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16037 6月14日 曇 良 （27阪神3）第4日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走9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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 ダ ン シ ン グ 牝3栗 54 幸 英明副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 494－ 81：25．3 11．1�
23 タイキラトナンジュ 牡3鹿 56 浜中 俊�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452＋ 2 〃 ハナ 3．5�
24 エイシンパサート 牡3栗 56 太宰 啓介平井 淑郎氏 坂口 正則 浦河 高野牧場 458－141：25．51� 33．4�
713� ウインエアフォース 牡3黒鹿56 池添 謙一�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones B502－ 81：25．6	 5．0�
48 ディプロイディ 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 542± 0 〃 ハナ 45．0	
714 ツ オ イ ガ ナ 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 502＋ 41：25．92 4．5

612 アドマイヤジャズ 牡3青鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋101：26．1
 5．7�
35 タイキクロスビー 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 480＋ 21：26．2	 13．4�

815 ク リ ノ サ ン 牝3黒鹿54 小坂 忠士栗本 守氏 奥村 豊 新冠 柏木 一則 402＋ 81：26．52 317．7
611 スピールダンジュ 牝3芦 54 国分 優作津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 430＋ 21：26．71 44．0�
36 サンドメサージュ 牝3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 450＋121：27．12	 196．4�

11 ア ゼ リ ア 牝3鹿 54 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 470－ 41：27．31� 146．4�
59 エイシンダーラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 464 ―1：27．4	 33．5�
47 イ チ ズ 牡3青鹿56 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 須崎牧場 490 ―1：27．5	 12．3�
12 エイユーウォレット 牝3鹿 54 松田 大作笹部 和子氏 浜田多実雄 新冠 上井農場 456± 0 〃 クビ 242．6�
510 ピクチャレスク 牡3黒鹿56 藤岡 康太 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 504 ―1：30．0大差 105．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，259，400円 複勝： 31，546，600円 枠連： 13，886，300円
馬連： 53，018，400円 馬単： 28，783，600円 ワイド： 31，884，400円
3連複： 74，113，300円 3連単： 98，118，200円 計： 351，610，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 330円 � 160円 � 840円 枠 連（2－8） 1，910円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 670円 �� 4，820円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 22，190円 3 連 単 ��� 120，970円

票 数

単勝票数 計 202594 的中 � 14480（5番人気）
複勝票数 計 315466 的中 � 22502（5番人気）� 70683（1番人気）� 7489（8番人気）
枠連票数 計 138863 的中 （2－8） 5625（10番人気）
馬連票数 計 530184 的中 �� 20753（7番人気）
馬単票数 計 287836 的中 �� 4313（17番人気）
ワイド票数 計 318844 的中 �� 12967（7番人気）�� 1633（37番人気）�� 3917（19番人気）
3連複票数 計 741133 的中 ��� 2504（59番人気）
3連単票数 計 981182 的中 ��� 588（328番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ン シ ン グ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．10．14 京都2着

2012．4．30生 牝3栗 母 ミルフィーユ 母母 ブロッソミングビューティ 10戦1勝 賞金 7，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アイアンラミング号・エンジェルキッス号・スズカレグルス号・ステイバーニング号・スマートゾロ号・

スームジュール号・テイエムセキハン号・トーアレラ号・ハマノマーキュリー号・マンテンスマイル号

16038 6月14日 曇 良 （27阪神3）第4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

714 テイエムトラネコ 牡3芦 56
53 ▲加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 476＋ 41：52．9 3．0�

510 イェドプリオル 牡3青鹿56 岩田 康誠�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 B514＋ 41：53．0� 3．2�
815 カフジエンパイア 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 506－ 61：53．95 11．2�
48 オメガレイノワール 牡3青鹿56 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 21：54．0� 64．3�
24 キクノステラ 牡3鹿 56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 498－ 81：54．21� 6．2�
36 メイショウミソラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 456＋ 61：54．51� 34．4	
35 クレイヴソリッシュ 牡3鹿 56 国分 恭介 
社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：54．6� 109．9�
816 メイショウブユウ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482± 01：54．7� 10．2�
23 ビ バ ロ ッ ク 牡3黒鹿56 松田 大作市川 義美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：54．91 71．8
612 アシュラウェイ 牡3黒鹿56 松山 弘平前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 21：55．11� 19．5�
11 テ ム ズ 牡3黒鹿56 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 新ひだか 山野牧場 502＋ 61：56．27 339．4�
713 ワンダープレジール 牡3黒鹿56 国分 優作山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム B444＋10 〃 クビ 102．8�
12 サダムジャポン 牡3黒鹿56 菱田 裕二大西 定氏 松田 博資 新ひだか 神垣 道弘 426± 01：56．3� 21．0�
47 スーパーノヴァ 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 472＋ 41：56．4� 12．5�
59 クリノリーチソク 牝3栗 54 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 414－ 31：57．25 161．9�
611 オーシャンベイリー 牡3鹿 56 柴田 未崎上田 宗義氏 田所 秀孝 浦河 宮内牧場 524＋202：00．1大差 396．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，253，500円 複勝： 38，114，700円 枠連： 13，255，900円
馬連： 54，204，200円 馬単： 31，913，000円 ワイド： 37，084，100円
3連複： 77，416，300円 3連単： 110，669，100円 計： 385，910，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 130円 � 250円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 210円 �� 750円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 232535 的中 � 61982（1番人気）
複勝票数 計 381147 的中 � 102856（1番人気）� 84263（2番人気）� 25452（6番人気）
枠連票数 計 132559 的中 （5－7） 23395（1番人気）
馬連票数 計 542042 的中 �� 96532（1番人気）
馬単票数 計 319130 的中 �� 28838（2番人気）
ワイド票数 計 370841 的中 �� 53804（2番人気）�� 11231（9番人気）�� 11323（8番人気）
3連複票数 計 774163 的中 ��� 33847（4番人気）
3連単票数 計1106691 的中 ��� 12916（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．2―12．6―12．2―12．4―12．5―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．1―49．7―1：01．9―1：14．3―1：26．8―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
10，14（4，15）－（6，12）（2，16）－（5，11）13－8，1，3，9＝7
10，8，14，15，4（6，16）13（2，12）5－（1，11）3－9－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムトラネコ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2014．7．20 中京6着

2012．4．1生 牡3芦 母 ジェニュラビーン 母母 ガルチズラビーン 11戦1勝 賞金 9，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーシャンベイリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アニマルスピリッツ号・ウォーターボンド号・エイシンターザン号・チャップリン号・ヒルノケルン号

第３回 阪神競馬 第４日



16039 6月14日 曇 良 （27阪神3）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時55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

818 イレイション 牡3栗 56 M．デムーロ 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 480－ 21：33．7 3．1�

36 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 幸 英明吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 496－ 21：33．8� 29．6�
612 ピースオブジャパン 牡3栗 56 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B476± 01：34．01 3．5�
47 ジョーアラタ 牡3鹿 56 小牧 太上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 480－ 4 〃 クビ 15．9�
611 タガノカムイ 牡3栗 56 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 464－ 81：34．21� 8．0�
48 タガノヴェリテ 牡3鹿 56 松田 大作八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 61：34．83� 11．4�
714 サンディフック 牡3栗 56 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 486＋261：34．9� 31．8	
24 エクラドレーヴ 牝3栗 54 蛯名 正義 
キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 414＋161：35．0� 14．7�
59 ベルディーヴァ 牝3栗 54 岩田 康誠 
キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 ハナ 9．0�
817 アグネスエンジェル 牝3鹿 54 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 424－ 21：35．1クビ 16．6
816 デンコウヴァルキリ 牡3栗 56 古川 吉洋田中 康弘氏 木原 一良 浦河 本巣 敦 472 ―1：35．31� 149．4�
23 ハイエストシルバー 牡3芦 56 菱田 裕二 
社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 528± 0 〃 クビ 36．8�
12 クレスコエルザ 牝3鹿 54 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 430－ 4 〃 ハナ 79．9�
510 シアワセノキザシ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社
吉田ファーム 490＋201：35．61� 227．9�

715 レインスコール 牝3鹿 54 池添 謙一松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 396－ 61：36．66 167．2�
11 ノースダルジャン 牝3鹿 54 川島 信二和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 436 ― 〃 クビ 265．9�
713 デスティーノトップ 牡3鹿 56 熊沢 重文名古屋友豊� 宮本 博 日高 下河辺牧場 B554－ 81：36．7� 323．7�
35 サトノレイナ 牝3黒鹿54 北村 友一里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446± 01：37．01� 134．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，922，400円 複勝： 38，554，500円 枠連： 18，391，600円
馬連： 60，320，300円 馬単： 33，404，300円 ワイド： 41，896，800円
3連複： 85，871，900円 3連単： 116，748，500円 計： 423，110，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 580円 � 130円 枠 連（3－8） 3，830円

馬 連 �� 7，620円 馬 単 �� 11，930円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 270円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 43，140円

票 数

単勝票数 計 279224 的中 � 70813（1番人気）
複勝票数 計 385545 的中 � 84980（2番人気）� 10541（10番人気）� 90189（1番人気）
枠連票数 計 183916 的中 （3－8） 3719（13番人気）
馬連票数 計 603203 的中 �� 6130（25番人気）
馬単票数 計 334043 的中 �� 2100（38番人気）
ワイド票数 計 418968 的中 �� 3905（23番人気）�� 48424（2番人気）�� 4398（19番人気）
3連複票数 計 858719 的中 ��� 11556（17番人気）
3連単票数 計1167485 的中 ��� 1962（125番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．1―12．0―11．7―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．7―46．8―58．8―1：10．5―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イレイション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 King’s Best デビュー 2015．4．25 福島3着

2012．4．28生 牡3栗 母 フェリシタス 母母 Embassy 3戦1勝 賞金 6，650，000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） 1頭 グラツィオーソ号
（非抽選馬） 2頭 シャイニーシチー号・ホープフルデイズ号

16040 6月14日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27阪神3）第4日 第4競走 ��3，110�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25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

22 オールアズワン 牡7黒鹿60 森 一馬宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 508＋ 43：31．8 2．8�
33 タ イ タ ン 牡7栗 60 植野 貴也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 480－ 63：31．9� 4．1�
66 カッパドキア 牡5黒鹿60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 464－ 23：32．21� 2．6�
55 アグネスハイヤー 牡9鹿 60 難波 剛健渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 470＋ 63：32．83� 7．8�
77 テイエムシシーポス 牡5鹿 60 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 484－ 23：33．01	 21．6�
11 
 リアリーサムシング 牡7栗 60 林 満明吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 480－ 43：33．42� 30．4�
44 ミヤコデラックス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B474± 0 〃 クビ 14．1	

（7頭）

売 得 金
単勝： 15，970，200円 複勝： 17，300，000円 枠連： 発売なし
馬連： 32，927，300円 馬単： 24，842，400円 ワイド： 13，569，500円
3連複： 41，778，800円 3連単： 115，035，500円 計： 261，423，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 190円 �� 160円 �� 200円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 2，110円

票 数

単勝票数 計 159702 的中 � 44570（2番人気）
複勝票数 計 173000 的中 � 46597（2番人気）� 35279（3番人気）
馬連票数 計 329273 的中 �� 39996（3番人気）
馬単票数 計 248424 的中 �� 16129（4番人気）
ワイド票数 計 135695 的中 �� 16864（2番人気）�� 22507（1番人気）�� 16569（3番人気）
3連複票数 計 417788 的中 ��� 87547（1番人気）
3連単票数 計1150355 的中 ��� 39449（5番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 51．4－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

�
�
1－3（7，5）（6，2）－4
7，3（1，6）－（5，2）－4

勝馬の
紹 介

オールアズワン 

�
父 ネオユニヴァース 


�
母父 ナリタブライアン デビュー 2010．8．14 札幌2着

2008．3．6生 牡7黒鹿 母 トウホープログレス 母母 シンデレラロード 障害：9戦2勝 賞金 28，100，000円



16041 6月14日 曇 良 （27阪神3）第4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

66 タガノヴィアーレ 牝2栗 54 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 518 ―1：11．4 3．8�

55 ルミナスエレメント 牡2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466 ―1：11．71� 2．1�
22 ブリーズスズカ 牡2青鹿54 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450 ―1：12．02 5．4�
44 ウインランブル 牡2鹿 54 松山 弘平�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 462 ―1：12．1� 17．4�
33 フジヤマコクリュウ 牡2青鹿54 藤懸 貴志藤本美也子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 386 ―1：12．73� 12．3	
88 ク イ ン ダ ム 牝2芦 54 国分 優作西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 	川 啓一 424 ― 〃 アタマ 27．7

77 ヒロブレイブ 牡2鹿 54

51 ▲	島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 440 ―1：12．8� 21．9�
11 シゲルサワラ 牡2鹿 54

51 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 454 ―1：13．65 20．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 35，905，200円 複勝： 25，284，100円 枠連： 発売なし
馬連： 50，196，100円 馬単： 35，472，400円 ワイド： 23，093，300円
3連複： 53，888，000円 3連単： 144，505，200円 計： 368，344，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 140円 �� 220円 �� 140円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 計 359052 的中 � 79529（2番人気）
複勝票数 計 252841 的中 � 52412（2番人気）� 105163（1番人気）� 33852（3番人気）
馬連票数 計 501961 的中 �� 119336（1番人気）
馬単票数 計 354724 的中 �� 34633（3番人気）
ワイド票数 計 230933 的中 �� 43223（2番人気）�� 21164（3番人気）�� 45335（1番人気）
3連複票数 計 538880 的中 ��� 114332（1番人気）
3連単票数 計1445052 的中 ��� 66527（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．0―47．8―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノヴィアーレ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2013．1．31生 牝2栗 母 ビーグレイシャス 母母 ブ リ ア ン ダ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 フジヤマコクリュウ号の調教師小崎憲は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

16042 6月14日 曇 良 （27阪神3）第4日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

714 ワーキングプライド 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 42：00．8 5．0�

815 オールマイアイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 514＋ 62：01．01� 5．8�
23 タイセイブレイド 牡3黒鹿56 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：01．21� 4．9�
47 マイネルオルデン 牡3鹿 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 8 〃 クビ 71．1�
816 ユ キ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 幸 英明西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 464＋ 42：01．3クビ 36．4	
11 マインリーバー 牡3青鹿56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 468＋ 22：01．4� 13．5

24 ゴールドエッセンス 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 402± 0 〃 クビ 17．7�
611 パ ラ ベ ン ス 牝3鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 438＋ 22：01．71	 143．0�
35 グディーズタイガー 牡3黒鹿56 大野 拓弥田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 450 ― 〃 アタマ 36．5
612 パンテーラネロ 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �ローレルレーシング 高橋 義忠 日高 森永牧場 462－ 82：01．91 15．1�
36 コスモナオス 牝3鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 420 ― 〃 ハナ 205．0�
510 プレミオテーラー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 468－ 42：02．21	 2．9�
12 メイショウナガヨリ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 450－ 22：02．94 82．4�
713 メイショウコルシカ 牡3黒鹿 56

53 ▲
島 克駿松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 平野牧場 442－ 22：03．21	 434．4�
59 ノ ー ク ラ イ �3栗 56 岩田 康誠山住 勲氏 須貝 尚介 新ひだか チャンピオンズファーム B450＋ 22：05．0大差 24．2�
48 アトラスパワー 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太馬目 卓氏 田所 秀孝 安平 ノーザンファーム 470 ―2：06．59 320．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，533，000円 複勝： 38，704，200円 枠連： 18，104，800円
馬連： 65，201，100円 馬単： 34，550，400円 ワイド： 37，504，300円
3連複： 89，592，300円 3連単： 121，161，500円 計： 432，351，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 180円 � 150円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 530円 �� 490円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 275330 的中 � 43516（3番人気）
複勝票数 計 387042 的中 � 53172（3番人気）� 52408（4番人気）� 72291（2番人気）
枠連票数 計 181048 的中 （7－8） 13902（5番人気）
馬連票数 計 652011 的中 �� 38999（4番人気）
馬単票数 計 345504 的中 �� 11078（7番人気）
ワイド票数 計 375043 的中 �� 18200（5番人気）�� 19999（4番人気）�� 16504（6番人気）
3連複票数 計 895923 的中 ��� 27907（6番人気）
3連単票数 計1211615 的中 ��� 6721（32番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―11．9―12．1―12．6―12．1―12．1―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．5―47．4―59．5―1：12．1―1：24．2―1：36．3―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6
1
3

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

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

ワーキングプライド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．9 京都2着

2012．2．18生 牝3鹿 母 ワーキングウーマン 母母 ワーキングイオン 6戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アトラスパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月14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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビュトンドール号
（非抽選馬） 3頭 キラメキオトメ号・スズカビビッド号・ヒロノサンサン号



16043 6月14日 曇 良 （27阪神3）第4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

510 サンタエヴィータ 牝4栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 41：51．4 24．6�

611 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿52 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 442± 01：51．61� 6．2�
48 コ コ 牝3芦 52

49 ▲�島 克駿副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 518± 01：52．23� 3．4�
47 メイショウブーケ 牝4栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B462－10 〃 クビ 3．0�
612 ロ ゼ ラ ニ 牝5鹿 55 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 484＋ 41：52．62� 34．4�
35 オーシャンブルグ 牝4鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 448－ 21：52．81� 11．6	
36 	 ラゴディラゴライ 牝5鹿 55 蛯名 正義佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486－14 〃 ハナ 39．4

815 タガノベルーガ 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522＋ 61：53．12 9．9�

24 モントボーゲン 牝4鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476－101：53．2� 69．3�
23 クロカミノオトメ 牝5青 55

54 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B496＋ 41：54．26 123．9

11 ビジュートウショウ 牝4栗 55 藤岡 佑介トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460＋ 41：54．3
 167．6�
12 エヴォリューション 牝4鹿 55 藤田 伸二岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490＋141：54．4
 145．7�
816 ヴェルメンティーノ 牝4栗 55 和田 竜二吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B430－ 2 〃 同着 12．4�
714	 アンスメーヌ 牝4栗 55

52 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 448＋121：54．61 411．4�

713 デンタルキューティ 牝3青 52 国分 優作安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 440－ 21：54．7� 65．9�
59 マダムウルル 牝3黒鹿52 M．デムーロ �ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 456＋ 21：55．33� 17．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，712，100円 複勝： 48，797，100円 枠連： 25，302，200円
馬連： 81，160，100円 馬単： 42，733，600円 ワイド： 50，406，900円
3連複： 109，966，300円 3連単： 157，377，500円 計： 548，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 600円 � 240円 � 160円 枠 連（5－6） 2，810円

馬 連 �� 7，650円 馬 単 �� 18，460円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，580円 �� 520円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 93，670円

票 数

単勝票数 計 327121 的中 � 10601（8番人気）
複勝票数 計 487971 的中 � 16351（9番人気）� 52188（3番人気）� 97989（2番人気）
枠連票数 計 253022 的中 （5－6） 6971（9番人気）
馬連票数 計 811601 的中 �� 8217（25番人気）
馬単票数 計 427336 的中 �� 1736（53番人気）
ワイド票数 計 504069 的中 �� 5919（23番人気）�� 7961（17番人気）�� 26984（3番人気）
3連複票数 計1099663 的中 ��� 9951（24番人気）
3連単票数 計1573775 的中 ��� 1218（272番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―12．6―12．2―12．5―13．0―12．7―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．8―35．4―47．6―1：00．1―1：13．1―1：25．8―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．3
1
3
16，11，8－4（10，12）2，14（1，13）3，7，5（6，9）15
16，11，8（10，12）（4，13，15）－（2，14）1（3，7）（5，6，9）

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

勝馬の
紹 介

サンタエヴィータ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Candy Ride デビュー 2013．9．29 阪神9着

2011．2．21生 牝4栗 母 エヴィータアルゼンティーナ 母母 Jealous Wildcat 6戦2勝 賞金 14，000，000円

16044 6月14日 曇 良 （27阪神3）第4日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：19．9
1：19．0

良
良

817� メラグラーナ 牝3鹿 50
49 ☆松若 風馬吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 508＋ 21：21．1 20．0�
510 スマートカルロス 牡3鹿 54

51 ▲	島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 468＋14 〃 クビ 9．0�
714 ノボリレジェンド 牝4鹿 55 川田 将雅原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450＋121：21．31
 1．8�
816 オメガタックスマン 牡3鹿 54 岩田 康誠原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 クビ 7．2�
612 プラチナコード 牡3芦 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 484＋ 21：21．51
 38．5�

48 キンシノキセキ 牡4鹿 57 和田 竜二若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 500＋ 6 〃 ハナ 21．9	

35 キュークッキング 牝4黒鹿55 幸 英明栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 472－ 2 〃 ハナ 80．8

24 ト シ ザ キ ミ 牝4鹿 55 柴田 善臣上村 利幸氏 	島 一歩 浦河 浦河小林牧場 466＋ 41：21．6クビ 38．6�
59 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 藤岡 康太里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 ハナ 64．6�
47 � エイシンキサナドゥ 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

546＋221：21．7� 11．2
12 ハイキートーン 牝5栗 55 大野 拓弥�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 472＋161：21．8 179．7�
611 サチノクイーン 牝4鹿 55 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B480＋101：22．01 19．0�
818 ナンヨーユナ 牝5芦 55

52 ▲加藤 祥太中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 154．4�
23 メイショウネブタ 牡4鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 476＋ 21：22．1 41．0�
11 ゴーントレット 牡3黒鹿54 池添 謙一寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 アタマ 14．4�
36 ガートルード 牝4黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 61：22．3 151．0�
715 ジンセイハオマツリ 牡5黒鹿57 太宰 啓介小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 494－ 21：22．4 46．2�
713 ヒルノクオリア 牡5鹿 57 	島 良太�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 B464－ 41：22．82� 99．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，415，800円 複勝： 70，479，300円 枠連： 26，635，500円
馬連： 104，929，300円 馬単： 58，688，200円 ワイド： 63，936，700円
3連複： 139，083，700円 3連単： 215，079，000円 計： 723，247，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 380円 � 250円 � 110円 枠 連（5－8） 2，510円

馬 連 �� 11，840円 馬 単 �� 23，710円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 870円 �� 480円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 85，300円

票 数

単勝票数 計 444158 的中 � 17683（7番人気）
複勝票数 計 704793 的中 � 30219（6番人気）� 52028（3番人気）� 272878（1番人気）
枠連票数 計 266355 的中 （5－8） 8197（9番人気）
馬連票数 計1049293 的中 �� 6864（30番人気）
馬単票数 計 586882 的中 �� 1856（54番人気）
ワイド票数 計 639367 的中 �� 4371（30番人気）�� 18867（6番人気）�� 36390（3番人気）
3連複票数 計1390837 的中 ��� 14413（18番人気）
3連単票数 計2150790 的中 ��� 1828（235番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．1―11．4―11．3―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．1―45．5―56．8―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メラグラーナ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Secret Savings デビュー 2015．3．8 阪神1着

2012．8．21生 牝3鹿 母 Ghaliah 母母 Elated Lady 3戦2勝 賞金 12，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ゼンノイザナギ号・リーサルウェポン号



16045 6月14日 晴 良 （27阪神3）第4日 第9競走 ��
��2，200�

さ ん だ

三 田 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．6．14以降27．6．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

712 イ サ ベ ル 牝4鹿 55 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：12．1 2．3�
59 グランアルマダ 牡3芦 52 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 534± 02：12．31� 13．6�
11 シ ホ ウ 牡4鹿 57 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 514＋ 4 〃 アタマ 3．4�
34 カラフルブラッサム 牝5鹿 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468－102：12．51� 7．0�
35 タカノハーバー 牡5青鹿54 �島 良太山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 2 〃 クビ 232．2�
610 マイネグレヴィル 牝4鹿 56 川田 将雅 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 472± 02：12．82 9．6

46 ポセイドンバローズ 牡5栗 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B474－ 62：12．9	 81．8�
611 ニシノモンクス 牝5鹿 52 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 454＋ 82：13．11� 161．8�
815 ヒロノプリンス 牡5鹿 56 和田 竜二サンエイ開発	 村山 明 日高 オリオンファーム 458－102：13．42 95．3
23 スリーロブロイ 牡6鹿 52 藤田 伸二永井商事	 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 452＋ 42：13．5	 136．8�
58 アドマイヤシーマ 牝4鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450± 02：14．03 15．0�
47 キンショータイム 牡5栗 52 加藤 祥太礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 488－ 22：14．1クビ 236．5�
814 ダンディーズムーン 牡4鹿 56 幸 英明田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 42：14．95 19．5�
22 フォルゴラーレ 牝3黒鹿50 松若 風馬藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 480± 02：15．11� 31．4�
713 タガノバラード 牝4黒鹿54 松山 弘平八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 424± 02：16．37 36．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，909，500円 複勝： 71，405，100円 枠連： 28，777，000円
馬連： 134，348，300円 馬単： 66，781，200円 ワイド： 67，026，900円
3連複： 175，382，500円 3連単： 277，938，800円 計： 870，569，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 230円 � 130円 枠 連（5－7） 740円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 660円 �� 210円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 9，390円

票 数

単勝票数 計 489095 的中 � 165430（1番人気）
複勝票数 計 714051 的中 � 209257（1番人気）� 51213（5番人気）� 146861（2番人気）
枠連票数 計 287770 的中 （5－7） 29881（2番人気）
馬連票数 計1343483 的中 �� 57696（6番人気）
馬単票数 計 667812 的中 �� 17865（9番人気）
ワイド票数 計 670269 的中 �� 23037（6番人気）�� 97618（1番人気）�� 21543（8番人気）
3連複票数 計1753825 的中 ��� 73505（4番人気）
3連単票数 計2779388 的中 ��� 21453（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．5―12．2―12．0―11．7―12．2―12．1―11．9―12．3―12．6

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ サ ベ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．3．16 阪神1着

2011．2．16生 牝4鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 8戦4勝 賞金 49，901，000円
〔制裁〕 グランアルマダ号の騎手酒井学は，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。
※アドマイヤシーマ号・イサベル号・カラフルブラッサム号・マイネグレヴィル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16046 6月14日 晴 良 （27阪神3）第4日 第10競走 ��
��1，200�

さんのみや

三 宮 特 別
発走15時00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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

611 テイクファイア 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 21：10．6 101．0�
36 ブルドッグボス 牡3鹿 54 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 510－ 41：10．81 1．5�
48 モ ル ジ ア ナ 牝3栗 52 菱田 裕二 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466± 01：11．12 7．8�
59 ポメグラネイト 牡4栗 57 浜中 俊畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 574＋121：11．31	 6．5�
815 セイユウスマイル 牝5鹿 55 太宰 啓介松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 494＋ 2 〃 クビ 61．0�
12 
 レアヴェントゥーレ 牡5芦 57 藤田 伸二小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC 534＋ 41：11．4� 7．0	
816 ヤマニンメンヒル 牡6鹿 57 北村 友一土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 482± 0 〃 ハナ 29．4

713 ヒカルランナー 牡6鹿 57 長岡 禎仁安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 502－121：11．71� 42．9�
510 レ ギ ス 牡5栗 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 476＋ 61：11．9� 35．4�
11 ド ナ リ サ 牝7鹿 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 476＋ 6 〃 ハナ 188．8
35 デンコウヒノマル 牡4栗 57 岩田 康誠田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 502＋121：12．64 20．1�
24 テーオーサクセス 牡7黒鹿57 小牧 太小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 502－ 6 〃 ハナ 113．8�
47 エトルアンフルール 牝5栗 55 和田 竜二村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 480± 01：12．81 68．6�
23 ゴーイングストーン 牡6栗 57 岩崎 翼林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 484＋12 〃 クビ 342．3�
612 マウンテンファスト 牡6鹿 57 大下 智山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 450－10 〃 ハナ 491．1�
714 カシノエルフ 牡6栗 57 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 504＋ 61：13．01 375．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，749，000円 複勝： 98，510，900円 枠連： 34，386，400円
馬連： 158，502，000円 馬単： 96，901，300円 ワイド： 71，171，800円
3連複： 197，783，600円 3連単： 416，433，400円 計： 1，132，438，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，100円 複 勝 � 1，020円 � 110円 � 190円 枠 連（3－6） 4，150円

馬 連 �� 5，630円 馬 単 �� 28，780円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 8，080円 �� 280円

3 連 複 ��� 13，360円 3 連 単 ��� 199，150円

票 数

単勝票数 計 587490 的中 � 4652（11番人気）
複勝票数 計 985109 的中 � 9187（11番人気）� 574587（1番人気）� 76109（4番人気）
枠連票数 計 343864 的中 （3－6） 6413（11番人気）
馬連票数 計1585020 的中 �� 21806（14番人気）
馬単票数 計 969013 的中 �� 2525（50番人気）
ワイド票数 計 711718 的中 �� 9495（19番人気）�� 2010（50番人気）�� 77161（2番人気）
3連複票数 計1977836 的中 ��� 11099（37番人気）
3連単票数 計4164334 的中 ��� 1516（355番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．9―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクファイア �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．1．13 京都1着

2010．5．3生 牡5鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 18戦4勝 賞金 42，985，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セイウンチカラ号
（非抽選馬） 4頭 アスターストーム号・エルウェーオージャ号・タッチシタイ号・ナリタロック号

２レース目



16047 6月14日 晴 良 （27阪神3）第4日 第11競走 ��
��2，000�第20回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，3歳以上，26．6．14以降27．6．7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 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

12 シャトーブランシュ 牝5鹿 53 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 472－ 62：00．5 15．6�
612 マリアライト 牝4黒鹿53 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 428＋ 22：00．6� 3．5�
713 パワースポット 牝7鹿 53 大野 拓弥�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 472－ 4 〃 アタマ 20．8�
816 ウインプリメーラ 牝5黒鹿54 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 62：00．7� 10．0�
510� フェリーチェレガロ 牝5黒鹿50 川須 栄彦平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 64．7	
11 イリュミナンス 牝5鹿 52 岩田 康誠中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 490－ 22：00．8	 7．8

714 カ ノ ン 牝5鹿 50 高倉 稜 �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 490＋ 42：01．01 19．7�
48 リラヴァティ 牝4黒鹿53 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448－ 22：01．1クビ 6．9�
47 アースライズ 牝3青鹿49 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 ハナ 7．7
611 メイショウスザンナ 牝6鹿 53 松田 大作松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B472－ 4 〃 アタマ 53．4�
24 � ベリーフィールズ 牝7鹿 49 加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 468± 0 〃 アタマ 76．3�
36 レッドセシリア 牝5鹿 52 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426－10 〃 ハナ 33．5�
59 � グレイスフラワー 牝6青鹿52 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458－ 42：01．2� 53．1�
35 フィロパトール 牝6鹿 53 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 470± 02：01．52 62．9�
23 バウンスシャッセ 牝4鹿 56 M．デムーロ �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518－ 42：01．7� 8．5�
815 アドマイヤギャラン 牝6青鹿53 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476－ 62：02．55 13．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 146，004，800円 複勝： 222，141，300円 枠連： 160，267，100円
馬連： 659，262，800円 馬単： 268，725，700円 ワイド： 277，324，500円
3連複： 1，145，979，500円 3連単： 1，699，797，000円 計： 4，579，502，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 430円 � 160円 � 430円 枠 連（1－6） 1，200円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 3，210円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 22，750円 3 連 単 ��� 151，990円

票 数

単勝票数 計1460048 的中 � 74841（8番人気）
複勝票数 計2221413 的中 � 114937（9番人気）� 480650（1番人気）� 115102（8番人気）
枠連票数 計1602671 的中 （1－6） 103475（5番人気）
馬連票数 計6592628 的中 �� 139633（13番人気）
馬単票数 計2687257 的中 �� 23048（36番人気）
ワイド票数 計2773245 的中 �� 45988（18番人気）�� 21882（45番人気）�� 43939（19番人気）
3連複票数 計11459795 的中 ��� 37775（78番人気）
3連単票数 計16997970 的中 ��� 8108（509番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．6―49．2―1：01．5―1：13．9―1：25．8―1：37．3―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャトーブランシュ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．28生 牝5鹿 母 ブランシェリー 母母 メゾンブランシュ 21戦4勝 賞金 120，327，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 イリュミナンス号の騎手岩田康誠は，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10，000円。（被害馬：6番）
※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。
（非抽選馬） 6頭 アドマイヤシーマ号・イサベル号・カラフルブラッサム号・カレンケカリーナ号・シャイニーガール号・

マイネグレヴィル号

16048 6月14日 晴 良 （27阪神3）第4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

816 ラテンロック 牡4鹿 57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 504＋ 21：23．9 1．8�

24 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿54 岩田 康誠前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 41：24．32� 5．0�

59 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482－ 21：24．61� 6．4�
611 ケンブリッジギルド 牡4栗 57 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468± 01：24．7� 24．1�
612 タマモイレブン 牡3鹿 54 蛯名 正義タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 524＋ 21：25．01� 11．6�
48 アドマイヤレイ 牡6鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530＋ 61：25．1� 46．2	
510 ゴーザトップ 牡4栗 57 松山 弘平江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476－ 81：25．42 30．5

11 アンスタンフィール 牝5鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 486± 01：25．61� 35．0�
47 	 モズワトウナイ 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬 �キャピタル・システム 森田 直行 新ひだか 土田 扶美子 448＋ 21：25．91� 237．3�
23 サウザンドエース 牡4芦 57 国分 恭介吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 540＋101：26．0� 120．9
36 ケルンウィナー 牡4栗 57 幸 英明谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 510＋121：26．21 14．7�
815 メイショウサターン 牡3栗 54 
島 良太松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 472－ 2 〃 ハナ 277．2�
714 シェイクザバーレイ 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 21：26．3クビ 162．7�
35 チョウテッパン 牡4栗 57 菱田 裕二丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 504＋ 4 〃 アタマ 103．5�
12 シュバリエブラン 牡3芦 54 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 468－ 21：26．51 36．8�
713 マーセブナカヤマ 牡4鹿 57 松田 大作�中山牧場 奥村 豊 浦河 中山牧場 538＋ 81：26．81� 146．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，157，500円 複勝： 93，496，100円 枠連： 45，792，400円
馬連： 190，966，600円 馬単： 102，226，200円 ワイド： 87，399，000円
3連複： 249，487，000円 3連単： 488，764，100円 計： 1，326，288，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（2－8） 400円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 230円 �� 370円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，620円

票 数

単勝票数 計 681575 的中 � 300823（1番人気）
複勝票数 計 934961 的中 � 394787（1番人気）� 144058（2番人気）� 110519（3番人気）
枠連票数 計 457924 的中 （2－8） 88699（1番人気）
馬連票数 計1909666 的中 �� 366780（1番人気）
馬単票数 計1022262 的中 �� 129101（1番人気）
ワイド票数 計 873990 的中 �� 142997（1番人気）�� 98340（2番人気）�� 51091（3番人気）
3連複票数 計2494870 的中 ��� 303721（1番人気）
3連単票数 計4887641 的中 ��� 217462（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―12．0―12．6―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．3―46．3―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラテンロック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．5．24 京都2着

2011．2．26生 牡4鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 8戦3勝 賞金 30，358，000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 モアザンイナフ号

４レース目



（27阪神3）第4日 6月14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 178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

237，750，000円
2，080，000円
6，660，000円
1，830，000円
21，150，000円
71，473，000円
5，307，400円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
549，792，400円
794，333，900円
384，799，200円
1，645，036，500円
825，022，300円
802，298，200円
2，440，343，200円
3，961，627，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，403，253，500円

総入場人員 18，679名 （有料入場人員 17，499名）
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