃 ハナ 150．0�
11 クリビツテンギョ 牡4栗 57 川須 栄彦�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480± 0 〃 ハナ 6．6
79 ニジノハヤテ 牡3黒鹿54 小坂 忠士杉本千賀子氏 境 直行 新ひだか 三石ファーム 466－ 42：01．14 45．4�
22 サウンドバスター 牡5鹿 57 松田 大作増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 492± 02：01．31
 52．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，709，200円 複勝： 54，998，700円 枠連： 20，080，800円
馬連： 83，114，900円 馬単： 54，646，500円 ワイド： 33，598，500円
3連複： 104，714，900円 3連単： 224，937，600円 計： 606，801，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 690円 � 200円 � 170円 枠 連（4－8） 1，170円

馬 連 �� 9，220円 馬 単 �� 24，480円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 1，720円 �� 530円

3 連 複 ��� 10，090円 3 連 単 ��� 138，340円

票 数

単勝票数 計 307092 的中 � 7640（7番人気）
複勝票数 計 549987 的中 � 15445（7番人気）� 76052（5番人気）� 109325（1番人気）
枠連票数 計 200808 的中 （4－8） 12770（7番人気）
馬連票数 計 831149 的中 �� 6655（21番人気）
馬単票数 計 546465 的中 �� 1648（50番人気）
ワイド票数 計 335985 的中 �� 4165（19番人気）�� 4641（17番人気）�� 17038（7番人気）
3連複票数 計1047149 的中 ��� 7661（28番人気）
3連単票数 計2249376 的中 ��� 1200（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．8―48．0―1：00．3―1：12．6―1：24．6―1：35．8―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スリーロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2011．12．17 小倉2着

2009．3．30生 牡4鹿 母 サンキンレター 母母 ラッキーロンプ 19戦2勝 賞金 23，303，000円

16022 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2日 第10競走 ��
��1，400�

み の お

箕 面 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

815 キ ズ マ 牡4鹿 57 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494＋ 41：23．2 3．4�

35 フリートストリート 牡4芦 57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋101：23．62� 3．3�

36 ダノンジュピター 牡8栗 57 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 480－ 61：23．81	 40．7�
11 カシノインカローズ 牝4鹿 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 456＋ 41：24．12 4．5�
714 モズベラベラ 牡4栗 57 小牧 太北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 464＋ 61：24．2� 6．5�
47 シゲルモトナリ 牡6黒鹿57 国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 528＋301：24．73 86．7	
59 ピエナトップガン 牡3栗 54 松山 弘平本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 460－ 6 〃 アタマ 12．8

612
� エーシンイオマンテ 牡5鹿 57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 愛 Peter and

Jackie Grimes 472＋121：24．8� 160．9�
24 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 菱田 裕二吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 436－ 21：24．9クビ 25．6�
611 シルクミライ 牝6黒鹿55 高倉 稜有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 478± 01：25．0� 112．4
48 イッツアチャンス 牡6鹿 57 大野 拓弥吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 502± 0 〃 クビ 109．1�
713 ランドタカラ 牡6黒鹿57 鮫島 良太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 488＋ 2 〃 ハナ 231．8�
23 � ラヴフェアリー 牝5鹿 55 水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 448－ 21：25．1� 121．3�
12 カナエチャン 牝5青鹿55 原田 敬伍瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 454± 01：25．31� 152．6�
816� エーシンボダイジュ 牡5鹿 57 幸 英明�栄進堂 北出 成人 浦河 多田 善弘 540± 01：26．57 68．2�
510 テンエイエスプリ 牡6栗 57 四位 洋文熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 492＋ 8 （競走中止） 13．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，348，800円 複勝： 61，797，300円 枠連： 30，400，800円
馬連： 127，049，000円 馬単： 76，043，000円 ワイド： 46，602，700円
3連複： 165，041，700円 3連単： 307，834，200円 計： 852，117，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 170円 � 820円 枠 連（3－8） 540円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，860円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 22，450円

票 数

単勝票数 計 373488 的中 � 87766（2番人気）
複勝票数 計 617973 的中 � 125754（2番人気）� 113548（3番人気）� 13530（8番人気）
枠連票数 計 304008 的中 （3－8） 41767（1番人気）
馬連票数 計1270490 的中 �� 171017（1番人気）
馬単票数 計 760430 的中 �� 53021（2番人気）
ワイド票数 計 466027 的中 �� 36189（2番人気）�� 5764（21番人気）�� 6754（18番人気）
3連複票数 計1650417 的中 ��� 17853（20番人気）
3連単票数 計3078342 的中 ��� 10120（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．8―47．0―59．1―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ズ マ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2011．9．3 新潟1着

2009．3．12生 牡4鹿 母 ハンドオブフェイト 母母 Destiny Dance 11戦4勝 賞金 55，583，000円
〔競走中止〕 テンエイエスプリ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タガノプリンス号・ドナリサ号・ネオシーサー号
（非抽選馬） 6頭 カネトシリープイン号・カリスマサンスカイ号・ゴーイングパワー号・トウショウロジック号・ナリタスーパーワン号・

ピュアマリーン号

２レース目



16023 6月2日 曇 良 （25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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

33 カレンミロティック �5栗 57 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 444－121：44．5レコード 3．9�
34 	 メイショウサミット 牡7鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 530＋ 21：45．35 25．0�
46 ミルドリーム 牡4青鹿57 四位 洋文平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 436＋ 21：45．51
 6．5�
610 ダ ロ ー ネ ガ 牡4鹿 57 幸 英明 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－ 21：45．6� 5．7�
69 スマートリバティー 牡5鹿 57 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450－ 81：45．7クビ 149．6�
11 アルティシムス 牡5鹿 57 国分 恭介 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 0 〃 クビ 38．1	
712 タニノエポレット 牡6鹿 57 松山 弘平谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 508＋ 21：45．91
 44．2

57 マイネジャンヌ 牝5鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 4 〃 ハナ 9．6�
22 マイネルガヴロシュ 牡6青鹿57 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B482－101：46．0クビ 87．0
711 ブルースターキング 牡7黒鹿57 菱田 裕二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 468－121：46．1� 332．2�
58 マイネルグート 牡6鹿 57 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 21：46．2クビ 76．6�
813 セイクリッドセブン 牡6栗 57 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 21：46．41� 23．7�
814 ブルーデインヒル 牡8鹿 57 畑端 省吾 �ブルーマネジメント服部 利之 米 Britton House

Stud Ltd. 494－10 〃 ハナ 277．6�
45 アドマイヤフライト 牡4鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 524± 01：46．5クビ 2．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，255，900円 複勝： 91，189，900円 枠連： 46，596，400円
馬連： 212，156，900円 馬単： 127，203，100円 ワイド： 73，360，200円
3連複： 289，525，900円 3連単： 609，834，100円 計： 1，505，122，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 590円 � 220円 枠 連（3－3） 3，620円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 410円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 39，600円

票 数

単勝票数 計 552559 的中 � 111809（2番人気）
複勝票数 計 911899 的中 � 184937（2番人気）� 31038（7番人気）� 112853（4番人気）
枠連票数 計 465964 的中 （3－3） 9513（11番人気）
馬連票数 計2121569 的中 �� 41779（14番人気）
馬単票数 計1272031 的中 �� 16532（21番人気）
ワイド票数 計 733602 的中 �� 14418（12番人気）�� 49023（4番人気）�� 7592（23番人気）
3連複票数 計2895259 的中 ��� 30256（19番人気）
3連単票数 計6098341 的中 ��� 11367（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―34．8―46．8―58．6―1：10．3―1：21．3―1：32．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンミロティック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2010．11．7 京都4着

2008．2．22生 �5栗 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina 19戦5勝 賞金 98，056，000円
〔制裁〕 アドマイヤフライト号の騎手小牧太は，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70，000円。（被害馬：12番）
※アドマイヤフライト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16024 6月2日 曇 良 （25阪神3）第2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）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

611� アンリヴィールド 牝4栗 55 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 米
Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

472－ 81：11．8 5．9�
714 タッチシタイ 牡3栗 54 和田 竜二小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 472－ 81：12．01	 16．6�
713
 ウエスタンムサシ 牡4芦 57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 498－101：12．1クビ 4．6�
816 ヤマニンメンヒル 牡4鹿 57 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 474± 01：12．2� 59．8�
612 ニ ザ エ モ ン 牡5黒鹿 57

55 △中井 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 466－ 8 〃 アタマ 39．3�
59 ドリームボンバー 牡5鹿 57 国分 恭介セゾンレースホース	 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 B474－ 41：12．41	 196．4

11 テイクファイア 牡3鹿 54 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474－ 61：12．5� 2．9�
23 キセキノハナ 牝4芦 55

53 △菱田 裕二華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 446－ 2 〃 ハナ 45．0�
35 ヤマニンアルシェ 牡5鹿 57 荻野 琢真土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 520－ 4 〃 ハナ 178．3
24 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼 	ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 514－201：12．6クビ 11．5�
48 � ヴードゥーフェスト 牡3青鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 528－ 2 〃 クビ 9．1�
12 コマノガレオス 牡4鹿 57 川田 将雅長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 512＋ 21：12．81� 6．9�
510
 エクスプレミオン 牡5青鹿57 松田 大作前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 B468＋ 11：13．01	 187．9�
815
 メイショウホロベツ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 470± 01：13．53 222．3�
47 メイショウオハツ 牝4黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 496＋ 41：13．6� 150．9�
36 ラ フ ァ ダ リ 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 敬伍 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510＋12 〃 クビ 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，287，300円 複勝： 84，247，900円 枠連： 48，068，600円
馬連： 161，255，800円 馬単： 97，517，900円 ワイド： 69，681，500円
3連複： 223，901，500円 3連単： 433，753，800円 計： 1，173，714，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 370円 � 160円 枠 連（6－7） 1，030円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 500円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 38，190円

票 数

単勝票数 計 552873 的中 � 74040（3番人気）
複勝票数 計 842479 的中 � 112012（3番人気）� 48793（7番人気）� 169152（2番人気）
枠連票数 計 480686 的中 （6－7） 34676（4番人気）
馬連票数 計1612558 的中 �� 28179（16番人気）
馬単票数 計 975179 的中 �� 10523（27番人気）
ワイド票数 計 696815 的中 �� 11978（17番人気）�� 36286（2番人気）�� 20396（11番人気）
3連複票数 計2239015 的中 ��� 27759（20番人気）
3連単票数 計4337538 的中 ��� 8384（125番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―11．8―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンリヴィールド �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Forty Niner デビュー 2011．11．26 京都1着

2009．1．17生 牝4栗 母 Stylish Society 母母 Northern Style 7戦3勝 賞金 22，170，000円
※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 スリーバリアント号
（非抽選馬） 5頭 アスターポメリー号・シゲルカリン号・スクワドロン号・メイショウフォロー号・ワンダーゴヴェルノ号

４レース目



（25阪神3）第2日 6月2日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

177，460，000円
8，560，000円
1，360，000円
15，350，000円
62，833，000円
4，801，800円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
370，636，700円
669，924，100円
248，804，400円
961，540，100円
652，482，200円
421，021，700円
1，327，628，600円
2，634，791，100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 7，286，828，900円

総入場人員 19，578名 （有料入場人員 18，341名）
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