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16013 6月8日 曇 良 （26阪神3）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

47 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 54
53 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B432－ 41：12．7 6．8�

11 サンレイフレンチ 牝3栗 54 北村 友一永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 408± 0 〃 クビ 7．7�
23 ビットアリエス 牝3青鹿54 小牧 太礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 438－ 21：12．8クビ 27．2�
35 アイズユーニン 牝3栗 54 �島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 472± 01：13．43� 43．8�
36 ウチノウマサイコー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真畑 清介氏 田所 秀孝 浦河 赤田牧場 422＋ 21：13．71� 10．7�
612 エイシンノエル 牝3青鹿54 松山 弘平�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444－ 4 〃 クビ 1．8	
24 シゲルオワリ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 408－ 61：13．91 6．4

59 カリスマベガ 牝3栗 54 幸 英明畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 424－ 41：14．0� 193．2�
713 ハクユウデイジー 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 幾千世牧場 460－ 61：14．1� 50．0�
714 ステイクワイエット 牝3青鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ― 〃 ハナ 13．4
48 ロックショー 牝3鹿 54 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 464＋ 61：14．52� 292．7�
12 ファーマオリーブ 牝3黒鹿54 難波 剛健中西 功氏 高橋 義忠 青森 山内牧場 440 ―1：15．13� 273．6�
816 ヴ ァ ー ス 牝3青 54 酒井 学名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 444 ―1：15．52� 122．3�
611 アグリデジタル 牝3栗 54 藤懸 貴志アグリRC 飯田 雄三 新冠 高橋 忍 406－ 8 〃 ハナ 283．5�
510 ラプザントゥール 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也岡 浩二氏 小崎 憲 新冠 アラキフアーム 446 ―1：16．35 145．0�
815 グレースメリー 牝3栗 54 小坂 忠士田畑 富子氏 境 直行 浦河 高村牧場 426 ―1：16．72� 206．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，552，500円 複勝： 38，680，000円 枠連： 9，048，700円
馬連： 44，557，500円 馬単： 27，169，500円 ワイド： 21，757，600円
3連複： 61，563，100円 3連単： 98，496，700円 計： 322，825，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 230円 � 680円 枠 連（1－4） 1，540円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，990円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 31，780円

票 数

単勝票数 計 215525 的中 � 25184（3番人気）
複勝票数 計 386800 的中 � 51308（3番人気）� 46843（4番人気）� 12109（7番人気）
枠連票数 計 90487 的中 （1－4） 4527（8番人気）
馬連票数 計 445575 的中 �� 19783（8番人気）
馬単票数 計 271695 的中 �� 6482（14番人気）
ワイド票数 計 217576 的中 �� 10736（7番人気）�� 2720（18番人気）�� 2715（19番人気）
3連複票数 計 615631 的中 ��� 4879（30番人気）
3連単票数 計 984967 的中 ��� 2247（102番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．7―47．1―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．0
3 5，12（4，13）6－（3，9）（14，16）7－（10，15）（1，11）8－2 4 5，12（4，13）6，3，9（14，7）16－（1，15）－（10，11）（2，8）

勝馬の
紹 介

テイエムリヴィエラ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．7．14 中京4着

2011．5．30生 牝3鹿 母 テイエムノキセキ 母母 アラマサブレーヴ 12戦1勝 賞金 10，000，000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 エヴェレストバイオ号・ファーマティアラ号

16014 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 トウカイストリーム 牡3青鹿56 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 524－ 61：53．9 10．3�
713 ゴ ー ワ ン 牡3黒鹿56 藤田 伸二佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 502＋ 41：54．32� 5．1�
34 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B440－ 21：54．4� 3．1�
610 ワイレアタヤス 牡3鹿 56 幸 英明横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 508－ 41：54．5� 12．5�
11 ブ レ ヴ ァ ン 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 486＋101：54．71� 3．4�
611 マルカブラン 牡3芦 56 松山 弘平河長産業	 浜田多実雄 様似 猿倉牧場 500＋ 61：55．33� 10．9

712 エイシンゴーイング 牡3鹿 56 高倉 稜	栄進堂 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 520＋ 41：55．4クビ 43．8�
59 グレイトハスラー 牡3栗 56 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 466－ 6 〃 クビ 32．5�
35 エイシンハヤブサ 牡3栗 56 川須 栄彦	栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 518 ―1：56．14 31．0
46 ワールドパンサー 牡3栗 56 藤懸 貴志宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 462＋ 21：56．41� 272．0�
58 ドリームジュエリー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政セゾンレースホース	 中村 均 大樹 大樹ファーム 430＋ 21：56．61 51．7�
47 インワンブレス 牝3栗 54 竹之下智昭名古屋友豊	 木原 一良 登別 青藍牧場 434＋ 21：57．87 311．0�
815 ナムラウエモン 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 490－ 61：58．12 24．9�
814 メイショウヒコボシ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 520－ 61：58．63 30．8�
23 フレイミングハート �3黒鹿56 難波 剛健 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456 ―2：00．210 253．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，240，500円 複勝： 38，538，400円 枠連： 12，842，000円
馬連： 45，737，800円 馬単： 27，908，400円 ワイド： 23，493，100円
3連複： 64，277，900円 3連単： 95，102，800円 計： 330，140，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 240円 � 180円 � 140円 枠 連（2－7） 3，130円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 620円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 28，370円

票 数

単勝票数 計 222405 的中 � 17137（4番人気）
複勝票数 計 385384 的中 � 34227（4番人気）� 54466（3番人気）� 89692（1番人気）
枠連票数 計 128420 的中 （2－7） 3172（14番人気）
馬連票数 計 457378 的中 �� 10660（12番人気）
馬単票数 計 279084 的中 �� 2751（26番人気）
ワイド票数 計 234931 的中 �� 5517（12番人気）�� 9533（6番人気）�� 17141（2番人気）
3連複票数 計 642779 的中 ��� 16289（8番人気）
3連単票数 計 951028 的中 ��� 2430（86番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．4―13．1―12．5―13．1―12．9―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―37．0―50．1―1：02．6―1：15．7―1：28．6―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイストリーム �
�
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 2014．1．6 京都2着

2011．2．15生 牡3青鹿 母 トウカイティアラ 母母 トウカイナチユラル 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレイミングハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月8日まで平地競

走に出走できない。
※グレイトハスラー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 阪神競馬 第２日



16015 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

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

611 イ イ チ ョ 牝3黒鹿 54
51 ▲小崎 綾也幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 436＋ 41：26．0 12．8�

23 メイショウロッソ 牝3栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 454± 01：26．31� 7．3�
24 タガノクルクス 牝3栗 54 藤田 伸二八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440＋ 81：26．4クビ 7．7�
47 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 藤岡 佑介国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460＋101：26．5� 6．6�
59 ニホンピロレディー 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 454＋101：27．03 41．1�
815 アイファーソーニョ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 458± 0 〃 アタマ 270．8�
713 ロ ゴ マ ー ク 牝3青鹿54 藤岡 康太市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446± 01：27．1� 18．5	
714 アラタマデピュティ 牝3栗 54 �島 良太荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 484 ―1：27．31� 76．0

35 ゴールデンロッド 牝3栗 54 小牧 太 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 21：27．4� 9．0�
11 ミヤセイリュー 牝3鹿 54 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 436± 0 〃 クビ 2．6
612 ナガラフライト 牝3黒鹿54 太宰 啓介長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 470± 01：27．5クビ 9．1�
48 ジョーリブラン 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 404－121：27．71� 78．6�
12 シセイタマテ 牝3鹿 54 幸 英明猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 白井牧場 452＋ 41：27．8� 188．1�
510 ハギノヘヴン 牝3黒鹿54 菱田 裕二安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 420＋ 41：27．9� 162．9�
36 フ ミ キ ュ ン 牝3鹿 54 北村 友一大澤 利久氏 加用 正 浦河 松田 憲一 490－ 21：28．85 111．0�
816 エイシンポロロッカ 牝3鹿 54 国分 優作�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高村牧場 480 ―1：30．410 28．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，328，900円 複勝： 38，828，000円 枠連： 14，317，300円
馬連： 51，565，800円 馬単： 29，736，900円 ワイド： 26，323，600円
3連複： 74，010，700円 3連単： 107，190，800円 計： 365，302，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 320円 � 290円 � 270円 枠 連（2－6） 1，000円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 1，140円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 12，560円 3 連 単 ��� 72，560円

票 数

単勝票数 計 233289 的中 � 14493（7番人気）
複勝票数 計 388280 的中 � 31331（7番人気）� 34839（5番人気）� 39482（4番人気）
枠連票数 計 143173 的中 （2－6） 11081（4番人気）
馬連票数 計 515658 的中 �� 7487（24番人気）
馬単票数 計 297369 的中 �� 2022（48番人気）
ワイド票数 計 263236 的中 �� 3675（26番人気）�� 5991（14番人気）�� 6188（13番人気）
3連複票数 計 740107 的中 ��� 4418（43番人気）
3連単票数 計1071908 的中 ��� 1071（254番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．0―12．7―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．3―48．0―1：00．5―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ イ チ ョ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．1．18 京都4着

2011．3．26生 牝3黒鹿 母 フィリグリーレース 母母 Yafill 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔騎手変更〕 メイショウロッソ号の騎手武幸四郎は，負傷のため松山弘平に変更。
〔発走状況〕 ゴールデンロッド号は，枠入り不良。
〔制裁〕 イイチョ号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・13番・9番）

16016 6月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26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

810� ミルクディッパー 牡5黒鹿60 中村 将之�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills
Management 576－ 43：16．8 2．2�

66 スリーマーゴーン 牡4芦 60 白浜 雄造永井商事� 中内田充正 浦河 辻 牧場 458＋ 23：18．7大差 9．3�
79 � アスターコリント 牡5黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 546－ 63：19．97 3．3�
811 マキオボーラー 牡4黒鹿60 佐久間寛志猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 464± 03：20．0� 9．9�
11 ニイハオジュウクン 牡6鹿 60 西谷 誠鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 446＋123：22．1大差 29．7�
44 ダ イ コ ウ キ 牡4青鹿60 熊沢 重文小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 514－ 43：23．05 12．5	
78 � シゲルカニザ 牡4栗 60 黒岩 悠森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 494－ 43：24．610 169．7

33 メイショウヤギュウ 牡5栗 60 難波 剛健松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462± 03：24．81	 72．1�
55 � イチザゴールド 牡6黒鹿60 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 カミイスタット 502－ 43：28．3大差 62．0�
22 フ ロ レ ン ト 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 パカパカ

ファーム 442－ 83：28．72� 22．6
67 トップゾーン 牡8鹿 60 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 478－ 4 （競走中止） 9．4�
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売 得 金
単勝： 17，526，400円 複勝： 21，084，500円 枠連： 10，636，800円
馬連： 35，103，400円 馬単： 26，785，600円 ワイド： 17，062，900円
3連複： 48，775，800円 3連単： 100，295，100円 計： 277，270，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 190円 � 130円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 360円 �� 160円 �� 420円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 4，410円

票 数

単勝票数 計 175264 的中 � 62998（1番人気）
複勝票数 計 210845 的中 � 61817（1番人気）� 20425（4番人気）� 40786（2番人気）
枠連票数 計 106368 的中 （6－8） 20588（2番人気）
馬連票数 計 351034 的中 �� 22992（3番人気）
馬単票数 計 267856 的中 �� 12252（4番人気）
ワイド票数 計 170629 的中 �� 10780（3番人気）�� 33116（1番人気）�� 8688（6番人気）
3連複票数 計 487758 的中 ��� 41137（1番人気）
3連単票数 計1002951 的中 ��� 16485（9番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 52．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ミルクディッパー �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．8．21 新潟3着

2009．2．21生 牡5黒鹿 母 Love Walked In 母母 Phone Chatter 障害：4戦1勝 賞金 12，600，000円
〔競走中止〕 トップゾーン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目4号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔制裁〕 アスターコリント号の騎手林満明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

マキオボーラー号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



16017 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

44 ノーブルルージュ 牝2黒鹿54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 450 ―1：22．9 3．5�
11 デンコウハシャ 牡2青鹿54 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 436 ―1：23．22 5．8�
33 マイネルシアトル 牡2芦 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 426 ―1：24．05 2．2�
22 ドンデナーダ 牡2鹿 54 酒井 学山田 貢一氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452 ―1：24．21� 27．4�
77 ナムラマミー 牝2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 398 ―1：24．3クビ 4．5�
55 ケ ル ソ ン 牡2鹿 54 菱田 裕二山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 信成牧場 468 ―1：24．93� 21．3	
66 オ ウ キ ュ ウ 牝2青鹿54 幸 英明重松 國建氏 日吉 正和 浦河 北俣牧場 462 ―1：26．510 25．0
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売 得 金
単勝： 22，066，900円 複勝： 26，705，700円 枠連： 発売なし
馬連： 38，882，000円 馬単： 32，325，200円 ワイド： 14，968，700円
3連複： 40，193，500円 3連単： 130，478，500円 計： 305，620，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 260円 �� 160円 �� 200円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 220669 的中 � 50417（2番人気）
複勝票数 計 267057 的中 � 58802（2番人気）� 39735（4番人気）
馬連票数 計 388820 的中 �� 31183（5番人気）
馬単票数 計 323252 的中 �� 12702（9番人気）
ワイド票数 計 149687 的中 �� 12751（5番人気）�� 26218（1番人気）�� 18341（3番人気）
3連複票数 計 401935 的中 ��� 56272（2番人気）
3連単票数 計1304785 的中 ��� 20616（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―47．0―58．9―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．9
3 4，6（1，5）3（2，7） 4 4，6（1，5）3，2，7
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ノーブルルージュ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 タイキブリザード 初出走

2012．3．23生 牝2黒鹿 母 スプラッシュビート 母母 トリプルマッチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16018 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

59 ティーエスネオ 牡3芦 56 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 504－ 61：47．4 31．7�
713 テーオービックバン 牡3栗 56 酒井 学小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋14 〃 アタマ 13．3�
817 センセーション 牝3鹿 54 川須 栄彦田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 488＋ 8 〃 ハナ 3．7�
24 コスモカパルア 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 森田 直行 日高 北田 剛 458＋ 41：47．61 5．8�
510 ランガージュ 牡3鹿 56 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：47．81� 5．9�
612 メモリービレッジ 牡3鹿 56 古川 吉洋	シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 482 ―1：47．9� 146．4

23 ファンタスマゴリア 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 462－24 〃 アタマ 198．1�

36 ファイアーシチー 牡3青鹿56 藤岡 康太 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 454－ 61：48．0	 9．4�
35 ショウナンアトラス 牡3鹿 56 北村 友一国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 8 〃 ハナ 17．7
611 ロ ザ リ ウ ム 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：48．21 53．9�
815 シーリーヴェール 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 474± 01：48．41� 5．9�
47 サトノエカテリーナ 牝3青鹿54 松田 大作里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 438－ 4 〃 クビ 9．7�
714 ユウキファイター 牡3鹿 56 国分 優作ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 442＋ 41：49．03	 54．0�
11 メイショウラファー 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也松本 好�氏 千田 輝彦 浦河 磯野牧場 460－ 4 〃 クビ 158．7�
48 バ ラ シ ー ト 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 522 ―1：49．1クビ 62．7�
816 ウォーヘッド 牡3黒鹿56 藤田 伸二	G1レーシング 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 41：49．41� 38．7�
12 マイスクエアワン 牝3黒鹿54 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442± 01：49．61� 189．3�
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売 得 金
単勝： 29，373，200円 複勝： 49，847，300円 枠連： 18，721，200円
馬連： 66，630，800円 馬単： 33，969，600円 ワイド： 32，822，100円
3連複： 89，135，700円 3連単： 126，960，900円 計： 447，460，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 800円 � 360円 � 180円 枠 連（5－7） 2，610円

馬 連 �� 18，240円 馬 単 �� 38，480円

ワ イ ド �� 5，210円 �� 3，590円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 33，220円 3 連 単 ��� 270，720円

票 数

単勝票数 計 293732 的中 � 7397（9番人気）
複勝票数 計 498473 的中 � 13399（9番人気）� 33431（7番人気）� 89785（1番人気）
枠連票数 計 187212 的中 （5－7） 5542（13番人気）
馬連票数 計 666308 的中 �� 2830（45番人気）
馬単票数 計 339696 的中 �� 662（92番人気）
ワイド票数 計 328221 的中 �� 1600（47番人気）�� 2340（36番人気）�� 5917（21番人気）
3連複票数 計 891357 的中 ��� 2012（96番人気）
3連単票数 計1269609 的中 ��� 340（713番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．3―12．5―12．6―12．6―11．9―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―34．8―47．3―59．9―1：12．5―1：24．4―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．9
3 1，5（7，10）（11，13）（4，12）（9，17）（2，3）（15，16）8（14，6） 4 ・（1，5）10（7，12，13）11（4，9，17）（15，16）（2，3）（8，6）14

勝馬の
紹 介

ティーエスネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2013．12．15 阪神6着

2011．4．14生 牡3芦 母 レイナワルツ 母母 レイナロバリー 8戦1勝 賞金 6，650，000円
〔制裁〕 ティーエスネオ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）



16019 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 ローレルレジェンド 牡5鹿 57 太宰 啓介 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 482＋ 21：52．2 2．9�
22 デ モ ニ オ 牡3青 54 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 486± 01：52．41� 2．4�
56 サトノシーザー 牡5青 57

54 ▲義 英真里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 528－ 61：52．61� 16．0�
33 ノアオーカン 牡4黒鹿57 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 474± 01：53．02� 59．5�
67 トレードウィンド 牡4鹿 57 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋10 〃 アタマ 76．4	
811� レーザービーム 牡4栗 57 池添 謙一畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 折手牧場 450－ 41：53．63� 115．7

79 � スリーキングス 牡5栗 57

54 ▲岩崎 翼永井商事� 石橋 守 安平 ノーザンファーム 518－ 71：53．91	 143．5�
710 ヒミノオオタカ 牡4鹿 57 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 486＋ 51：54．32� 47．5�
11 テイエムライオネス 牝4青鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 476－ 61：54．51� 47．1
44 マジカルツアー 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 B468－ 21：54．92� 7．6�
812 キングオブタイム 牡3黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 490± 01：55．43 6．2�
68 クリノカンパニー 牡3鹿 54

51 ▲松若 風馬栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 474± 01：56．99 15．8�
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売 得 金
単勝： 27，831，000円 複勝： 37，584，000円 枠連： 12，891，400円
馬連： 57，252，200円 馬単： 37，526，400円 ワイド： 26，027，600円
3連複： 74，292，700円 3連単： 152，984，500円 計： 426，389，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 120円 � 230円 枠 連（2－5） 280円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 170円 �� 520円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，440円

票 数

単勝票数 計 278310 的中 � 74997（2番人気）
複勝票数 計 375840 的中 � 84745（2番人気）� 101057（1番人気）� 28573（5番人気）
枠連票数 計 128914 的中 （2－5） 34463（1番人気）
馬連票数 計 572522 的中 �� 134162（1番人気）
馬単票数 計 375264 的中 �� 37267（2番人気）
ワイド票数 計 260276 的中 �� 49563（1番人気）�� 11021（6番人気）�� 10064（8番人気）
3連複票数 計 742927 的中 ��� 43616（3番人気）
3連単票数 計1529845 的中 ��� 24975（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―12．9―12．3―12．9―12．7―12．7―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．8―35．7―48．0―1：00．9―1：13．6―1：26．3―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルレジェンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．11．6 京都6着

2009．4．15生 牡5鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 12戦2勝 賞金 23，700，000円
〔制裁〕 スリーキングス号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

16020 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第8競走 ��
��2，000�

つ る は し

鶴 橋 特 別
発走13時40分（番組第9競走を順序変更） （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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

77 アドマイヤスピカ 牡4栗 57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 490－ 42：02．3 2．1�
33 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿52 藤田 伸二土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 496－ 42：02．51� 6．0�
66 ポセイドンバローズ 牡4栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B472－ 42：02．71	 2．7�
44 テイエムレンジャー 牡4鹿 57 太宰 啓介竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 496－ 62：03．01
 13．0�
22 � スリーダッシュ 牡4黒鹿57 川須 栄彦永井商事� 加藤 敬二 浦河 村中牧場 456－ 22：03．95 67．7�
55 サ チ ヒ メ 牝4青鹿55 国分 優作林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 440－ 42：04．21
 66．9	
11 デンコウセキトバ 牡3黒鹿54 幸 英明田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 498－10 〃 ハナ 6．8
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売 得 金
単勝： 27，013，300円 複勝： 30，149，700円 枠連： 発売なし
馬連： 58，385，500円 馬単： 43，450，800円 ワイド： 18，987，200円
3連複： 55，785，100円 3連単： 212，693，300円 計： 446，464，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 160円 �� 110円 �� 200円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 2，020円

票 数

単勝票数 計 270133 的中 � 101670（1番人気）
複勝票数 計 301497 的中 � 105159（1番人気）� 49483（3番人気）
馬連票数 計 583855 的中 �� 69618（2番人気）
馬単票数 計 434508 的中 �� 28306（3番人気）
ワイド票数 計 189872 的中 �� 26307（2番人気）�� 58835（1番人気）�� 17650（3番人気）
3連複票数 計 557851 的中 ��� 142175（1番人気）
3連単票数 計2126933 的中 ��� 76164（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．1―13．5―12．7―12．5―12．0―11．5―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．8―51．3―1：04．0―1：16．5―1：28．5―1：40．0―1：50．9

コーナー
通過順位

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

2
4
3，7－5（1，6）－4，2・（3，7）（1，6）（5，4）2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤスピカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．2 阪神4着

2010．2．23生 牡4栗 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 14戦3勝 賞金 52，339，000円



16021 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第9競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走14時15分（番組第8競走を順序変更） （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
1：32．0
1：30．7

良
良

813 ノーブルコロネット 牝4鹿 55 池添 謙一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 478＋ 41：33．1 2．2�
33 ディレットリーチェ 牝4栗 55 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 508＋ 61：33．52� 71．9�
11 サ ト ノ ネ ネ 牝4鹿 55 松田 大作里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452－ 61：33．71� 30．8�
22 タニノタキシード 牡4黒鹿57 菱田 裕二谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 466－121：33．9	 12．6�
45 ハギノブシドウ 牡4栗 57

54 ▲小崎 綾也日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 504＋ 41：34．22 7．5�
57 ラストタキオン 牡4栗 57 藤岡 佑介山住 勲氏 矢作 芳人 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 460－ 21：34．3� 8．3	
710 リッシュレーヴ 牡4鹿 57 北村 友一山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 474－ 21：34．4	 25．5

44 サンマルホーム 牡4栗 57 太宰 啓介相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B430－ 2 〃 ハナ 11．3�
812 ハルズハッピー 牡4芦 57 古川 吉洋田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 492－101：34．72 28．7�
56 リバーソウル 牡3黒鹿54 松山 弘平林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 442± 01：34．8� 4．8
68 スカイグラフィティ 牝4芦 55

52 ▲岩崎 翼飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484＋ 41：35．11	 126．9�
711
� エーシンザホット 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬�栄進堂 坂口 正則 仏 Haras du
Quesnay 482－ 71：35．52� 21．0�

（12頭）
69 タニオブローズ 牝4鹿 55 酒井 学谷 研司氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 450± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，751，300円 複勝： 40，992，700円 枠連： 24，970，800円
馬連： 71，874，100円 馬単： 36，465，700円 ワイド： 27，681，000円
3連複： 68，127，600円 3連単： 116，916，000円 計： 413，779，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 1，580円 � 690円 枠 連（3－8） 10，680円

馬 連 �� 12，510円 馬 単 �� 14，370円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 1，050円 �� 13，740円

3 連 複 ��� 53，780円 3 連 単 ��� 231，590円

票 数

単勝票数 差引計 267513（返還計 40880） 的中 � 96462（1番人気）
複勝票数 差引計 409927（返還計 56798） 的中 � 108181（1番人気）� 5024（11番人気）� 12393（10番人気）
枠連票数 差引計 249708（返還計 478） 的中 （3－8） 1812（21番人気）
馬連票数 差引計 718741（返還計327581） 的中 �� 4451（32番人気）
馬単票数 差引計 364657（返還計164675） 的中 �� 1902（42番人気）
ワイド票数 差引計 276810（返還計 95019） 的中 �� 2117（35番人気）�� 7041（13番人気）�� 505（59番人気）
3連複票数 差引計 681276（返還計513468） 的中 ��� 950（110番人気）
3連単票数 差引計1169160（返還計924643） 的中 ��� 366（538番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．7―11．5―11．0―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―46．9―58．4―1：09．4―1：20．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルコロネット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2012．11．24 京都1着

2010．2．7生 牝4鹿 母 ノーブルステラ 母母 Noble Pearl 11戦2勝 賞金 31，061，000円
〔競走除外〕 タニオブローズ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 エーシンザホット号の騎手松若風馬は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・2

番）

16022 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第10競走 ��
��1，800�

か こ が わ

加 古 川 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

79 ス ピ ナ ッ チ 牝3黒鹿52 川須 栄彦橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 460＋ 21：52．2 2．4�
22 タガノプリンス 牡6鹿 57 岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 21：52．73 7．7�
11 キングブレイク 牡5栗 57 藤岡 康太宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 514＋ 6 〃 クビ 5．5�
67 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 456－ 41：52．8� 5．9�
55 バサラヴォーグ 牡5芦 57 国分 優作湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 478－ 81：52．9� 18．7�
811 エクセルフラッグ 牡7鹿 57 松田 大作橋場 勇二氏 千田 輝彦 えりも エクセルマネジメント 526＋201：53．0	 167．8�
33 アグネスダリム 牝5栗 55 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 アタマ 38．4	
78 
 ホーマンベルウィン 牡6黒鹿57 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 474－ 21：53．21� 47．9

44 フジインザスカイ 牝3鹿 52 菱田 裕二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 440－ 71：53．4	 22．9�
810 プルーフポジティブ 牡5黒鹿57 森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 470± 01：53．93 17．5�
66 デジタルハーツ 牡5鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 高村牧場 476－ 21：54．53� 6．6
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売 得 金
単勝： 38，001，600円 複勝： 58，558，300円 枠連： 24，053，700円
馬連： 124，585，000円 馬単： 70，801，900円 ワイド： 45，472，800円
3連複： 147，142，300円 3連単： 294，756，700円 計： 803，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 190円 � 170円 枠 連（2－7） 920円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 380円 �� 320円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 4，890円

票 数

単勝票数 計 380016 的中 � 126671（1番人気）
複勝票数 計 585583 的中 � 152988（1番人気）� 65974（5番人気）� 80307（3番人気）
枠連票数 計 240537 的中 （2－7） 20222（4番人気）
馬連票数 計1245850 的中 �� 97039（4番人気）
馬単票数 計 708019 的中 �� 39852（3番人気）
ワイド票数 計 454728 的中 �� 30892（3番人気）�� 38345（2番人気）�� 17641（8番人気）
3連複票数 計1471423 的中 ��� 72038（3番人気）
3連単票数 計2947567 的中 ��� 43657（6番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―13．4―13．0―12．9―12．2―12．1―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―36．7―49．7―1：02．6―1：14．8―1：26．9―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ピ ナ ッ チ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．6．30 中京9着

2011．3．31生 牝3黒鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 9戦3勝 賞金 29，766，000円

２レース目



16023 6月8日 晴 良 （26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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：44．5
1：43．9

良
良

811 マコトブリジャール 牝4鹿 55 松山 弘平�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 402＋ 21：46．2 6．5�
79 アクションスター 牡4栗 57 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：46．3	 7．7�
11 トーセンソレイユ 牝4鹿 55 小牧 太島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 クビ 3．0�
33 フレージャパン 牡5栗 57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 478＋ 61：46．4クビ 20．4�
78 ドリームトレイン 牡5黒鹿57 菱田 裕二前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 502＋ 2 〃 クビ 11．9	
66 エーシングングン 牡5栗 57 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 478＋ 21：46．5
 68．9

55 デウスウルト �6黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：46．6
 7．8�
44 ハナノシンノスケ 牡7鹿 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 490－ 6 〃 ハナ 81．9�
22 アドマイヤドバイ 牡4鹿 57 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 466＋ 41：46．7クビ 4．9
810 テイエムイナズマ 牡4黒鹿57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 510± 0 〃 アタマ 7．3�
67 トーホウストロング 牡6黒鹿57 �島 良太東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 488－ 61：46．8	 45．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，957，700円 複勝： 71，017，300円 枠連： 40，310，100円
馬連： 194，963，900円 馬単： 103，295，500円 ワイド： 62，931，500円
3連複： 233，737，900円 3連単： 473，533，800円 計： 1，229，747，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 240円 � 140円 枠 連（7－8） 770円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 570円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 21，750円

票 数

単勝票数 計 499577 的中 � 61415（3番人気）
複勝票数 計 710173 的中 � 74431（5番人気）� 67635（6番人気）� 159722（1番人気）
枠連票数 計 403101 的中 （7－8） 40350（2番人気）
馬連票数 計1949639 的中 �� 56792（12番人気）
馬単票数 計1032955 的中 �� 15163（25番人気）
ワイド票数 計 629315 的中 �� 15634（19番人気）�� 29174（5番人気）�� 24398（8番人気）
3連複票数 計2337379 的中 ��� 55131（10番人気）
3連単票数 計4735338 的中 ��� 15784（83番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．9―12．4―12．2―11．7―10．9―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．8―48．2―1：00．4―1：12．1―1：23．0―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトブリジャール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．3．10 阪神1着

2010．3．23生 牝4鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 14戦5勝 賞金 68，698，000円

16024 6月8日 晴 良 （26阪神3）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

34 エイシンライアン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋ 41：23．8 4．7�
815� サトノデプロマット 牡4黒鹿57 太宰 啓介里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 496＋ 61：24．11	 1．5�
11 タガノトネール 
4鹿 57 松田 大作八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 81：24．42 13．8�
22 メイショウアイアン 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 498± 01：24．5� 20．2�
59  ミリオンヴォルツ 牡5鹿 57 菱田 裕二林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 490－ 41：24．6クビ 15．9�
58  ミリアグラシア 牝4栗 55

52 ▲小崎 綾也杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton
C. Jones 502＋ 21：24．7� 54．7�

46 エミネントレコード 牡3鹿 54 幸 英明	G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 488－ 61：25．01	 13．6

47 メイショウカフウ 牡3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 452－18 〃 ハナ 50．7�
35 キングズウェザー 牡4栗 57 川須 栄彦吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 496± 01：25．21� 22．8�
814� ブ ラ ゾ ン 牡4芦 57 小牧 太前田 幸治氏 森田 直行 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 466－ 51：25．73 121．1

610 エ ク チ ュ ア 牡5鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 鈴木 孝志 英 Value
Bloodstock 446－ 41：26．44 42．6�

23 � オリエンタルエッグ 牝4青鹿55 酒井 学棚網るみ子氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 440－111：27．14 79．3�
611� ワンダーパラジーノ 牡4栗 57 竹之下智昭山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 472＋ 61：27．2� 417．3�
712 タマモライト 牡3鹿 54 池添 謙一タマモ	 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 426－141：27．3	 86．5�
713 ナムラハリー 牡3鹿 54

51 ▲城戸 義政奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 422± 01：27．61	 274．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 64，954，300円 複勝： 117，102，100円 枠連： 46，291，600円
馬連： 176，715，800円 馬単： 112，354，200円 ワイド： 76，404，900円
3連複： 224，218，000円 3連単： 483，732，100円 計： 1，301，773，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 120円 � 110円 � 210円 枠 連（3－8） 280円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 170円 �� 580円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 649543 的中 � 109108（2番人気）
複勝票数 計1171021 的中 � 191090（2番人気）� 584911（1番人気）� 64983（4番人気）
枠連票数 計 462916 的中 （3－8） 127502（1番人気）
馬連票数 計1767158 的中 �� 399007（1番人気）
馬単票数 計1123542 的中 �� 77130（2番人気）
ワイド票数 計 764049 的中 �� 150170（1番人気）�� 27374（7番人気）�� 43539（3番人気）
3連複票数 計2242180 的中 ��� 143325（1番人気）
3連単票数 計4837321 的中 ��� 49200（11番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．2―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．5―46．7―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンライアン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Xaar デビュー 2013．1．26 京都2着

2010．3．7生 牡4黒鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 8戦3勝 賞金 31，950，000円
〔騎手変更〕 キングズウェザー号の騎手武幸四郎は，負傷のため川須栄彦に変更。
※出走取消馬 タッチシタイ号（疾病〔右肩跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケンブリッジギルド号・バンブーバッジョ号

４レース目



（26阪神3）第2日 6月8日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

186，140，000円
6，520，000円
990，000円

15，520，000円
57，282，500円
4，540，200円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
370，597，600円
569，088，000円
214，083，600円
966，253，800円
581，789，700円
393，933，000円
1，181，260，300円
2，393，141，200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 6，670，147，200円

総入場人員 18，248名 （有料入場人員 17，048名）
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