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16073 6月28日 曇 稍重 （26阪神3）第7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

24 タガノクルクス 牝3栗 54 福永 祐一八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442＋ 21：25．2 3．4�

12 メイショウロッソ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 460＋ 6 〃 クビ 4．3�
611 ナリタモード 牝3栗 54 幸 英明�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448＋ 21：25．3� 3．7�
714 テイエムゴージャス 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 468－ 21：25．4� 24．4�
59 トーセンクラウド 牝3栗 54 松山 弘平島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム 472± 01：25．61� 8．4	
11 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 406＋ 21：25．81� 170．7

48 ショウナンランパダ 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ 国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 81：26．22� 10．4�

（豪）

510 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± 01：26．41� 31．7�

47 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 61：26．61� 124．8
36 プレイフォーマザー 牝3鹿 54 川須 栄彦嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 426＋ 21：26．7� 92．1�
713 サ ッ ト ー 牝3芦 54 和田 竜二吉見 典子氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 456＋ 61：26．8クビ 15．2�
612 マニッシュコート 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 438 ―1：27．22� 85．3�
815 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± 01：27．41 16．7�
35 ロックショー 牝3鹿 54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 日高 下川 茂広 464± 01：28．78 220．8�
23 サンマルアイ 牝3栗 54 藤懸 貴志相馬 勇氏 山内 研二 むかわ 真壁 信一 408± 01：29．23 279．6�
816 ディーバレッド 牝3鹿 54 高田 潤山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 426－101：31．2大差 243．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，476，300円 複勝： 31，239，000円 枠連： 8，681，900円
馬連： 40，826，900円 馬単： 24，829，200円 ワイド： 20，400，900円
3連複： 58，688，300円 3連単： 86，647，900円 計： 288，790，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（1－2） 730円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 270円 �� 300円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 計 174763 的中 � 40889（1番人気）
複勝票数 計 312390 的中 � 69018（1番人気）� 56015（3番人気）� 62746（2番人気）
枠連票数 計 86819 的中 （1－2） 9213（2番人気）
馬連票数 計 408269 的中 �� 41640（2番人気）
馬単票数 計 248292 的中 �� 12883（3番人気）
ワイド票数 計 204009 的中 �� 20371（1番人気）�� 17650（2番人気）�� 11336（4番人気）
3連複票数 計 586883 的中 ��� 41183（1番人気）
3連単票数 計 866479 的中 ��� 13307（1番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノクルクス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2013．11．16 京都9着

2011．2．12生 牝3栗 母 タガノティアーズ 母母 タガノピアース 5戦1勝 賞金 5，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 メイショウロッソ号の騎手武幸四郎は，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。
〔その他〕 ディーバレッド号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

16074 6月28日 曇 稍重 （26阪神3）第7日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時25分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 ディアブルーダー 牡3鹿 56 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 516－141：53．6 4．1�
48 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 496－ 4 〃 クビ 47．1�
12 スギノゼウス 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 01：53．7クビ 4．2�
47 レッドフォース 牡3栗 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 466－ 41：54．12� 6．3�
510 サンレイレッカー 牡3栗 56 和田 竜二永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 470＋ 61：54．2� 93．4�
611 ナッハフォルガー 牡3青鹿56 佐久間寛志前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 456－ 2 〃 クビ 26．1	
714 リリーヒーロー 牡3栗 56 浜中 俊土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 520－ 41：54．3クビ 5．0

59 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 56 福永 祐一 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 456－ 21：54．62 6．9�
11 テイケイマテリアル 牡3黒鹿56 太宰 啓介兼松 忠男氏 石橋 守 浦河 大西ファーム 430＋ 21：55．02� 113．1�
24 プロセキューション 牡3栗 56 �島 良太山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 加野牧場 470± 01：55．1� 224．6
36 エスケイオスカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 486－ 21：55．2� 39．1�
815 グレンガイル 牡3鹿 56 小牧 太 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 11．8�
816 フミノオオゾラ 牡3栗 56 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B430± 01：56．47 253．6�
35 オ ウ シ ョ ウ 牡3鹿 56 酒井 学西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 458－ 4 〃 ハナ 132．9�
612 アフリカンブルー 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516 ―1：57．03� 16．1�
（豪）

23 アグネスハピネス 牝3栗 54
51 ▲義 英真渡辺 孝男氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 432± 01：57．53 121．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，029，400円 複勝： 24，861，800円 枠連： 9，007，500円
馬連： 31，501，700円 馬単： 18，493，200円 ワイド： 15，515，300円
3連複： 45，150，000円 3連単： 61，974，900円 計： 219，533，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 840円 � 160円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 8，720円 馬 単 �� 13，930円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 300円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 12，080円 3 連 単 ��� 83，510円

票 数

単勝票数 計 130294 的中 � 25049（1番人気）
複勝票数 計 248618 的中 � 47905（1番人気）� 5196（10番人気）� 46227（2番人気）
枠連票数 計 90075 的中 （4－7） 11701（2番人気）
馬連票数 計 315017 的中 �� 2797（30番人気）
馬単票数 計 184932 的中 �� 995（47番人気）
ワイド票数 計 155153 的中 �� 1432（30番人気）�� 15740（1番人気）�� 1270（32番人気）
3連複票数 計 451500 的中 ��� 2803（42番人気）
3連単票数 計 619749 的中 ��� 538（267番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．0―12．8―13．2―12．8―13．1―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．5―49．3―1：02．5―1：15．3―1：28．4―1：40．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアブルーダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．5．3 京都6着

2011．5．2生 牡3鹿 母 サクセスウイッチ 母母 アワーミスレッグス 3戦1勝 賞金 6，600，000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７日



16075 6月28日 曇 稍重 （26阪神3）第7日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：08．8
1：08．7

重
重

713 エイシンローリン 牝3栗 54 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 440＋141：12．2 31．4�
48 クレアドール 牝3青鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480± 01：12．73 2．1�
23 ゼンノステルス 牡3芦 56 川原 正一大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 458＋ 21：12．8� 4．9�

（兵庫）

59 アサカファルコン 牡3鹿 56 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 482＋ 21：12．9クビ 14．5�
816 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 416＋ 81：13．11� 6．4	
611 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 522＋ 21：13．31� 101．2

24 タガノハウリング 牡3鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－141：13．5� 5．9�
36 ヴ ォ ラ ン テ 牝3黒鹿54 高田 潤石川 幸司氏 牧田 和弥 浦河 馬道 繁樹 408＋ 41：13．71� 142．3�
47 シ ゲ ル イ ガ 牡3栗 56

53 ▲義 英真森中 蕃氏 柴田 政見 日高 庫宝牧場 498＋161：13．91� 14．1
815 コロナボレアリス 牡3栗 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 452 ―1：14．0� 229．8�
11 トーホウローツェ 牝3栗 54 岡田 祥嗣東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 426－ 61：14．42� 206．1�
510 ダイショウバディ 牡3青鹿56 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 加藤牧場 506 ―1：15．25 75．1�
12 イ ロ リ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 454－ 6 〃 アタマ 33．1�
35 クーファアーマー 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 466－121：15．3� 343．7�
714 ティーエスビート 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 452－121：16．04 211．0�
612 アグネスロゼッタ 牝3黒鹿54 高倉 稜渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474 ―1：19．1大差 304．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，568，400円 複勝： 47，640，400円 枠連： 12，019，900円
馬連： 45，303，500円 馬単： 30，825，700円 ワイド： 23，873，800円
3連複： 58，950，200円 3連単： 103，930，700円 計： 348，112，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 410円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 2，620円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 8，990円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，970円 �� 230円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 42，520円

票 数

単勝票数 計 255684 的中 � 6512（7番人気）
複勝票数 計 476404 的中 � 14151（7番人気）� 219324（1番人気）� 67218（2番人気）
枠連票数 計 120199 的中 （4－7） 3546（9番人気）
馬連票数 計 453035 的中 �� 9802（12番人気）
馬単票数 計 308257 的中 �� 2570（28番人気）
ワイド票数 計 238738 的中 �� 6122（11番人気）�� 2695（20番人気）�� 32082（1番人気）
3連複票数 計 589502 的中 ��� 9395（16番人気）
3連単票数 計1039307 的中 ��� 1772（116番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．0―12．0―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．7―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンローリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2014．2．22 京都3着

2011．3．20生 牝3栗 母 バーリンスワン 母母 Cozumel Kitty 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスロゼッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トウカイアイドル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

16076 6月28日 曇 良 （26阪神3）第7日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時25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

816� ウィズアミッション 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-
ovo Syndicate 424＋201：48．7 5．7�

715 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 510＋ 41：49．12� 7．0�

47 トーセンデューク 牡3鹿 56 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 クビ 2．0�
11 デルマシシマル 牡3青鹿56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 468± 01：49．31	 8．3�
23 コスモカパルア 牝3栗 54 C．ウィリアムズ �ビッグレッドファーム 森田 直行 日高 北田 剛 464＋ 61：49．51 13．7	

（豪）

510 シ ホ ウ 牡3鹿 56 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 504－ 4 〃 クビ 19．2

35 スカイライン 牡3青鹿56 川田 将雅窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 470± 01：49．6クビ 8．3�
24 アグリナデシコ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 438－ 2 〃 クビ 234．3�
611 ベストラック 牡3栗 56 
島 良太寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 480－ 21：49．91� 50．1
713 ザトゥルーエアー 牡3鹿 56 川原 正一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 468－ 21：50．0� 273．2�
（兵庫）

714 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 56
53 ▲松若 風馬土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 492＋10 〃 アタマ 233．9�

48 ステイブレイズ 牝3鹿 54
51 ▲義 英真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 462－ 41：50．42� 43．8�
36 ミッキーサムソン 牡3鹿 56 小牧 太野田みづき氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：50．61	 159．0�
817 エイシンボン 牝3鹿 54 国分 優作�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 438＋ 2 〃 ハナ 184．3�
818 イ ク ラ ト ロ 牡3鹿 56 国分 恭介北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 426± 01：50．7クビ 117．1�
12 フ ラ ン 牡3芦 56 和田 竜二一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 454 ―1：51．02 282．3�
612� ロ ア ジ ス 牝3鹿 54 川須 栄彦�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 North Hills

Management 486＋ 41：52．27 260．4�
59 ゴットジャジャ 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二後藤 進氏 木原 一良 浦河 金成吉田牧場 466＋121：52．94 632．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，672，400円 複勝： 59，848，100円 枠連： 11，306，100円
馬連： 51，985，500円 馬単： 35，755，700円 ワイド： 27，008，800円
3連複： 65，105，900円 3連単： 114，645，300円 計： 396，327，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 180円 � 110円 枠 連（7－8） 1，790円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 530円 �� 370円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 11，770円

票 数

単勝票数 計 306724 的中 � 42405（2番人気）
複勝票数 計 598481 的中 � 68564（2番人気）� 53916（4番人気）� 254092（1番人気）
枠連票数 計 113061 的中 （7－8） 4876（6番人気）
馬連票数 計 519855 的中 �� 25267（6番人気）
馬単票数 計 357557 的中 �� 8536（11番人気）
ワイド票数 計 270088 的中 �� 12439（6番人気）�� 19371（2番人気）�� 15926（4番人気）
3連複票数 計 651059 的中 ��� 33309（1番人気）
3連単票数 計1146453 的中 ��� 7058（30番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．4―12．5―12．4―12．0―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．9―49．4―1：01．8―1：13．8―1：25．4―1：36．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウィズアミッション �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．10．27 京都2着

2011．3．23生 牝3鹿 母 Kushnarenkovo 母母 Eva Luna 6戦1勝 賞金 13，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴットジャジャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月28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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルヤマト号
（非抽選馬） 2頭 アユメライトアップ号・エイユーチャキーラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



16077 6月28日 曇 良 （26阪神3）第7日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時15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

712 クールホタルビ 牝2栗 54 小牧 太川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 418 ―1：10．7 11．3�
46 ニシノクラレット 牝2栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 446 ―1：11．33� 19．5�
34 ゴットモーニング 牡2鹿 54 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 450 ―1：11．4� 50．8�
58 ス ク ワ ー ル 牡2青 54 浜中 俊 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 444 ― 〃 クビ 3．6�
11 エイシンサワー 牡2鹿 54 幸 英明�栄進堂 坂口 正則 日高 シンボリ牧場 490 ―1：11．61� 14．9�
610 サカジロビューティ 牝2鹿 54 武 豊ロイヤルパーク 白井 寿昭 日高 シンボリ牧場 422 ―1：11．81� 25．8	
814 ゲンキチハヤブサ �2栗 54 酒井 学荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 452 ―1：12．01� 78．9

69 エレディータ 牝2鹿 54 C．ウィリアムズ 有限会社シルク藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 ハナ 5．3�

（豪）

45 カリテスグレース 牝2黒鹿54 北村 友一北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：12．53 11．4�
57 カシノプルミエ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 大滝 康晴 438 ―1：12．71� 102．3
33 イッツマイン 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 日高 本間牧場 456 ―1：13．01� 3．0�
22 キ ト ラ 牝2鹿 54 国分 優作林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 496 ―1：13．1� 125．1�
813 コウエイラブリー 牝2鹿 54 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 474 ―1：14．27 24．5�
711 トーセンヌーヴォー 牡2栗 54 川須 栄彦島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 456 ― 〃 ハナ 31．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，755，200円 複勝： 31，427，700円 枠連： 11，589，700円
馬連： 40，623，800円 馬単： 25，586，900円 ワイド： 20，633，800円
3連複： 52，000，600円 3連単： 81，986，500円 計： 285，604，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 380円 � 530円 � 1，670円 枠 連（4－7） 2，230円

馬 連 �� 9，370円 馬 単 �� 13，350円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 9，120円 �� 9，220円

3 連 複 ��� 179，720円 3 連 単 ��� 837，180円

票 数

単勝票数 計 217552 的中 � 15359（4番人気）
複勝票数 計 314277 的中 � 23499（5番人気）� 15898（6番人気）� 4517（11番人気）
枠連票数 計 115897 的中 （4－7） 4023（10番人気）
馬連票数 計 406238 的中 �� 3360（30番人気）
馬単票数 計 255869 的中 �� 1437（46番人気）
ワイド票数 計 206338 的中 �� 1954（31番人気）�� 580（56番人気）�� 574（57番人気）
3連複票数 計 520006 的中 ��� 217（216番人気）
3連単票数 計 819865 的中 ��� 71（1143番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．0―11．4―11．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クールホタルビ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

2012．4．4生 牝2栗 母 プ ラ セ ー ル 母母 リ ー プ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

16078 6月28日 曇 良 （26阪神3）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：32．0
1：30．7

良
良

59 ラテラルアーク 牡3栗 56 福永 祐一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B488± 01：35．3 13．9�

817 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 480－ 41：35．61� 6．2�

611 ベルリネッタ 牡3鹿 56 松山 弘平大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 446－ 2 〃 ハナ 11．6�
715 アンナミルト 牝3黒鹿54 C．ウィリアムズ �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 440－ 8 〃 クビ 10．4�

（豪）

35 ライトニングロアー 牡3鹿 56 和田 竜二前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492± 01：35．81� 14．4	

818 フ ア ヒ キ リ 牡3黒鹿56 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 468± 01：36．01� 16．8


23 クレインテオドーラ 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬�ターフ・スポート橋口弘次郎 浦河 市川牧場 472－ 21：36．1クビ 46．8�

816 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 484－ 41：36．2� 1．8�
11 リゼコーフィー 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼飯田 訓大氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 488－ 61：36．83� 308．0
713 パステルピンク 牝3青鹿54 太宰 啓介青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 117．5�
48 ハイランドリュウセ 牝3鹿 54 高倉 稜小林 久義氏 牧浦 充徳 えりも エクセルマネジメント 474＋ 41：37．01 261．3�
12 ウエスタンマンデラ 牝3黒鹿54 小牧 太 �ウエスタンファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋121：37．1� 25．8�
36 パープルフレックス 牡3鹿 56 酒井 学中野 銀十氏 鈴木 孝志 浦河 小倉牧場 498＋ 4 〃 アタマ 304．5�
24 リ ベ リ オ ン 牡3青鹿56 藤懸 貴志市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 金 宏二 464－ 61：37．52� 321．8�
714 ラッキーハンター 牡3栗 56 国分 恭介西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム 492＋ 21：37．71� 77．3�
612 プリンセスゼット 牝3栗 54 浜中 俊�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 436－ 41：38．23 61．8�
47 ダンシングウインド 牡3鹿 56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 480 ―1：38．3� 24．0�
510 ナリタレアル 牝3栗 54

51 ▲義 英真�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 388－ 21：38．93� 341．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，953，700円 複勝： 42，564，200円 枠連： 15，200，700円
馬連： 50，383，500円 馬単： 30，093，700円 ワイド： 25，604，000円
3連複： 68，835，700円 3連単： 103，993，900円 計： 363，629，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 340円 � 200円 � 300円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 7，970円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，410円 �� 800円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 53，050円

票 数

単勝票数 計 269537 的中 � 15452（5番人気）
複勝票数 計 425642 的中 � 29614（6番人気）� 64079（2番人気）� 34619（5番人気）
枠連票数 計 152007 的中 （5－8） 15063（4番人気）
馬連票数 計 503835 的中 �� 11816（11番人気）
馬単票数 計 300937 的中 �� 2831（23番人気）
ワイド票数 計 256040 的中 �� 6319（9番人気）�� 4570（15番人気）�� 8459（7番人気）
3連複票数 計 688357 的中 ��� 6751（23番人気）
3連単票数 計1039939 的中 ��� 1421（155番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．5―12．0―12．2―12．1―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―35．8―47．8―1：00．0―1：12．1―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラテラルアーク �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー 2013．11．30 阪神10着

2011．5．26生 牡3栗 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ 6戦1勝 賞金 5，900，000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 カネトシキフジン号・マルカブレイク号
※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。



16079 6月28日 曇 稍重 （26阪神3）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 7，500，000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

79 マトリョーシカ 牝3黒鹿 52
49 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492－ 21：51．6 15．5�

812 フォローハート 牝3黒鹿52 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 458＋ 21：51．7� 9．9�
11 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 浜中 俊ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 502＋ 61：52．33� 2．3�
811 オーシャンブルグ 牝3鹿 52 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 434＋121：52．51� 12．5�
44 ロ ゼ ラ ニ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 474－ 2 〃 クビ 3．5�
22 ブロンクスシルバー 牝3芦 52 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 472＋ 41：52．6	 47．2	
56 メイショウクローバ 牝3鹿 52 和田 竜二松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B492－ 41：52．92 15．0

33 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 アタマ 38．1�

（豪）

710 サンレイフローラ 牝4鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 446± 0 〃 ハナ 11．6�
55 ストレートラブ 牝5青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：53．1	 18．4
67 グレートエンジェル 牝4鹿 55 高倉 稜田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 498＋101：53．84 20．6�
68 テイエムサンキュウ 牝3栗 52

49 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 428＋ 41：54．43� 211．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，005，900円 複勝： 50，646，700円 枠連： 14，013，600円
馬連： 54，922，600円 馬単： 35，311，100円 ワイド： 30，316，900円
3連複： 77，893，400円 3連単： 129，246，400円 計： 418，356，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 420円 � 220円 � 110円 枠 連（7－8） 1，480円

馬 連 �� 8，090円 馬 単 �� 17，590円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 910円 �� 500円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 60，100円

票 数

単勝票数 計 260059 的中 � 13341（7番人気）
複勝票数 計 506467 的中 � 19332（8番人気）� 46672（3番人気）� 188398（1番人気）
枠連票数 計 140136 的中 （7－8） 7313（6番人気）
馬連票数 計 549226 的中 �� 5255（24番人気）
馬単票数 計 353111 的中 �� 1505（48番人気）
ワイド票数 計 303169 的中 �� 3085（26番人気）�� 8523（8番人気）�� 16506（3番人気）
3連複票数 計 778934 的中 ��� 7730（20番人気）
3連単票数 計1292464 的中 ��� 1559（193番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．3―12．8―13．2―12．5―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．0―49．8―1：03．0―1：15．5―1：27．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マトリョーシカ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．1．13 京都4着

2011．2．18生 牝3黒鹿 母 アイスドール 母母 ビスクドール 4戦2勝 賞金 13，400，000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。

16080 6月28日 曇 良 （26阪神3）第7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 7，500，000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

23 カバーストーリー 牡3栗 54 小牧 太前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 470－ 41：47．6 29．0�
815 ドラゴンストリート 牡3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 464－ 4 〃 アタマ 4．4�
611 アルバタックス 牡4栗 57 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 ハナ 4．5�
610 サダムダイジョウブ 牡4青 57 松山 弘平大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 81：48．02� 76．1�
713	 クリールハヤテ 牡5栗 57 幸 英明横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 2 〃 クビ 23．4�
814 エーシングルーオン 牡5栗 57

54 ▲義 英真	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 466＋ 21：48．1� 61．5

47 モンドシャルナ 牡3鹿 54 武 豊山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436± 01：48．2クビ 4．9�
712 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿54 C．ウィリアムズ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 クビ 5．8�

（豪）

46 シ ン ネ ン 牡4栗 57 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 492＋261：48．62� 10．5
34 ティーエスネオ 牡3芦 54 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502－ 21：48．7クビ 46．9�
35 フォルシャー 牡3栗 54 川須 栄彦 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 460－ 6 〃 アタマ 65．3�
58 タ ブ レ ッ ト 牡4鹿 57 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532＋261：48．8� 9．5�
11 
	 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 480－ 21：50．07 232．7�

59 � ブレイヴハンター 牡3鹿 54 川原 正一山根 浩氏 柏原 誠路 平取 船越 伸也 436＋ 11：50．21� 302．0�
（兵庫） （兵庫）

22 
 サトノフラクタル 牡3青鹿54 北村 友一里見 治氏 池江 泰寿 米 WinStar
Farm, LLC 474－ 41：50．3� 11．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，308，200円 複勝： 60，535，800円 枠連： 17，178，000円
馬連： 84，306，000円 馬単： 40，380，800円 ワイド： 36，943，200円
3連複： 97，957，500円 3連単： 146，052，500円 計： 522，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 540円 � 170円 � 170円 枠 連（2－8） 2，100円

馬 連 �� 7，470円 馬 単 �� 20，610円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 2，120円 �� 470円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 122，550円

票 数

単勝票数 計 393082 的中 � 10829（9番人気）
複勝票数 計 605358 的中 � 21561（9番人気）� 107413（1番人気）� 103495（2番人気）
枠連票数 計 171780 的中 （2－8） 6338（8番人気）
馬連票数 計 843060 的中 �� 8743（23番人気）
馬単票数 計 403808 的中 �� 1469（62番人気）
ワイド票数 計 369432 的中 �� 4191（26番人気）�� 4282（25番人気）�� 21991（3番人気）
3連複票数 計 979575 的中 ��� 7712（29番人気）
3連単票数 計1460525 的中 ��� 864（392番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．0―12．1―12．6―11．5―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．7―47．7―59．8―1：12．4―1：23．9―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カバーストーリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．7．27 新潟3着

2011．2．7生 牡3栗 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 12戦2勝 賞金 18，700，000円
〔制裁〕 ドラゴンストリート号の騎手福永祐一は，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100，000円。（被害馬：3番・

7番・12番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



16081 6月28日 曇 良 （26阪神3）第7日 第9競走 ��
��1，400�

い ず し

出 石 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

但馬國出石観光協会理事長賞（1着）
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

59 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 490± 01：22．1 1．9�
611 ゼ ウ ス 牡4鹿 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 482－ 6 〃 クビ 21．3�
713 スナッチマインド 牝3鹿 52 浜中 俊有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 41：22．42 4．7�
35 � レーヴドプランス 牡4鹿 57 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492－ 21：22．5	 11．6�
612 モンラッシェ 牡3栗 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 458－ 61：22．71
 7．0�
48 ハギノブシドウ 牡4栗 57 C．ウィリアムズ 日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 506＋ 2 〃 クビ 28．7�

（豪）

47 ジェネシスロック 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 496－ 21：22．8クビ 28．3	
11 タイザンホクト 牡4鹿 57 武 豊
日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 492－14 〃 クビ 30．2�
36 � コズミックショア 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 460－ 21：22．9クビ 13．5�
23 トウケイムーン 牡4栗 57 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 478－ 4 〃 クビ 265．1
818 レッドアーヴィング �5栗 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480－ 61：23．11 86．9�
510 スイートブライアー 牝5鹿 55 高倉 稜�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 462＋ 81：23．2 87．9�
817 グインネヴィア 牝5栗 55 国分 恭介 
サンデーレーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：23．3クビ 71．3�
714 レッドルシファー 牡3鹿 54 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 448＋14 〃 ハナ 89．4�
715� サンライズシルバー 牡4芦 57 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 111．5�
24 マルシゲサムライ 牡4栗 57 太宰 啓介坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 450－ 21：23．61 309．5�
12 � ロンギングシャネル 牝4鹿 55 国分 優作坂本 浩一氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：24．45 114．8�
816 ダンツブロード 牡3黒鹿54 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新冠 対馬 正 430－ 2 （競走中止） 103．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，239，800円 複勝： 62，786，000円 枠連： 24，184，000円
馬連： 100，371，300円 馬単： 51，736，300円 ワイド： 42，700，300円
3連複： 121，474，900円 3連単： 200，882，900円 計： 644，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 420円 � 170円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 680円 �� 280円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 17，270円

票 数

単勝票数 計 402398 的中 � 162511（1番人気）
複勝票数 計 627860 的中 � 162985（1番人気）� 26498（6番人気）� 93126（2番人気）
枠連票数 計 241840 的中 （5－6） 28185（3番人気）
馬連票数 計1003713 的中 �� 40276（7番人気）
馬単票数 計 517363 的中 �� 16630（7番人気）
ワイド票数 計 427003 的中 �� 15427（6番人気）�� 45240（1番人気）�� 5705（16番人気）
3連複票数 計1214749 的中 ��� 26304（9番人気）
3連単票数 計2008829 的中 ��� 8433（45番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―11．8―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．3―47．1―58．8―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンデレラボーイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．8 阪神1着

2010．1．28生 牡4鹿 母 ルスナイクリスティ 母母 タカノオーヒメ 10戦3勝 賞金 40，933，000円
〔競走中止〕 ダンツブロード号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナムラマサシゲ号
※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。

16082 6月28日 曇 良 （26阪神3）第7日 第10競走 ��
��2，000�

きょうばし

京 橋 特 別
発走15時00分 （芝・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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 グッドスピリッツ �3鹿 54 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 440± 02：01．5 6．2�
44 マイネアルナイル 牝5青鹿55 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 62：01．92	 9．1�
66 サンライズピーク 牡4黒鹿57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 494＋ 22：02．21
 2．1�
77 ウインミーティア 牝5栗 55 北村 友一�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：02．52 9．7�
33 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± 02：02．6	 3．5�
11 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 456－ 42：02．7
 21．8	
55 トニーポケット 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 472－ 22：02．8クビ 17．7

（豪）

78 シゲルジョウム 牡6鹿 57 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 476－ 2 〃 クビ 123．2�
810 シンコープリンス 牡7青鹿57 太宰 啓介豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 462＋ 6 〃 同着 143．0�
89 ゴールデンジャガー 牡6鹿 57 国分 恭介西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 516＋162：07．2大差 93．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，386，600円 複勝： 67，661，600円 枠連： 15，978，800円
馬連： 90，985，800円 馬単： 63，420，200円 ワイド： 37，440，300円
3連複： 113，609，000円 3連単： 283，497，300円 計： 709，979，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 200円 � 110円 枠 連（2－4） 3，570円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 680円 �� 300円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 14，120円

票 数

単勝票数 計 373866 的中 � 48035（3番人気）
複勝票数 計 676616 的中 � 55227（5番人気）� 56198（4番人気）� 294378（1番人気）
枠連票数 計 159788 的中 （2－4） 3466（11番人気）
馬連票数 計 909858 的中 �� 27698（11番人気）
馬単票数 計 634202 的中 �� 10576（18番人気）
ワイド票数 計 374403 的中 �� 12730（9番人気）�� 34279（2番人気）�� 28491（4番人気）
3連複票数 計1136090 的中 ��� 51406（4番人気）
3連単票数 計2834973 的中 ��� 14555（49番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．0―12．8―12．6―12．4―11．7―11．3―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―37．0―49．8―1：02．4―1：14．8―1：26．5―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドスピリッツ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．1．6 京都1着

2011．3．16生 �3鹿 母 セメイユドゥヴォン 母母 Heeremandi 6戦3勝 賞金 29，197，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンジャガー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月28日まで平

地競走に出走できない。
※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。



16083 6月28日 曇 稍重 （26阪神3）第7日 第11競走 ��
��1，200�

さんのみや

三宮ステークス
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 17，900，000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
1：08．8
1：08．7

重
重

714 サ マ リ ー ズ 牝4鹿 55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502－ 21：10．6 8．3�

510 ゴーイングパワー 牡5鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 490－ 41：10．91� 8．7�
47 カフェシュプリーム 牡5鹿 57 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 500－ 61：11．11	 3．1�
36 エアカーネリアン 牡6黒鹿57 C．ウィリアムズ �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 490＋ 41：11．2� 24．1�

（豪）

48 ナリタシーズン 牡7栗 57 太宰 啓介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 510± 01：11．3クビ 9．1�
23 タイセイマスタング 牡5栗 57 松山 弘平田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 540－ 21：11．51
 36．7	
612 エーシンクルゼ 牡5芦 57 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 542＋ 4 〃 アタマ 7．4

816� キョウエイバサラ 牡6芦 57 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 520－12 〃 アタマ 36．6�
59 ミッキーホワイト 牡6黒鹿57 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 102．0�
24 オースミイージー 牡6鹿 57 高倉 稜�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 502＋ 81：11．6クビ 119．0
815 アルベルティ 牡6鹿 57 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520± 01：11．81	 84．5�
11 ドリームコンサート 牡5栗 57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B502＋ 21：12．01	 4．1�
611 エクセルシオール 牡5栗 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496－ 2 〃 クビ 37．1�
35 メイショウゾンビ 牡5鹿 57 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 488＋ 61：12．1
 20．7�
12 テイエムキュウコー 牡3鹿 54 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 458－ 21：12．41� 105．5�
713 リッカアリュール 牡8栗 57 国分 恭介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 B498＋ 21：12．71� 146．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，012，900円 複勝： 92，198，000円 枠連： 47，648，400円
馬連： 210，958，900円 馬単： 102，174，700円 ワイド： 76，216，000円
3連複： 292，501，300円 3連単： 486，850，600円 計： 1，363，560，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 230円 � 140円 枠 連（5－7） 3，520円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 570円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 26，950円

票 数

単勝票数 計 550129 的中 � 52871（4番人気）
複勝票数 計 921980 的中 � 71415（6番人気）� 90910（4番人気）� 214952（1番人気）
枠連票数 計 476484 的中 （5－7） 10479（16番人気）
馬連票数 計2109589 的中 �� 39032（15番人気）
馬単票数 計1021747 的中 �� 10240（28番人気）
ワイド票数 計 762160 的中 �� 13740（14番人気）�� 34777（4番人気）�� 37560（3番人気）
3連複票数 計2925013 的中 ��� 63500（7番人気）
3連単票数 計4868506 的中 ��� 13093（68番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．3―46．0―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ マ リ ー ズ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2012．10．13 京都4着

2010．5．6生 牝4鹿 母 ミスアドーラブル 母母 Compassionate 9戦3勝 賞金 34，235，000円
［他本会外：5戦1勝］

※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 セイラ号・ヤマノサファイア号
※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。

16084 6月28日 曇 稍重 （26阪神3）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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

23 ステイウェル 牡4黒鹿57 浜中 俊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 490＋ 21：23．9 3．8�

611 キタサンウンゲツ 牡3鹿 54 川田 将雅�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 500－ 21：24．0� 7．0�
35 サトノアビリティ 牡4栗 57 小牧 太里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 506－ 4 〃 クビ 2．3�
36 � スリーエスペラント 牡4栗 57 酒井 学永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 478－161：24．53 69．9�
59 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± 01：24．82 41．2	
714 デスティニーシチー 牡4栗 57 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 480＋ 2 〃 アタマ 11．8

12 サンライズホーム 牡3青鹿54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 474－ 51：25．01� 143．9�
713 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 462－ 4 〃 ハナ 19．9�
815 ナリタロック 牡4栗 57 太宰 啓介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496＋ 2 〃 ハナ 11．0
47 � ワンダージェニアル 牡5鹿 57 	島 良太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 510－231：25．21� 132．2�
612 バンブーデルピエロ 牡4鹿 57 和田 竜二�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 490－ 61：25．83� 29．1�
11 � ワンダーブロタール 牝5栗 55 松山 弘平山本 信行氏 森田 直行 浦河 永田 克之 476＋161：25．9� 266．9�
510 アップアンカー 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 510± 0 〃 アタマ 50．7�
24 キクノブレイン 牡4黒鹿57 北村 友一菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 488＋ 21：26．11 16．1�
48 � ペガサスピッコロ 牡5栗 57 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 522± 01：28．0大差 65．7�
816 サンマルウィーク 牡3青鹿54 国分 恭介相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 442＋101：28．85 253．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，411，200円 複勝： 62，807，800円 枠連： 30，290，100円
馬連： 121，900，500円 馬単： 66，468，900円 ワイド： 51，946，500円
3連複： 162，237，200円 3連単： 291，702，500円 計： 828，764，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（2－6） 1，140円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 410円 �� 190円 �� 350円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 7，560円

票 数

単勝票数 計 414112 的中 � 86596（2番人気）
複勝票数 計 628078 的中 � 126421（2番人気）� 71896（3番人気）� 173737（1番人気）
枠連票数 計 302901 的中 （2－6） 20573（4番人気）
馬連票数 計1219005 的中 �� 62612（4番人気）
馬単票数 計 664689 的中 �� 18975（8番人気）
ワイド票数 計 519465 的中 �� 28168（3番人気）�� 83912（1番人気）�� 35124（2番人気）
3連複票数 計1622372 的中 ��� 127554（1番人気）
3連単票数 計2917025 的中 ��� 27954（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―47．0―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 3，4，12（5，11）－（7，8）（14，15）（1，6）（9，10）（2，13）－16 4 ・（3，11）（5，12）4，7，8，14（6，15）（1，9，10）13，2＝16

勝馬の
紹 介

ステイウェル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．11．25 京都12着

2010．4．2生 牡4黒鹿 母 ムーンザドリーム 母母 ミヨシチェリー 12戦3勝 賞金 25，150，000円
〔制裁〕 サトノアビリティ号の騎手小牧太は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒告。（被害

馬：12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。
（非抽選馬） 2頭 エアーウェーブ号・シャトーウインド号



（26阪神3）第7日 6月28日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

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

181，490，000円
2，080，000円
7，360，000円
1，370，000円
16，300，000円
69，794，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
374，820，000円
634，217，100円
217，098，700円
924，070，000円
525，076，400円
408，599，800円
1，214，404，000円
2，091，411，400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 6，389，697，400円

総入場人員 16，866名 （有料入場人員 15，706名）
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