
16073 6月27日 曇 重 （27阪神3）第7日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

22 マイネルサグラ 牡2栗 54 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 440＋ 21：37．7 3．0�

89 ダンツプリウス 牡2鹿 54 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 492－ 21：37．91� 5．2�
88 ノーブルマーズ 牡2栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 460＋ 41：38．0� 6．0�
66 クリノカルカソンヌ 牡2鹿 54 M．デムーロ栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 492－ 41：38．85 3．8�
33 ヴ ェ ゼ ー ル 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 530－ 81：39．11	 7．9�
55 スズカウルトラ 牡2鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 440－ 61：39．42 14．9	
77 シゲルサワラ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 450－ 41：40．03� 122．7

11 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± 01：40．85 33．6�
44 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 430＋ 61：41．54 65．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，336，000円 複勝： 26，458，100円 枠連： 7，747，900円
馬連： 33，072，000円 馬単： 22，030，900円 ワイド： 17，312，700円
3連複： 47，371，200円 3連単： 86，552，600円 計： 257，881，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（2－8） 360円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 173360 的中 � 46797（1番人気）
複勝票数 計 264581 的中 � 79385（1番人気）� 45774（3番人気）� 30320（5番人気）
枠連票数 計 77479 的中 （2－8） 16258（1番人気）
馬連票数 計 330720 的中 �� 38481（2番人気）
馬単票数 計 220309 的中 �� 15569（2番人気）
ワイド票数 計 173127 的中 �� 18972（2番人気）�� 14151（4番人気）�� 9254（7番人気）
3連複票数 計 473712 的中 ��� 32819（4番人気）
3連単票数 計 865526 的中 ��� 16688（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．9―48．5―1：01．4―1：13．4―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．3
3 5，8（2，9）－3－（4，7）1，6 4 5，8（2，9）（3，6）（4，7，1）

勝馬の
紹 介

マイネルサグラ 
�
父 マツリダゴッホ 

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．6．21 阪神2着

2013．2．7生 牡2栗 母 コスモミール 母母 トリプルタイム 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

16074 6月27日 曇 不良 （27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）

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

12 エンパイアブルー 牝3鹿 54 浜中 俊広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 468± 01：50．8 2．3�
612 ナムラケイト 牝3鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 488± 01：51．12 3．1�
59 サンマルアリュール 牝3栗 54 M．デムーロ相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 514± 01：52．16 5．5�
510 ピエノフィオレ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 458＋ 21：52．41� 106．6�
611 スズカセルリアン 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 464＋ 21：53．46 15．7�
11 プリモレガーロ 牝3鹿 54 C．ルメール 	シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474－ 21：54．03� 14．1

24 ディープアントス 牝3鹿 54 幸 英明北畑 忍氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 434＋ 61：54．21� 47．4�
23 サントノーレ 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 484＋ 41：54．3クビ 29．0�
714 キラメキオトメ 牝3青鹿54 国分 恭介	イクタ 作田 誠二 日高 長谷川 一男 416＋ 41：55．15 140．9
816 アルギュロス 牝3黒鹿54 川田 将雅 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478 ―1：55．42 28．7�
35 レ イ ラ 牝3青鹿54 酒井 学	日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム 472＋101：55．71� 21．6�
47 ラウレアメモリー 牝3芦 54

53 ☆岩崎 翼横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 412－ 21：56．33� 151．8�
815 グランマーロン 牝3栗 54 秋山真一郎間宮 秀直氏 牧田 和弥 浦河 大柳ファーム 440＋ 8 〃 クビ 139．8�
36 ルーセントハート 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬 	キャロットファーム 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 41：56．83 105．0�

713 トーホウアヤナ 牝3黒鹿 54
51 ▲義 英真東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 470± 01：58．18 123．4�

48 テイエムエベレスト 牝3鹿 54 花田 大昂竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 462＋ 22：00．4大差 134．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，572，400円 複勝： 29，099，600円 枠連： 10，887，000円
馬連： 41，015，000円 馬単： 26，340，300円 ワイド： 22，490，100円
3連複： 61，054，400円 3連単： 93，770，700円 計： 305，229，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－6） 220円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 140円 �� 190円 �� 210円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，090円

票 数

単勝票数 計 205724 的中 � 69534（1番人気）
複勝票数 計 290996 的中 � 92799（1番人気）� 72010（2番人気）� 53396（3番人気）
枠連票数 計 108870 的中 （1－6） 37431（1番人気）
馬連票数 計 410150 的中 �� 107483（1番人気）
馬単票数 計 263403 的中 �� 31559（2番人気）
ワイド票数 計 224901 的中 �� 50265（1番人気）�� 27438（2番人気）�� 23923（3番人気）
3連複票数 計 610544 的中 ��� 150759（1番人気）
3連単票数 計 937707 的中 ��� 62016（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．5―12．3―12．5―12．7―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．7―48．0―1：00．5―1：13．2―1：25．7―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3
・（8，12）（2，3，16）9，1（6，7，15）5（11，13）－（10，14）＝4・（8，12）（2，3，16）（1，9）11，7（5，10）15，6（14，13）－4

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

勝馬の
紹 介

エンパイアブルー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．6 阪神2着

2012．3．4生 牝3鹿 母 レフィナーダ 母母 モザーティアナ 2戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 エンパイアブルー号の騎手浜中俊は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラウレアメモリー号・グランマーロン号・ルーセントハート号・トーホウアヤナ号・

テイエムエベレスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月27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。
（非抽選馬） 2頭 マケナイデ号・ヤマニンロードン号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 阪神競馬 第７日



16075 6月27日 曇 不良 （27阪神3）第7日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

36 リーサルストライク 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋ 41：24．1 5．3�

713 リュクスカフェ 牡3黒鹿56 幸 英明田畑 憲士氏 平田 修 千歳 社台ファーム 444± 01：24．31� 8．7�
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 544＋ 21：24．51� 16．5�
12 ウインドファースト 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 506＋ 4 〃 アタマ 21．8�
11 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 482＋ 8 〃 ハナ 4．1�
611 ディファースト 牡3鹿 56 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか 水上 習孝 B490－121：24．71 7．2	
35 ブライアンキング 牡3鹿 56 藤岡 佑介林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 462－ 81：24．91 39．0

815 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± 0 〃 クビ 6．3�
47 ノンリケット 牝3栗 54 福永 祐一大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 414± 01：25．0クビ 42．9�
816 ノースピーディング �3青鹿56 北村 友一山田 弘氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 452－161：25．53 38．3
59 マルシゲジャパン 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 460＋ 21：25．6	 7．2�
24 ステイバーニング 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 B456－ 21：25．7クビ 39．3�
612 スマートサイファ 牡3黒鹿56 C．ルメールトニー倶楽部 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 494 ―1：26．23 21．8�
714 アイアンラミング 牝3鹿 54 国分 恭介池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 520－ 21：26．3� 198．6�
23 タイセイグローリア 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高岸 順一 488 ―1：27．15 116．4�
510 ウォーターレイバー 牡3鹿 56 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 480－ 81：27．31� 99．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，616，200円 複勝： 35，795，500円 枠連： 13，204，300円
馬連： 48，346，300円 馬単： 25，948，300円 ワイド： 28，363，500円
3連複： 69，025，800円 3連単： 82，363，700円 計： 326，663，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 300円 � 410円 枠 連（3－7） 2，040円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，460円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 13，550円 3 連 単 ��� 53，310円

票 数

単勝票数 計 236162 的中 � 35021（2番人気）
複勝票数 計 357955 的中 � 47895（3番人気）� 30429（5番人気）� 20524（7番人気）
枠連票数 計 132043 的中 （3－7） 5012（11番人気）
馬連票数 計 483463 的中 �� 17294（9番人気）
馬単票数 計 259483 的中 �� 4499（15番人気）
ワイド票数 計 283635 的中 �� 8778（7番人気）�� 2897（27番人気）�� 4146（22番人気）
3連複票数 計 690258 的中 ��� 3818（43番人気）
3連単票数 計 823637 的中 ��� 1120（172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．2―46．0―58．4―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーサルストライク �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2015．2．28 阪神6着

2012．4．4生 牡3鹿 母 リーサルヒート 母母 Lethal Leta 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 ディプロイディ号の騎手川島信二は，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：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シゲルタウエマツリ号・ダンツラッシュ号・ワンダーヴァローレ号

16076 6月27日 曇 不良 （27阪神3）第7日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

816 エンゲルフライト 牡3鹿 56 中谷 雄太嶋田 賢氏 矢作 芳人 日高 シンコーファーム 482＋ 22：04．8 9．8�
36 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434－ 4 〃 クビ 6．7�

815 オイルタウン 牡3栗 56 幸 英明山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 454＋ 62：05．01 3．7�
612 トミースマイル 牡3芦 56

55 ☆岩崎 翼北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 450－ 42：06．06 55．0�
23 シゲルヒノクニ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 484－ 42：06．53 125．2	
59 シビックハート 牝3栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 426－ 22：06．71� 33．8

47 ワールドカップ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 456－ 4 〃 ハナ 17．0�
510 ハッピーシェフ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 496－ 2 〃 アタマ 2．1�
48 リッシンハレルヤ 牡3栗 56 国分 恭介小原 該一氏 作田 誠二 日高 幾千世牧場 484＋ 8 〃 クビ 138．2
611 ローガンカズマ 牡3栗 56 国分 優作�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 酒井牧場 B436－ 82：07．12� 101．1�
714 タツゴウゲキ 牡3鹿 56 川田 将雅鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 478± 02：07．2クビ 20．0�
35 カシノゼウス 牡3鹿 56 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 492－ 2 〃 アタマ 58．1�
11 ゼットマーヴェル 牡3栗 56

53 ▲�島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新ひだか グランド牧場 520＋102：07．3� 135．3�
24 ワンダーウインディ 牡3黒鹿56 �島 良太山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 516＋142：07．51� 123．9�
12 フィリオドベント 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 452± 02：08．13� 37．3�
713 テールドラヴェリテ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 494－ 42：10．3大差 37．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，135，000円 複勝： 24，533，400円 枠連： 13，556，500円
馬連： 42，139，900円 馬単： 26，185，100円 ワイド： 22，862，400円
3連複： 54，209，600円 3連単： 80，808，800円 計： 287，430，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 190円 � 180円 � 150円 枠 連（3－8） 830円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 820円 �� 410円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 19，880円

票 数

単勝票数 計 231350 的中 � 18812（4番人気）
複勝票数 計 245334 的中 � 31708（4番人気）� 34812（3番人気）� 46118（2番人気）
枠連票数 計 135565 的中 （3－8） 12577（3番人気）
馬連票数 計 421399 的中 �� 11181（9番人気）
馬単票数 計 261851 的中 �� 3231（18番人気）
ワイド票数 計 228624 的中 �� 6431（9番人気）�� 14512（4番人気）�� 20559（2番人気）
3連複票数 計 542096 的中 ��� 16470（6番人気）
3連単票数 計 808088 的中 ��� 2946（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．4―48．6―1：01．4―1：13．9―1：26．3―1：39．1―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

エンゲルフライト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Cormorant デビュー 2015．2．28 中山7着

2012．2．18生 牡3鹿 母 サラトガデュー 母母 Super Luna 6戦1勝 賞金 6，040，000円
※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） 2頭 オヤマタイザン号・シームストレス号
（非抽選馬） 2頭 アシュラウェイ号・インシグニスブルー号



16077 6月27日 曇 稍重 （27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

33 オ フ ク ヒ メ 牝2黒鹿54 中谷 雄太山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 424 ―1：10．9 10．4�
78 コージェント 牡2鹿 54 C．ルメール 水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 502 ―1：11．22 3．7�
11 メイショウベニフジ 牝2黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 428 ―1：11．3� 4．8�
44 シゲルオニカマス 牡2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 524 ―1：11．51� 3．9�
89 アナフィエル 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 412 ―1：12．24 9．1�
22 デンコウエラ 牝2鹿 54 国分 恭介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 前田 宗将 388 ―1：12．3� 34．2	
55 スナークスカイ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 450 ―1：12．51� 21．7

66 マジックダイオウ 牡2栗 54 和田 竜二�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 450 ―1：12．81� 20．5�
810 セイカタクト 牡2黒鹿54 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 新冠 シンユウフアーム 432 ― 〃 ハナ 85．9
77 ヴ イ カ ン プ 牡2鹿 54 M．デムーロ岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：13．01� 8．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，722，600円 複勝： 23，418，700円 枠連： 8，869，900円
馬連： 41，963，800円 馬単： 25，579，200円 ワイド： 20，615，600円
3連複： 50，344，100円 3連単： 84，550，700円 計： 280，064，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 210円 � 150円 � 160円 枠 連（3－7） 1，520円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 720円 �� 670円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 22，750円

票 数

単勝票数 計 247226 的中 � 20067（6番人気）
複勝票数 計 234187 的中 � 24960（4番人気）� 42956（2番人気）� 41019（3番人気）
枠連票数 計 88699 的中 （3－7） 4520（6番人気）
馬連票数 計 419638 的中 �� 13351（12番人気）
馬単票数 計 255792 的中 �� 3608（25番人気）
ワイド票数 計 206156 的中 �� 7007（11番人気）�� 7634（9番人気）�� 15548（3番人気）
3連複票数 計 503441 的中 ��� 13412（11番人気）
3連単票数 計 845507 的中 ��� 2694（86番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―11．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．5―47．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ フ ク ヒ メ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

2013．3．22生 牝2黒鹿 母 シ ー ソ ン グ 母母 チャイナブリーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 セイカタクト号は，発進不良〔外側に逃避〕。

16078 6月27日 曇 稍重 （27阪神3）第7日 第6競走 ��
��1，800�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
1：44．5
1：43．9

良
良

612 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 482＋ 21：50．0 7．4�
12 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 452＋ 4 〃 ハナ 22．8�
48 チェリーシェイディ 牝3栗 54 浜中 俊戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 460± 01：50．1クビ 5．2�
59 グリーンゼファー 牝3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 8．7�
24 ピースオブジャパン 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B476± 01：50．73� 3．9�
23 ワイドグローリー 牡3鹿 56 松山 弘平幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 472＋ 8 〃 ハナ 23．9	
817 グランソルティス 牡3栗 56 酒井 学名古屋友豊
 木原 一良 新冠 オリエント牧場 470＋ 2 〃 ハナ 22．6�
35 ナムラオツウ 牝3鹿 54 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 406－ 6 〃 クビ 24．7�
715 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 468＋ 61：51．12� 23．1
47 ドリームシューター 牡3青鹿 56

53 ▲�島 克駿セゾンレースホース
 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 434－ 21：51．2クビ 103．1�
713 モアザンワーズ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真名古屋友豊
 池添 学 日高 白井牧場 420－ 61：51．41	 262．6�
611 ナ ポ レ オ ン 牡3栗 56 武 豊前迫 義幸氏 高野 友和 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 41：52．03� 50．6�
36 シゲルヒキヤマ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 510± 01：52．1クビ 178．7�
11 ドラゴンケーニッヒ 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486 ―1：52．2
 7．4�
510 アンブローザ 牝3栗 54 秋山真一郎吉田 和美氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 41：52．52 68．4�
818 ベッライリス 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 402＋ 41：52．71	 6．8�
816 ウエスタンブレイク 牡3鹿 56 太宰 啓介西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 484＋ 41：52．91	 128．9�
714 アイキャンベット 牡3栗 56 花田 大昂薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 484 ―1：53．85 260．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，305，300円 複勝： 44，425，300円 枠連： 16，499，600円
馬連： 61，706，700円 馬単： 29，663，800円 ワイド： 36，860，500円
3連複： 84，005，500円 3連単： 97，550，400円 計： 401，017，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 250円 � 750円 � 210円 枠 連（1－6） 2，530円

馬 連 �� 7，430円 馬 単 �� 13，290円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 810円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 13，450円 3 連 単 ��� 71，940円

票 数

単勝票数 計 303053 的中 � 32455（5番人気）
複勝票数 計 444253 的中 � 48777（4番人気）� 12510（11番人気）� 64173（2番人気）
枠連票数 計 164996 的中 （1－6） 5051（13番人気）
馬連票数 計 617067 的中 �� 6431（26番人気）
馬単票数 計 296638 的中 �� 1673（50番人気）
ワイド票数 計 368605 的中 �� 4150（28番人気）�� 12106（7番人気）�� 5159（22番人気）
3連複票数 計 840055 的中 ��� 4681（50番人気）
3連単票数 計 975504 的中 ��� 983（256番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．3―12．9―13．2―12．2―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．3―47．6―1：00．5―1：13．7―1：25．9―1：37．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーアラタ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2014．8．17 新潟4着

2012．3．12生 牡3鹿 母 ジョーフュージョン 母母 ジョーエスペランス 8戦1勝 賞金 7，690，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エスケイミネルバ号
（非抽選馬） 5頭 アクアブルーハート号・アズリーニ号・ヴァイスゴルト号・シャイニーシチー号・マララ号



16079 6月27日 曇 重 （27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

810 パフュームボム 牝4鹿 55 川田 将雅飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 464＋101：50．7 9．3�
44 ビートゴーズオン 牝4栗 55 浜中 俊 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 6 〃 クビ 24．1�
55 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿52 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 442± 01：50．8クビ 1．6�
33 タガノベルーガ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真八木 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± 01：51．33 28．2�

811 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 B468＋ 61：51．4� 4．3�
67 ハギノセゾン 牝4青鹿55 和田 竜二安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 468＋ 21：51．5� 100．9	
78 アンスタンフィール 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488＋ 2 〃 クビ 23．8

66 ガーリッシュハート 牝4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 462± 01：51．6クビ 14．1�
22 フジインザスカイ 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 468＋281：51．81� 42．5�
11 グッドタイムロール 牝4栗 55 松山 弘平ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 21：51．9� 22．6�
79 デューイハミテージ 牝3鹿 52 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 444－ 21：52．0� 20．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，286，400円 複勝： 87，563，900円 枠連： 14，469，800円
馬連： 62，967，900円 馬単： 42，776，600円 ワイド： 33，381，300円
3連複： 76，435，000円 3連単： 160，389，600円 計： 509，270，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 200円 � 430円 � 110円 枠 連（4－8） 4，050円

馬 連 �� 11，000円 馬 単 �� 22，260円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 310円 �� 640円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 51，000円

票 数

単勝票数 計 312864 的中 � 26752（3番人気）
複勝票数 計 875639 的中 � 48262（3番人気）� 16459（8番人気）� 592798（1番人気）
枠連票数 計 144698 的中 （4－8） 2765（13番人気）
馬連票数 計 629679 的中 �� 4433（24番人気）
馬単票数 計 427766 的中 �� 1441（43番人気）
ワイド票数 計 333813 的中 �� 3993（21番人気）�� 30690（2番人気）�� 12935（8番人気）
3連複票数 計 764350 的中 ��� 15078（12番人気）
3連単票数 計1603896 的中 ��� 2280（137番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．0―12．3―12．3―12．5―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．4―48．7―1：01．0―1：13．5―1：25．7―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パフュームボム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Wild Again デビュー 2013．7．21 中京17着

2011．4．11生 牝4鹿 母 ジェミーブロッサム 母母 パレイシャルアフェア 18戦3勝 賞金 32，200，000円

16080 6月27日 曇 重 （27阪神3）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：08．8
1：08．7

重
重

23 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 52 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 482＋ 21：10．4 16．1�
48 トウケイタイガー 牡4黒鹿57 藤岡 佑介木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 462＋101：10．5� 6．4�
714 ク ー ゲ ル 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 510＋ 4 〃 ハナ 5．6�
59 ハッピーロングラン 牝4鹿 55 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424± 01：10．92� 25．3�
815 ジャコカッテ 牡4栗 57 和田 竜二晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 500＋ 81：11．11� 8．4�
816 アドマイヤヤング 牡4青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 504－ 6 〃 アタマ 5．9�
36 センターピース 牡3栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452－12 〃 クビ 5．0	
35 コウエイテンペスタ 牝4黒鹿55 酒井 学伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 504± 0 〃 ハナ 46．1

611 サンレイクウッド 牡4鹿 57 秋山真一郎加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 522＋ 2 〃 アタマ 25．3�
612 アラタマシャトル 牡4鹿 57 国分 恭介荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 482－ 21：11．3	 14．8�
12 
 スリーエスペラント 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬永井商事 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 500＋ 4 〃 クビ 115．2�
47 ハクユウカンベエ 牡4鹿 57 松山 弘平 H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 若林 武雄 468－181：11．4クビ 51．9�
24 スプリングアンサー 牡3栗 54 川須 栄彦加藤 春夫氏 牧田 和弥 様似 堀 弘康 534＋141：11．72 7．2�
510 オリエンタルリリー 牝5鹿 55 M．デムーロ近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 504－14 〃 アタマ 64．0�
713 カシノヒカル 牡4鹿 57 幸 英明柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 464－ 81：11．8クビ 84．3�
11 レッドルシファー 牡4鹿 57 国分 優作 東京ホースレーシング 松下 武士 新冠 パカパカ

ファーム 456± 01：13．29 102．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，683，400円 複勝： 56，366，500円 枠連： 23，523，900円
馬連： 84，750，400円 馬単： 37，802，900円 ワイド： 46，589，500円
3連複： 113，291，000円 3連単： 140，049，400円 計： 538，057，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 490円 � 260円 � 180円 枠 連（2－4） 1，870円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 16，020円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 2，140円 �� 620円

3 連 複 ��� 13，800円 3 連 単 ��� 101，530円

票 数

単勝票数 計 356834 的中 � 17635（8番人気）
複勝票数 計 563665 的中 � 25159（8番人気）� 56069（4番人気）� 94552（2番人気）
枠連票数 計 235239 的中 （2－4） 9702（11番人気）
馬連票数 計 847504 的中 �� 9415（27番人気）
馬単票数 計 378029 的中 �� 1769（64番人気）
ワイド票数 計 465895 的中 �� 4948（31番人気）�� 5423（27番人気）�� 20511（4番人気）
3連複票数 計1132910 的中 ��� 6154（50番人気）
3連単票数 計1400494 的中 ��� 1000（359番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―11．6―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―45．9―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ワ エ モ ア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ジ ェ リ デビュー 2015．2．15 東京2着

2012．4．22生 牝3鹿 母 キョウエイフルハム 母母 ケイシュウアップ 5戦2勝 賞金 14，900，000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。
（非当選馬） 1頭 ウェディングラン号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンランパダ号



16081 6月27日 曇 稍重 （27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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

36 スナッチマインド 牝4鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋101：21．8 3．5�

12 リーサルウェポン 牝4鹿 55 川田 将雅 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 428＋ 2 〃 ハナ 4．8�
714 ネオスターダム 牡3黒鹿54 C．ルメール 一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 21：22．01� 2．7�
611	 エイシンソルティー 牝4芦 55 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 486＋ 61：22．1クビ 29．6�
23 トウシンムサシ 牡4栗 57 松山 弘平�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 456± 01：22．31� 24．8	
35 ケイリンボス 牡4栗 57 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 520＋ 41：22．4
 18．1

48 ツィンクルソード 牡4芦 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：22．5クビ 13．2�
713 マジカルビアンカ 牝5芦 55 藤岡 佑介村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 454＋20 〃 クビ 212．8�
816 ボールドジャパン 牡4鹿 57 川須 栄彦増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 498－ 6 〃 アタマ 74．1
510 サンマルバクシン �4鹿 57 藤懸 貴志相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 434－ 61：22．71� 513．2�
11 グッドレインボー 牝5鹿 55 国分 優作杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：22．9
 63．2�
24 テイエムフタエマル 牝3鹿 52 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 482－ 21：23．11� 345．8�
817	 コスモグラウベ 牡4黒鹿57 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Ron

McCauley 448－ 41：23．2
 46．8�
59 マイネルレハイム 牡3栗 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 460－101：23．3クビ 19．6�
47 	 ヴェントアウレオ 牡4栗 57 幸 英明藤田 孟司氏 坪 憲章 米 Takeshi

Fujita 470－ 81：23．51� 313．3�
612 タガノスカイ 牝4鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468± 0 〃 ハナ 13．9�
815 ナガラキコウシ 牡3栃栗54 北村 友一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 458－ 41：25．3大差 173．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，139，800円 複勝： 56，603，700円 枠連： 24，709，600円
馬連： 116，705，900円 馬単： 54，996，400円 ワイド： 55，434，900円
3連複： 145，473，600円 3連単： 208，721，500円 計： 706，785，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（1－3） 660円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 300円 �� 190円 �� 270円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，800円

票 数

単勝票数 計 441398 的中 � 99968（2番人気）
複勝票数 計 566037 的中 � 124273（2番人気）� 92978（3番人気）� 133582（1番人気）
枠連票数 計 247096 的中 （1－3） 28985（2番人気）
馬連票数 計1167059 的中 �� 110457（3番人気）
馬単票数 計 549964 的中 �� 28428（4番人気）
ワイド票数 計 554349 的中 �� 42448（3番人気）�� 86003（1番人気）�� 48468（2番人気）
3連複票数 計1454736 的中 ��� 153249（1番人気）
3連単票数 計2087215 的中 ��� 39770（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．5―45．9―57．4―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナッチマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cat Thief デビュー 2013．7．21 中京2着

2011．4．22生 牝4鹿 母 ス ナ ッ チ ド 母母 Christmas Star 10戦3勝 賞金 40，177，000円
〔制裁〕 スナッチマインド号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成27年7月4日の騎乗を停止。

（被害馬：14番・13番・10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スナッチマインド号は，最後の直線コースで急に内側に逃避したことについて平成27年6月28日か

ら平成27年7月19日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

16082 6月27日 曇 稍重 （27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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

44 エアアンセム 牡4黒鹿57 C．ルメール �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 486－ 22：01．9 4．0�
55 キングストーン 牡4鹿 57 M．デムーロ寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 490－ 8 〃 クビ 2．7�
89 ラ デ ィ ウ ス 牡4鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 456± 02：02．0クビ 15．8�
11 フェイマスエンド 牡4栗 57 福永 祐一 �シルクレーシング �島 一歩 新冠 中村農場 468－ 22：02．1	 5．0�
66 ポセイドンバローズ 牡5栗 57 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B472－ 22：02．41	 58．6	
78 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 浜中 俊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 484－ 22：02．61
 35．7

22 レーヴデトワール 牝4黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460＋ 8 〃 クビ 4．8�
810 ダンディーズムーン 牡4鹿 57 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 478－ 42：03．02� 18．2�
33 ハドソンヤード 牡4黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 クビ 13．9
77 ラスカルトップ 牡6鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450＋ 22：04．27 127．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，655，100円 複勝： 65，301，100円 枠連： 21，324，500円
馬連： 113，363，800円 馬単： 60，627，400円 ワイド： 51，582，800円
3連複： 134，299，300円 3連単： 258，443，300円 計： 751，597，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 120円 � 240円 枠 連（4－5） 580円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 240円 �� 660円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 466551 的中 � 91112（2番人気）
複勝票数 計 653011 的中 � 118793（2番人気）� 176815（1番人気）� 50634（5番人気）
枠連票数 計 213245 的中 （4－5） 28205（1番人気）
馬連票数 計1133638 的中 �� 151643（1番人気）
馬単票数 計 606274 的中 �� 36420（3番人気）
ワイド票数 計 515828 的中 �� 65619（1番人気）�� 18242（8番人気）�� 16489（9番人気）
3連複票数 計1342993 的中 ��� 45310（7番人気）
3連単票数 計2584433 的中 ��� 23199（24番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―12．2―11．8―11．7―12．4―12．1―11．9―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．6―36．8―48．6―1：00．3―1：12．7―1：24．8―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアアンセム �
�
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 2013．11．23 東京1着

2011．3．8生 牡4黒鹿 母 エアマグダラ 母母 エアデジャヴー 11戦3勝 賞金 52，781，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ラスカルトップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ラスカルトップ号は，発走調教再審査。



16083 6月27日 曇 稍重 （27阪神3）第7日 第11競走 ��
��2，400�グリーンステークス

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，26．6．28以降27．6．21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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

611 プランスペスカ 牡5鹿 54 武 豊山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B460－ 22：29．0 42．1�
22 エーシンハクリュー 牡5芦 55 幸 英明�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 508－ 4 〃 クビ 7．6�
35 エーシングングン 牡6栗 55 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 484＋ 2 〃 ハナ 22．2�
23 アドマイヤケルソ 牡7栗 55 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480－ 82：29．21� 24．0�
712 マイネルアイザック 牡6黒鹿55 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B454－ 62：29．4� 5．2�
11 タガノレイヨネ 牡6栗 53 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496－ 82：29．5� 34．1	
46 ローゼンケーニッヒ 牡6黒鹿54 M．デムーロ 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 474± 02：29．81� 25．0�
610	 カンタベリーナイト 牡6鹿 52 国分 優作峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B508＋ 22：30．11� 74．1�
59 ジャイアントリープ 牡5芦 55 福永 祐一 
キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 516＋102：30．73� 6．8
814 エーティータラント 牡5芦 55 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 500－ 22：30．8� 4．1�
34 モ ビ ー ル 牡7鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 466－122：31．33 7．9�
713 サムソンズプライド 牡5鹿 55 川田 将雅 
シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 474－ 42：31．4クビ 5．9�
47 アイウォントユー 牡8栗 51 中谷 雄太薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 木下牧場 464－ 22：31．82� 150．4�
58 メジャープレゼンス 牡5栗 54 和田 竜二 
サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 526－ 82：32．0� 45．0�
815 ア ロ ヒ ラ ニ 牡6黒鹿54 北村 友一 
キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B450－102：32．21
 36．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，164，600円 複勝： 104，093，600円 枠連： 55，190，900円
馬連： 265，018，000円 馬単： 101，165，500円 ワイド： 102，742，400円
3連複： 344，081，800円 3連単： 493，723，100円 計： 1，528，179，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，210円 複 勝 � 1，290円 � 310円 � 570円 枠 連（2－6） 8，130円

馬 連 �� 14，250円 馬 単 �� 35，120円

ワ イ ド �� 4，640円 �� 9，910円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 96，210円 3 連 単 ��� 659，200円

票 数

単勝票数 計 621646 的中 � 11810（12番人気）
複勝票数 計1040936 的中 � 19224（13番人気）� 100475（6番人気）� 47057（7番人気）
枠連票数 計 551909 的中 （2－6） 5260（24番人気）
馬連票数 計2650180 的中 �� 14408（50番人気）
馬単票数 計1011655 的中 �� 2160（108番人気）
ワイド票数 計1027424 的中 �� 5694（52番人気）�� 2645（74番人気）�� 11646（21番人気）
3連複票数 計3440818 的中 ��� 2682（210番人気）
3連単票数 計4937231 的中 ��� 543（1312番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．5―12．6―12．2―12．3―12．0―12．4―12．6―12．1―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．5―37．0―49．6―1：01．8―1：14．1―1：26．1―1：38．5―1：51．1―2：03．2―2：15．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．9
1
3
1（8，14，15）（3，13）－（2，4）11（7，5，12）9－6－10
1（14，13）－（8，15）（2，3）（9，7，4）11，5，12，6－10

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

勝馬の
紹 介

プランスペスカ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．5．8生 牡5鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム 34戦5勝 賞金 83，338，000円
〔制裁〕 ローゼンケーニッヒ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて

戒告。（被害馬：8番・9番）

16084 6月27日 曇 重 （27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

11 サウススターマン 牡4黒鹿 57
54 ▲�島 克駿南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 494± 01：22．4 5．6�

48 	 フォンタネットポー 牝3栗 52 M．デムーロ吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 512－ 4 〃 アタマ 2．3�

12 	 コズミックショア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta
Stables, LLC 478＋ 21：22．82
 22．7�

36 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 ハナ 6．3�
714	 エーシンサファイア 牝5鹿 55 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 492－121：23．11� 10．6�
510 アドマイヤリバティ 牡3鹿 54 C．ルメール 近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 476＋ 2 〃 クビ 7．5	
815 ナムラケンシロウ 牡5栃栗57 幸 英明奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 456± 01：23．31
 119．8

47 � エアマデレーン 牝5青鹿55 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 462＋ 21：23．51
 69．6�
24 ダ ン シ ン グ 牝3栗 52 太宰 啓介副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 490－ 41：23．6
 135．8�
611 ハーマンミュート 5青鹿57 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム B490－ 6 〃 ハナ 147．6
816 オンワードバース 牡3鹿 54 武 豊樫山 章子氏 柴田 政見 新冠 高橋 忍 440＋ 4 〃 アタマ 31．4�
59 モンラッシェ 牡4栗 57 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 464－ 41：23．7クビ 13．9�
35 ケンブリッジギルド 牡4栗 57

56 ☆松若 風馬中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 466－ 21：23．91� 25．4�

713� サンレイフレンチ 牝4栗 55
54 ☆岩崎 翼永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 408－111：24．0� 231．4�

23 カジノプレイヤー 牡3栗 54
51 ▲義 英真吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 454－ 61：24．2� 57．9�

612 パルファンデュロワ 牡3栗 54 酒井 学 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 508± 01：24．62
 48．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，469，400円 複勝： 85，318，400円 枠連： 34，553，300円
馬連： 143，286，600円 馬単： 66，784，000円 ワイド： 71，827，600円
3連複： 187，738，400円 3連単： 292，073，800円 計： 937，051，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 130円 � 430円 枠 連（1－4） 660円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，610円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 18，090円

票 数

単勝票数 計 554694 的中 � 78793（2番人気）
複勝票数 計 853184 的中 � 115725（2番人気）� 222516（1番人気）� 35788（7番人気）
枠連票数 計 345533 的中 （1－4） 40291（3番人気）
馬連票数 計1432866 的中 �� 152871（1番人気）
馬単票数 計 667840 的中 �� 30010（4番人気）
ワイド票数 計 718276 的中 �� 58446（3番人気）�� 10627（19番人気）�� 16761（11番人気）
3連複票数 計1877384 的中 ��� 30268（12番人気）
3連単票数 計2920738 的中 ��� 11700（44番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．7―12．1―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．3―33．4―45．1―57．2―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 ・（8，1）3－14，12（4，15）11，2，10，9（6，5）（7，16）13 4 ・（8，1）－（3，14）15（4，11）（2，12，10，9）（6，5）（7，16）13

勝馬の
紹 介

サウススターマン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．2．18 東京2着

2011．4．3生 牡4黒鹿 母 シャンハイギャル 母母 キールロワイヤル 10戦2勝 賞金 24，350，000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。
（非当選馬） 1頭 ラブミークン号



（27阪神3）第7日 6月27日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 170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

183，870，000円
4，160，000円
8，920，000円
1，360，000円
16，310，000円
66，717，500円
4，394，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
415，086，200円
638，977，800円
244，537，200円
1，054，336，300円
519，900，400円
510，063，300円
1，367，329，700円
2，078，997，600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 6，829，228，500円

総入場人員 17，034名 （有料入場人員 15，984名）
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