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16061 6月16日 曇 不良 （25阪神3）第6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）

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

48 アドマイヤスパーズ 牡3鹿 56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476＋101：24．1 2．1�
24 ブラックシャリオ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 492＋12 〃 クビ 5．8�
611 ヴィトレスク 牝3芦 54 高倉 稜八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 408－ 41：24．52� 9．3�
612 サンライズムーン 牡3鹿 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 81：24．92� 3．9�
23 クモンリュウシシン 牡3青鹿56 岡田 祥嗣小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 61：25．0� 134．6�
11 ロイヤルレイド 牡3鹿 56 太宰 啓介山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 464－ 2 〃 アタマ 12．3	
510 エルクイーン 牝3黒鹿54 熊沢 重文土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 484 ―1：25．32 46．5

815 ナムラシンバ 牡3鹿 56 浜中 俊奈村 信重氏 武 宏平 新ひだか 八田ファーム B496－101：25．4� 11．7�
47 アクロマティック �3栗 56 池添 謙一�アカデミー 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 61：25．93 49．8
35 ミリタリーアーツ 牡3栗 56 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 436 ―1：26．75 60．2�
713 サンライズヤマト �3栗 56

54 △中井 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 416－141：26．8� 231．6�
59 ビ コ ー ズ 牝3鹿 54 田中 健薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 460＋ 41：27．01� 282．5�
36 ハギノサバイバル 牡3青鹿56 鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 504± 01：27．85 240．0�
816 シゲルコイヌザ 牝3栗 54 小坂 忠士森中 蕃氏 飯田 明弘 新ひだか 山田牧場 420－101：28．01� 355．9�
714 ヒノデワビスケ 牝3鹿 54 国分 恭介久野 正弘氏 梅内 忍 新冠 片倉 拓司 426－121：28．21� 370．6�

（15頭）
12 レガリテート 牡3鹿 56 武 幸四郎�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，988，000円 複勝： 22，895，600円 枠連： 10，819，600円
馬連： 31，527，700円 馬単： 22，798，900円 ワイド： 15，585，000円
3連複： 46，613，200円 3連単： 76，114，400円 計： 242，342，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 210円 � 190円 枠 連（2－4） 920円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 400円 �� 350円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 差引計 159880（返還計 3140） 的中 � 60150（1番人気）
複勝票数 差引計 228956（返還計 3809） 的中 � 72181（1番人気）� 22800（4番人気）� 26551（3番人気）
枠連票数 差引計 108196（返還計 974） 的中 （2－4） 8711（4番人気）
馬連票数 差引計 315277（返還計 25534） 的中 �� 25084（4番人気）
馬単票数 差引計 227989（返還計 18234） 的中 �� 11949（5番人気）
ワイド票数 差引計 155850（返還計 12152） 的中 �� 10019（4番人気）�� 11799（2番人気）�� 3654（12番人気）
3連複票数 差引計 466132（返還計 64083） 的中 ��� 15897（7番人気）
3連単票数 差引計 761144（返還計102760） 的中 ��� 7960（19番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．3―11．9―11．7―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．8―47．7―59．4―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤスパーズ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2012．7．7 函館8着

2010．2．19生 牡3鹿 母 スプリングハーレー 母母 テンザンヒムカ 6戦1勝 賞金 7，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 レガリテート号は，馬場入場時に放馬し，転倒。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ミリタリーアーツ号は，枠入り不良。
※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 シゲルテンビンザ号
（非抽選馬） 1頭 サンライズネオ号

16062 6月16日 曇 不良 （25阪神3）第6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

11 ト リ ガ ー 牡3鹿 56 浜中 俊石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 472＋ 21：52．1 1．8�
22 シャトーウインド 牡3黒鹿56 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 460－ 2 〃 クビ 44．4�
68 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 492－ 21：52．31 13．2�
33 ワイドマンボ 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 506＋121：53．04 3．6�
710 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± 01：53．1� 46．8�
69 エスジーカピタン 牡3鹿 56 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 460＋ 61：53．63 367．8�
813 クーファスター 牝3黒鹿54 高倉 稜大迫久美子氏 山内 研二 新冠 村上 欽哉 478＋ 21：53．7� 22．1	
45 スイートリリック 牝3栗 54 国分 優作伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 426－ 61：54．23 6．3

711 シャインエタニティ 牝3青鹿54 鮫島 良太�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450＋ 41：54．83� 62．5�
812 ドンレジェンド 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 472－ 21：55．11� 356．0
57 キョウワマイスター �3鹿 56 小牧 太�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 452－ 61：56．59 157．0�
56 ブルータペストリー 牡3青 56

54 △中井 裕二吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 486－ 81：56．82 19．4�
44 パスクアルアバフ 牡3芦 56 池添 謙一 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム B460＋ 22：01．1大差 113．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，342，100円 複勝： 33，562，400円 枠連： 9，403，900円
馬連： 34，018，900円 馬単： 30，533，100円 ワイド： 18，697，600円
3連複： 50，714，400円 3連単： 107，837，600円 計： 303，110，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 750円 � 260円 枠 連（1－2） 3，380円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 460円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 8，770円 3 連 単 ��� 35，580円

票 数

単勝票数 計 183421 的中 � 82794（1番人気）
複勝票数 計 335624 的中 � 160720（1番人気）� 6139（8番人気）� 22805（4番人気）
枠連票数 計 94039 的中 （1－2） 2058（9番人気）
馬連票数 計 340189 的中 �� 6973（11番人気）
馬単票数 計 305331 的中 �� 4777（15番人気）
ワイド票数 計 186976 的中 �� 3721（14番人気）�� 11149（4番人気）�� 1073（29番人気）
3連複票数 計 507144 的中 ��� 4269（25番人気）
3連単票数 計1078376 的中 ��� 2237（91番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．8―12．2―12．7―12．3―12．3―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．3―48．5―1：01．2―1：13．5―1：25．8―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ト リ ガ ー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．2 小倉2着

2010．3．18生 牡3鹿 母 テイエムサイレン 母母 サムモアマジック 10戦1勝 賞金 13，000，000円
〔騎手変更〕 メイショウムシャ号の騎手武幸四郎は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため太宰啓介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パスクアルアバフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月16日まで平地

競走に出走できない。

第３回 阪神競馬 第６日



16063 6月16日 晴 不良 （25阪神3）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

47 アルペンクローネ 牡3鹿 56 浜中 俊水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 442± 01：11．6 3．6�
713 シゲルコギツネザ 牝3栗 54 小牧 太森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 458± 01：11．92 3．6�
23 � カシュクール 牝3鹿 54 川田 将雅前田 幸治氏 角田 晃一 米

Doug Branham
& Occidental
Thoroughbreds

454＋161：12．0� 12．7�
48 � ペルセクション 牝3黒鹿54 高倉 稜門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Winches-

ter Farm 454＋ 41：12．1� 66．7�
24 コウユーアンドレ 牡3鹿 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 470＋101：12．2	 18．9�
816� バルバドスブルー 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge

Farm, LLC 492± 01：12．51	 11．0	
35 メイショウゲンキ 牡3鹿 56 小坂 忠士松本 和子氏 佐山 優 浦河 三嶋牧場 462－ 2 〃 ハナ 54．5

510 ピンクストーン 牝3鹿 54 熊沢 重文吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 450＋121：12．81	 6．4�
12 クリノサンタクルス 牡3鹿 56 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 川島 良一 476＋ 81：13．22� 34．2�
59 アヴェンタドール 牡3青鹿56 池添 謙一前原 敏行氏 須貝 尚介 日高 チャンピオン

ズファーム 520＋ 81：13．3� 5．1
611 トウケイプラチナ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二木村 信彦氏 五十嵐忠男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456＋ 6 〃 ハナ 218．1�

612 スズカルミナリー 牝3鹿 54 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 B464± 0 〃 ハナ 61．4�
11 ワンダーフロレゾン 牝3鹿 54 太宰 啓介山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 438＋26 〃 ハナ 32．5�
36 ランドボイジャー 牡3栗 56 黒岩 悠木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 442－ 21：13．72� 652．3�
714 スプリングカタセ 牡3栗 56 藤岡 康太加藤 春夫氏 吉村 圭司 様似 清水 誠一 476 ―1：14．23 94．9�
815 マーブルリッキー 牡3栗 56 鮫島 良太下村 直氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B480± 01：14．62� 340．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，794，800円 複勝： 28，571，200円 枠連： 11，820，900円
馬連： 36，619，300円 馬単： 24，558，100円 ワイド： 21，401，300円
3連複： 57，211，000円 3連単： 85，443，100円 計： 283，419，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 150円 � 230円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 250円 �� 670円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 177948 的中 � 39644（1番人気）
複勝票数 計 285712 的中 � 75137（1番人気）� 52068（2番人気）� 25517（5番人気）
枠連票数 計 118209 的中 （4－7） 15655（2番人気）
馬連票数 計 366193 的中 �� 48790（1番人気）
馬単票数 計 245581 的中 �� 17167（1番人気）
ワイド票数 計 214013 的中 �� 24860（1番人気）�� 7276（7番人気）�� 7230（8番人気）
3連複票数 計 572110 的中 ��� 22132（4番人気）
3連単票数 計 854431 的中 ��� 9763（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．0―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルペンクローネ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．13 京都7着

2010．4．24生 牡3鹿 母 ペンタルビー 母母 ホーセンルビー 10戦1勝 賞金 6，560，000円
〔騎手変更〕 カシュクール号の騎手武幸四郎は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノオーブ号・デンコウショウイン号・ハクサンナチュラル号
（非抽選馬） 2頭 ヴェールフォンセ号・ウォーターシュート号

16064 6月16日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（25阪神3）第6日 第4競走 ��3，110�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：25．0良・良

11 トーセンマグナム 牡4鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B448－ 63：30．3 4．4�

46 トウシンボルト 牡6黒鹿60 難波 剛健�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 クビ 9．7�
34 アグネスミヌエット 牝8鹿 58

57 ▲森 一馬渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 442＋103：30．51� 22．8�
33 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 上野 翔ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 454－123：30．6� 63．5�
57 ビーアウェイク 牡6黒鹿60 高野 和馬	和田牧場 和田 正道 新ひだか 原 達也 478－10 〃 クビ 5．6

813 カシマシンセイ 牡4鹿 60 山本 康志松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム 504－103：30．81� 20．3�
711 スズカマジェスタ 牡5青鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 478＋ 43：31．0� 6．5�
814 アドマイヤテンクウ 牡6鹿 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 542＋ 23：31．53 12．0
58 リリースバージョン 牡6鹿 60 金子 光希薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 484＋ 83：31．6� 160．4�
610 ピンクジャスミン 牝6鹿 58 田村 太雅名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 464－ 43：31．91� 6．2�
712 ト パ ン ガ 	7青鹿60 高田 潤金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム 486± 03：32．32� 8．6�
45 アドマイヤサイモン 牡5栗 60 白浜 雄造近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 464－ 83：33．36 11．2�
22 パ ゴ ダ 牡7鹿 60 草野 太郎	和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 540－ 63：33．93� 132．7�
69 
 ハッピーティア 牝5鹿 58 石神 深一丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 478± 0 （競走中止） 45．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，552，300円 複勝： 20，744，700円 枠連： 13，953，000円
馬連： 33，153，900円 馬単： 21，571，300円 ワイド： 16，349，200円
3連複： 56，136，000円 3連単： 78，380，900円 計： 253，841，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 280円 � 510円 枠 連（1－4） 780円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，410円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 11，620円 3 連 単 ��� 53，470円

票 数

単勝票数 計 135523 的中 � 24722（1番人気）
複勝票数 計 207447 的中 � 43463（1番人気）� 18882（4番人気）� 8511（10番人気）
枠連票数 計 139530 的中 （1－4） 13245（3番人気）
馬連票数 計 331539 的中 �� 13944（4番人気）
馬単票数 計 215713 的中 �� 4522（10番人気）
ワイド票数 計 163492 的中 �� 5623（4番人気）�� 2823（21番人気）�� 2286（29番人気）
3連複票数 計 561360 的中 ��� 3568（49番人気）
3連単票数 計 783809 的中 ��� 1082（213番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 52．2－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→
→�→�」
�
�
1－13（10，4）（12，7）＝2（11，3）（6，8）－5－14
1，13－（10，4）7，11，3，6，12，8－2＝14，5

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

勝馬の
紹 介

トーセンマグナム �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．8．21 札幌8着

2009．3．16生 牡4鹿 母 フ ァ モ ー ザ 母母 ボーンフェイマス 障害：5戦2勝 賞金 23，700，000円
〔発走状況〕 トーセンマグナム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ハッピーティア号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ピンクジャスミン号の騎手田村太雅は，1周目8号障害を内側に斜飛したことについて過怠金100，000円。（被害馬：9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） 3頭 オンワードデューク号・オースミムーン号・ミヤコデラックス号



16065 6月16日 晴 良 （25阪神3）第6日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

11 ヤマニンアリエッタ 牝2黒鹿54 高倉 稜土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 480 ―1：24．2 5．3�
44 ナムラアッパー 牡2鹿 54 国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 410 ―1：24．41� 16．7�
33 デリッツァリモーネ 牡2鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：24．5� 1．6�
55 ウインスプラッシュ 牡2鹿 54

52 △中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 454 ―1：24．71� 9．2�
88 ワンダフルワールド 牡2栗 54 川田 将雅三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 482 ―1：25．02 5．0	
66 キンググレー 牡2芦 54 太宰 啓介西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 456 ―1：25．21� 39．0

77 ラブセレクター 牝2黒鹿54 藤岡 康太増田 陽一氏 中村 均 日高 門別牧場 422 ―1：26．58 42．8�

（7頭）
22 シゲルヤシュウ 牡2黒鹿54 国分 優作森中 蕃氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 478 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，847，600円 複勝： 41，405，700円 枠連： 発売なし
馬連： 34，887，600円 馬単： 31，621，400円 ワイド： 15，162，000円
3連複： 40，794，800円 3連単： 119，701，300円 計： 306，420，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 140円 � 270円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 580円 �� 170円 �� 340円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 11，610円

票 数

単勝票数 差引計 228476（返還計 2485） 的中 � 34547（3番人気）
複勝票数 差引計 414057（返還計 3508） 的中 � 52561（2番人気）� 16172（5番人気）� 249150（1番人気）
馬連票数 差引計 348876（返還計 14362） 的中 �� 8318（10番人気）
馬単票数 差引計 316214（返還計 12871） 的中 �� 5283（17番人気）
ワイド票数 差引計 151620（返還計 8867） 的中 �� 5299（9番人気）�� 28057（2番人気）�� 10126（4番人気）
3連複票数 差引計 407948（返還計 42921） 的中 ��� 33406（4番人気）
3連単票数 差引計1197013（返還計 99893） 的中 ��� 7610（38番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．3―11．9―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．8―37．1―49．0―1：00．7―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアリエッタ �

父 シンボリクリスエス �


母父 エアジハード 初出走

2011．3．11生 牝2黒鹿 母 ヤマニンファビュル 母母 マ ダ ニ ナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 シゲルヤシュウ号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 デリッツァリモーネ号の騎手浜中俊は，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50，000円。（被害馬：8番）

16066 6月16日 晴 良 （25阪神3）第6日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時50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
2：24．2
2：22．1

良
良

611 プランスペスカ 牡3鹿 56 池添 謙一山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 446－ 62：29．8 2．8�
818 エーシンヴィガー 牡3鹿 56 藤岡 康太�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 474＋ 82：30．12 3．1�
35 モ ズ ダ イ コ 牡3黒鹿 56

54 △中井 裕二北側 雅司氏 小崎 憲 浦河 大北牧場 B480＋ 22：30．3� 6．5�
713 レ ジ ー ナ 牝3栗 54 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 416－ 22：30．62 14．4�
48 ヤマニンプードレ 牝3芦 54

51 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 450＋ 2 〃 ハナ 22．8�
612 ブラックコール 牡3青 56 高倉 稜中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 460＋ 6 〃 アタマ 293．3	
12 メイショウミヤジマ 牝3黒鹿54 難波 剛健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432－ 42：30．7� 83．6

714 ユニバーサルキング 	3鹿 56 熊沢 重文有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482－ 62：30．91
 36．0�
817 カツラノジュピター 牡3鹿 56 水口 優也桂土地� 庄野 靖志 日高 小西 章 456± 02：31．43 526．1�
23 モモイロアゲハ 牝3青鹿54 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 オリエント牧場 504－ 82：31．5� 15．9
47 イキイキシンサク 牡3鹿 56 岡田 祥嗣中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 484± 0 〃 ハナ 381．4�
59 ダイシンソリッド 牡3栗 56 国分 優作大八木信行氏 平田 修 新ひだか グランド牧場 454－ 82：31．81� 304．2�
816 ウォーシップマーチ 牡3黒鹿56 浜中 俊谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 458－ 8 〃 ハナ 20．1�
24 テ オ ド ラ 牝3鹿 54 田中 健中辻 明氏 日吉 正和 浦河 日の出牧場 450－ 12：31．9クビ 288．1�
36 カ テ リ ー ナ 牝3栗 54 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 浦河 大島牧場 450－ 4 〃 クビ 206．1�
715 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 482－ 62：32．11
 16．0�
510 キングアルフォンス 牡3鹿 56 太宰 啓介金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 436＋ 22：32．31
 15．2�
11 カネトシアクション 	3黒鹿 56

53 ▲森 一馬兼松 利男氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 444－ 62：33．68 269．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，763，100円 複勝： 33，185，200円 枠連： 14，604，200円
馬連： 43，548，300円 馬単： 29，521，500円 ワイド： 23，192，400円
3連複： 63，521，900円 3連単： 98，432，700円 計： 326，769，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 180円 �� 310円 �� 440円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 207631 的中 � 59573（1番人気）
複勝票数 計 331852 的中 � 88246（1番人気）� 75573（2番人気）� 38403（3番人気）
枠連票数 計 146042 的中 （6－8） 30105（1番人気）
馬連票数 計 435483 的中 �� 87538（1番人気）
馬単票数 計 295215 的中 �� 34107（1番人気）
ワイド票数 計 231924 的中 �� 40189（1番人気）�� 17226（2番人気）�� 11140（3番人気）
3連複票数 計 635219 的中 ��� 55607（1番人気）
3連単票数 計 984327 的中 ��� 28326（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．0―13．3―12．4―12．4―12．6―13．0―13．1―12．1―12．0―12．1

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―23．8―36．8―50．1―1：02．5―1：14．9―1：27．5―1：40．5―1：53．6―2：05．7―2：17．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．2
1
3
1，4（5，8）（3，15）（6，14）16，11，7（12，10）（2，9，13）18，17
16，5，1（4，3）8（6，14）15（11，10）（7，18，13）2（12，9）17

2
4

1，4（3，5）8，6（14，15）（11，16）（7，10）12（2，13）（9，18）－17
16，5（1，3）（14，8）15（11，10）（4，18，13）9（6，2，12）17，7

勝馬の
紹 介

プランスペスカ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．5．8生 牡3鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム 11戦1勝 賞金 12，900，000円
〔騎手変更〕 メイショウミヤジマ号の騎手武幸四郎は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため難波剛健に変更。
〔調教再審査〕 ウォーシップマーチ号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審

査。



16067 6月16日 晴 重 （25阪神3）第6日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

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

712 カ ノ ン 牝3鹿 52
49 ▲岩崎 翼 �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± 01：50．2 9．6�
47 � ブライトエルフ 牝4栗 55 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462± 01：51．26 33．7�
46 ナムラアピア 牝4芦 55 国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム 484＋ 41：51．41� 9．5�
35 シーズガレット 牝5栗 55

52 ▲森 一馬橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 466＋ 41：51．6� 85．1�
59 � マルヨフレンドリー 牝4鹿 55 小坂 忠士野村 春行氏 武 宏平 えりも 上島牧場 478－191：51．7� 240．1�
713 サイモンガーランド 牝4鹿 55 高倉 稜澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 2 〃 クビ 1．5	
11 � 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 442＋101：52．12� 19．6

34 ディアアプローズ 牝5鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 472－10 〃 ハナ 30．5�
611 アトランティード 牝3黒鹿52 浜中 俊市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494－121：52．84 9．8�
23 � ファシネートダイア 牝4鹿 55 太宰 啓介 サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋121：53．01 86．3�
610 ポイントキセキ 牝3栗 52 池添 謙一小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 482－101：53．32 17．0�
22 トーブプリンセス 牝4鹿 55 国分 恭介武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 476－ 21：53．72� 380．2�
815 アグネスチャンス 牝3黒鹿52 岡田 祥嗣渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 466＋ 41：53．8� 23．8�
814 テイエムナデシコ 牝3黒鹿52 熊沢 重文竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 468－ 81：55．29 245．0�
58 ア レ キ パ 牝3栗 52 藤岡 康太吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456－ 21：56．37 95．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，048，000円 複勝： 86，191，400円 枠連： 16，465，100円
馬連： 51，654，900円 馬単： 42，066，000円 ワイド： 29，131，300円
3連複： 80，824，000円 3連単： 165，000，100円 計： 497，380，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 380円 � 1，000円 � 540円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 7，310円 馬 単 �� 16，700円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，100円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 24，290円 3 連 単 ��� 141，600円

票 数

単勝票数 計 260480 的中 � 21498（3番人気）
複勝票数 計 861914 的中 � 63911（2番人気）� 21171（7番人気）� 41941（3番人気）
枠連票数 計 164651 的中 （4－7） 26797（2番人気）
馬連票数 計 516549 的中 �� 5216（19番人気）
馬単票数 計 420660 的中 �� 1859（33番人気）
ワイド票数 計 291313 的中 �� 5651（12番人気）�� 6664（9番人気）�� 3319（23番人気）
3連複票数 計 808240 的中 ��� 2456（60番人気）
3連単票数 計1650001 的中 ��� 860（314番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―13．2―12．5―12．3―12．1―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．0―36．2―48．7―1：01．0―1：13．1―1：25．3―1：37．5

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

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

勝馬の
紹 介

カ ノ ン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 メジロテイターン デビュー 2012．11．10 京都5着

2010．3．27生 牝3鹿 母 ピアノレッスン 母母 サングリーン 11戦2勝 賞金 17，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレキパ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月16日まで平地競走に

出走できない。

16068 6月16日 晴 良 （25阪神3）第6日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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 7，200，000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
1：44．5
1：44．1

良
良

33 マジェスティハーツ 牡3鹿 54
51 ▲森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488－ 81：46．8 4．3�
711 ローレルブレット 牡4黒鹿57 高倉 稜 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 436－ 41：47．01� 3．1�
813 インステイト 牡4栗 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 クビ 15．2�
45 ミッキータイガー 牡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 480＋ 21：47．1クビ 16．9�
69 ロ ノ 牡4黒鹿57 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 452－ 41：47．2	 22．0	
58 エーシングルーオン 牡4栗 57 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 462－ 21：47．41� 11．2

11 ゴーイングストーン 牡4栗 57 国分 恭介林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482± 01：47．61� 10．8�
814
 イエスミートゥー 牝3栗 52 岡田 祥嗣沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 464＋ 2 〃 クビ 260．1�
46 ウインクルキラリ 牝3栗 52 熊沢 重文塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 456－101：47．7クビ 41．6
34 マコトタンホイザー 牡3青鹿54 国分 優作尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 496＋ 4 〃 クビ 31．0�
22 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿54 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 21：48．02 90．3�
57 ハギノブシドウ 牡3栗 54

52 △中井 裕二日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 506＋ 41：48．2	 123．5�
712 ケイティープライド 牡3鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 470－ 61：48．41� 3．9�
610 ドニカナルボーイ 牡3黒鹿54 鮫島 良太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 448－ 21：49．14 115．4�
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売 得 金
単勝： 26，826，100円 複勝： 45，537，800円 枠連： 19，590，500円
馬連： 58，622，000円 馬単： 36，744，700円 ワイド： 30，174，800円
3連複： 81，759，600円 3連単： 133，142，600円 計： 432，398，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 150円 � 450円 枠 連（3－7） 330円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 320円 �� 900円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 計 268261 的中 � 49990（3番人気）
複勝票数 計 455378 的中 � 74310（3番人気）� 103400（1番人気）� 18973（7番人気）
枠連票数 計 195905 的中 （3－7） 44845（1番人気）
馬連票数 計 586220 的中 �� 61532（2番人気）
馬単票数 計 367447 的中 �� 18175（4番人気）
ワイド票数 計 301748 的中 �� 26654（2番人気）�� 7813（13番人気）�� 7974（12番人気）
3連複票数 計 817596 的中 ��� 19189（10番人気）
3連単票数 計1331426 的中 ��� 7405（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―12．0―12．4―11．9―11．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．6―47．6―1：00．0―1：11．9―1：22．9―1：34．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジェスティハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2012．9．23 阪神1着

2010．5．20生 牡3鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 6戦2勝 賞金 22，297，000円
〔騎手変更〕 イエスミートゥー号の騎手武幸四郎は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため岡田祥嗣に変更。



16069 6月16日 晴 良 （25阪神3）第6日 第9競走 ��
��1，600�

か い け

皆 生 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

812 プリムラブルガリス 牡3鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 474± 01：34．0 2．9�
813 オースミナイン 牡3鹿 54 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 464＋ 41：34．31� 3．9�
33 	 バンブーリバプール 牡5青鹿57 鮫島 良太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 480－ 21：34．62 70．9�
711 リフトザウイングス 牡5青鹿57 川田 将雅 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 526＋10 〃 クビ 8．2�
57 ラシンティランテ 牝4栗 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 ハナ 6．0	
11 タ マ ラ マ 
4黒鹿57 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494± 01：34．81 5．8

56 スズカアンペール 牡5鹿 57 中井 裕二永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 472± 0 〃 クビ 32．1�
44 アイムヒアー 牝5鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 472＋ 21：34．9� 77．0�
22 ショウナンラムジ 牡4鹿 57 岡田 祥嗣国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 492－ 61：35．11� 15．6
68 メルシーサイレンス 牡6栗 57 太宰 啓介永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 482－ 21：35．41� 410．1�
69 イ デ ア 牡5鹿 57 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 484± 01：35．72 37．2�
45 ユースティティア 牝5青鹿55 高倉 稜前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 478＋ 21：35．91� 22．8�
710 ナンヨースラッガー 牡6芦 57 国分 優作中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 500－ 21：37．39 237．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，700，100円 複勝： 54，203，600円 枠連： 22，753，700円
馬連： 89，518，300円 馬単： 55，564，200円 ワイド： 36，718，300円
3連複： 116，165，300円 3連単： 210，361，200円 計： 620，984，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 160円 � 1，580円 枠 連（8－8） 580円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 270円 �� 4，890円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 14，300円 3 連 単 ��� 47，920円

票 数

単勝票数 計 357001 的中 � 97298（1番人気）
複勝票数 計 542036 的中 � 115337（1番人気）� 104008（2番人気）� 5811（11番人気）
枠連票数 計 227537 的中 （8－8） 29329（3番人気）
馬連票数 計 895183 的中 �� 120963（1番人気）
馬単票数 計 555642 的中 �� 38502（1番人気）
ワイド票数 計 367183 的中 �� 42019（1番人気）�� 1646（40番人気）�� 1660（39番人気）
3連複票数 計1161653 的中 ��� 5999（47番人気）
3連単票数 計2103612 的中 ��� 3240（166番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．0―12．2―11．9―10．9―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．2―36．2―48．4―1：00．3―1：11．2―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．7
3 4，6（3，9）7，1，12（2，8，13）（10，11）5 4 4，6（3，9）（1，7）（2，12）13（8，11）5，10

勝馬の
紹 介

プリムラブルガリス �
�
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 2012．8．5 小倉3着

2010．2．25生 牡3鹿 母 プリムローズイヴ 母母 オ エ ノ セ ラ 9戦3勝 賞金 45，634，000円
〔制裁〕 バンブーリバプール号の騎手鮫島良太は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※バンブーリバプール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16070 6月16日 晴 重 （25阪神3）第6日 第10競走 ��
��1，800�

なだ

灘 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，24．6．16以降25．6．9まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬お
よび未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 キ ラ ウ エ ア 牡6黒鹿56 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：50．1 11．1�

510� ダイヤノゲンセキ �5黒鹿55 田中 健 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 520－ 4 〃 アタマ 5．8�
24 ユーロビート �4鹿 58 浜中 俊吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 520－101：50．2	 5．5�
713 コウユーヒーロー 牡6青 54 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 520－ 81：50．62	 14．3�
714 タガノジンガロ 牡6鹿 57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－10 〃 クビ 27．6	
11 トーセンケイトゥー �5栗 54 鮫島 良太島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462－ 41：50．7クビ 15．0�
23 ジョウノボヘミアン 牡7鹿 54 太宰 啓介小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 B490－121：50．8	 66．1�
36 スズカルーセント 牡5鹿 55 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502± 01：50．9	 3．3
611 メタギャラクシー 牡6鹿 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B494－ 4 〃 クビ 26．3�
48 ステキナシャチョウ 牡6鹿 53 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 460＋ 21：51．0	 36．8�
612� グレイレジェンド 牡5芦 55 熊沢 重文小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 464－10 〃 ハナ 68．2�
35 ホッコーガンバ 牡5鹿 55 池添 謙一矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 492－ 41：51．21	 5．1�
59 レックスパレード 牡5栗 55 岡田 祥嗣 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム 518± 01：51．51
 29．8�
12 ブルーソックス 牡6鹿 54 国分 優作田島榮二郎氏 和田 雄二 新冠 北星村田牧場 496＋ 61：52．24 388．8�
815 サンライズクォリア 牡6鹿 54 中井 裕二松岡 隆雄氏 増本 豊 浦河 笠松牧場 480－ 6 〃 ハナ 201．8�
47 ブルースターキング 牡7黒鹿50 水口 優也 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 470＋ 21：52．51
 335．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，208，100円 複勝： 60，422，200円 枠連： 30，360，600円
馬連： 116，168，100円 馬単： 67，012，100円 ワイド： 48，946，000円
3連複： 159，328，200円 3連単： 276，414，500円 計： 794，859，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 190円 � 230円 枠 連（5－8） 1，930円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 930円 �� 880円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 35，290円

票 数

単勝票数 計 362081 的中 � 25760（5番人気）
複勝票数 計 604222 的中 � 50520（5番人気）� 98002（2番人気）� 68083（4番人気）
枠連票数 計 303606 的中 （5－8） 11647（8番人気）
馬連票数 計1161681 的中 �� 33996（9番人気）
馬単票数 計 670121 的中 �� 7527（26番人気）
ワイド票数 計 489460 的中 �� 12852（12番人気）�� 13695（9番人気）�� 18468（5番人気）
3連複票数 計1593282 的中 ��� 24081（13番人気）
3連単票数 計2764145 的中 ��� 5781（94番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．8―12．2―12．5―12．6―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―36．0―48．2―1：00．7―1：13．3―1：25．5―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．8
1
3
5，3－4（6，10，16）（9，15）8，14（7，12）13，1（2，11）・（5，3）4，6（10，16）9（8，15）14（12，13）（7，1）－（2，11）

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

勝馬の
紹 介

キ ラ ウ エ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2009．7．19 新潟8着

2007．2．20生 牡6黒鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 36戦5勝 賞金 126，090，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ダイヤノゲンセキ号の騎手武幸四郎は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため田中健に変更。
〔制裁〕 ステキナシャチョウ号の騎手大下智は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アグネスアンカー号・サイモントルナーレ号

１レース目



16071 6月16日 晴 良 （25阪神3）第6日 第11競走 ��
��1，600�

よ な ご

米子ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳51�4歳以上
55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100万円毎1�増，�：3歳
51�4歳以上55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�増，GⅢ競走1
着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

米子市長賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

611 エーシンミズーリ 牡5黒鹿56 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 486± 01：33．1 2．9�
715 サワノパンサー 牡7鹿 56 高倉 稜澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 562＋ 41：33．42 34．3�
612 ダノンプログラマー 	7青鹿56 浜中 俊�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 474－ 6 〃 クビ 7．7�
714 シャイニーホーク 牡5栗 57 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 524＋101：33．5
 5．1�
48 サクラクローバー 牝6鹿 54 五十嵐雄祐�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 466－ 21：33．6� 11．9	
713 ミッキードリーム 牡6栗 58 池添 謙一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 01：33．7クビ 19．4

47 � オセアニアボス 牡8青鹿57 国分 恭介�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B486－ 6 〃 クビ 7．8�
11 タガノエルシコ 牡8栗 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426－ 41：33．8クビ 18．3�
510 オートドラゴン 牡9栗 56 岩崎 翼大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 510－14 〃 アタマ 204．3
35 カネトシディオス 牡6黒鹿56 熊沢 重文兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 448＋ 61：33．9
 13．1�
817 ウインドジャズ 牡6黒鹿56 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 494－ 6 〃 クビ 173．8�
23 ダイシンプラン 牡8栗 56 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント 520－ 61：34．11� 165．4�
818 マイネルロブスト 牡4黒鹿55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 488± 01：34．2クビ 51．3�
36 オースミスパーク 牡8鹿 58 国分 優作�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 458－ 4 〃 アタマ 11．9�
59 ヤマカツハクリュウ 牡6芦 56 鮫島 良太山田 博康氏 松田 博資 浦河 鮫川 啓一 490＋ 41：34．41 74．1�
24 トップゾーン 牡7鹿 56 水口 優也�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 468± 0 〃 クビ 68．1�
816 キングストリート 	7鹿 57 岡田 祥嗣河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 478－101：34．72 86．3�
12 ピエナファンタスト 牡7鹿 56 高田 潤本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム 482± 01：35．33� 206．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，155，300円 複勝： 80，618，700円 枠連： 62，818，700円
馬連： 237，064，300円 馬単： 126，873，600円 ワイド： 80，847，500円
3連複： 365，182，100円 3連単： 660，107，700円 計： 1，662，667，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 580円 � 240円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 530円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 9，540円 3 連 単 ��� 48，630円

票 数

単勝票数 計 491553 的中 � 135633（1番人気）
複勝票数 計 806187 的中 � 210186（1番人気）� 26370（10番人気）� 81828（3番人気）
枠連票数 計 628187 的中 （6－7） 106365（1番人気）
馬連票数 計2370643 的中 �� 48248（13番人気）
馬単票数 計1268736 的中 �� 16128（20番人気）
ワイド票数 計 808475 的中 �� 16597（12番人気）�� 40923（2番人気）�� 6116（36番人気）
3連複票数 計3651821 的中 ��� 28262（30番人気）
3連単票数 計6601077 的中 ��� 10018（141番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．4―11．4―11．5―11．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．2―46．6―58．1―1：09．2―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 6－13，14，3（11，18）（1，8，17）12，5（10，15）（7，9）（2，4，16） 4 6＝（13，14）（3，11，18）17（1，8，15）（5，12）（7，10）4（9，16）2

勝馬の
紹 介

エーシンミズーリ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2010．10．30 京都3着

2008．3．15生 牡5黒鹿 母 セントルイスガール 母母 Eishin Cynthiana 25戦6勝 賞金 138，190，000円
〔騎手変更〕 サクラクローバー号の騎手武幸四郎は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため五十嵐雄祐に変更。

16072 6月16日 晴 重 （25阪神3）第6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

714� リアリーサムシング 牡5栗 57 鮫島 良太吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 484＋101：11．1 83．8�
11 テイエムシシオー 牡4黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 462－ 2 〃 クビ 7．3�
59 タッチシタイ 牡3栗 54 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 472± 01：11．31 4．5�
815 バルトロメオ 牡3鹿 54

52 △中井 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472± 01：11．4� 19．9�
47 グランプリブルー 牡4栗 57 小牧 太�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B474± 01：11．5� 14．0	
12 アップアンカー 牡3栗 54 岡田 祥嗣加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 512－ 41：11．6クビ 22．8

24 シゲルシュサ 牝5鹿 55 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432± 0 〃 ハナ 14．8�
612 キンシザイル 牡4鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 488＋ 6 〃 クビ 2．8�
713 タイセイマスタング 牡4栗 57 藤岡 康太田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 522－101：11．81� 5．6
611 マッキンリー 牡5鹿 57 国分 優作林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 518－ 2 〃 クビ 95．8�
23 ヒシワイルド 牡4鹿 57 熊沢 重文阿部 雅英氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 478－ 61：12．22	 50．0�
48 プリサイストップ 牡6鹿 57 高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム 492＋ 21：12．62	 99．0�
816 メイショウアルファ 牡3鹿 54

51 ▲岩崎 翼松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 444＋ 41：13．02	 15．4�
510 エスケイティアラ 牝4鹿 55 水口 優也長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 2 〃 クビ 213．6�
36 クリスタルヒル 牡5鹿 57 田中 健加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 508＋ 41：13．21� 309．4�
35 � クラウンアリオン 牡3栗 54 池添 謙一矢野 悦三氏 日吉 正和 熊本 本田 土寿 448－171：13．3	 222．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，336，700円 複勝： 55，025，400円 枠連： 33，411，100円
馬連： 114，724，600円 馬単： 66，634，400円 ワイド： 46，874，200円
3連複： 163，106，300円 3連単： 293，889，400円 計： 809，002，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，380円 複 勝 � 1，330円 � 240円 � 190円 枠 連（1－7） 1，580円

馬 連 �� 25，300円 馬 単 �� 64，970円

ワ イ ド �� 5，480円 �� 4，870円 �� 670円

3 連 複 ��� 42，360円 3 連 単 ��� 438，170円

票 数

単勝票数 計 353367 的中 � 3326（11番人気）
複勝票数 計 550254 的中 � 8301（12番人気）� 64619（4番人気）� 93884（2番人気）
枠連票数 計 334111 的中 （1－7） 15666（7番人気）
馬連票数 計1147246 的中 �� 3347（53番人気）
馬単票数 計 666344 的中 �� 757（109番人気）
ワイド票数 計 468742 的中 �� 2033（50番人気）�� 2288（46番人気）�� 18435（4番人気）
3連複票数 計1631063 的中 ��� 2842（109番人気）
3連単票数 計2938894 的中 ��� 495（839番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．5―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リアリーサムシング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンダーガルチ

2008．3．13生 牡5栗 母 ユメノクラリティー 母母 マ シ ェ ア ー 15戦1勝 賞金 10，300，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ヒシワイルド号の騎手武幸四郎は，第1競走での馬場入場時の落馬負傷のため熊沢重文に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンブルジョン号
（非抽選馬） 5頭 デンコウリョウ号・ドンマネー号・バイオレットムーン号・メイショウクロシオ号・ワンダーゴヴェルノ号

４レース目



（25阪神3）第6日 6月16日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 175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

212，940，000円
7，110，000円
1，550，000円
19，060，000円
65，073，000円
5，224，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
318，562，200円
562，363，900円
246，001，300円
881，507，900円
555，499，300円
383，079，600円
1，281，356，800円
2，304，825，500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 6，533，196，500円

総入場人員 16，859名 （有料入場人員 15，823名）
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