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16049 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

78 ワキノヒビキ 牡2鹿 54 和田 竜二脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 480－ 41：23．7 18．8�
89 カシノハリウッド 牡2栗 54 浜中 俊柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 502＋ 2 〃 クビ 2．5�
810 ナムラマミー 牝2鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 396－ 21：24．23 13．1�
22 オ ウ キ ュ ウ 牝2青鹿 54

51 ▲松若 風馬重松 國建氏 日吉 正和 浦河 北俣牧場 460－ 21：24．3� 99．8�
77 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 430＋ 4 〃 クビ 6．0�
33 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 430－ 61：24．4� 2．1	
44 ケ ル ソ ン 牡2鹿 54

51 ▲岩崎 翼山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 信成牧場 474＋ 61：24．93 80．9

11 マ ケ ナ イ デ 牝2栗 54

51 ▲義 英真小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 450－ 41：25．22 56．9�

55 ドンデナーダ 牡2鹿 54 北村 友一山田 貢一氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452± 01：25．73 24．3�

66 ファイヤウィード 牝2鹿 54 幸 英明松田 整二氏 日吉 正和 新ひだか 坂本 春信 484－ 41：26．12� 94．7
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，449，000円 複勝： 35，084，200円 枠連： 7，475，800円
馬連： 29，908，500円 馬単： 23，561，700円 ワイド： 16，455，300円
3連複： 39，807，800円 3連単： 82，704，400円 計： 250，446，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 660円 � 160円 � 420円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，080円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 33，380円

票 数

単勝票数 計 154490 的中 � 6568（5番人気）
複勝票数 計 350842 的中 � 11054（6番人気）� 78129（2番人気）� 18746（4番人気）
枠連票数 計 74758 的中 （7－8） 11110（3番人気）
馬連票数 計 299085 的中 �� 13756（6番人気）
馬単票数 計 235617 的中 �� 3249（16番人気）
ワイド票数 計 164553 的中 �� 5825（6番人気）�� 1905（17番人気）�� 8993（4番人気）
3連複票数 計 398078 的中 ��� 6864（13番人気）
3連単票数 計 827044 的中 ��� 1796（88番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．0―12．7―12．1―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．0―48．7―1：00．8―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．0
3 2，9，1，10，3（7，8）4，5－6 4 2，9，8，1，10（3，7）（4，5）－6

勝馬の
紹 介

ワキノヒビキ �
�
父 オンファイア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．7 東京14着

2012．3．19生 牡2鹿 母 ワキノバクシン 母母 メイショウフレスコ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔調教再審査〕 ファイヤウィード号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※出走取消馬 ウインバニラスカイ号（疾病〔右肩跛行〕のため）

16050 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5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）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 メイショウクローバ 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B496＋121：54．3 5．3�

68 サダムアリガトウ 牝3鹿 54 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482± 0 〃 クビ 1．3�

33 ショウナンバレッタ 牝3鹿 54 和田 竜二�湘南 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530± 01：54．93� 9．4�

55 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 440－ 21：55．32� 97．0�
812 エミネントフラワー 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート庄野 靖志 浦河 中島牧場 434－ 6 〃 ハナ 77．7�
67 ラ デ ィ ー ア 牝3鹿 54 松山 弘平有限会社シルク大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438± 01：56．47 9．1	
56 バルサムホロウ 牝3鹿 54 �島 良太�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 428± 01：56．61� 22．5

710 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 446－ 61：56．7� 113．6�
44 エ ト ラ 牝3鹿 54 川須 栄彦佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 414－ 21：57．01� 134．5�
22 アスカリジイ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 440－ 41：57．95 221．1
811 シーヴァージア 牝3芦 54 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 440± 01：58．85 47．7�
79 キョウワマジック 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 466± 01：58．9� 188．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，625，000円 複勝： 88，700，700円 枠連： 9，479，000円
馬連： 32，520，800円 馬単： 32，227，000円 ワイド： 18，825，700円
3連複： 44，496，100円 3連単： 115，165，900円 計： 361，040，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 110円 � 100円 � 150円 枠 連（1－6） 200円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 140円 �� 360円 �� 220円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 196250 的中 � 29443（2番人気）
複勝票数 計 887007 的中 � 49903（2番人気）� 734604（1番人気）� 27962（3番人気）
枠連票数 計 94790 的中 （1－6） 35796（1番人気）
馬連票数 計 325208 的中 �� 99859（1番人気）
馬単票数 計 322270 的中 �� 26537（4番人気）
ワイド票数 計 188257 的中 �� 46004（1番人気）�� 9986（6番人気）�� 19395（3番人気）
3連複票数 計 444961 的中 ��� 78642（2番人気）
3連単票数 計1151659 的中 ��� 25900（8番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．1―13．1―13．2―13．0―12．9―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．6―49．7―1：02．9―1：15．9―1：28．8―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウクローバ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．14 京都12着

2011．4．14生 牝3鹿 母 チアズグレイス 母母 チアズフラワー 9戦1勝 賞金 7，290，000円
〔発走状況〕 マイスクエアワン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイスクエアワン号は，発走調教再審査。

第３回 阪神競馬 第５日



16051 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

11 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿54 北村 友一伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 496－ 61：25．7 23．9�
816 バーンアウル 牝3鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 81：25．8� 6．5�
611 リ ノ リ オ 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ �錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 484－ 21：26．01 1．5�

（豪）

23 パープルパルピナ 牡3鹿 56 小牧 太中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 476－ 21：26．21� 55．4�
59 ワンダーエターナル 牡3鹿 56 太宰 啓介山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 水丸牧場 448± 0 〃 アタマ 220．6�
35 エンプレスペスカ 牝3青鹿 54

51 ▲松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 456± 0 〃 ハナ 10．8	
24 イタダキマス 牡3栗 56 的場 勇人山口 正行氏 福島 信晴 日高 長谷川 一男 492＋ 41：26．73 149．4

510 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿56 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 440± 01：26．91� 26．7�
612 ホッコーファイン 牝3栗 54 幸 英明矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 418－ 2 〃 クビ 41．4�
714 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56 川須 栄彦守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 460－121：27．21� 79．2
48 エイシンツバメ 牡3栗 56 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 浦河 高野牧場 484＋ 81：27．52 6．4�
815 アイファーフィリア 牝3鹿 54 国分 優作中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 450－ 41：27．6クビ 113．5�
47 シゲルタンゴ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 広田牧場 428± 01：28．34 320．1�
12 カシノシュウセイ 牡3鹿 56 松山 弘平柏木 務氏 牧田 和弥 新ひだか 三石川上牧場 508± 0 〃 アタマ 25．9�
713 マルヨラピド 牝3青鹿54 熊沢 重文野村 春行氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 B442－ 81：28．61� 163．6�
36 ディアレクラン 牝3鹿 54 和田 竜二ディアレスト 山内 研二 新ひだか 八田ファーム 446－ 21：28．91� 119．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，088，700円 複勝： 104，545，900円 枠連： 10，142，700円
馬連： 41，207，400円 馬単： 33，822，300円 ワイド： 23，169，600円
3連複： 58，257，300円 3連単： 105，818，400円 計： 400，052，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 430円 � 170円 � 110円 枠 連（1－8） 3，970円

馬 連 �� 10，440円 馬 単 �� 28，150円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 590円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 59，190円

票 数

単勝票数 計 230887 的中 � 7727（5番人気）
複勝票数 計1045459 的中 � 12294（7番人気）� 46283（2番人気）� 824603（1番人気）
枠連票数 計 101427 的中 （1－8） 1976（12番人気）
馬連票数 計 412074 的中 �� 3057（24番人気）
馬単票数 計 338223 的中 �� 901（53番人気）
ワイド票数 計 231696 的中 �� 2595（22番人気）�� 9412（6番人気）�� 29420（1番人気）
3連複票数 計 582573 的中 ��� 15342（7番人気）
3連単票数 計1058184 的中 ��� 1296（168番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．9―12．5―12．6―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．1―47．6―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4F50．6―3F38．1
3 1（6，9）16（2，11）（8，13）（5，12）7（15，14）4，3，10 4 1（6，9）（16，11）－2（12，8）13（5，14）4（15，3）（7，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイテンペスタ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Bird デビュー 2014．2．8 小倉6着

2011．2．21生 牝3黒鹿 母 スノーペトレル 母母 Goldminess 7戦1勝 賞金 5，350，000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。
（非抽選馬） 1頭 クリアザコースト号
※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。

16052 6月21日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26阪神3）第5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

57 クレバーベスト �6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 466± 03：18．2 2．1�
33 グリッターウイング 牡7栗 60 西谷 誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524＋ 63：18．3� 6．5�
69 ルペールノエル 牡4黒鹿60 白浜 雄造 �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 514＋123：19．79 6．9�
46 � ジョーマダガスカル �5鹿 60 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 506＋ 6 〃 アタマ 33．9�
814 オールアズワン 牡6黒鹿60 佐久間寛志宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 484－ 83：20．01	 8．4�
45 テイエムシシーポス 牡4鹿 60 田村 太雅竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 484－ 23：20．1	 8．3	
22 
 テーオーダンシング �7鹿 60 難波 剛健小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 532＋ 23：20．84 67．1

58 モ ン モ ン 牡4鹿 60 横山 義行小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 484－ 43：21．43� 71．4�
11 メイショウタービン 牡5鹿 60 中村 将之松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 462＋ 43：23．5大差 12．1�
712 ワンダーバライル 牡7芦 60 黒岩 悠山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 490＋ 63：26．8大差 39．7
34 コスモカンタービレ 牡7黒鹿60 大江原 圭 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 B492－ 83：28．6大差 48．7�
813 テイエムイチリュウ 牡3栗 58 森 一馬竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 山際牧場 486－ 43：29．23� 201．1�
610 スカイコンフォート 牡5青鹿60 金子 光希小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム 466＋ 43：36．4大差 130．6�
711 メイショウオオゼキ �4鹿 60 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 484± 0 （競走中止） 20．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，718，600円 複勝： 24，155，800円 枠連： 9，676，800円
馬連： 31，440，600円 馬単： 20，841，400円 ワイド： 15，905，500円
3連複： 45，805，000円 3連単： 70，523，200円 計： 235，066，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 220円 枠 連（3－5） 640円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 280円 �� 550円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 10，890円

票 数

単勝票数 計 167186 的中 � 62580（1番人気）
複勝票数 計 241558 的中 � 75624（1番人気）� 31159（2番人気）� 20634（5番人気）
枠連票数 計 96768 的中 （3－5） 11707（2番人気）
馬連票数 計 314406 的中 �� 36847（1番人気）
馬単票数 計 208414 的中 �� 13532（1番人気）
ワイド票数 計 159055 的中 �� 16247（1番人気）�� 7103（4番人気）�� 3490（14番人気）
3連複票数 計 458050 的中 ��� 11550（7番人気）
3連単票数 計 705232 的中 ��� 4693（25番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 52．2－3F 39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
7（1，3）9－6－8（14，2）－5＝12＝10＝（4，13）
7－3－9－（1，2）（6，8）（14，5）＝12＝4＝13＝10

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

勝馬の
紹 介

クレバーベスト �
�
父 King’s Best �

�
母父 Singspiel デビュー 2010．8．15 札幌11着

2008．3．14生 �6鹿 母 フィオヌーラ 母母 Above Water 障害：12戦1勝 賞金 15，900，000円
〔発走状況〕 テーオーダンシング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 メイショウオオゼキ号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダイコウキ号



16053 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

710 ボクノナオミ 牝2鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 460 ―1：13．8 6．0�
811 エンプレスダンス 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新ひだか タイヘイ牧場 458 ―1：14．43� 22．4�
67 リンガディンドン 牡2芦 54 福永 祐一吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 516 ―1：14．5� 3．6�
55 メ ザ ニ ン 牡2栗 54 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 浦河 小島牧場 458 ―1：14．6� 31．6�
812 アドマイヤリバティ 牡2鹿 54 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 450 ― 〃 アタマ 12．5�
33 ウインオベロン 牡2黒鹿54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 458 ―1：14．7クビ 5．9	
68 	 セイウンデライラ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 森 秀行 米 Eaton &
Thorne,Inc. 482 ―1：15．33� 3．1


11 ゴールドバンカー 牡2栗 54
51 ▲岩崎 翼磯波 勇氏 田中 章博 登別 登別上水牧場 422 ―1：15．83 115．3�

79 グローリアポンテ 牡2黒鹿54 川田 将雅幅田 京子氏 笹田 和秀 新冠 長浜牧場 448 ― 〃 クビ 9．1�
44 コウザンダンサー 牝2栗 54

51 ▲義 英真山下 良子氏 佐藤 正雄 新冠 北星村田牧場 404 ―1：16．86 37．8
22 ジャイアントケンタ 牡2鹿 54 北村 友一森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 468 ―1：17．11� 64．7�
56 クールバジリスク 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 浦河 アイオイファーム 464 ―1：24．1大差 120．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，539，100円 複勝： 28，760，900円 枠連： 10，747，400円
馬連： 36，212，000円 馬単： 24，553，500円 ワイド： 17，477，600円
3連複： 45，310，800円 3連単： 75，776，000円 計： 259，377，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 470円 � 160円 枠 連（7－8） 1，090円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 10，400円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 400円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 44，020円

票 数

単勝票数 計 205391 的中 � 27276（4番人気）
複勝票数 計 287609 的中 � 45783（3番人気）� 11712（7番人気）� 55215（1番人気）
枠連票数 計 107474 的中 （7－8） 7634（6番人気）
馬連票数 計 362120 的中 �� 5046（19番人気）
馬単票数 計 245535 的中 �� 1770（37番人気）
ワイド票数 計 174776 的中 �� 2744（18番人気）�� 12306（2番人気）�� 3064（16番人気）
3連複票数 計 453108 的中 ��� 6139（19番人気）
3連単票数 計 757760 的中 ��� 1248（149番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―36．0―48．5―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボクノナオミ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

2012．2．16生 牝2鹿 母 ドゥーワップ 母母 ハウヤドウーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールバジリスク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月21日まで平地

競走に出走できない。

16054 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5日 第6競走 ��
��1，400�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
1：19．9
1：19．0

良
良

23 � エイシンソルティー 牝3芦 54 C．ウィリアムズ �栄進堂 西園 正都 米 Redmon
Farm, LLC 476＋ 41：21．6 3．1�

（豪）

47 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 国分 恭介金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 394＋ 6 〃 クビ 21．4�

11 ニホンピロディール 牝3栗 54 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 446＋ 61：21．91� 11．5�
715 キュークッキング 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 462－ 2 〃 クビ 23．8�
24 ポ ー シ ア 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－101：22．32	 12．9	
612 カシマフェニックス 
3鹿 56

53 ▲義 英真鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 488＋ 61：22．4	 21．0

816 アルティマプリンス 牡3黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 ハナ 2．2�
59 アップカレント 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 81：22．5クビ 170．7�
510 メイショウラバンド 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 440＋ 2 〃 ハナ 13．5
611 ハッピーウィンド 牝3栗 54 小牧 太馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 444－ 81：22．71� 174．3�
35 ピ ノ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼廣崎 玲子氏 梅田 智之 新冠 川上牧場 488＋ 2 〃 クビ 31．2�
817 サンタエヴィータ 牝3栗 54 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 41：22．8クビ 28．8�
714 モ ッ シ ュ 牡3芦 56 太宰 啓介小嶋 將則氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 496－ 21：23．11� 307．2�
12 ショウナンバスター 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二国本 哲秀氏 西浦 勝一 新ひだか 西村 和夫 416－ 21：23．2� 423．2�
48 ジョーエクスカリバ 牡3鹿 56 松山 弘平上田けい子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 510＋161：23．62	 99．5�
36 カシノエーデル 牝3鹿 54 国分 優作柏木 務氏 境 直行 鹿児島 新保牧場 442＋211：24．02	 249．5�
818 ハードバーン 牝3黒鹿54 田中 健飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448＋161：27．8大差 332．7�
713 アルリネージ 牝3鹿 54 �島 良太�エーティー 昆 貢 新冠 北星村田牧場 450－121：28．12 114．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，080，700円 複勝： 42，081，500円 枠連： 14，730，000円
馬連： 52，965，800円 馬単： 32，611，800円 ワイド： 30，212，600円
3連複： 69，962，000円 3連単： 114，317，000円 計： 382，961，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 440円 � 240円 枠 連（2－4） 2，500円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 480円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 38，910円

票 数

単勝票数 計 260807 的中 � 65997（2番人気）
複勝票数 計 420815 的中 � 107695（2番人気）� 18447（7番人気）� 42016（3番人気）
枠連票数 計 147300 的中 （2－4） 4566（10番人気）
馬連票数 計 529658 的中 �� 11573（13番人気）
馬単票数 計 326118 的中 �� 4295（19番人気）
ワイド票数 計 302126 的中 �� 6611（10番人気）�� 17234（2番人気）�� 3355（21番人気）
3連複票数 計 699620 的中 ��� 7328（20番人気）
3連単票数 計1143170 的中 ��� 2130（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．8―45．4―57．6―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 9，15，4（5，18）1（8，13）3（7，6，17）（2，10）（12，16）11，14 4 9－（4，15）（1，5）3，18（7，17）8（2，13）（12，16）（11，10）（6，14）

勝馬の
紹 介

�エイシンソルティー �
�
父 Tapit �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．6．15 阪神3着

2011．1．24生 牝3芦 母 Eightyfivebroadst 母母 Golden Gorse 11戦1勝 賞金 18，100，000円
〔制裁〕 キュークッキング号の騎手松若風馬は，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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハードバーン号・アルリネージ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウエスタンマンデラ号・リベリオン号
※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。



16055 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5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）

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

510 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 472－101：52．1 5．7�
35 オーシャンドライブ 牡5黒鹿57 C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 554＋ 8 〃 クビ 19．9�

（豪）

714 ヴォルケンクラッツ 牡3黒鹿54 和田 竜二有限会社シルク平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534± 01：52．31 6．3�

47 エーシンヘディング 牡4鹿 57 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 478± 01：52．4� 15．8�
36 ヒラボクレジェンド 牡3栗 54 川須 栄彦�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 516＋ 8 〃 アタマ 39．7�
59 パッシングブリーズ 牡3鹿 54 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468－ 21：52．61� 79．3	
11 ヨヨギマック 牡3栗 54 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 504－ 2 〃 クビ 12．7

24 メイショウソレイユ 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 456－ 81：52．7クビ 60．1�
48 クレスコモア 牡4黒鹿57 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 530－ 21：52．91� 4．0�
713 コウユーアンドレ 牡4鹿 57 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 462＋ 41：53．0� 119．9
612 トゥヴァビエン 牡4黒鹿57 国分 優作玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 534＋ 61：53．53 62．9�
611 サクセスグローリー 牡3黒鹿54 福永 祐一髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 540＋201：53．6� 3．6�
23 アズマユニヴァース 牡6栗 57 小牧 太田島 大史氏 田中 章博 浦河 川越ファーム 470± 01：53．7クビ 233．3�
815 タガノギャラクシー 牡4鹿 57

54 ▲義 英真八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 528－ 2 〃 ハナ 20．8�

12 タガノハヤテ 牡3栗 54 松山 弘平八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 490＋ 21：53．91� 14．7�
816 レッドバビロン 牡5青鹿 57

54 ▲松若 風馬 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 502－ 61：54．32� 206．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，146，100円 複勝： 51，767，600円 枠連： 15，558，700円
馬連： 64，985，100円 馬単： 34，348，300円 ワイド： 35，133，500円
3連複： 84，627，900円 3連単： 118，667，100円 計： 436，234，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 550円 � 250円 枠 連（3－5） 3，010円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 900円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 12，660円 3 連 単 ��� 75，070円

票 数

単勝票数 計 311461 的中 � 43640（3番人気）
複勝票数 計 517676 的中 � 85483（2番人気）� 20197（9番人気）� 55040（4番人気）
枠連票数 計 155587 的中 （3－5） 3997（14番人気）
馬連票数 計 649851 的中 �� 9238（22番人気）
馬単票数 計 343483 的中 �� 3400（30番人気）
ワイド票数 計 351335 的中 �� 4974（23番人気）�� 10436（9番人気）�� 3408（28番人気）
3連複票数 計 846279 的中 ��� 5011（40番人気）
3連単票数 計1186671 的中 ��� 1146（253番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―13．0―12．8―12．6―12．1―12．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．6―49．4―1：02．0―1：14．1―1：26．6―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ュ ミ ッ ト �
�
父 Tapit �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．8．26 札幌9着

2010．3．5生 牡4芦 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 18戦3勝 賞金 33，550，000円
〔発走状況〕 クレスコモア号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 クレスコモア号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 オーバーヘッド号
※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。

16056 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

510 ゴールドテーラー 牝4栗 55 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 416＋ 41：46．7 2．7�
612 アドマイヤウイング 牝3鹿 52 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 456－ 21：46．8� 32．5�
714 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿52 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 458＋12 〃 ハナ 18．3�
815 ヤマニンシェリル 牝4栗 55 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 472＋ 41：46．9� 12．8�
23 フレイムコード 牝5鹿 55

52 ▲義 英真�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 472± 01：47．0� 16．0	
611 ワクワクキリシマ 牝3鹿 52 国分 優作西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋101：47．21	 9．5

12 ヴィンテージローズ 牝3栗 52

49 ▲松若 風馬吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 428± 01：47．3� 7．0�
35 ウルティマミューズ 牝3鹿 52 浜中 俊�前川企画 野中 賢二 日高 藤本ファーム 448＋161：47．51	 7．5�
36 ナリタスカイ 牝5黒鹿55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 418＋ 2 〃 ハナ 30．7
48 クイーンキセキ 牝5黒鹿55 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 446－ 41：47．6クビ 71．5�
816 エ イ ン セ ル 牝4鹿 55 幸 英明吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444＋10 〃 クビ 9．1�
817 ヴァレンティーア 牝4栗 55 C．ウィリアムズ 佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446－ 21：47．81	 20．1�

（豪）

713 ヨドノグレイス 牝5鹿 55 国分 恭介海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 438＋101：47．9� 237．6�
59 ラ グ タ イ ム 牝3鹿 52

49 ▲岩崎 翼小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 420± 0 〃 クビ 49．6�
47 センティナリー 牝4鹿 55 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：48．22 28．1�
24 ナリタプリムローズ 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 452＋ 81：48．3クビ 181．5�
11 
 シゲルタンバ 牝3芦 52 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 新冠 隆栄牧場 432± 01：49．47 143．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，138，700円 複勝： 43，448，300円 枠連： 18，430，400円
馬連： 63，704，200円 馬単： 33，369，600円 ワイド： 32，336，800円
3連複： 87，454，400円 3連単： 123，544，300円 計： 428，426，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 680円 � 510円 枠 連（5－6） 1，050円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 930円 �� 5，730円

3 連 複 ��� 18，450円 3 連 単 ��� 73，350円

票 数

単勝票数 計 261387 的中 � 76515（1番人気）
複勝票数 計 434483 的中 � 108517（1番人気）� 13088（12番人気）� 18235（8番人気）
枠連票数 計 184304 的中 （5－6） 13486（3番人気）
馬連票数 計 637042 的中 �� 11869（15番人気）
馬単票数 計 333696 的中 �� 4539（17番人気）
ワイド票数 計 323368 的中 �� 5556（16番人気）�� 9277（7番人気）�� 1402（64番人気）
3連複票数 計 874544 的中 ��� 3554（62番人気）
3連単票数 計1235443 的中 ��� 1221（224番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―11．9―12．2―11．9―11．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．7―47．6―59．8―1：11．7―1：23．0―1：34．6

コーナー
通過順位

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

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4栗 母 ホットレッグス 母母 アクセラレイション 13戦3勝 賞金 33，820，000円
〔発走状況〕 ヨドノグレイス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヨドノグレイス号は，平成26年6月22日から平成26年7月13日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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。



16057 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5日 第9競走 ��
��1，800�

た か と り

鷹 取 特 別
発走14時25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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713� エーシンザヘッド 牡4栗 57 北村 友一�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place
& Partners B468＋ 81：52．4 3．0�

612 グッドマイスター 牡5鹿 57 福永 祐一久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480± 01：52．61	 4．9�
815 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 57 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 512＋121：52．7
 5．3�
47 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 470＋ 21：52．91 25．5�
24 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ 八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 486＋ 8 〃 クビ 3．9�

（豪）

816 ペガサスフォース 牡5栗 57 浜中 俊松岡 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 476＋ 81：53．0
 61．7	

36 エイコーンパス 牡5栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 81：53．1クビ 9．0


11 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 57 国分 優作小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 470－ 31：53．31	 89．8�
23 メモリーシャルマン 牝5鹿 55 太宰 啓介橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 500＋ 21：53．4クビ 69．1�
59 � マイネルボンド 牡5青鹿57 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B506－ 4 〃 アタマ 135．0
714 ツルマルスピリット 牡7青鹿57 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 506－ 4 〃 クビ 44．9�
12 ポメグラネイト 牡3栗 54 川須 栄彦畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 544＋ 21：53．82	 31．1�
35 ロックシンガー 牡5鹿 57 的場 勇人�槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 488± 01：54．01	 256．9�
48 � テーオーフェアリー 牝5栗 55 幸 英明小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：54．1	 143．7�
510 デ コ レ イ ト 牝5鹿 55 �島 良太吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 464－ 61：54．31	 138．3�
611 コスモメルハバ 牡5鹿 57 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 502－181：54．5
 161．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，409，700円 複勝： 61，414，600円 枠連： 17，784，900円
馬連： 87，016，400円 馬単： 45，342，900円 ワイド： 38，659，400円
3連複： 117，100，000円 3連単： 184，066，300円 計： 582，794，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 160円 � 170円 枠 連（6－7） 790円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 300円 �� 330円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 4，570円

票 数

単勝票数 計 314097 的中 � 83006（1番人気）
複勝票数 計 614146 的中 � 139027（1番人気）� 96298（3番人気）� 83208（4番人気）
枠連票数 計 177849 的中 （6－7） 17432（3番人気）
馬連票数 計 870164 的中 �� 85510（2番人気）
馬単票数 計 453429 的中 �� 25376（1番人気）
ワイド票数 計 386594 的中 �� 34500（1番人気）�� 30132（3番人気）�� 20392（6番人気）
3連複票数 計1171000 的中 ��� 74463（3番人気）
3連単票数 計1840663 的中 ��� 29140（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―13．5―13．0―12．9―12．3―12．5―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―37．0―50．0―1：02．9―1：15．2―1：27．7―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンザヘッド �
�
父 Curlin �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2012．8．26 新潟3着

2010．4．17生 牡4栗 母 Sweet Belle 母母 Sanibel Sole 14戦4勝 賞金 53，216，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サウンドビガレス号・ラフィングインメイ号
（非抽選馬） 1頭 エクセルフラッグ号
※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。

16058 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5日 第10競走 ��
��1，200�

み な づ き

水無月ステークス
発走15時00分 （芝・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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

714 ワキノブレイブ 牡4青鹿57 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 486＋ 21：08．1 6．2�
713 レッドオーヴァル 牝4鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 442＋ 21：08．2� 2．8�
816 アンヴァルト 牡7青鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 178．4�
11 ロ ン ド 牝6青鹿55 藤岡 佑介水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 470＋ 21：08．3クビ 17．8�
815 テイエムタイホー 牡5栗 57 小坂 忠士竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 480－ 61：08．51	 17．0	
24 
 マイネルエテルネル 牡4栗 57 C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd 478－ 61：08．71	 11．1

（豪）

35 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 太宰 啓介ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 512＋ 6 〃 クビ 33．9�
12 � フォーチュンスター �5鹿 57 和田 竜二前田 幸治氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 518－ 4 〃 アタマ 2．8�
611 メイショウツガル 牡6鹿 57 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 476＋ 2 〃 ハナ 40．9
48 スピークソフトリー 牝5鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492± 0 〃 アタマ 30．2�
47 � デ ン フ ァ レ 牝7栗 55 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488－ 41：08．8クビ 63．1�
23 オレニホレルナヨ 牡5栗 57 国分 優作 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 498－ 8 〃 クビ 69．6�
36 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿57 川須 栄彦渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504－ 21：08．9 80．5�
510 メイショウハガクレ 牡5鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470＋ 21：09．22 152．4�
59 テイエムキュウコー 牡3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 460－121：09．41 36．0�
612 ジ ャ ベ リ ン 牡6栗 57 幸 英明石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 500＋ 41：09．61	 70．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，022，900円 複勝： 59，920，400円 枠連： 30，081，400円
馬連： 112，139，300円 馬単： 60，587，500円 ワイド： 49，409，200円
3連複： 147，327，500円 3連単： 249，862，700円 計： 749，350，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 160円 � 2，630円 枠 連（7－7） 970円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 480円 �� 12，340円 �� 8，650円

3 連 複 ��� 42，870円 3 連 単 ��� 186，170円

票 数

単勝票数 計 400229 的中 � 50844（3番人気）
複勝票数 計 599204 的中 � 76550（3番人気）� 121108（2番人気）� 4147（16番人気）
枠連票数 計 300814 的中 （7－7） 23919（2番人気）
馬連票数 計1121393 的中 �� 87814（3番人気）
馬単票数 計 605875 的中 �� 18852（6番人気）
ワイド票数 計 494092 的中 �� 29072（3番人気）�� 974（82番人気）�� 1394（67番人気）
3連複票数 計1473275 的中 ��� 2577（113番人気）
3連単票数 計2498627 的中 ��� 973（508番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．1―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．5―44．9―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．6
3 12，3，5（4，15）16，14，7，11，2，13，1（6，8，10）9 4 12（3，5）15，4，16，14（7，2，11）（1，13）10－（9，6，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワキノブレイブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．19 新潟2着

2010．5．3生 牡4青鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 26戦5勝 賞金 104，727，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ビキニブロンド号・マコトナワラタナ号・メイショウイザヨイ号
※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。



16059 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5日 第11競走 ��
��1，400�

てんぽうざん

天保山ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬
2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

710 エーシンビートロン 牡8黒鹿56 武 幸四郎�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 488－ 21：23．4 8．6�
68 ウォータールルド 牡6黒鹿57 北村 友一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 486＋ 21：23．61 3．2�
44 ナリタスーパーワン 牡5鹿 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋101：23．81� 3．9�
11 デュアルスウォード 牡6黒鹿56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B468－101：24．12 13．5�
56 キクノストーム 牡5鹿 56 国分 恭介菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 490＋ 21：24．2	 75．3	
33 インペリアルマーチ 牡7黒鹿56 浜中 俊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 562＋ 4 〃 クビ 21．2

67 メイショウツチヤマ 牡7鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 478－ 21：24．3クビ 211．2�
811 ボ レ ア ス 牡6鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 アタマ 61．5�
812
 ヘニーハウンド 牡6栗 56 C．ウィリアムズ 林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC B506＋ 2 〃 クビ 7．8
（豪）

22 キ ズ マ 牡5鹿 56 和田 竜二 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 502＋ 21：24．72	 3．8�

79 トウショウブリッツ 牡10鹿 56 国分 優作トウショウ産業� 武井 亮 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 476－101：25．44 185．3�

55 ナリタスプリング 牡7青鹿56 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 504－ 81：26．03	 49．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 54，041，200円 複勝： 87，537，900円 枠連： 33，594，100円
馬連： 209，669，200円 馬単： 103，931，900円 ワイド： 70，909，300円
3連複： 259，573，700円 3連単： 517，148，400円 計： 1，336，405，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 150円 � 120円 � 140円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 290円 �� 430円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 540412 的中 � 50163（5番人気）
複勝票数 計 875379 的中 � 130858（4番人気）� 204793（1番人気）� 164200（2番人気）
枠連票数 計 335941 的中 （6－7） 31304（3番人気）
馬連票数 計2096692 的中 �� 165847（4番人気）
馬単票数 計1039319 的中 �� 28215（11番人気）
ワイド票数 計 709093 的中 �� 62876（2番人気）�� 38660（5番人気）�� 75563（1番人気）
3連複票数 計2595737 的中 ��� 191584（2番人気）
3連単票数 計5171484 的中 ��� 44218（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．9―46．8―58．8―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンビートロン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2008．10．26 京都5着

2006．3．25生 牡8黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ 31戦6勝 賞金 144，721，000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。

16060 6月21日 曇 良 （26阪神3）第5日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

59 ニシノモンクス 牝4鹿 55 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 444± 01：34．4 22．6�
815� アドマイヤイナズマ 牡4青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 494± 01：34．5� 4．2�
612 サンマルホーム 牡4栗 57 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B432＋ 21：34．6� 72．6�
48 ベアトリッツ 牝4鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 428± 01：34．7� 3．8�
24 リスヴェリアート 牡4鹿 57 松山 弘平�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 444＋ 4 〃 クビ 17．6�
510 ジョーウォルター 牡3鹿 54 藤岡 佑介上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 448＋ 4 〃 アタマ 26．7	
23 ダノンマッキンレー 牡3栗 54

51 ▲松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 478＋10 〃 ハナ 7．4

12 フェイブルネージュ 牝3鹿 52 浜中 俊 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：34．8� 21．2�
11 セウアズール 牝3鹿 52 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 398± 01：34．9� 5．0
816 オーキッドレイ 牝4鹿 55 C．ウィリアムズ 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 456－ 8 〃 同着 8．6�

（豪）

47 ウインスラッガー 牡5栗 57 川須 栄彦�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 516＋ 41：35．1� 17．4�
714� デンコウタフネス 牡5鹿 57 国分 優作田中 康弘氏 梅内 忍 浦河 日進牧場 436－ 8 〃 ハナ 241．4�
713 マコトサダイジン 牡3栗 54

51 ▲義 英真�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 446＋ 41：35．31� 48．5�
36 プ ロ ス パ ー 牡3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社
ノースヒルズ B474＋ 41：35．61� 52．9�

35 � サンマルビューティ 牝4黒鹿55 国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 448＋ 41：36．34 219．5�
611� エスケイガーディス 牝4栗 55 太宰 啓介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 	川フアーム 418－ 91：37．15 346．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，645，400円 複勝： 74，343，500円 枠連： 36，289，700円
馬連： 131，008，800円 馬単： 65，743，900円 ワイド： 56，401，800円
3連複： 178，285，400円 3連単： 299，432，000円 計： 885，150，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 440円 � 220円 � 1，270円 枠 連（5－8） 1，880円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 11，630円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 6，240円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 62，950円 3 連 単 ��� 399，790円

票 数

単勝票数 計 436454 的中 � 15434（9番人気）
複勝票数 計 743435 的中 � 42324（7番人気）� 108149（3番人気）� 12951（12番人気）
枠連票数 計 362897 的中 （5－8） 14915（7番人気）
馬連票数 計1310088 的中 �� 24088（19番人気）
馬単票数 計 657439 的中 �� 4238（47番人気）
ワイド票数 計 564018 的中 �� 10621（16番人気）�� 2296（59番人気）�� 2992（53番人気）
3連複票数 計1782854 的中 ��� 2124（170番人気）
3連単票数 計2994320 的中 ��� 543（1014番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―12．4―12．1―11．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．5―47．9―1：00．0―1：11．2―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノモンクス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．1 中京3着

2010．4．3生 牝4鹿 母 パープルストック 母母 パープルホワイト 25戦2勝 賞金 37，524，000円
※サンマルビューティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



（26阪神3）第5日 6月21日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

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

205，520，000円
7，740，000円
1，430，000円
18，490，000円
67，346，500円
5，364，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
347，905，100円
701，761，300円
213，990，900円
892，778，100円
510，941，800円
404，896，300円
1，178，007，900円
2，057，025，700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 6，307，307，100円

総入場人員 12，854名 （有料入場人員 11，926名）
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