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16025 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3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

612 トゥルーピース 牝3栗 54 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 476＋181：26．0 12．7�
611 プリンセスムーン 牝3栗 54 C．ウィリアムズ 玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 480＋ 6 〃 ハナ 2．3�

（豪）

24 タニノセレナーデ 牝3黒鹿54 北村 友一谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 428＋ 21：26．74 21．7�
59 ニホンピロオーロラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 462＋ 61：26．8クビ 2．4�
36 トウケイアメジスト 牝3鹿 54 荻野 琢真木村 信彦氏 今野 貞一 えりも エクセルマネジメント 478± 01：27．01� 58．8�
47 シゲルコウマザ 牝3芦 54 川須 栄彦森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 416＋ 21：27．42� 17．0�
12 バ ー レ ス ク 牝3栗 54 松田 大作寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 61：28．03� 30．8	
714 ヤマニンエトレンヌ 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 472＋ 6 〃 ハナ 83．9

510 ベリービスケット 牝3黒鹿54 福永 祐一簗詰 貴彦氏 鮫島 一歩 森 笹川大晃牧場 460＋ 6 〃 ハナ 30．6�
816 クーファチック 牝3黒鹿 54

51 ▲森 一馬大迫久美子氏 松永 昌博 新冠 川島牧場 496± 01：28．74 51．0�
35 トウケイウェイ 牝3黒鹿54 幸 英明木村 信彦氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 462＋ 8 〃 クビ 150．2
48 テンプトミーノット 牝3鹿 54 小牧 太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：29．23 11．7�
11 メイショウユウヒン 牝3芦 54

52 △中井 裕二松本 好雄氏 西浦 勝一 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 61：29．62� 195．9�

23 スズカダイヤ 牝3芦 54
51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 430 ―1：29．7クビ 261．6�

713 レンテンローズ 牝3黒鹿 54
52 △菱田 裕二岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 浦河 宮村牧場 446＋16 〃 クビ 429．6�

815 クーファリリー 牝3栗 54 武 幸四郎大迫久美子氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 482－ 61：30．97 189．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，917，300円 複勝： 37，809，800円 枠連： 13，362，300円
馬連： 41，455，200円 馬単： 30，823，800円 ワイド： 25，169，700円
3連複： 62，327，800円 3連単： 116，581，400円 計： 346，447，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 320円 � 130円 � 420円 枠 連（6－6） 1，330円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，660円 �� 930円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 35，990円

票 数

単勝票数 計 189173 的中 � 11810（4番人気）
複勝票数 計 378098 的中 � 24563（3番人気）� 117360（2番人気）� 17697（5番人気）
枠連票数 計 133623 的中 （6－6） 7433（4番人気）
馬連票数 計 414552 的中 �� 24148（2番人気）
馬単票数 計 308238 的中 �� 6856（9番人気）
ワイド票数 計 251697 的中 �� 12727（2番人気）�� 2194（21番人気）�� 6636（8番人気）
3連複票数 計 623278 的中 ��� 7665（16番人気）
3連単票数 計1165814 的中 ��� 2391（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．5―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥルーピース �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー 2012．10．14 新潟7着

2010．3．3生 牝3栗 母 イッツマジック 母母 ウェーブシンエイ 7戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01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。
（非抽選馬） 4頭 ヴェールフォンセ号・シャインエタニティ号・テイエムレオネッサ号・ルベーゼドランジェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16026 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3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

612 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋ 21：53．6 2．4�

（豪）

611 エイヴィアンボス 牡3鹿 56 武 豊桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 530＋ 4 〃 クビ 14．6�
713 ナムライットウセイ 牡3黒鹿56 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 460－ 61：53．81 2．5�
816 ゴーイングベル 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 486± 01：54．33 30．5�
11 � エイシンガリレイ 牡3鹿 56 和田 竜二平井 克彦氏 沖 芳夫 愛 Smithfield

Inc 510－ 21：54．62 18．3�
24 タイセイボルト 牡3青鹿56 国分 恭介田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 462± 01：54．81� 19．7	
12 メイショウユニオン 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 458± 01：55．12 26．1

36 ブルーボリウッド 牡3栗 56

54 △菱田 裕二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 480＋ 61：55．41	 11．3�

714 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 熊沢 重文豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492＋ 21：55．93 198．0

815� ジャルダンスクレ 牝3鹿 54 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Dell Ridge
Farm, LLC 492＋121：56．22 63．7�

510 ブルーグランツ 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 494± 01：56．3
 15．4�
48 テイエムユキダル �3芦 56

54 △中井 裕二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 446± 01：56．4
 406．2�
47 ウェンディシチー 牝3栗 54

51 ▲原田 敬伍 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか 出羽牧場 482－ 61：56．6	 238．0�
23 ドンレジェンド 牡3栗 56 高倉 稜山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 474－ 41：56．81
 379．7�
59 ザエリモホース 牡3鹿 56 川須 栄彦平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 B462± 01：57．65 368．1�
35 スリーフェニックス 牡3芦 56 酒井 学永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 474－ 21：58．13 188．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，897，100円 複勝： 42，896，700円 枠連： 12，500，200円
馬連： 40，889，300円 馬単： 30，102，700円 ワイド： 24，880，200円
3連複： 66，087，200円 3連単： 107，674，100円 計： 344，927，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 350円 � 130円 枠 連（6－6） 2，420円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 740円 �� 150円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 10，630円

票 数

単勝票数 計 198971 的中 � 66327（1番人気）
複勝票数 計 428967 的中 � 106749（2番人気）� 20461（7番人気）� 108754（1番人気）
枠連票数 計 125002 的中 （6－6） 3813（9番人気）
馬連票数 計 408893 的中 �� 12473（10番人気）
馬単票数 計 301027 的中 �� 5959（13番人気）
ワイド票数 計 248802 的中 �� 6554（12番人気）�� 58545（1番人気）�� 7076（10番人気）
3連複票数 計 660872 的中 ��� 34333（5番人気）
3連単票数 計1076741 的中 ��� 7480（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．7―12．4―13．4―12．8―12．6―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．7―49．1―1：02．5―1：15．3―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンヒーロー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神5着

2010．2．2生 牡3鹿 母 プリンセスゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 12戦1勝 賞金 14，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 阪神競馬 第３日



16027 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

817 ダンスディレクター 牡3鹿 56 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 434 ―1：21．4 8．4�
12 ミキノティータイム 牝3栗 54 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 450＋ 21：22．03� 9．5�
35 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 474＋ 2 〃 ハナ 5．9�

（豪）

36 シゲルヘビザ 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 486± 01：22．31� 3．4�
510 ショウリュウバイオ 牡3栗 56 岩田 康誠バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：22．4クビ 7．3�
713 パワーローラン 牡3栗 56 熊沢 重文	まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 438＋ 2 〃 アタマ 87．7

47 サンライズウォー 牡3鹿 56 国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 21：22．61	 8．9�
611 ファインスカイ 牝3鹿 54 松田 大作 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 464－ 21：22．92 5．2�
24 ワンダフルムーン 牝3栗 54 酒井 学	ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 444＋ 21：23．11 152．0
59 セーノークイン 牝3鹿 54 北村 友一國立 治氏 境 直行 浦河 細道牧場 486＋221：23．2� 27．7�
48 ジ パ ン グ 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506 ―1：23．41	 155．0�
816 キクノドラゴン 牡3栗 56

54 △中井 裕二菊池 五郎氏 野中 賢二 日高 メイプルファーム 436 ― 〃 クビ 268．8�
612
 ウ タ ヒ メ 牝3鹿 54 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 508 ―1：23．82� 37．3�
11 スマートエンデバー 牝3栗 54 藤岡 康太大川 徹氏 平田 修 千歳 社台ファーム 462＋ 21：24．01	 174．1�
715 フミノフォーチュン 牡3鹿 56 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 458 ―1：24．21	 129．1�
23 ボーンアゲイン 牝3栗 54

51 ▲森 一馬山上 和良氏 境 直行 日高 荒井ファーム 420＋ 61：25．05 186．0�
818 キョウワハーモニー 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二	協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 420＋ 81：25．63� 402．4�
714 アラタシャチョウ 牡3鹿 56 高倉 稜 �ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 556 ―1：27．4大差 56．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，608，700円 複勝： 41，770，800円 枠連： 14，208，500円
馬連： 44，548，700円 馬単： 29，083，900円 ワイド： 24，245，500円
3連複： 61，950，700円 3連単： 92，434，400円 計： 327，851，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 340円 � 250円 � 200円 枠 連（1－8） 4，070円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，400円 �� 730円

3 連 複 ��� 8，450円 3 連 単 ��� 63，170円

票 数

単勝票数 計 196087 的中 � 18467（5番人気）
複勝票数 計 417708 的中 � 29699（7番人気）� 44933（6番人気）� 61434（3番人気）
枠連票数 計 142085 的中 （1－8） 2577（17番人気）
馬連票数 計 445487 的中 �� 8631（20番人気）
馬単票数 計 290839 的中 �� 2620（40番人気）
ワイド票数 計 242455 的中 �� 3309（22番人気）�� 4214（20番人気）�� 8578（10番人気）
3連複票数 計 619507 的中 ��� 5415（31番人気）
3連単票数 計 924344 的中 ��� 1080（206番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．9―46．8―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．6
3 4，6（2，11）（3，7）（5，15，18）10，8，17，9，13，1，12－16－14 4 ・（4，6）11（2，7）（5，10）（3，15）（17，18）8，13（9，12）1－16＝14

勝馬の
紹 介

ダンスディレクター �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2010．3．20生 牡3鹿 母 マザーリーフ 母母 スカラシップ 1戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワハーモニー号・アラタシャチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年7月8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 ジョロキアキャット号
（非抽選馬） 6頭 ケージーサクランボ号・ダイヤモンドベリー号・ハギノサバイバル号・フェアリーシチー号・ベストブレーン号・

メイショウキズナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16028 6月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神3）第3日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30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 コウユータイセイ 牡5栗 60 平沢 健治加治屋貞光氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 490＋103：21．0 8．9�
55 � アスターコリント 牡4黒鹿60 田村 太雅加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 534＋ 23：21．1� 4．9�
88 � ネオファッショ 牡5鹿 60 難波 剛健西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 484± 03：21．42 3．6�
22 � タマモショパン 牡4鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 506＋143：21．5	 7．4�
77 クレバーキング 牡5鹿 60 植野 貴也 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 482－ 23：21．6� 3．8�
44 グッドスピード 牡5栗 60 小坂 忠士�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 482＋143：21．7� 26．0	
33 リバーロイヤル 牡5栗 60 黒岩 悠河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 468＋ 13：22．23 20．7

11 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿58 北沢 伸也岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 516± 03：23．37 5．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 14，845，300円 複勝： 20，797，900円 枠連： 発売なし
馬連： 33，526，000円 馬単： 23，870，800円 ワイド： 13，975，300円
3連複： 42，870，000円 3連単： 95，064，200円 計： 244，949，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 150円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 700円 �� 680円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 18，780円

票 数

単勝票数 計 148453 的中 � 13227（6番人気）
複勝票数 計 207979 的中 � 18020（5番人気）� 42259（3番人気）� 44265（1番人気）
馬連票数 計 335260 的中 �� 10429（12番人気）
馬単票数 計 238708 的中 �� 3390（26番人気）
ワイド票数 計 139753 的中 �� 4663（13番人気）�� 4826（11番人気）�� 12465（3番人気）
3連複票数 計 428700 的中 ��� 12638（11番人気）
3連単票数 計 950642 的中 ��� 3736（77番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 51．8－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウユータイセイ �

父 タイムパラドックス �


母父 Caerleon デビュー 2011．1．30 小倉4着

2008．3．27生 牡5栗 母 ガールオブバンダム 母母 Gorgeoso 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円



16029 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3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

67 マラムデール 牝2栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 436 ―1：11．1 2．5�
812 イ ス ル ギ 牝2黒鹿54 岩田 康誠荒木隆之介氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 412 ― 〃 クビ 2．9�
44 タイセイジャスミン 牝2黒鹿54 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 田湯牧場 440 ―1：11．52� 20．1�
11 ノーブルサイレンス 牝2青鹿54 浜中 俊吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 422 ― 〃 ハナ 12．3�
68 ウェザーストーム 牡2栗 54 幸 英明釘田 秀一氏 川村 禎彦 新ひだか 藤沢牧場 484 ―1：11．71� 11．6�
33 バンブーカッサーノ 牡2芦 54 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 454 ―1：11．91� 16．0	
79 ク リ ノ オ ー 牡2栗 54 国分 恭介栗本 守氏 谷 潔 浦河 笹地牧場 436 ―1：12．0クビ 42．1

811 クラウンマリリン 牝2栗 54 北村 友一矢野 恭裕氏 中竹 和也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 450 ―1：12．1� 6．5�
22 シゲルオワリ 牝2鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 408 ―1：12．73� 154．3�
55 ワイドアミーゴ 牝2栗 54 酒井 学幅田 京子氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 416 ―1：13．76 57．0
56 プレイズペスカ 牡2芦 54

51 ▲森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：14．02 75．2�
710 ディープウォーカー 牡2栗 54

52 △菱田 裕二深見 敏男氏 小野 幸治 浦河 市川フアーム 454 ―1：14．31	 101．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，886，100円 複勝： 30，210，600円 枠連： 14，792，700円
馬連： 40，350，100円 馬単： 32，802，500円 ワイド： 19，918，200円
3連複： 52，723，600円 3連単： 99，881，500円 計： 313，565，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 360円 枠 連（6－8） 230円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 210円 �� 810円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 6，560円

票 数

単勝票数 計 228861 的中 � 74506（1番人気）
複勝票数 計 302106 的中 � 80432（2番人気）� 81130（1番人気）� 13068（7番人気）
枠連票数 計 147927 的中 （6－8） 47769（1番人気）
馬連票数 計 403501 的中 �� 74398（1番人気）
馬単票数 計 328025 的中 �� 33979（1番人気）
ワイド票数 計 199182 的中 �� 30725（1番人気）�� 5337（10番人気）�� 4937（13番人気）
3連複票数 計 527236 的中 ��� 18548（5番人気）
3連単票数 計 998815 的中 ��� 11240（14番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．8―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．7―35．5―47．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マラムデール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．2．26生 牝2栗 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16030 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3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

36 ゴールドテーラー 牝3栗 54 国分 恭介中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 412－ 22：00．0 9．8�
35 ダイワユニティー 牝3黒鹿54 武 豊大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458± 02：00．1� 5．9�
24 サダムロードショー 牡3鹿 56 川田 将雅大西 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 454－122：00．41� 7．4�
612 ラルプデュエズ 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482－ 42：00．5� 8．3�

（豪）

23 トウカイプリーズ 牡3鹿 56 岩田 康誠内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 466＋ 62：00．71� 25．4�
59 ト リ ガ ー 牡3鹿 56 小牧 太石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 B470± 0 〃 ハナ 4．1�
47 エリモジパング 牡3青鹿56 酒井 学山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 486 ―2：00．8� 100．1	
816 メイショウエゾフジ 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 466－ 6 〃 同着 9．6

815	 レッドファンタジア 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 米 Colts Neck
Stables LLC 492－ 22：01．33 47．4�

11 コスモライセンス 牝3栗 54 和田 竜二 ビッグレッドファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム 432－ 42：01．4クビ 53．2�
611 タイキサクセション 牡3栗 56 川須 栄彦大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム 414＋ 22：01．82� 174．6�
48 シ ョ ー グ ン 牡3鹿 56 松田 大作 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 606－14 〃 ハナ 199．8�
714 トウカイインパルス 牡3青鹿56 浜中 俊内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 514－ 42：02．11� 3．9�
12 コ ラ ー ゲ ン 牝3栗 54 岡田 祥嗣青芝商事� 平田 修 安平 ノーザンファーム 466± 02：02．63 329．7�
713 テイエムオーライト 牡3鹿 56 幸 英明竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 426－ 6 〃 アタマ 48．1�
510 ニ ア ニ ア 牡3黒鹿56 北村 友一中村 祐子氏 吉村 圭司 日高 合資会社カ

ネツ牧場 492＋ 42：06．4大差 332．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，842，600円 複勝： 41，424，700円 枠連： 13，316，900円
馬連： 49，137，700円 馬単： 30，298，000円 ワイド： 27，233，000円
3連複： 70，724，000円 3連単： 106，733，500円 計： 361，710，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 320円 � 260円 � 240円 枠 連（3－3） 2，720円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，100円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 41，640円

票 数

単勝票数 計 228426 的中 � 18444（7番人気）
複勝票数 計 414247 的中 � 32723（7番人気）� 43806（4番人気）� 48570（3番人気）
枠連票数 計 133169 的中 （3－3） 3625（14番人気）
馬連票数 計 491377 的中 �� 11309（17番人気）
馬単票数 計 302980 的中 �� 3361（35番人気）
ワイド票数 計 272330 的中 �� 7852（13番人気）�� 6039（18番人気）�� 8540（10番人気）
3連複票数 計 707240 的中 ��� 8892（25番人気）
3連単票数 計1067335 的中 ��� 1892（167番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―12．2―12．1―12．1―12．2―11．8―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．0―47．2―59．3―1：11．4―1：23．6―1：35．4―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドテーラー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Galileo デビュー 2013．3．3 阪神3着

2010．2．19生 牝3栗 母 ホットレッグス 母母 アクセラレイション 5戦1勝 賞金 8，150，000円
〔制裁〕 テイエムオーライト号の騎手幸英明は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・10番・

8番）
〔その他〕 ニアニア号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 カツラノジュピター号・サンライズタイセイ号・レジーナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



16031 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

12 ゼンノコンゴウ 牡3栗 56
54 △菱田 裕二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 476－ 21：25．5 2．3�

510 エーシンプレジャー 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 516± 01：25．6� 9．8�
815 アドマイヤコング 牡3黒鹿56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 478－ 41：26．23� 23．8�
714 スマートレバレッジ 牡3栗 56 藤田 伸二大川 徹氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 454＋ 21：26．41� 41．3�
612 ホッコーマグマ 牡3鹿 56 武 豊矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B478± 01：26．61� 8．0�
48 カミングアップ 牡3鹿 56 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 510－ 21：26．7クビ 9．9	
713 ワ イ ズ マ ン 牡3鹿 56 浜中 俊古賀 和夫氏 梅田 智之 日高 日高大洋牧場 464－ 8 〃 アタマ 72．8

47 ハ リ バ ッ ト 牡3青鹿56 幸 英明山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 460± 01：26．91� 40．7�
11 トウカイビジョン 牡3鹿 56 川田 将雅内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 484＋ 21：27．0� 3．0�
24 ジューンメイ 牡3鹿 56 荻野 琢真吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 城地 和義 482＋ 21：27．31� 229．0
35 テイエムオールエー 牡3栗 56 鮫島 良太竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 佐藤 陽一 432－101：27．51 458．5�
23 シャトーウインド 牡3黒鹿56 北村 友一円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 462＋ 2 〃 ハナ 211．4�
611 クライナーヘルツ 牡3鹿 56 福永 祐一林 正道氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 406－10 〃 アタマ 53．5�
59 アリオンバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 61：27．82 70．7�
816 テイエムケイムオー 牡3栗 56 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 大樹 熱川 牧場 480－ 61：29．6大差 154．1�
36 メイショウメルシー 牝3鹿 54

52 △中井 裕二松本 好雄氏 佐山 優 日高 日西牧場 430＋ 61：30．55 231．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，563，400円 複勝： 45，319，600円 枠連： 21，450，300円
馬連： 56，292，400円 馬単： 42，267，600円 ワイド： 29，560，300円
3連複： 84，254，100円 3連単： 151，730，600円 計： 459，438，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 290円 � 540円 枠 連（1－5） 790円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 490円 �� 890円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 19，940円

票 数

単勝票数 計 285634 的中 � 98252（1番人気）
複勝票数 計 453196 的中 � 164999（1番人気）� 31536（5番人気）� 14555（6番人気）
枠連票数 計 214503 的中 （1－5） 20193（5番人気）
馬連票数 計 562924 的中 �� 38774（4番人気）
馬単票数 計 422676 的中 �� 14942（7番人気）
ワイド票数 計 295603 的中 �� 15952（5番人気）�� 8127（9番人気）�� 3402（20番人気）
3連複票数 計 842541 的中 ��� 10676（16番人気）
3連単票数 計1517306 的中 ��� 5616（57番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―12．3―12．4―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．5―47．8―1：00．2―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノコンゴウ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．7．21 中京8着

2010．4．4生 牡3栗 母 ジュリアビコー 母母 スカーレットローズ 12戦1勝 賞金 18，200，000円
〔発走状況〕 メイショウメルシー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 メイショウメルシー号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クモンリュウシシン号
（非抽選馬） 2頭 ブラックシャリオ号・マイネルコイヌール号

16032 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右・外）

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
1：32．0
1：30．7

良
良

817 イリュミナンス 牝3鹿 52 武 豊中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474－ 81：34．3 2．6�
714 ダンツカナリー 牝3青鹿52 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 456－ 21：34．51� 8．6�
23 シンジュボシ 牝3栗 52 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 478＋ 2 〃 ハナ 13．9�
612 ベアトリッツ 牝3鹿 52 藤田 伸二 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 416－ 41：34．6� 32．6�
11 ウインミーティア 牝4栗 55 藤岡 康太�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470± 01：34．7� 13．5�
47 アドマイヤギャラン 牝4青鹿55 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 478＋14 〃 クビ 39．9	
36 アーベントロート 牝4黒鹿55 福永 祐一 
社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 438－ 41：34．8クビ 45．1�
24 ラヴァズアゲイン 牝4栗 55 北村 友一岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 460± 0 〃 クビ 56．2�
611 アニマトゥール 牝3黒鹿52 川田 将雅 
社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 450± 01：34．9クビ 22．0
59 チキウミサキ 牝4青鹿55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 450＋121：35．0� 3．7�
818 サンバビーン 牝3鹿 52 水口 優也岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 476－ 1 〃 クビ 320．9�
35 � アンペラトリス 牝6栗 55 荻野 琢真伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 452－ 21：35．1クビ 104．5�
713 タガノルミナーレ 牝4黒鹿55 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 4 〃 ハナ 69．0�
48 プレノタート 牝4鹿 55 幸 英明有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 466＋ 61：35．2� 8．0�
510 ウインルキア 牝5青鹿 55

53 △菱田 裕二�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム 406＋ 41：35．3� 107．9�
816 タニオブローズ 牝3鹿 52 鮫島 良太谷 研司氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 438＋18 〃 クビ 86．2�
715 クラヴィコード 牝6栗 55

52 ▲岩崎 翼広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 462± 01：35．4� 329．1�
12 メイショウガンツ 牝3鹿 52 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 428± 01：36．46 69．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，900，900円 複勝： 50，460，800円 枠連： 18，802，200円
馬連： 71，232，400円 馬単： 40，483，400円 ワイド： 33，623，500円
3連複： 91，000，900円 3連単： 150，977，700円 計： 487，481，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 270円 � 370円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 460円 �� 800円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 12，320円

票 数

単勝票数 計 309009 的中 � 97350（1番人気）
複勝票数 計 504608 的中 � 117478（1番人気）� 45283（4番人気）� 29617（6番人気）
枠連票数 計 188022 的中 （7－8） 18676（2番人気）
馬連票数 計 712324 的中 �� 57190（3番人気）
馬単票数 計 404834 的中 �� 18853（4番人気）
ワイド票数 計 336235 的中 �� 19609（3番人気）�� 10224（8番人気）�� 5880（14番人気）
3連複票数 計 910009 的中 ��� 18386（9番人気）
3連単票数 計1509777 的中 ��� 9047（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．4―48．0―1：00．4―1：11．6―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．9
3 3，14，13－9，17（2，12）1（6，18）（10，15）（4，5，11，16）7－8 4 3，14（13，9）（17，12）6（2，1）（10，18）（15，16）（4，5，11）8，7

勝馬の
紹 介

イリュミナンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．22 阪神1着

2010．2．27生 牝3鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 6戦2勝 賞金 28，939，000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 イエスミートゥー号・ダンスインザスカイ号



16033 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3日 第9競走 ��
��1，400�

ま い こ

舞 子 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

24 アドマイヤコリン 牡5青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 448＋121：21．2 5．5�
59 �	 スピアナート 牝4鹿 55 北村 友一有限会社シルク鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 458＋ 61：21．3
 38．8�
818 キネオピューマ 牡4鹿 57 武 豊ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 450－ 6 〃 クビ 9．0�
816 バ コ パ 牡4栗 57 四位 洋文畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 470－ 41：21．4� 16．2�
612 ゴールドベル 牡4黒鹿57 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 472± 0 〃 クビ 15．4�
11 ゼ ウ ス 牡3鹿 54 岩田 康誠杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 久井牧場 490＋161：21．5クビ 13．1	
817 プリンシペアスール 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 クビ 14．7


（豪）

713 ウインスラッガー 牡4栗 57 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 506± 01：21．6
 2．9�
47 ライブリシュネル 牡3鹿 54 松田 大作加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 476－ 6 〃 クビ 134．6�
35 エクスクライム 牡4栗 57 藤田 伸二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 450＋ 21：21．7クビ 92．0
12 コスモルーシー 牝4黒鹿55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 462± 01：21．91 9．0�
23 	 ビコーワンダフル 牝4栗 55 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 426± 0 〃 クビ 595．4�
611 スマートマーチ 牝3鹿 52 武 幸四郎大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 428－ 2 〃 ハナ 109．5�
510 サダムコーテイ 牡3鹿 54 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：22．0クビ 7．4�
36 ナムラケンシロウ 牡3栃栗54 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 444－ 21：22．21� 169．8�
714 トーアディアマンテ 牝4鹿 55 幸 英明高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 424－ 21：22．51� 463．0�
715 パワフルキリシマ 牡5鹿 57 国分 優作西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 444＋ 61：22．6
 206．0�
48 イ キ 牡3栗 54 川須 栄彦前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 61：23．13 31．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，075，500円 複勝： 59，464，800円 枠連： 30，175，000円
馬連： 94，657，400円 馬単： 54，206，000円 ワイド： 43，214，200円
3連複： 129，943，200円 3連単： 213，348，500円 計： 659，084，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 270円 � 1，130円 � 300円 枠 連（2－5） 2，280円

馬 連 �� 12，640円 馬 単 �� 18，710円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 1，110円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 42，310円 3 連 単 ��� 222，390円

票 数

単勝票数 計 340755 的中 � 49082（2番人気）
複勝票数 計 594648 的中 � 64369（3番人気）� 11833（11番人気）� 55439（5番人気）
枠連票数 計 301750 的中 （2－5） 9770（13番人気）
馬連票数 計 946574 的中 �� 5528（40番人気）
馬単票数 計 542060 的中 �� 2139（69番人気）
ワイド票数 計 432142 的中 �� 2932（42番人気）�� 9985（11番人気）�� 1743（52番人気）
3連複票数 計1299432 的中 ��� 2267（116番人気）
3連単票数 計2133485 的中 ��� 708（636番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．5―11．8―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．2―45．7―57．5―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（9，8）2（1，11）（4，6，7，16）（10，13）3，12，17（5，14）15，18 4 ・（9，8）（1，2）（4，6，11）（10，7，16）（3，13，17）（12，15）14（5，18）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤコリン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．11．21 京都1着

2008．3．8生 牡5青鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 15戦2勝 賞金 39，137，000円
※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 エーシンマイェスタ号・ゴールデンムーン号・テラノココロ号・トップエトワール号・ドリームマークス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16034 6月8日 晴 良 （25阪神3）第3日 第10競走 ��
��2，200�

さ ん だ

三 田 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，24．6．9以降25．6．2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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 1，820，000
1，820，000

円
円

付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード
中央レコード

2：10．1
2：10．0

良
良

34 メイショウナルト �5鹿 55 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 450－ 62：11．8 2．4�
611 トウシンヤマト 牡5黒鹿54 松田 大作�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478－ 22：12．22� 9．5�
46 	 ホーマンベルウィン 牡5黒鹿54 北村 友一久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 472＋ 22：12．41
 91．0�
23 ケンブリッジシーザ 牡6鹿 53 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 514－ 2 〃 クビ 47．0�
815 マイネルクロップ 牡3芦 53 C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 488± 0 〃 同着 4．0�

（豪）

47 	 イグゼキュティヴ 牡7鹿 55 和田 竜二岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 沖田 忠幸 B512－ 42：12．5クビ 26．3	
712	 メイショウシレトコ 牡5鹿 53 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 458＋ 8 〃 クビ 97．1

35 エアポートメサ 牡5栗 57 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム 452－ 62：12．71� 4．6�
22 サンガヴィーノ 牡3栗 52 浜中 俊有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 468± 02：12．91 9．4�
814 ミヤコトップガン 牡7栗 54 四位 洋文松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 462± 02：13．0� 47．3
11 タマモグランプリ �6鹿 55 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 436＋ 2 〃 ハナ 30．2�
713	 ローレルクラシック 牡6栗 55 熊沢 重文 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 496± 02：13．31� 93．5�
59 	 イーサンジャンパー 牡7栗 54 酒井 学国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 504－ 2 〃 ハナ 311．4�
58 メイショウイチバン 牡9鹿 53 鮫島 良太松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 506－12 〃 アタマ 174．2�
610 ウォーターセレネ 牝8栃栗50 岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 408－ 22：13．72� 294．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，478，000円 複勝： 61，225，700円 枠連： 26，491，700円
馬連： 104，907，800円 馬単： 69，885，600円 ワイド： 47，163，900円
3連複： 149，429，200円 3連単： 281，633，900円 計： 779，215，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 230円 � 1，420円 枠 連（3－6） 610円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，260円 �� 5，590円

3 連 複 ��� 27，250円 3 連 単 ��� 71，480円

票 数

単勝票数 計 384780 的中 � 128908（1番人気）
複勝票数 計 612257 的中 � 167992（1番人気）� 68625（4番人気）� 7522（11番人気）
枠連票数 計 264917 的中 （3－6） 32374（3番人気）
馬連票数 計1049078 的中 �� 73814（4番人気）
馬単票数 計 698856 的中 �� 36248（3番人気）
ワイド票数 計 471639 的中 �� 27925（4番人気）�� 3394（32番人気）�� 1957（46番人気）
3連複票数 計1494292 的中 ��� 4048（71番人気）
3連単票数 計2816339 的中 ��� 2908（195番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―12．2―12．3―12．3―12．6―12．0―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．3―34．6―46．8―59．1―1：11．4―1：24．0―1：36．0―1：47．8―1：59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8
1
3

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

2
4

・（11，15）12（4，13）10，7（3，9）－6－（2，5）8，1＝14・（11，15）（12，13）4（7，9）（3，10）5（6，2，1，8）－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウナルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2010．8．8 小倉2着

2008．2．10生 �5鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ 16戦4勝 賞金 60，443，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ウォーターセレネ号の騎手原田敬伍は，病気のため岩崎翼に変更。
〔制裁〕 ウォーターセレネ号に騎乗予定の原田敬伍は，体重調整の過程において，熱中症を発症し騎手変更となったことについて

平成25年6月15日から平成25年6月16日まで騎乗停止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



16035 6月8日 晴 良 （25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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

12 ナガラオリオン 牡4鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 460＋ 61：22．8 1．8�
48 タイセイファントム 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 448＋ 21：23．01� 13．3�

（豪）

612 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 492－ 21：23．21	 3．1�

815
 キモンレッド 牝5栗 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 470－ 21：23．51� 21．2�
36 アマノレインジャー 牡5栗 57 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 502＋ 2 〃 ハナ 36．5�
713 ナリタスプリング 牡6青鹿57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 506＋ 81：23．81� 17．5	
24 � シゲルソウサイ 牡5鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 512＋ 2 〃 ハナ 12．7

611 トーセンナスクラ 牡5黒鹿57 福永 祐一島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 21：24．11� 46．1�
59 ナシュワンヒーロー 牡6栗 57 国分 恭介間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 458＋ 4 〃 クビ 184．6
47 ダノンハラショー 牡6栗 57 武 幸四郎�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 466± 01：24．2クビ 77．6�
510 ユメノキラメキ 牝6栗 55 川島 信二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 488－ 21：24．3� 183．6�
23 ヤマノサファイア 牡5栗 57 国分 優作澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 442± 01：24．4� 27．6�
11 
 モエレジュンキン 牡6鹿 57 中井 裕二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 460－ 61：24．61	 301．9�
714� サトノデートナ 牡5鹿 57 鮫島 良太里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

486－12 〃 クビ 171．0�
35 リッカアリュール 牡7栗 57 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 506＋101：24．7クビ 193．9�
816 ニ チ リ ン 牡6栗 57 北村 友一嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B484± 0 （競走中止） 317．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，472，900円 複勝： 85，300，800円 枠連： 47，047，600円
馬連： 213，755，200円 馬単： 129，481，900円 ワイド： 79，683，500円
3連複： 316，441，700円 3連単： 613，061，800円 計： 1，540，245，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 140円 枠 連（1－4） 990円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 400円 �� 170円 �� 560円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 5，210円

票 数

単勝票数 計 554729 的中 � 243569（1番人気）
複勝票数 計 853008 的中 � 322547（1番人気）� 58616（4番人気）� 156846（2番人気）
枠連票数 計 470476 的中 （1－4） 35222（3番人気）
馬連票数 計2137552 的中 �� 162223（2番人気）
馬単票数 計1294819 的中 �� 67943（3番人気）
ワイド票数 計 796835 的中 �� 43945（2番人気）�� 159039（1番人気）�� 28716（6番人気）
3連複票数 計3164417 的中 ��� 243179（1番人気）
3連単票数 計6130618 的中 ��� 86973（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．0―46．7―58．2―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナガラオリオン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 トワイニング デビュー 2011．10．23 京都1着

2009．4．2生 牡4鹿 母 オオシマセリーヌ 母母 オオシマエリーヌ 14戦5勝 賞金 82，573，000円
〔競走中止〕 ニチリン号は，競走中に疾病〔右第1指骨開放骨折〕を発症したため4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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エンジョイタイム号・ケイト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16036 6月8日 晴 良 （25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 （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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 チェスナットバロン 牡4栗 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 566＋ 21：52．3 1．8�

611 シンゼンレンジャー 牡4黒鹿57 川島 信二原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ
ナル牧場 484－ 81：52．51� 70．8�

11 ペガサスフォース 牡4栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 2 〃 アタマ 6．9�

59 トゥルーフレンド 牡4鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 480± 0 〃 ハナ 21．7�
713 キングヒーロー 牡4黒鹿57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 502＋ 21：52．71	 18．6�
714 ダークブレイズ 牡4黒鹿57 松田 大作 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 532－ 21：52．8クビ 173．2

12 ゲームフェイス 牡3芦 54 浜中 俊宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 546－ 2 〃 ハナ 9．3�
612 フミノメモリー 牡3黒鹿54 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 518＋ 81：53．0
 12．6�
24 � ミルクディッパー 牡4黒鹿57 川田 将雅�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 548－ 81：53．1クビ 73．7
23 ハギノタイクーン 牡4鹿 57 岩田 康誠日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 518－ 81：53．42 10．5�
36 � フ ィ オ リ ア 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners B474－ 41：53．72 10．9�
（豪）

815 トキノビスコンティ 牡4栗 57
54 ▲岩崎 翼中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 500＋ 21：53．8	 258．1�

47 レッドクラーケン 牡3鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 488± 01：54．11
 43．7�
35 テイエムエビスオー 牡5鹿 57 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 496－ 81：54．31 493．1�
48 � ケイズイーグル 牡4鹿 57

54 ▲森 一馬 IHR 境 直行 新ひだか 山本 昇寿 472± 01：54．51 454．7�
510 ブードゥーロア 4芦 57 藤岡 康太 	社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B532＋ 41：54．6	 165．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，618，100円 複勝： 84，077，900円 枠連： 32，946，500円
馬連： 118，841，000円 馬単： 79，637，900円 ワイド： 58，027，200円
3連複： 168，804，800円 3連単： 348，713，200円 計： 940，666，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，150円 � 190円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 7，130円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 270円 �� 6，170円

3 連 複 ��� 13，040円 3 連 単 ��� 74，640円

票 数

単勝票数 計 496181 的中 � 225297（1番人気）
複勝票数 計 840779 的中 � 326349（1番人気）� 10465（11番人気）� 104444（2番人気）
枠連票数 計 329465 的中 （6－8） 28515（2番人気）
馬連票数 計1188410 的中 �� 12313（25番人気）
馬単票数 計 796379 的中 �� 5772（31番人気）
ワイド票数 計 580272 的中 �� 5878（26番人気）�� 64396（1番人気）�� 2052（47番人気）
3連複票数 計1688048 的中 ��� 9555（40番人気）
3連単票数 計3487132 的中 ��� 3448（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．5―49．3―1：02．0―1：13．9―1：26．2―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チェスナットバロン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Gone West デビュー 2011．8．14 札幌1着

2009．2．26生 牡4栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 8戦3勝 賞金 29，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クレバーペガサス号・ケイワイツヨシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25阪神3）第3日 6月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

177，460，000円
2，080，000円
9，010，000円
1，610，000円
15，630，000円
68，049，000円
5，195，600円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
356，105，900円
600，760，100円
245，093，900円
909，593，200円
592，944，100円
426，694，500円
1，296，557，200円
2，377，834，800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 6，805，583，700円

総入場人員 13，242名 （有料入場人員 12，388名）
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