
16073 6月25日 曇 重 （28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 シゲルボブキャット 牡2栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 432＋ 21：37．6 12．8�
55 メルヴィンカズマ 牡2黒鹿54 川田 将雅合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 474＋ 61：37．7� 3．1�
11 リンクスゼロ 牡2黒鹿54 松若 風馬目谷 一幸氏 森 秀行 新冠 イワミ牧場 462± 01：37．91 4．3�
78 スズカマイゲスト 牡2鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B466＋ 21：38．43 15．5�
810 エスピリトゥオーゾ 牡2栗 54

53 ☆�島 克駿名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 444－ 21：38．71	 26．6�
66 ムテキングス 牡2鹿 54 M．デムーロ大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか 飛野牧場 454－ 8 〃 アタマ 2．6	
33 ハンズスミス 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 442± 01：39．12� 13．1


77 コスモマツカゼ 牡2黒鹿54 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 81：39．52� 86．2�
89 クリノアスカ 牝2青鹿 54

52 △義 英真栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 鎌田 正嗣 428＋ 21：39．6クビ 160．9
44 キングラズベリー 牡2栗 54

51 ▲三津谷隼人山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 454＋ 81：41．8大差 138．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 20，889，600円 複勝： 25，576，200円 枠連： 6，140，800円
馬連： 35，617，100円 馬単： 23，622，200円 ワイド： 21，068，600円
3連複： 51，111，900円 3連単： 93，725，800円 計： 277，752，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 230円 � 130円 � 150円 枠 連（2－5） 1，450円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 410円 �� 610円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 14，620円

票 数

単勝票数 計 208896 的中 � 13803（4番人気）
複勝票数 計 255762 的中 � 22310（4番人気）� 61179（2番人気）� 43897（3番人気）
枠連票数 計 61408 的中 （2－5） 3279（5番人気）
馬連票数 計 356171 的中 �� 20018（4番人気）
馬単票数 計 236222 的中 �� 4576（15番人気）
ワイド票数 計 210686 的中 �� 12685（4番人気）�� 8037（8番人気）�� 23245（3番人気）
3連複票数 計 511119 的中 ��� 20155（8番人気）
3連単票数 計 937258 的中 ��� 4645（55番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．5―12．5―12．7―12．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．3―47．8―1：00．5―1：12．5―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルボブキャット �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．6．4 阪神4着

2014．3．3生 牡2栗 母 クィーンマーメイド 母母 マーメイドゴールド 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングラズベリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月25日まで平地

競走に出走できない。

16074 6月25日 曇 不良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 フレグラントブレス 牝3芦 54 川田 将雅吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464± 01：51．3 2．9�
35 イ イ ナ ヅ ケ 牝3鹿 54 畑端 省吾大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476－ 21：51．61� 20．4�
48 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 小牧 太菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 456± 01：52．34 4．0�
36 メイショウバラード 牝3青鹿54 松田 大作松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 444－ 81：52．4� 37．9�
510 フロジストン 牝3黒鹿54 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋101：52．72 6．8�
612 ヒデノホープ 牝3鹿 54 �島 良太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 416＋ 41：52．8� 77．3�
12 スターリットナイト 牝3鹿 54 和田 竜二	ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534 ―1：52．9� 5．9

23 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 492－ 61：53．21� 44．1�
11 ド ゥ ラ セ ア 牝3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 61：53．3クビ 37．2
24 アイアンアヴァロン 牝3芦 54

51 ▲荻野 極池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 444± 0 〃 クビ 34．2�
47 モズエエヤン 牝3栗 54 中谷 雄太 	キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 480－ 61：53．4クビ 179．5�
59 メイショウレオネス 牝3青鹿54 藤岡 康太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 438＋ 81：53．82� 17．9�
714 エイシンチムニー 牝3黒鹿54 酒井 学	栄進堂 田所 秀孝 浦河 多田 善弘 B528＋ 21：54．01� 85．4�
815 ベッラヴィータ 牝3鹿 54 幸 英明前田 葉子氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋141：54．63� 124．0�
816 ビバパーチェ 牝3黒鹿54 福永 祐一飯田 政子氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 474＋141：55．77 10．5�
611 レイホービンテージ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 浦河 辻 牧場 462＋ 21：56．01� 738．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，529，100円 複勝： 26，475，100円 枠連： 8，594，000円
馬連： 36，768，200円 馬単： 18，989，400円 ワイド： 22，158，600円
3連複： 54，703，300円 3連単： 71，852，500円 計： 257，070，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 320円 � 160円 枠 連（3－7） 1，850円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 770円 �� 250円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 175291 的中 � 48177（1番人気）
複勝票数 計 264751 的中 � 69126（1番人気）� 14881（6番人気）� 44207（2番人気）
枠連票数 計 85940 的中 （3－7） 3587（8番人気）
馬連票数 計 367682 的中 �� 12789（7番人気）
馬単票数 計 189894 的中 �� 4615（9番人気）
ワイド票数 計 221586 的中 �� 6804（7番人気）�� 26862（1番人気）�� 4815（11番人気）
3連複票数 計 547033 的中 ��� 18800（4番人気）
3連単票数 計 718525 的中 ��� 4186（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．3―12．2―12．2―12．2―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．2―49．4―1：01．6―1：13．8―1：25．9―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレグラントブレス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．16 新潟5着

2013．2．14生 牝3芦 母 ケアレスウィスパー 母母 エヴリウィスパー 11戦1勝 賞金 15，950，000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 パープルミラクル号
（非抽選馬） 1頭 サンマルオーロラ号

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25日 曇 不良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

612� エイシンビジョン 牡3鹿 56 浜中 俊�栄進堂 藤原 英昭 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

462＋101：23．9 2．9�
48 ロードセレリティ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか 前川 正美 488－ 2 〃 アタマ 3．3�
12 オリエンタルローズ 牝3鹿 54 小牧 太山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 488＋141：24．21� 11．6�
36 オースミマルス 牡3鹿 56 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 460＋ 41：24．41	 18．9�
11 イリデッセンス 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 0 〃 クビ 15．2	
713 メイショウオルソ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 508－ 21：24．5
 13．5

59 ゲンキチヤマト 牡3栗 56

53 ▲荻野 極荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン
牧場 486＋ 41：24．6� 39．3�

47 ゼ ッ ト ガ ガ 牝3青鹿54 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 21：25．02� 209．8�
815 カシマホープスター 牡3黒鹿56 和田 竜二�カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 500＋ 6 〃 クビ 23．4
611 カネトシフェイト 牡3黒鹿56 松田 大作兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 ラツキー牧場 456＋ 6 〃 ハナ 198．7�
24 � ジークイーン 牝3栗 54 藤岡 康太 �キャピタル・システム 平田 修 米 Oratis & New

Dawn Stable 510＋101：25．31
 44．8�
510 シゲルシロアマダイ 牡3芦 56

54 △義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B430－161：25．4
 386．8�
714 ハギノハイスタイル 牡3鹿 56 松若 風馬日隈 良江氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B522＋ 61：25．5� 138．5�
23 テイエムフライヤー 牡3青鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 480＋ 61：25．92� 341．9�
35 � ソングライティング 牝3黒鹿54 川田 将雅吉田 和子氏 高野 友和 米 Fares Farms,

L.L.C. 498－ 21：26．64 4．7�
816 サ ー リ ア ル 牡3芦 56 幸 英明池袋レーシング 高橋 亮 新ひだか 松田牧場 474 ― （競走中止） 133．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，737，400円 複勝： 45，341，900円 枠連： 13，679，000円
馬連： 64，272，700円 馬単： 30，810，100円 ワイド： 41，549，900円
3連複： 87，513，000円 3連単： 117，870，300円 計： 433，774，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 120円 � 240円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 230円 �� 610円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 6，290円

票 数

単勝票数 計 327374 的中 � 89265（1番人気）
複勝票数 計 453419 的中 � 92497（2番人気）� 115516（1番人気）� 34849（5番人気）
枠連票数 計 136790 的中 （4－6） 21063（1番人気）
馬連票数 計 642727 的中 �� 96660（1番人気）
馬単票数 計 308101 的中 �� 22464（1番人気）
ワイド票数 計 415499 的中 �� 52647（1番人気）�� 15835（6番人気）�� 18392（4番人気）
3連複票数 計 875130 的中 ��� 37946（3番人気）
3連単票数 計1178703 的中 ��� 13584（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．2―46．2―58．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンビジョン �
�
父 Lonhro �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．12．27 阪神10着

2013．3．14生 牡3鹿 母 Christine Daae 母母 Descapate 4戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走中止〕 サーリアル号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 サーリアル号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ライブリシュナイト号
（非抽選馬） 3頭 ジランドラ号・ダノングランツ号・マスカーニ号

16076 6月25日 曇 不良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

714 ルドルフィーナ 牡3青鹿56 小牧 太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 470－ 22：02．9 4．7�

24 ミスターウインディ 牡3黒鹿56 和田 竜二阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 496－ 42：04．9大差 27．1�
12 キクノシュペール 牡3芦 56 C．ルメール 菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 476± 02：05．64 3．9�
815 インヴィジブル 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B462－ 82：06．02� 24．4�

47 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 452－ 22：06．1クビ 142．3�
35 デッセシャテーヌ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 478＋ 4 〃 クビ 189．1	
612 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 22：06．52� 154．2

510 サンライズサーカス 牡3青鹿56 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 494－ 82：06．92� 3．7�
611 スマートマリウス 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 504＋12 〃 ハナ 4．3�
713 ドリームフォー 牡3芦 56 松若 風馬谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B484－ 22：07．0クビ 12．4�
11 ケンブリッジエス 牡3栗 56 藤懸 貴志中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 川上牧場 474＋ 62：07．21� 257．0�
23 テイエムダイバリキ 牡3青鹿 56

54 △義 英真竹園 正繼氏 日吉 正和 新ひだか チャンピオンズファーム 500－ 82：08．47 13．8�
59 ゴ ッ ツ ア ン 牡3鹿 56 藤岡 康太中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 聖心台牧場 488＋ 62：10．1大差 42．9�
36 ナンヨートゥループ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人中村 德也氏 西村 真幸 新冠 村上 欽哉 444－102：11．8大差 155．2�
816 シゲルサツキサバ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 450－ 4 〃 クビ 286．5�
（15頭）

48 キングジュエリー 牡3栗 56 M．デュプレシス 平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 516－ 4 （競走除外）
（新）

売 得 金
単勝： 22，747，900円 複勝： 33，474，900円 枠連： 12，763，300円
馬連： 42，768，200円 馬単： 21，469，300円 ワイド： 25，191，500円
3連複： 52，567，200円 3連単： 69，230，300円 計： 280，212，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 420円 � 150円 枠 連（2－7） 2，570円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 410円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 32，360円

票 数

単勝票数 差引計 227479（返還計 14890） 的中 � 38430（4番人気）
複勝票数 差引計 334749（返還計 26528） 的中 � 57188（3番人気）� 14797（7番人気）� 71294（1番人気）
枠連票数 差引計 127633（返還計 135） 的中 （2－7） 3835（12番人気）
馬連票数 差引計 427682（返還計 71279） 的中 �� 6289（20番人気）
馬単票数 差引計 214693（返還計 36164） 的中 �� 2375（24番人気）
ワイド票数 差引計 251915（返還計 40934） 的中 �� 5400（14番人気）�� 16941（5番人気）�� 5677（13番人気）
3連複票数 差引計 525672（返還計155906） 的中 ��� 8266（13番人気）
3連単票数 差引計 692303（返還計195149） 的中 ��� 1551（104番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．4―12．9―12．3―12．3―12．5―12．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．2―48．1―1：00．4―1：12．7―1：25．2―1：38．0―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ルドルフィーナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．10．11 京都4着

2013．2．26生 牡3青鹿 母 ア メ ー リ ア 母母 ビハインドザマスク 8戦1勝 賞金 9，100，000円
〔競走除外〕 キングジュエリー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッツアン号・ナンヨートゥループ号・シゲルサツキサバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成28年7月25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。



16077 6月25日 曇 重 （28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

45 タイセイブレーク 牡2栗 54 C．ルメール 田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 490 ―1：11．8 2．2�
710 グランドロワ 牡2栗 54

51 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 470 ― 〃 クビ 8．1�
11 シゲルベンガルトラ 牡2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 442 ―1：11．9クビ 19．2�
813 マルモレイナ 牝2鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 446 ―1：12．64 4．1�
68 ダンツシリアス 牝2黒鹿54 M．デムーロ山元 哲二氏 本田 優 浦河 山口 義彦 452 ―1：12．91� 6．0�
711 クールデイズ 牡2黒鹿54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 482 ―1：13．11� 60．6�
33 レ ソ ル テ 牝2栗 54 松若 風馬	ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 468 ―1：13．42 36．4

57 テイエムアニマンテ 牡2青鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 466 ―1：13．5� 28．6�
812 ヴィグランドイチロ 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474 ―1：14．35 55．7�

22 ミスキンカメ 牝2黒鹿 54
51 ▲三津谷隼人坂東島繁藤氏 柴田 光陽 鹿児島 松元 忍 356 ―1：15．25 222．7

69 キーメンバー 牡2鹿 54 酒井 学北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 B420 ―1：15．41� 175．4�
56 メイショウラクエン 牡2黒鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 446 ―1：16．03� 23．4�
44 グアナファト 牝2栗 54 M．デュプレシス 飯田 良枝氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 430 ―1：16．53 99．5�

（新）

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，082，900円 複勝： 29，426，100円 枠連： 11，220，000円
馬連： 43，075，200円 馬単： 26，561，900円 ワイド： 24，210，400円
3連複： 55，020，700円 3連単： 89，244，900円 計： 308，842，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 200円 � 330円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 330円 �� 640円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 8，330円

票 数

単勝票数 計 300829 的中 � 112683（1番人気）
複勝票数 計 294261 的中 � 85460（1番人気）� 34653（4番人気）� 16590（5番人気）
枠連票数 計 112200 的中 （4－7） 14177（3番人気）
馬連票数 計 430752 的中 �� 45820（3番人気）
馬単票数 計 265619 的中 �� 18470（4番人気）
ワイド票数 計 242104 的中 �� 20888（3番人気）�� 9394（7番人気）�� 4154（14番人気）
3連複票数 計 550207 的中 ��� 13862（9番人気）
3連単票数 計 892449 的中 ��� 7763（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．5―11．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．2―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイブレーク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2014．3．23生 牡2栗 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウラクエン号・グアナファト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月

25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。

16078 6月25日 曇 重 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

611 アルケミスト 牝3鹿 54
52 △義 英真�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 420－ 61：48．3 288．6�

23 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 498± 01：48．51� 7．8�
47 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 500＋ 21：48．71� 4．6�
24 ラヴアンドドラゴン 牝3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 470＋ 21：48．8クビ 2．6�
612 インディーズルアー 牡3鹿 56 川田 将雅田島 大史氏 中村 均 新冠 長浜牧場 486＋ 61：49．22� 4．3�
715 ヤマカツリーダー �3黒鹿56 和田 竜二山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 456－12 〃 ハナ 44．3	
818 マサノメモリアル 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極中村 時子氏 高野 友和 新ひだか 中村 和夫 500＋ 21：49．3クビ 64．7

48 ブリーズリー 牡3鹿 56 	島 良太中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 472± 01：49．4� 365．2�
714 ト コ ワ カ 牝3鹿 54 松田 大作橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 446－101：49．5� 17．6�
12 トーホウリリー 牝3栗 54 酒井 学東豊物産 高橋 亮 日高 竹島 幸治 424± 0 〃 ハナ 123．7�
11 コンパッション 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース藤岡 健一 浦河 酒井牧場 478－ 81：49．82 31．5�
817 ゴールドトパーズ 牝3鹿 54 国分 優作�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 422± 0 〃 クビ 63．4�
36 トライブキング 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 434＋ 21：50．01 17．1�
510 タガノシャーロット 牝3黒鹿54 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 八木牧場 480＋ 81：50．1クビ 31．9�
35 レンベルガー 牡3青鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 418－ 4 〃 アタマ 26．1�
59 プレシャスタイム 牡3鹿 56 太宰 啓介小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 418－ 21：50．52� 275．8�
713 レッドヴァローレ 牝3栗 54 M．デュプレシス 東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 452－ 61：52．09 223．5�

（新）

816
 ラビングハート 牝3芦 54
53 ☆	島 克駿市川 義美氏 吉村 圭司 愛 Y. Ichikawa 438 ―1：52．1� 214．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，694，200円 複勝： 50，372，000円 枠連： 18，008，700円
馬連： 67，218，200円 馬単： 33，962，000円 ワイド： 43，807，200円
3連複： 94，334，300円 3連単： 118，503，800円 計： 459，900，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 28，860円 複 勝 � 5，990円 � 240円 � 180円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 107，410円 馬 単 �� 499，440円

ワ イ ド �� 27，150円 �� 17，520円 �� 540円

3 連 複 ��� 141，780円 3 連 単 ��� 2，260，920円

票 数

単勝票数 計 336942 的中 � 934（17番人気）
複勝票数 計 503720 的中 � 1607（16番人気）� 56051（4番人気）� 89443（2番人気）
枠連票数 計 180087 的中 （2－6） 28736（1番人気）
馬連票数 計 672182 的中 �� 485（87番人気）
馬単票数 計 339620 的中 �� 51（229番人気）
ワイド票数 計 438072 的中 �� 395（93番人気）�� 613（75番人気）�� 23054（5番人気）
3連複票数 計 943343 的中 ��� 499（202番人気）
3連単票数 計1185038 的中 ��� 38（1779番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―12．0―12．5―12．7―11．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．5―46．5―59．0―1：11．7―1：23．5―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルケミスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Green Desert デビュー 2015．11．7 京都11着

2013．3．7生 牝3鹿 母 グリーンダンディ 母母 Hawas 6戦1勝 賞金 4，800，000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 ゲンパチヨシツネ号・ルミノール号
※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25日 曇 重 （28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

88 タガノスマイル 牝4鹿 55 武 幸四郎八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 41：50．4 1．7�

55 エ レ メ ン ツ 牝3黒鹿52 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 41：50．93 6．4�

22 メイショウブーケ 牝5栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：51．11� 4．2�
89 ノーブルスノー 牝3芦 52

49 ▲荻野 極吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 478＋ 41：51．42 20．6�
77 ハギノセゾン 牝5青鹿55 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 476－ 21：51．61 5．9�
11 � ジューンヴィエナ 牝5鹿 55 高倉 稜吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 430＋ 81：52．34 68．5�
33 � レ ア リ ゼ 牝4鹿 55 和田 竜二 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 500－ 11：52．62 44．9

44 � アグリナデシコ 牝5黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 442－ 21：53．55 167．8�
66 � イサチルルンナ 牝4芦 55

53 △義 英真小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか 前川 正美 B458± 01：53．71� 48．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，575，200円 複勝： 59，915，600円 枠連： 10，514，300円
馬連： 48，026，700円 馬単： 36，734，400円 ワイド： 25，992，200円
3連複： 62，491，600円 3連単： 169，681，800円 計： 443，931，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 240円 �� 150円 �� 320円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，390円

票 数

単勝票数 計 305752 的中 � 142285（1番人気）
複勝票数 計 599156 的中 � 415016（1番人気）� 37185（4番人気）� 59412（2番人気）
枠連票数 計 105143 的中 （5－8） 17078（3番人気）
馬連票数 計 480267 的中 �� 82329（2番人気）
馬単票数 計 367344 的中 �� 44251（2番人気）
ワイド票数 計 259922 的中 �� 24841（3番人気）�� 56618（1番人気）�� 16780（5番人気）
3連複票数 計 624916 的中 ��� 83466（2番人気）
3連単票数 計1696818 的中 ��� 88081（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．1―12．1―12．2―12．0―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．3―49．4―1：01．6―1：13．6―1：25．7―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノスマイル 
�
父 スズカマンボ 

�
母父 スピニングワールド デビュー 2014．7．6 中京16着

2012．1．26生 牝4鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 11戦3勝 賞金 26，500，000円

16080 6月25日 小雨 重 （28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

59 コパノリスボン 牡3栗 54 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 伊藤 敏明 502± 01：10．8 14．9�
816 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 浜中 俊脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426± 01：10．9� 8．5�
510 ミカエルシチー 牡4鹿 57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 530－ 41：11．0クビ 2．5�
23 クリノシャンボール 牡3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 488＋ 61：11．1� 114．2�
714 ナガラブルボン 牡5鹿 57 福永 祐一長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 480－ 61：11．2� 14．5�
11 タガノヴィッター 牡3鹿 54

53 ☆岩崎 翼八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498－ 61：11．41� 4．1	

47 タマモイレブン 牡4鹿 57 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 524± 0 〃 アタマ 4．7

35 	 シゲルノマオイ 牡4栗 57 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 484－ 21：11．5クビ 72．3�
612	 リッカクロフネ 牡4芦 57

54 ▲荻野 極立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 474± 0 〃 ハナ 51．5�
12 	 バーサーカー 牡4栗 57 秋山真一郎香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 B494－ 61：11．71
 46．0
713 ツーエムカイザー 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 494－ 61：11．91
 25．1�
48 マルイチウラノス 牡4栗 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 490－ 61：12．53� 132．2�
611	 トップオブテーラー 牡4鹿 57

55 △義 英真中西 浩一氏 石橋 守 日高 北田 剛 514＋ 2 〃 クビ 143．0�
815	 セルリアンセレーノ 牡4栗 57 太宰 啓介�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 486－ 71：12．81� 226．5�
24 ビップフウマ 牡3鹿 54 松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：13．01� 41．8�
36 ア オ リ ス ト 牡3鹿 54 和田 竜二小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 三城牧場 498－101：13．42 69．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，710，500円 複勝： 52，745，800円 枠連： 20，061，000円
馬連： 81，223，300円 馬単： 39，376，100円 ワイド： 47，956，400円
3連複： 103，895，100円 3連単： 144，752，400円 計： 525，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 330円 � 230円 � 130円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 13，320円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 910円 �� 440円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 52，840円

票 数

単勝票数 計 357105 的中 � 19124（6番人気）
複勝票数 計 527458 的中 � 31621（6番人気）� 52150（4番人気）� 146923（1番人気）
枠連票数 計 200610 的中 （5－8） 17216（4番人気）
馬連票数 計 812233 的中 �� 9736（18番人気）
馬単票数 計 393761 的中 �� 2217（37番人気）
ワイド票数 計 479564 的中 �� 6848（17番人気）�� 13192（9番人気）�� 29904（3番人気）
3連複票数 計1038951 的中 ��� 13857（15番人気）
3連単票数 計1447524 的中 ��� 1986（155番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．7―12．0―11．8―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノリスボン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．6．21 函館9着

2013．3．14生 牡3栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 8戦2勝 賞金 13，250，000円
〔発走状況〕 タマモイレブン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

タガノヴィッター号は，発進不良〔内側に逃避〕。
※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 タイセイパルサー号・テイエムシャンパン号
（非抽選馬） 1頭 クリノダイスーシー号



16081 6月25日 小雨 重 （28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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

22 グレイスミノル 牝4青鹿55 C．ルメール 吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 474± 01：22．3 2．4�
11 ウインムート 牡3青鹿54 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484± 01：22．61� 9．0�
610 クラウンアイリス 牝5栗 55 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 412＋121：22．7� 71．1�
611 ナリタスターワン 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 476－ 21：22．91	 2．5�
23 
 ラ バ ニ ー ユ 牝4芦 55 武 豊前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 418＋ 8 〃 クビ 12．6�
58 アスクジョーダン 牡4鹿 57 M．デムーロ廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 498－ 41：23．0クビ 9．7	
35 メイショウベニフジ 牝3黒鹿52 浜中 俊松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 430＋ 21：23．42� 24．4

59 アローシルバー 牝4栗 55 松田 大作佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B478－ 81：23．61	 173．2�
814 エスペランサルル 牝4栗 55 秋山真一郎江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 420－ 21：23．91� 94．6
815
 エスペランサナナ 牝5鹿 55 �島 良太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 杵臼牧場 472± 0 〃 クビ 221．8�
47 ラブローレル 牝4青鹿55 中谷 雄太増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 418＋ 61：24．0クビ 107．6�
34 ジ ェ ッ ト 牡4黒鹿57 国分 優作薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 482＋ 41：24．32 89．3�
46 ヤマニンナジャーハ 牝4黒鹿55 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 436± 01：24．51	 159．8�
713 タガノファサネイト 牡3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444＋ 2 〃 クビ 297．5�
712 クリノスーアンコー 牡4青鹿57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 494－101：24．6� 24．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，808，800円 複勝： 52，822，800円 枠連： 21，484，300円
馬連： 105，006，000円 馬単： 54，866，900円 ワイド： 50，328，800円
3連複： 134，814，600円 3連単： 222，477，700円 計： 685，609，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 220円 � 960円 枠 連（1－2） 830円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，370円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 26，000円

票 数

単勝票数 計 438088 的中 � 144287（1番人気）
複勝票数 計 528228 的中 � 143559（2番人気）� 57386（3番人気）� 9580（8番人気）
枠連票数 計 214843 的中 （1－2） 20010（2番人気）
馬連票数 計1050060 的中 �� 90276（2番人気）
馬単票数 計 548669 的中 �� 37412（3番人気）
ワイド票数 計 503288 的中 �� 37085（2番人気）�� 5166（19番人気）�� 2524（33番人気）
3連複票数 計1348146 的中 ��� 10500（25番人気）
3連単票数 計2224777 的中 ��� 6203（74番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．6―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．6―46．2―58．1―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスミノル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．9．28 阪神7着

2012．3．24生 牝4青鹿 母 シャンハイレディ 母母 アンドレディー 16戦3勝 賞金 33，493，000円

16082 6月25日 小雨 重 （28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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

22 スピリッツミノル 牡4栗 57 C．ルメール 吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 62：03．0 2．2�
77 パドルウィール 牡5芦 57 川田 将雅 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：03．21� 8．9�
11 コウエイワンマン 牡5黒鹿57 武 豊西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530－ 2 〃 クビ 13．9�
33 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 M．デュプレシス 近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 2 〃 クビ 42．6�

（新）

44 エクストレミティー 牡5鹿 57 幸 英明 J．ウィルソン氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 496－ 22：03．41� 31．0�
88 サンライズセンス 牡4栗 57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 506＋ 22：03．61	 4．0	
89 
 ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 国分 優作岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 462－ 22：03．7	 194．1

66 ゼウスバローズ 牡5鹿 57 福永 祐一猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 42：04．12	 7．8�
55 ショウナンハルカス 牡4黒鹿57 M．デムーロ国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484－ 82：05．69 5．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，111，200円 複勝： 55，524，100円 枠連： 15，273，600円
馬連： 101，189，700円 馬単： 55，191，200円 ワイド： 47，987，700円
3連複： 117，118，600円 3連単： 238，288，900円 計： 676，685，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 200円 � 240円 枠 連（2－7） 840円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 370円 �� 420円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 461112 的中 � 164886（1番人気）
複勝票数 計 555241 的中 � 150564（1番人気）� 62156（5番人気）� 48669（6番人気）
枠連票数 計 152736 的中 （2－7） 14006（3番人気）
馬連票数 計1011897 的中 �� 89433（3番人気）
馬単票数 計 551912 的中 �� 32224（4番人気）
ワイド票数 計 479877 的中 �� 34878（3番人気）�� 29707（6番人気）�� 12557（14番人気）
3連複票数 計1171186 的中 ��� 41192（9番人気）
3連単票数 計2382889 的中 ��� 22732（22番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．0―12．5―12．3―12．4―12．1―11．8―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．5―50．0―1：02．3―1：14．7―1：26．8―1：38．6―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スピリッツミノル 
�
父 ディープスカイ 

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．7．27 札幌7着

2012．3．7生 牡4栗 母 バアゼルクローバー 母母 ストームザミント 22戦4勝 賞金 53，137，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ミッキータイガー号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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25日 小雨 重 （28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，27．6．27以降28．6．19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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

11 プレストウィック 牡5芦 55 C．ルメール �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 524± 02：28．2 7．9�
35 トルークマクト 牡6鹿 55 川田 将雅�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 456＋ 22：28．3� 16．6�
23 スズカルパン 牡7鹿 55 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 468± 02：28．51� 7．3�
611 ペンタトニック 牡5栗 55 幸 英明吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B496＋102：29．13	 9．5�
713 プロレタリアト 牝5鹿 53 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 438± 02：29．31� 6．8�
58 ラブラドライト 
7鹿 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B484± 0 〃 クビ 81．1	
22 キングストーン 牡5鹿 55 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 498＋ 22：29．83 11．7

46 サンマルホーム 牡6栗 54 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B452＋102：29．9クビ 50．3�
610� カンタベリーナイト 牡7鹿 51 義 英真峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B506＋ 2 〃 アタマ 137．3�
814 ラヴアンドポップ 牡3鹿 52 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 6 〃 ハナ 11．7
712 スリータイタン 
7黒鹿52 松若 風馬永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 450－122：30．43 190．9�
34 エーティータラント 牡6芦 55 M．デムーロ荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 500－ 42：30．61� 4．3�
815 アドマイヤケルソ 牡8栗 54 松山 弘平近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486－ 42：31．13 102．4�
59 グランアルマダ 牡4芦 56 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 526＋ 22：31．63 5．3�
47 マイティースコール 牡8栗 53 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 62：33．09 28．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 70，715，300円 複勝： 110，992，800円 枠連： 52，225，700円
馬連： 264，394，600円 馬単： 101，909，400円 ワイド： 113，628，400円
3連複： 379，717，100円 3連単： 531，762，200円 計： 1，625，345，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 480円 � 230円 枠 連（1－3） 1，470円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 10，930円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 830円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 12，430円 3 連 単 ��� 76，290円

票 数

単勝票数 計 707153 的中 � 70837（5番人気）
複勝票数 計1109928 的中 � 113265（5番人気）� 53047（9番人気）� 140612（2番人気）
枠連票数 計 522257 的中 （1－3） 27452（6番人気）
馬連票数 計2643946 的中 �� 34863（33番人気）
馬単票数 計1019094 的中 �� 6992（62番人気）
ワイド票数 計1136284 的中 �� 15381（31番人気）�� 36353（7番人気）�� 17892（27番人気）
3連複票数 計3797171 的中 ��� 22911（57番人気）
3連単票数 計5317622 的中 ��� 5053（361番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．6―12．4―12．3―12．3―12．1―12．4―12．5―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．9―36．5―48．9―1：01．2―1：13．5―1：25．6―1：38．0―1：50．5―2：02．7―2：15．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレストウィック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Linamix デビュー 2013．7．21 函館4着

2011．4．24生 牡5芦 母 フ ー ラ ク サ 母母 Housatonic 25戦5勝 賞金 80，621，000円

16084 6月25日 小雨 重 （28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

47 ツーエムマイスター 牡4黒鹿57 浜中 俊水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 460＋ 41：22．5 3．8�
24 ラインシュナイダー 牡4鹿 57 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 466－ 61：22．92� 2．0�
510	 タイキレガトゥス 牡4栗 57 国分 優作�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B466－161：23．21
 106．6�
36 ブライスガウ 牝3栗 52 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 472－ 41：23．41� 4．9�
48 コスモピーコック 牝4鹿 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 21：23．5クビ 69．1�
816 ヤサカナンティー 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 486＋ 4 〃 ハナ 26．7	
35 モアザンイナフ 牡4黒鹿57 高倉 稜宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 450－ 31：23．71� 361．6

12 	 キングヴァラール 牡4黒鹿57 小牧 太阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 496－161：23．91� 133．8�
611� メンカウラー 5黒鹿57 太宰 啓介前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B490－ 2 〃 クビ 33．7�
11 ラブミーテンダー 牝4鹿 55 和田 竜二飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 496＋ 41：25．17 213．5
815 メイショウフウシャ 牝3鹿 52 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460＋ 21：25．84 11．8�
713 ナムラパッキャオ 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 524－ 21：26．01 199．0�
59 ニホンピロヘーゼル 牝3鹿 52 秋山真一郎小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 482－ 41：26．32 43．2�
23 メイショウサンゾウ 牡4鹿 57

55 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 498－ 21：26．94 199．1�
714� アンナペレンナ 牝3芦 52 M．デムーロ中辻 明氏 西園 正都 米 Extern De-

velopments 502－ 21：27．64 20．2�
612 ヤマイチファミリー 牝3鹿 52 酒井 学坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 506＋ 61：27．7クビ 34．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，052，400円 複勝： 98，181，200円 枠連： 33，449，500円
馬連： 154，799，300円 馬単： 78，420，400円 ワイド： 74，590，800円
3連複： 209，203，500円 3連単： 348，099，500円 計： 1，061，796，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 980円 枠 連（2－4） 290円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 180円 �� 3，120円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 28，230円

票 数

単勝票数 計 650524 的中 � 136540（2番人気）
複勝票数 計 981812 的中 � 144845（2番人気）� 497971（1番人気）� 9686（11番人気）
枠連票数 計 334495 的中 （2－4） 86957（1番人気）
馬連票数 計1547993 的中 �� 372918（1番人気）
馬単票数 計 784204 的中 �� 75615（2番人気）
ワイド票数 計 745908 的中 �� 146875（1番人気）�� 4964（31番人気）�� 7719（20番人気）
3連複票数 計2092035 的中 ��� 22050（19番人気）
3連単票数 計3480995 的中 ��� 8937（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．1―46．1―58．1―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツーエムマイスター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2014．10．26 京都2着

2012．4．20生 牡4黒鹿 母 アウロラハート 母母 フローラルハイネス 12戦3勝 賞金 31，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンナペレンナ号・ヤマイチファミリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年

7月25日まで平地競走に出走できない。



（28阪神3）第7日 6月25日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 168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

185，270，000円
5，060，000円
7，400，000円
1，310，000円
18，900，000円
65，639，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
449，654，500円
640，848，500円
223，414，200円
1，044，359，200円
521，913，300円
538，470，500円
1，402，490，900円
2，215，490，100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 7，036，641，200円

総入場人員 16，393名 （有料入場人員 15，498名）
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