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16037 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

714 スカイグラフィティ 牝3芦 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：55．3 6．8�
12 ワンダーテルヌーラ 牝3鹿 54 武 豊山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 456＋ 6 〃 ハナ 2．2�
11 ポ ロ タ ン 牝3鹿 54 藤田 伸二小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 430± 0 〃 クビ 44．7�
35 アルテミスハート 牝3青鹿54 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 ハナ 8．3�
612 ホールロッタラヴ 牝3黒鹿54 川須 栄彦吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 458＋101：55．4クビ 16．1�
510 サンレイフローラ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 440－ 41：55．93 12．1	
23 アモールミーオ 牝3芦 54 高倉 稜堀 祥子氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 490－ 41：56．21� 60．4

611 ハ ナ チ ャ ン 牝3青鹿54 秋山真一郎花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－101：56．51� 112．2�
36 ヌーヴェルリュンヌ 牝3鹿 54 国分 恭介 �グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：56．82 42．6
713 ヘヴンリームーン 牝3鹿 54 浜中 俊安原 浩司氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 4 〃 ハナ 7．9�
48 サダムフォルトゥナ 牝3青鹿54 国分 優作大西 定氏 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474± 0 〃 ハナ 25．1�
47 プリンセスハルカ 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 片山牧場 424＋ 21：57．01 162．9�
59 テイコフトウショウ 牝3栗 54 幸 英明トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470 ―1：57．1� 61．6�
816 アグネスプレミオ 牝3芦 54

52 △中井 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 482－ 61：57．41� 24．9�
815 サポートソング 牝3栗 54 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 新ひだか 千代田牧場 442± 01：57．71� 398．3�
24 フ ェ リ ス 牝3鹿 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 496 ―1：58．44 12．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，602，100円 複勝： 38，548，000円 枠連： 14，076，400円
馬連： 50，618，100円 馬単： 33，420，100円 ワイド： 26，402，700円
3連複： 75，763，000円 3連単： 115，894，400円 計： 378，324，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 130円 � 700円 枠 連（1－7） 340円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，770円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 37，080円

票 数

単勝票数 計 236021 的中 � 27447（2番人気）
複勝票数 計 385480 的中 � 59512（2番人気）� 116827（1番人気）� 9026（10番人気）
枠連票数 計 140764 的中 （1－7） 30961（1番人気）
馬連票数 計 506181 的中 �� 58320（1番人気）
馬単票数 計 334201 的中 �� 12973（5番人気）
ワイド票数 計 264027 的中 �� 22896（1番人気）�� 2146（34番人気）�� 4443（15番人気）
3連複票数 計 757630 的中 ��� 7776（21番人気）
3連単票数 計1158944 的中 ��� 2307（102番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．8―12．8―12．9―12．8―12．7―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．7―50．5―1：03．4―1：16．2―1：28．9―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3
16，11（2，12）5（8，13）3（14，15）（6，7）－9，4，10，1・（16，11）12，2（5，13）3，8，15（14，9）7（6，4）（1，10）

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

勝馬の
紹 介

スカイグラフィティ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．17 京都16着

2010．4．20生 牝3芦 母 トップオブザヒル 母母 マミーブルーⅡ 6戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スカイノインチャン号

16038 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：09．7
1：08．7

重
重

24 ハーロンベイ 牝3黒鹿54 北村 友一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454± 01：12．8 1．7�

11 ゴッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 490－ 61：13．12 4．8�
59 シンハディーパ 牝3黒鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420－ 41：13．63 9．8�
713 サンマルヴィグラス 牡3鹿 56 松田 大作相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 478－12 〃 クビ 12．4�
47 レゾンドールシチー 牡3栗 56 岡田 祥嗣 �友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 482＋ 21：13．7� 30．8	
714 クリノバトゥーラ 牝3黒鹿54 和田 竜二栗本 博晴氏 南井 克巳 新ひだか 中村 和夫 464＋ 41：13．91� 47．7

23 シゲルカニザ 牡3栗 56 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 小倉牧場 488＋ 21：14．0� 290．8�
816 ビコーピリラニ 牡3栗 56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 484＋ 61：14．21� 122．0�
35 ゼンノビッグワン 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 B540＋ 21：14．73 27．6
510 ナムラマンジロウ 牡3栗 56 武 豊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 488＋ 41：15．12� 9．0�
36 エーシンソーリュー 牡3黒鹿56 浜中 俊�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 430＋ 21：15．41� 225．6�
611 メイショウパルフェ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 富田牧場 534－ 8 〃 クビ 46．8�
48 アマクサオペラ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 池田 新田牧場 436＋ 61：15．61� 553．2�
612 ラインノーブル 牡3鹿 56 熊沢 重文大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 B498－ 81：16．02� 247．2�
815 メイショウヌナカワ 牝3黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 岡部牧場 456＋ 21：16．42� 43．5�
12 セノーテルシータ 牝3芦 54

52 △中井 裕二 �社台レースホース浜田多実雄 千歳 社台ファーム 492 ―1：16．61� 274．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，533，100円 複勝： 47，678，300円 枠連： 14，095，600円
馬連： 46，816，100円 馬単： 37，584，500円 ワイド： 28，209，100円
3連複： 72，669，900円 3連単： 133，716，800円 計： 407，303，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 190円 枠 連（1－2） 370円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 170円 �� 350円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 265331 的中 � 126355（1番人気）
複勝票数 計 476783 的中 � 156713（1番人気）� 111707（2番人気）� 44437（3番人気）
枠連票数 計 140956 的中 （1－2） 28533（1番人気）
馬連票数 計 468161 的中 �� 93605（1番人気）
馬単票数 計 375845 的中 �� 56989（1番人気）
ワイド票数 計 282091 的中 �� 54615（1番人気）�� 17909（2番人気）�� 10615（7番人気）
3連複票数 計 726699 的中 ��� 51078（3番人気）
3連単票数 計1337168 的中 ��� 37038（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―12．3―12．2―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーロンベイ �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．5．25 京都2着

2010．3．2生 牝3黒鹿 母 コージーベイ 母母 Composure 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 クリノバトゥーラ号の騎手和田竜二は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 カシノオーブ号・コウユーアンドレ号・シゲルテンビンザ号・スズカルミナリー号・ビコーズ号・

マーブルリッキー号・メイショウゲンキ号・ランドボイジャー号
（非抽選馬） 1頭 トウカイサージュ号

第３回 阪神競馬 第４日



16039 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

814 エーティータラント 牡3芦 56 和田 竜二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 492－ 21：55．5 2．1�
23 ウォースピリッツ 牡3黒鹿56 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 0 〃 クビ 9．0�
46 ノアオーカン 牡3黒鹿56 太宰 啓介杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 468± 01：55．6� 10．4�
712 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 522－ 21：55．7� 4．8�
34 ゴーソッキュー 牡3栗 56 松田 大作岡 浩二氏 角田 晃一 えりも エクセルマネジメント B474－ 41：55．91� 14．0�
35 リ ジ カ ー レ 牡3栗 56

54 △菱田 裕二吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 480－ 81：56．0� 21．9�
22 スプリームアヘッド �3黒鹿56 小牧 太本間 充氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 520－101：56．31� 6．1	
11 メイキングドラマ 牡3栗 56 国分 恭介齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 462± 01：56．62 101．3

47 キラキラムーン 牝3鹿 54

52 △中井 裕二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 432＋ 41：56．7� 73．3�
59 ポラールリヒト 牡3黒鹿56 幸 英明 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 ハナ 31．5
713 ハーフウェイ 牡3芦 56 国分 優作中西 功氏 矢作 芳人 新冠 風間 洋 420＋ 21：56．91� 236．6�
815 カシノビッグベン 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 498－ 21：57．64 326．4�
58 オリオンザレヴリ 牡3青鹿56 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 448＋ 41：58．23� 43．4�
610 ル ー ベ ル 牡3鹿 56 高倉 稜林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 470＋ 41：58．52 397．0�

（14頭）
611 ニホンピロマイティ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 454＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，957，600円 複勝： 36，195，600円 枠連： 13，215，700円
馬連： 38，233，300円 馬単： 28，739，200円 ワイド： 23，625，600円
3連複： 57，358，100円 3連単： 91，737，600円 計： 310，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 300円 � 220円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 520円 �� 370円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 15，120円

票 数

単勝票数 差引計 209576（返還計 5350） 的中 � 79321（1番人気）
複勝票数 差引計 361956（返還計 10605） 的中 � 111395（1番人気）� 24116（5番人気）� 37410（4番人気）
枠連票数 差引計 132157（返還計 76） 的中 （2－8） 20601（2番人気）
馬連票数 差引計 382333（返還計 33932） 的中 �� 19598（5番人気）
馬単票数 差引計 287392（返還計 24342） 的中 �� 9096（7番人気）
ワイド票数 差引計 236256（返還計 22200） 的中 �� 11312（5番人気）�� 17391（3番人気）�� 3445（17番人気）
3連複票数 差引計 573581（返還計 97667） 的中 ��� 11931（11番人気）
3連単票数 差引計 917376（返還計149681） 的中 ��� 4478（40番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―14．2―12．7―12．8―13．2―12．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．7―51．4―1：04．2―1：17．4―1：30．3―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティータラント �
�
父 デュランダル �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．10．21 京都7着

2010．6．7生 牡3芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 10戦1勝 賞金 13，750，000円
〔競走除外〕 ニホンピロマイティ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニホンピロマイティ号は，平成25年6月10日から平成25年7月9日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

16040 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・右・外）

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
1：32．0
1：30．7

良
良

714 ラッキーマンボ 牝3鹿 54 国分 優作 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 496＋121：36．1 17．4�
24 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 430－ 61：36．31� 7．9�
715 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 21：36．4クビ 11．3�
59 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54 松田 大作吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 432± 01：36．61� 4．2�
611 チェネレントラ 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 6 〃 クビ 3．1	
48 シャッセロール 牝3鹿 54 北村 友一名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 450 ―1：36．7クビ 82．3

612 グローバルハート 牝3鹿 54 武 豊窪田 芳郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 458－ 61：36．91� 5．3�
12 ボロンベルラルーン 牝3鹿 54 幸 英明�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 446＋ 41：37．0� 61．2�
818 テイエムメデル 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 438± 01：37．31� 35．9
817 プリンセスフローラ 牝3栗 54 松山 弘平有限会社シルク野中 賢二 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：37．4� 20．8�
11 トーワフォーエバー 牝3芦 54 藤田 伸二齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 458－ 81：37．61� 10．6�
23 メイショウカルマン 牝3鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 土田 扶美子 434± 0 〃 ハナ 260．4�
35 オウケンシスター 牝3栗 54 太宰 啓介福井 明氏 音無 秀孝 日高 田端牧場 412＋101：37．81� 192．8�
510 クインミュージカル 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 492 ―1：38．01� 328．3�
816 ミススキャンダル 牝3栗 54 四位 洋文吉澤 克己氏 友道 康夫 浦河 三嶋牧場 410＋181：38．1� 190．2�
47 ア ミ マ ネ ラ 牝3黒鹿54 酒井 学吉田 修氏 服部 利之 えりも エクセルマネジメント 398＋101：38．42 363．7�
36 レッドヴィヴィアン 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：38．71� 127．3�
713 ル リ ビ タ キ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 458＋161：38．91� 148．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，701，500円 複勝： 44，414，400円 枠連： 17，857，100円
馬連： 49，808，000円 馬単： 32，948，900円 ワイド： 28，539，800円
3連複： 73，639，200円 3連単： 112，627，300円 計： 385，536，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 580円 � 250円 � 330円 枠 連（2－7） 2，170円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 10，040円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，840円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 13，540円 3 連 単 ��� 99，070円

票 数

単勝票数 計 257015 的中 � 11701（7番人気）
複勝票数 計 444144 的中 � 17991（8番人気）� 53460（4番人気）� 36030（6番人気）
枠連票数 計 178571 的中 （2－7） 6076（9番人気）
馬連票数 計 498080 的中 �� 7365（18番人気）
馬単票数 計 329489 的中 �� 2424（38番人気）
ワイド票数 計 285398 的中 �� 4544（18番人気）�� 3776（22番人気）�� 6438（15番人気）
3連複票数 計 736392 的中 ��� 4016（41番人気）
3連単票数 計1126273 的中 ��� 839（277番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．7―36．4―49．5―1：02．0―1：13．3―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッキーマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．10．6 京都11着

2010．4．3生 牝3鹿 母 ミ ス ポ ー ラ 母母 パウダースノー 10戦1勝 賞金 11，450，000円
〔発走状況〕 ルリビタキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 クインミュージカル号の騎手岩崎翼は，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30，000円。（被害馬：7番・1

番）
〔調教再審査〕 ルリビタキ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アティトラン号・インプレスシアトル号・コスモサリー号・ノイ号・ホットバタードラム号



16041 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20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
1：21．1
1：20．3

稍重
良

66 ダンツキャノン 牡2栗 54 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 496 ―1：24．7 34．1�
89 ル イ カ ズ マ 牡2鹿 54 幸 英明小林 一雅氏 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 482 ―1：24．8� 12．4�
33 ケイティーズスター 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 426 ―1：24．9クビ 3．1�
22 ティーエスハーツ 牡2黒鹿54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 508 ― 〃 アタマ 4．8�
78 マイネルディアベル 牡2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 438 ― 〃 アタマ 38．8	
11 クールオープニング 牡2青鹿54 武 豊前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420 ― 〃 クビ 2．9

77 ミヤジカールソン 牡2鹿 54 浜中 俊曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 496 ―1：25．11 8．9�
810 スペランツァデーア 牝2黒鹿54 松山 弘平吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 ハナ 10．1�
55 アサケマツカゼ 牡2鹿 54 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 414 ―1：25．52� 97．0
44 アメイジングゲイル 牡2黒鹿54 太宰 啓介�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 438 ―1：25．6� 62．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，065，600円 複勝： 34，373，700円 枠連： 12，320，100円
馬連： 46，590，900円 馬単： 38，309，300円 ワイド： 25，339，500円
3連複： 63，115，100円 3連単： 129，807，600円 計： 377，921，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 710円 � 320円 � 150円 枠 連（6－8） 5，420円

馬 連 �� 11，670円 馬 単 �� 24，910円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 1，660円 �� 650円

3 連 複 ��� 9，950円 3 連 単 ��� 124，420円

票 数

単勝票数 計 280656 的中 � 6504（7番人気）
複勝票数 計 343737 的中 � 9472（8番人気）� 24473（6番人気）� 89565（1番人気）
枠連票数 計 123201 的中 （6－8） 1678（12番人気）
馬連票数 計 465909 的中 �� 2948（28番人気）
馬単票数 計 383093 的中 �� 1135（57番人気）
ワイド票数 計 253395 的中 �� 1963（28番人気）�� 3689（16番人気）�� 10310（8番人気）
3連複票数 計 631151 的中 ��� 4685（30番人気）
3連単票数 計1298076 的中 ��� 770（266番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．9―49．4―1：01．5―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツキャノン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ピルサドスキー 初出走

2011．2．12生 牡2栗 母 アイコチャン 母母 マサコチャン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16042 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50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

612 ハギノサキガチ 牡3鹿 56 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋ 21：53．7 10．6�

510 アステュート 牝3黒鹿 54
51 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 474－ 61：54．23 20．0�
59 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 川田 将雅深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 480－ 21：54．62� 6．0�
714 ランドマーキュリー 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 508＋ 41：54．81� 158．8�
36 アドマイヤイナズマ 牡3青鹿56 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 498－ 4 〃 ハナ 3．3�
24 スイートリリック 牝3栗 54 松山 弘平伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 432－ 41：55．11� 17．3	
48 カーヴィシャス 牝3黒鹿54 浜中 俊 
キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 クビ 14．7�
47 クリノマナスル 牝3鹿 54 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 成島 英春 日高 日西牧場 440＋ 21：56．37 228．8�
12 キョウワナイト 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二
協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 462－ 21：56．93� 54．6
713 バトルヴイナイン 牡3鹿 56 太宰 啓介宮川 秋信氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B480－121：57．0� 81．9�
11 シゲルワシザ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 454－101：57．31� 340．9�
35 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 B484－ 3 〃 クビ 116．3�
816 デンコウアカツキ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 474－ 61：57．4クビ 26．4�
23 ペプチドマンボウ 牡3鹿 56 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 480＋ 2 〃 クビ 26．8�
815 ニホンピロホウオー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 B454＋ 21：58．46 2．6�
611 シゲルカプリコーン 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルアンドベア 加藤 敬二 浦河 丸幸小林牧場 482－ 21：59．03� 427．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，521，500円 複勝： 39，453，300円 枠連： 16，694，300円
馬連： 48，573，200円 馬単： 33，143，800円 ワイド： 26，463，300円
3連複： 70，518，900円 3連単： 108，266，400円 計： 368，634，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 250円 � 500円 � 210円 枠 連（5－6） 2，400円

馬 連 �� 8，320円 馬 単 �� 18，030円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 870円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 12，750円 3 連 単 ��� 128，880円

票 数

単勝票数 計 255215 的中 � 19002（4番人気）
複勝票数 計 394533 的中 � 44052（4番人気）� 17607（7番人気）� 57057（3番人気）
枠連票数 計 166943 的中 （5－6） 5138（12番人気）
馬連票数 計 485732 的中 �� 4310（27番人気）
馬単票数 計 331438 的中 �� 1357（54番人気）
ワイド票数 計 264633 的中 �� 2356（29番人気）�� 7716（9番人気）�� 4848（17番人気）
3連複票数 計 705189 的中 ��� 4085（44番人気）
3連単票数 計1082664 的中 ��� 620（357番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．8―12．3―12．7―12．8―13．2―13．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．3―48．6―1：01．3―1：14．1―1：27．3―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3

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

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

ハギノサキガチ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．9．23 阪神6着

2010．5．4生 牡3鹿 母 ハギノアウグラーレ 母母 Hum Along 10戦1勝 賞金 7，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカプリコーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月9日まで平地

競走に出走できない。



16043 6月9日 曇 良 （25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20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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．1

良
良

612 アドマイヤドバイ 牡3鹿 54 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 454＋101：47．1 2．2�
714 デウスウルト �5黒鹿57 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 4．6�
715 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 13．5�
713 マイティースコール 牡5栗 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 21：47．31� 185．5�
59 � チアフルウェルカム 牡4栗 57 浜中 俊吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 476－ 31：47．4クビ 49．9�
818 ポセイドンバローズ 牡3栗 54

52 △菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 21：47．61	 8．1�
816 ジ ェ ラ ル ド 牡4栗 57 川須 栄彦 	キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－ 61：47．7� 26．6

36 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 武 豊日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 アタマ 9．2�
11 マイネルコンキスタ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 498＋10 〃 ハナ 35．9
23 � アカネチャン 牝4鹿 55

53 △中井 裕二泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 454＋ 21：47．8
 311．6�
817 デジタルハーツ 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 大久保龍志 浦河 高村牧場 478＋12 〃 クビ 43．8�
12 サンライズバード 牡3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 454－ 41：47．9クビ 81．8�
48 � トーセンサミット 牡4青鹿57 四位 洋文島川 �哉氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500± 01：48．0
 29．4�
611 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝5黒鹿55 荻野 琢真	小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 438－ 81：48．1
 664．4�
35 フレンチボウ 牝5鹿 55 小牧 太吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 472＋161：48．41
 23．8�
47 フューチャステップ 牡3鹿 54 松山 弘平嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 466＋101：48．61� 76．5�
24 エルダリオン 牡4鹿 57 松田 大作 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 588－ 41：49．23� 79．1�
510 リオグランデ 牝3鹿 52 北村 友一 	キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 81：49．51
 27．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，905，900円 複勝： 50，922，600円 枠連： 23，875，100円
馬連： 62，996，300円 馬単： 39，639，900円 ワイド： 35，645，800円
3連複： 91，511，900円 3連単： 141，393，900円 計： 480，891，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 160円 � 210円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 290円 �� 580円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 5，560円

票 数

単勝票数 計 349059 的中 � 128969（1番人気）
複勝票数 計 509226 的中 � 123526（1番人気）� 82454（2番人気）� 52686（4番人気）
枠連票数 計 238751 的中 （6－7） 47721（1番人気）
馬連票数 計 629963 的中 �� 77598（1番人気）
馬単票数 計 396399 的中 �� 28232（1番人気）
ワイド票数 計 356458 的中 �� 33525（1番人気）�� 14574（4番人気）�� 13733（6番人気）
3連複票数 計 915119 的中 ��� 36048（2番人気）
3連単票数 計1413939 的中 ��� 18773（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―23．3―34．8―47．2―59．9―1：12．2―1：23．8―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 3（1，4）（6，7）（2，14）（5，10，12，17）（16，18）（11，13）9，8，15 4 3，4（1，7，14）（6，17）（2，12，18，8）（5，10，16，11，13）9，15

勝馬の
紹 介

アドマイヤドバイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．29 札幌2着

2010．5．13生 牡3鹿 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 8戦2勝 賞金 32，736，000円

16044 6月9日 曇 良 （25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 （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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

713 ポップアイコン 牝4栗 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム 476＋201：23．6 1．7�
714 デンコウデア 牝4黒鹿55 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 460＋ 21：23．81� 11．3�
510 アルボナンザ 牝3栗 52 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋101：24．54 16．7�
23 ボストンビリーヴ 牝3栗 52 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460＋10 〃 ハナ 5．4�
24 � ブラックビスケット 牝4黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 418＋ 61：24．6� 153．0	
47 � スリーネイチャー 牝4黒鹿55 水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 442－ 21：24．7	 66．4

612 パーティブロッサム 牝4黒鹿55 松田 大作飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：25．01	 62．6�
36 セトノミッシー 牝3鹿 52 松山 弘平難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 4 〃 クビ 29．9�
611� アグネスピンキー 牝5鹿 55

53 △中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 ハナ 146．0
816 ブ ロ ッ ケ ン 牝4鹿 55 柴田 大知本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450± 01：25．1� 34．5�
59 スイートジュエリー 牝4黒鹿55 北村 友一下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 496－ 61：25．3	 11．4�
48 � アルティメイト 牝4青鹿55 小坂 忠士アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 444＋ 41：25．83 45．6�
12 アポロパレス 牝4鹿 55 藤田 伸二小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 474＋101：25．9� 54．3�
35 キャニオンバレー 牝3青鹿52 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B492＋ 21：26．21	 14．3�
11 � ジツリキネオ 牝4鹿 55 秋山真一郎河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 446－11 〃 クビ 275．2�
815� ジュウワンブライト 牝4栗 55

53 △菱田 裕二疾風組合 福島 信晴 新冠 ハシモトフアーム 410－ 61：28．3大差 432．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，334，600円 複勝： 56，781，900円 枠連： 22，177，700円
馬連： 79，716，900円 馬単： 50，312，200円 ワイド： 37，645，300円
3連複： 104，246，600円 3連単： 179，462，200円 計： 565，677，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 250円 � 300円 枠 連（7－7） 700円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 360円 �� 620円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 9，860円

票 数

単勝票数 計 353346 的中 � 172705（1番人気）
複勝票数 計 567819 的中 � 186086（1番人気）� 47989（3番人気）� 37403（6番人気）
枠連票数 計 221777 的中 （7－7） 23713（3番人気）
馬連票数 計 797169 的中 �� 78308（2番人気）
馬単票数 計 503122 的中 �� 34146（2番人気）
ワイド票数 計 376453 的中 �� 29180（2番人気）�� 14886（5番人気）�� 4760（22番人気）
3連複票数 計1042466 的中 ��� 21662（9番人気）
3連単票数 計1794622 的中 ��� 13434（17番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．1―12．3―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．5―46．6―58．9―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポップアイコン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Blushing Groom デビュー 2011．10．1 阪神6着

2009．2．8生 牝4栗 母 ピンクタートル 母母 Turtle Cove 12戦3勝 賞金 39，006，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アルテミシア号・エスケイティアラ号
（非抽選馬） 1頭 ポイントキセキ号



16045 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第9競走 ��
��2，400�

か す み

香 住 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
2：24．2
2：22．1

良
良

810 ラブラドライト �4鹿 57 松山 弘平吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：27．7 1．8�
66 マイネルアクロス 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 450－122：27．91 25．7�
44 クリサンセマム 牡5黒鹿57 川田 将雅広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 478＋ 2 〃 クビ 3．7�
11 ランフォージン 牡4黒鹿57 藤田 伸二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 22：28．11	 14．3�
55 ナリタポセイドン 牡4鹿 57 高倉 稜�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 36．6	
89 エ ス ペ リ ア 牡4栗 57 武 豊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 452－ 22：28．2クビ 39．3

22 
 ロットネスト �5鹿 57 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

498＋ 2 〃 クビ 8．4�
77 
 サウンドデューク 牡3栗 53 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 456＋ 22：28．51� 8．6�
33 � リッカシェクル 牡4鹿 57 酒井 学立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 B420＋ 22：28．82 187．5
78 エクセレントブルー 牝5鹿 55 浜中 俊 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 464－ 22：29．86 39．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，017，900円 複勝： 59，798，600円 枠連： 17，021，200円
馬連： 78，430，100円 馬単： 65，033，700円 ワイド： 37，915，700円
3連複： 106，625，500円 3連単： 286，237，100円 計： 687，079，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 280円 � 130円 枠 連（6－8） 2，250円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 470円 �� 170円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 13，760円

票 数

単勝票数 計 360179 的中 � 160799（1番人気）
複勝票数 計 597986 的中 � 241317（1番人気）� 28934（6番人気）� 127863（2番人気）
枠連票数 計 170212 的中 （6－8） 5602（8番人気）
馬連票数 計 784301 的中 �� 24856（8番人気）
馬単票数 計 650337 的中 �� 14169（11番人気）
ワイド票数 計 379157 的中 �� 17344（7番人気）�� 74550（1番人気）�� 10991（10番人気）
3連複票数 計1066255 的中 ��� 35107（7番人気）
3連単票数 計2862371 的中 ��� 15358（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．4―37．5―50．5―1：03．5―1：16．1―1：28．4―1：40．8―1：52．9―2：04．3―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブラドライト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．17 阪神16着

2009．5．15生 �4鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 9戦3勝 賞金 35，587，000円
〔制裁〕 マイネルアクロス号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年6月15日から平成25年

6月23日まで騎乗停止。（被害馬：4番）

16046 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第10競走 ��
��1，400�

し ょ う ど し ま

小 豆 島 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

815 ラトルスネーク 牡5黒鹿57 浜中 俊吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 510－ 21：21．0 7．9�
713 ハーキュリーズ 牡5鹿 57 四位 洋文 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446± 01：21．1� 13．6�
36 タマモトッププレイ 牡4黒鹿57 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 492－ 2 〃 アタマ 10．1�
35 メイショウハガクレ 牡4鹿 57 菱田 裕二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460± 0 〃 ハナ 67．4�
24 ロードガルーダ 牡4青 57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 508± 01：21．2クビ 1．5	
612 エイシンキンチェム 牝4鹿 55 和田 竜二平井 克彦氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 496＋ 81：21．51	 149．0

714 ラインアンジュ 牝5鹿 55 松田 大作大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 500± 0 〃 ハナ 87．8�
11 ニ ン ジ ャ 牡4鹿 57 高倉 稜ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 460－ 2 〃 クビ 11．2�
47 ラーストチカ 牝3黒鹿52 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 436－ 21：21．6� 42．8
510 メイショウゲンブ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 476＋ 2 〃 クビ 10．0�
23 エランドール 牝5鹿 55 鮫島 良太�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 446＋ 81：21．7� 541．6�
611
 サウンドボルケーノ 牡5栗 57 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners 548＋121：21．91� 250．5�
48 タイキガラハッド 牡5栗 57 国分 恭介�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B506－ 41：22．1	 138．7�
816 タガノエンブレム 牡3青鹿54 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 8 〃 ハナ 56．8�
59 ハンターワディ 牡6鹿 57 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 482－ 21：22．2	 184．2�
（15頭）

12 デ コ ル テ 牝6黒鹿55 北村 友一谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 476＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 62，681，300円 複勝： 123，855，400円 枠連： 35，917，200円
馬連： 146，733，500円 馬単： 105，080，700円 ワイド： 62，220，800円
3連複： 196，238，800円 3連単： 423，968，800円 計： 1，156，696，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 370円 � 430円 枠 連（7－8） 1，920円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 830円 �� 960円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 49，690円

票 数

単勝票数 差引計 626813（返還計 3015） 的中 � 62911（2番人気）
複勝票数 差引計1238554（返還計 6298） 的中 � 138760（2番人気）� 87579（3番人気）� 71868（6番人気）
枠連票数 差引計 359172（返還計 583） 的中 （7－8） 13819（6番人気）
馬連票数 差引計1467335（返還計 19888） 的中 �� 31182（11番人気）
馬単票数 差引計1050807（返還計 13675） 的中 �� 12097（15番人気）
ワイド票数 差引計 622208（返還計 13037） 的中 �� 18693（7番人気）�� 16109（9番人気）�� 12850（15番人気）
3連複票数 差引計1962388（返還計 49455） 的中 ��� 16126（31番人気）
3連単票数 差引計4239688（返還計 93857） 的中 ��� 6298（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．7―46．3―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラトルスネーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Wagon Master デビュー 2010．11．13 京都1着

2008．3．18生 牡5黒鹿 母 ワシントンシティ 母母 Tallahassee 14戦4勝 賞金 70，299，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 デコルテ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両頚部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デコルテ号は，平成25年6月10日から平成25年7月9日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。

２レース目



16047 6月9日 曇 良 （25阪神3）第4日 第11競走 ��
��2，000�第18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，24．6．9以降25．6．2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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

814 マルセリーナ 牝5鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 448＋ 41：59．4 12．4�
712 アグネスワルツ 牝6栗 55 国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 498－ 21：59．5� 28．8�
57 アロマティコ 牝4栗 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 2．8�
711 ピクシープリンセス 牝5鹿 54 秋山真一郎 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 448± 02：00．03 5．0�
22 マイネオーチャード 牝5栗 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 456－ 82：00．1� 8．5	
34 マイファーストラヴ 牝7青鹿49 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 456＋ 22：00．31� 20．7

69 ハワイアンウインド 牝4鹿 51 菱田 裕二吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 8．4�
610 ミッドサマーフェア 牝4青鹿55 武 豊 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 462± 0 〃 アタマ 19．9�
813 エーシンメンフィス 牝5鹿 55 川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 500＋10 〃 アタマ 9．2
45 ピュアブリーゼ 牝5栗 53 古川 吉洋 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462－ 42：00．4� 11．7�
58 ダートムーア 牝5鹿 52 高倉 稜吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472± 02：00．5� 104．9�
33 エスピナアスール 牝6黒鹿51 国分 優作青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 476＋ 2 〃 アタマ 64．8�
46 コスモネモシン 牝6青鹿55 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 484＋222：00．71� 69．4�
11 	 エイシンラトゥナ 牝3黒鹿49 酒井 学平井 克彦氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans 484－ 42：02．08 57．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 116，629，700円 複勝： 179，982，600円 枠連： 101，873，000円
馬連： 513，532，000円 馬単： 260，292，000円 ワイド： 185，721，000円
3連複： 849，228，300円 3連単： 1，488，730，400円 計： 3，695，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 440円 � 660円 � 150円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 18，390円 馬 単 �� 31，970円

ワ イ ド �� 5，150円 �� 990円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 19，330円 3 連 単 ��� 193，030円

票 数

単勝票数 計1166297 的中 � 74275（7番人気）
複勝票数 計1799826 的中 � 89752（7番人気）� 55323（10番人気）� 461879（1番人気）
枠連票数 計1018730 的中 （7－8） 75376（3番人気）
馬連票数 計5135320 的中 �� 20611（50番人気）
馬単票数 計2602920 的中 �� 6010（89番人気）
ワイド票数 計1857210 的中 �� 8622（56番人気）�� 47694（12番人気）�� 24854（24番人気）
3連複票数 計8492283 的中 ��� 32432（65番人気）
3連単票数 計14887304 的中 ��� 5692（558番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．7―12．4―11．6―12．0―11．8―11．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．9―36．6―49．0―1：00．6―1：12．6―1：24．4―1：35．8―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルセリーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju デビュー 2010．12．11 阪神1着

2008．2．17生 牝5鹿 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye 18戦4勝 賞金 264，085，000円

16048 6月9日 曇 良 （25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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000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� メイショウゲンカイ 牡4鹿 57 川田 将雅松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 488± 01：24．5 16．9�
23 � キクノグラード 牡4栗 57 水口 優也菊池 五郎氏 野村 彰彦 浦河 惣田 英幸 478－101：24．6� 46．5�
24 オールブラックス 牡4鹿 57 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 474－16 〃 ハナ 1．9�
35 メイショウユメゴゼ 牝4栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 446± 01：24．7� 3．8�
36 トウショウタイド 牡3鹿 54 幸 英明トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 554＋ 21：24．91	 26．9�
510 スクワドロン 牡3芦 54 小牧 太 	サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 498－ 21：25．0� 9．4

47 スマートアーサイト 牡6黒鹿57 藤田 伸二大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 4 〃 アタマ 42．6�
713 ミッキーアップル 牝3鹿 52

50 △菱田 裕二野田みづき氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 462－ 61：25．1� 24．1�
48 ジェネシスロック 牡3鹿 54 松田 大作前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 482－ 4 〃 アタマ 8．7
815� ク ー デ タ ー 牡4黒鹿57 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 平取 二風谷ファーム 468＋ 2 〃 クビ 122．4�
816 ヴァルナビット 牡4栗 57 国分 恭介田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 490－101：25．2クビ 38．9�
611� ギルドマスター 牡4栗 57

55 △中井 裕二香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 498＋ 81：25．41� 237．2�
59 ワンダーシャスール 牡3鹿 54 太宰 啓介山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 秋場牧場 444－ 21：26．25 317．7�
714 カシノラピス 牝4栗 55 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 438－ 21：26．73 358．0�
11 � アークイクシオン 牡4黒鹿 57

54 ▲岩崎 翼門野 文典氏 作田 誠二 浦河 向別牧場 B466－ 41：26．8� 339．7�
12 ユ キ カ ゼ 牡3栗 54 古川 吉洋松岡 孝一氏 牧田 和弥 新ひだか マークリ牧場 496－121：35．0大差 258．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，365，200円 複勝： 83，547，100円 枠連： 39，106，900円
馬連： 150，529，700円 馬単： 105，778，300円 ワイド： 70，005，200円
3連複： 222，214，900円 3連単： 482，213，400円 計： 1，210，760，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 360円 � 850円 � 130円 枠 連（2－6） 1，420円

馬 連 �� 30，230円 馬 単 �� 66，730円

ワ イ ド �� 6，070円 �� 670円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 15，350円 3 連 単 ��� 205，830円

票 数

単勝票数 計 573652 的中 � 26797（5番人気）
複勝票数 計 835471 的中 � 48627（5番人気）� 17647（10番人気）� 271250（1番人気）
枠連票数 計 391069 的中 （2－6） 20453（5番人気）
馬連票数 計1505297 的中 �� 3676（48番人気）
馬単票数 計1057783 的中 �� 1170（88番人気）
ワイド票数 計 700052 的中 �� 2704（44番人気）�� 27288（6番人気）�� 11651（15番人気）
3連複票数 計2222149 的中 ��� 10688（48番人気）
3連単票数 計4822134 的中 ��� 1729（407番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウゲンカイ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Houston

2009．5．4生 牡4鹿 母 ビワシャンテ 母母 ノーザンプランサー 10戦1勝 賞金 8，640，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 メイショウゲンカイ号の騎手原田敬伍は，病気のため川田将雅に変更。
〔その他〕 ユキカゼ号は，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。
※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 シゲルアケビ号・シゲルネーブル号
（非抽選馬） 2頭 サカジロスイセイ号・シゲルシバグリ号

４レース目



（25阪神3）第4日 6月9日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

211，240，000円
7，380，000円
1，610，000円
19，040，000円
65，095，500円
4，866，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
493，316，000円
795，551，500円
328，230，300円
1，312，578，100円
830，282，600円
587，733，800円
1，983，130，200円
3，694，055，900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 10，024，878，400円

総入場人員 17，609名 （有料入場人員 16，609名）
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