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16025 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3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

816 ウインクルミラクル 牝3鹿 54 北村 友一塚本 能交氏 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 472－ 21：54．8 6．7�
612 エイシンノア 牝3芦 54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 木田牧場 516－ 41：55．22� 2．9�
36 ストライキングアイ 牝3鹿 54 川田 将雅�G1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 464± 01：55．3クビ 4．0�
59 シゲルサヌキ 牝3栗 54 国分 恭介森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 410＋ 41：55．72� 45．7�
48 フォールスクリーク 牝3黒鹿54 藤岡 佑介下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 472＋18 〃 アタマ 5．7	
47 アルプサロン 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 474＋ 81：56．02 76．1

35 タムロイレーネ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 432＋ 41：56．1クビ 38．6�
611 アグネスハピネス 牝3栗 54 川須 栄彦渡辺 孝男氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 432－ 21：56．31� 98．6�
11 トーワクリステル 牝3鹿 54 武 豊齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 450± 01：56．4クビ 11．6
24 クニサキオペラ 牝3鹿 54 畑端 省吾國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 454＋121：56．61� 303．4�
714 ベ ル テ ン ポ 牝3鹿 54 幸 英明林 正道氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 484－ 61：56．7� 71．2�
713 ピアノコンクール 牝3栗 54 国分 優作�ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 464＋ 81：56．8� 22．8�
510 キ ン レ ン カ 牝3栗 54 藤懸 貴志�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 450＋ 41：58．18 364．4�
815 キョウワマジック 牝3栗 54 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 466－ 61：58．63 281．9�
12 オリエンタルポピー 牝3鹿 54 和田 竜二 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：58．81 16．8�
23 ハッピーヴァリュー 牝3鹿 54 浜中 俊�飛野牧場 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 518 ―1：59．22� 15．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，399，600円 複勝： 27，105，200円 枠連： 8，700，400円
馬連： 36，248，400円 馬単： 23，191，200円 ワイド： 19，195，900円
3連複： 55，676，500円 3連単： 77，574，200円 計： 263，091，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 1，200円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 420円 �� 390円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 153996 的中 � 18155（4番人気）
複勝票数 計 271052 的中 � 40052（3番人気）� 58687（1番人気）� 57717（2番人気）
枠連票数 計 87004 的中 （6－8） 5591（6番人気）
馬連票数 計 362484 的中 �� 21811（5番人気）
馬単票数 計 231912 的中 �� 5996（9番人気）
ワイド票数 計 191959 的中 �� 10888（4番人気）�� 12143（2番人気）�� 20541（1番人気）
3連複票数 計 556765 的中 ��� 35619（2番人気）
3連単票数 計 775742 的中 ��� 7099（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．5―13．1―13．2―12．9―12．7―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．2―50．3―1：03．5―1：16．4―1：29．1―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインクルミラクル �
�
父 アンクルスーパー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．1．13 京都6着

2011．4．21生 牝3鹿 母 ウインクルビーナス 母母 トライトップゴール 6戦1勝 賞金 6，650，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コウエイテンペスタ号
（非抽選馬） 2頭 エトラ号・バルサムホロウ号

16026 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

712 ラテンロック 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 500± 01：25．5 2．5�

611 キングズガード 牡3鹿 56
53 ▲岩崎 翼�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 436－ 2 〃 クビ 9．2�

59 ゴールドスーク 牡3栗 56 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 506－161：25．81� 3．0�
34 コスモフラッグ 牡3鹿 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 442± 01：26．01� 26．6�
11 センティグレード 牡3青鹿56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 81：26．21� 24．8	
610 ギャラクシーエクス 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：26．52 5．9

23 トゥルースカイ 牡3鹿 56 太宰 啓介宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 470＋ 21：26．6クビ 63．6�
814 オンワードアーサー 牡3芦 56 幸 英明樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 486＋ 61：26．7� 20．1�
46 トーコープラネット 牡3栗 56 酒井 学森田 藤治氏 橋田 満 浦河 市川フアーム 452－ 21：27．44 31．4
713 プロセキューション 牡3栗 56 �島 良太山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 加野牧場 480＋ 41：27．82� 82．8�
47 シゲルソウシュウ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 中村 雅明 442＋ 6 〃 クビ 225．3�
22 グランドデイム 牝3鹿 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B460－ 4 〃 ハナ 60．4�
815 アンスメーヌ 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 460＋ 61：27．9� 385．3�
35 デルマモナーク 牡3栗 56

53 ▲義 英真浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 514－ 61：28．0クビ 201．2�
58 カツラッシュ 牡3黒鹿56 川須 栄彦北側 雅勝氏 �島 一歩 新ひだか グランド牧場 496± 01：28．1� 24．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，123，900円 複勝： 36，355，000円 枠連： 10，739，900円
馬連： 41，317，700円 馬単： 24，777，100円 ワイド： 22，531，100円
3連複： 57，119，800円 3連単： 83，708，000円 計： 299，672，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 130円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 420円 �� 210円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 7，080円

票 数

単勝票数 計 231239 的中 � 71585（1番人気）
複勝票数 計 363550 的中 � 94216（1番人気）� 37527（4番人気）� 80227（2番人気）
枠連票数 計 107399 的中 （6－7） 18938（2番人気）
馬連票数 計 413177 的中 �� 27481（4番人気）
馬単票数 計 247771 的中 �� 9277（6番人気）
ワイド票数 計 225311 的中 �� 12719（4番人気）�� 32514（1番人気）�� 8378（5番人気）
3連複票数 計 571198 的中 ��� 33451（2番人気）
3連単票数 計 837080 的中 ��� 8566（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．9―48．5―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

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3鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 2戦1勝 賞金 6，600，000円
※出走取消馬 エヴェレストバイオ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 イタダキマス号・エンプレスペスカ号・クリノフクロクジュ号・ニホンピロハート号・パープルパルピナ号・

バーンアウル号
（非抽選馬） 1頭 サンライズグリーン号

第３回 阪神競馬 第３日



16027 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3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

44 ヴ レ ク ー ル 牡3栗 56 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 504－ 81：53．9 1．4�
（豪）

79 トリビューン 牡3鹿 56 和田 竜二 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 482＋ 61：54．11� 5．8�

811 バイスブルー 牡3栗 56 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B500± 01：54．31� 12．9�

55 � ハナリュウセイ 牡3青鹿56 小牧 太グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 Joseph M.
Perrotta Sr. 502± 01：54．51	 11．5�

68 ナッハフォルガー 牡3青鹿56 佐久間寛志前田 幸治氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 458－ 41：54．6	 39．1	
812 メイショウセイウン 牡3栗 56 幸 英明松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 472± 0 〃 アタマ 45．2

33 プ レ ス リ ー 牡3黒鹿56 
島 良太田畑 富子氏 境 直行 浦河 山口 義彦 484－ 21：54．7クビ 287．0�
56 クイズリングテラス 牝3鹿 54

51 ▲義 英真要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 446＋ 2 〃 クビ 46．9�
67 カイザーヴァルツァ �3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 アタマ 9．1
11 リーガルウイナー 牡3鹿 56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 458＋ 21：55．01� 135．4�
22 アズマムーン 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 日高大洋牧場 480＋ 41：56．59 71．6�
710 ミレニアムソング 牝3栗 54 川須 栄彦下河辺隆行氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 526＋ 21：56．7� 41．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，636，200円 複勝： 92，572，100円 枠連： 9，538，400円
馬連： 37，907，800円 馬単： 32，411，800円 ワイド： 22，708，700円
3連複： 53，656，300円 3連単： 123，624，000円 計： 394，055，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（4－7） 260円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 350円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 216362 的中 � 119027（1番人気）
複勝票数 計 925721 的中 � 722765（1番人気）� 60819（2番人気）� 26174（5番人気）
枠連票数 計 95384 的中 （4－7） 28389（1番人気）
馬連票数 計 379078 的中 �� 92692（1番人気）
馬単票数 計 324118 的中 �� 62050（1番人気）
ワイド票数 計 227087 的中 �� 44594（1番人気）�� 15115（4番人気）�� 6025（10番人気）
3連複票数 計 536563 的中 ��� 33774（3番人気）
3連単票数 計1236240 的中 ��� 25026（7番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．9―12．1―12．8―12．9―13．0―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．5―48．6―1：01．4―1：14．3―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．6
1
3
5，9（10，11）4－（7，8，12）＝2，6－（1，3）
5，11（4，10）（9，8）－（7，12）（2，6）－（1，3）

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

勝馬の
紹 介

ヴ レ ク ー ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．5．4 京都2着

2011．3．1生 牡3栗 母 モンプティクール 母母 ゲートドクール 3戦1勝 賞金 7，900，000円
※ミレニアムソング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

16028 6月14日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26阪神3）第3日 第4競走 ��3，110�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30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

77 ニライジンク 牡5栗 60 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 512＋103：29．7 3．1�
66 アラタマユニバース 牡5青鹿60 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 490＋143：30．12� 3．8�
33 トウシンボルト 牡7黒鹿60 難波 剛健�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 ハナ 3．2�
11 カ ゼ カ オ ル 牡5鹿 60 北沢 伸也荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 478－ 83：31．16 7．5�
22 ウォンテッド 牡4黒鹿60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 480－ 23：32．16 10．2	
55 � コブラボール 牡10青鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 476＋ 23：33．37 56．2

44 ヤマニンメダイユ 牡5鹿 60 白浜 雄造土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 498＋ 23：42．3大差 8．7�

（7頭）

売 得 金
単勝： 12，137，000円 複勝： 13，319，600円 枠連： 発売なし
馬連： 25，849，700円 馬単： 18，242，400円 ワイド： 10，051，900円
3連複： 31，534，700円 3連単： 83，203，000円 計： 194，338，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 230円 �� 210円 �� 190円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 2，130円

票 数

単勝票数 計 121370 的中 � 31236（1番人気）
複勝票数 計 133196 的中 � 31615（2番人気）� 27848（3番人気）
馬連票数 計 258497 的中 �� 36316（1番人気）
馬単票数 計 182424 的中 �� 13806（1番人気）
ワイド票数 計 100519 的中 �� 10361（3番人気）�� 12329（2番人気）�� 13760（1番人気）
3連複票数 計 315347 的中 ��� 53232（1番人気）
3連単票数 計 832030 的中 ��� 28243（1番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 50．8－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

�
�
7，6－（2，3）－1－5＝4
7，6－3－1－（2，5）＝4

勝馬の
紹 介

ニライジンク �

父 キングカメハメハ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．19 京都15着

2009．3．14生 牡5栗 母 トップレディスター 母母 フラワーゼット 障害：9戦2勝 賞金 23，700，000円



16029 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3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

11 テイケイラピッド 牝2栗 54 川田 将雅兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 494 ―1：22．6 7．7�
812 タガノアザガル 牡2黒鹿54 藤岡 佑介八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438 ―1：22．81� 58．6�
79 ゲネラルプローベ 牡2鹿 54 小牧 太前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 452 ―1：23．33 10．4�
33 ヤマカツライデン 牡2黒鹿54 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 510 ―1：23．72� 3．3�
44 フォースター 牡2栗 54 酒井 学中西 功氏 日吉 正和 厚真 大川牧場 446 ― 〃 アタマ 62．4�
22 フミノインパルス 牡2黒鹿54 国分 優作谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 466 ―1：23．91� 49．9�
67 マイネルレハイム 牡2栗 54 和田 竜二 	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 436 ―1：24．0� 16．8

68 ハ ヤ イ ガ ナ 牡2栗 54 浜中 俊三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 信成牧場 458 ―1：24．1� 7．6�
56 サンフレイム 牝2芦 54 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 464 ―1：24．2クビ 5．6

（豪）

811 ウインユニファイド 牡2黒鹿 54
53 ☆中井 裕二	ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 484 ―1：24．73 31．5�

710 エイシンシャーマン 牡2鹿 54 幸 英明	栄進堂 坂口 正則 浦河 三嶋牧場 428 ―1：25．33� 23．3�
55 コンフェッシオン 牝2栗 54 武 豊有限会社シルク中竹 和也 安平 ノーザンファーム 456 ―1：27．0大差 4．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，182，100円 複勝： 30，752，600円 枠連： 12，003，200円
馬連： 40，679，200円 馬単： 24，659，500円 ワイド： 19，631，300円
3連複： 52，876，200円 3連単： 79，731，200円 計： 279，515，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 220円 � 1，600円 � 330円 枠 連（1－8） 6，590円

馬 連 �� 23，750円 馬 単 �� 38，530円

ワ イ ド �� 6，360円 �� 1，220円 �� 6，500円

3 連 複 ��� 58，830円 3 連 単 ��� 324，740円

票 数

単勝票数 計 191821 的中 � 19902（5番人気）
複勝票数 計 307526 的中 � 43282（3番人気）� 4105（12番人気）� 24677（6番人気）
枠連票数 計 120032 的中 （1－8） 1410（17番人気）
馬連票数 計 406792 的中 �� 1327（51番人気）
馬単票数 計 246595 的中 �� 480（86番人気）
ワイド票数 計 196313 的中 �� 783（51番人気）�� 4286（15番人気）�� 766（53番人気）
3連複票数 計 528762 的中 ��� 674（129番人気）
3連単票数 計 797312 的中 ��� 178（681番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―46．9―58．7―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイケイラピッド �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Lord At War 初出走

2012．3．18生 牝2栗 母 ラ プ ー マ 母母 Raise a Holme 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16030 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：07．1
1：06．5

良
良

11 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿56 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 442－ 41：09．7 5．1�
815 ユウキファイン 牝3栗 54 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 458－ 2 〃 ハナ 5．8�
47 グッドイヴニング 牝3鹿 54 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 472＋20 〃 クビ 4．6�
713 ナ ウ シ カ 牝3鹿 54 国分 優作平川 浩之氏 宮 徹 新ひだか カントリー牧場 412－141：09．91 25．7�
611 メイショウゲキテキ 牡3栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 折手牧場 454＋ 41：10．0� 8．2�
59 ウィステリアカット 牝3鹿 54 熊沢 重文大迫 基弘氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 474＋121：10．21 9．9	
12 プルメリアアスク 牝3栗 54

51 ▲松若 風馬廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 426＋101：10．3� 22．7

24 トウカイメール 牝3青鹿54 北村 友一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 424－ 4 〃 同着 6．3�
23 キョウワジュネス 牝3鹿 54 武 豊�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 450－ 21：10．4� 7．6�
714 ハイマックス 牡3青鹿56 川須 栄彦小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 460 ―1：10．72 148．8
816 キタサンゲッコウ 牝3青鹿54 太宰 啓介�大野商事 目野 哲也 日高 浜本牧場 470－ 81：11．01� 28．2�
612 ナ ジ ェ ー ナ 牝3黒鹿54 国分 恭介エデンアソシエーション 浜田多実雄 新ひだか 西村 和夫 444＋ 61：11．21 217．8�
36 ベストゴール 牝3鹿 54 岡田 祥嗣岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 400－121：11．3� 79．7�
510 サンマルアイ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二相馬 勇氏 山内 研二 むかわ 真壁 信一 408－201：11．51 219．0�
48 ゼニスブルー 牡3鹿 56 藤懸 貴志�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 61：11．6� 115．3�
35 メ イ ズ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真�イスズ牧場 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 404＋161：12．23� 131．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，688，900円 複勝： 34，912，700円 枠連： 13，848，600円
馬連： 46，911，200円 馬単： 24，483，000円 ワイド： 23，797，100円
3連複： 63，064，600円 3連単： 83，168，100円 計： 309，874，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 170円 � 170円 枠 連（1－8） 970円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 440円 �� 540円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 12，400円

票 数

単勝票数 計 196889 的中 � 30296（2番人気）
複勝票数 計 349127 的中 � 61531（1番人気）� 50577（3番人気）� 50863（2番人気）
枠連票数 計 138486 的中 （1－8） 11009（4番人気）
馬連票数 計 469112 的中 �� 25424（3番人気）
馬単票数 計 244830 的中 �� 7076（2番人気）
ワイド票数 計 237971 的中 �� 14411（1番人気）�� 11161（3番人気）�� 9686（4番人気）
3連複票数 計 630646 的中 ��� 20961（2番人気）
3連単票数 計 831681 的中 ��� 4860（14番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァッフシュテルケ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2013．8．17 小倉4着

2011．3．5生 牡3青鹿 母 イサミサクラ 母母 ハマナジユビー 12戦1勝 賞金 11，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノエーデル号・ジョーエクスカリバ号・ピノ号
（非抽選馬） 2頭 アルリネージ号・エイシンツバメ号



16031 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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

59 アーバンレジェンド 牝4栗 55 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 466＋ 81：53．4 1．6�
47 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 浜中 俊ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 496＋101：53．5� 6．7�
48 サンレイフローラ 牝4鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 446＋101：53．82 28．3�
815 クリノアマダブラム 牝4栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 440＋ 2 〃 アタマ 39．9�
12 ロ ゼ ラ ニ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 476＋141：53．9� 8．4�
714 フォローハート 牝3黒鹿52 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 456－ 41：54．0クビ 17．3�
510 ストレートラブ 牝5青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 2 〃 クビ 28．7	
24 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 北村 友一吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 440＋101：54．32 64．5

612 エーシンウェンディ 牝4栗 55 C．ウィリアムズ �栄進堂 川村 禎彦 浦河 有限会社

吉田ファーム 476＋ 41：54．5� 44．8�
（豪）

36 レッドフォーチュン 牝4芦 55 川須 栄彦杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 454＋ 41：55．24 47．0
713 パーティブロッサム 牝5黒鹿 55

52 ▲松若 風馬飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：55．3クビ 18．0�
23 � テイエムレオネッサ 牝4栗 55

52 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 472± 0 〃 アタマ 262．7�
611 メイショウブリエ 牝4鹿 55 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 420＋ 21：55．93� 255．7�
35 カシノソラーレ 牝4栗 55 国分 恭介柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 488＋ 41：56．0� 217．9�
816 シャスターデイジー 牝4栗 55 和田 竜二�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 4 〃 ハナ 9．7�
11 � メ イ ラ イ ト 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二中島 稔氏 坪 憲章 浦河 王蔵牧場 460＋ 21：57．27 385．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，449，400円 複勝： 45，893，700円 枠連： 15，728，500円
馬連： 53，573，700円 馬単： 32，816，800円 ワイド： 28，640，200円
3連複： 72，187，900円 3連単： 117，235，400円 計： 391，525，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 320円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 210円 �� 600円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 6，260円

票 数

単勝票数 計 254494 的中 � 121883（1番人気）
複勝票数 計 458937 的中 � 166886（1番人気）� 79285（2番人気）� 20609（6番人気）
枠連票数 計 157285 的中 （4－5） 27147（1番人気）
馬連票数 計 535737 的中 �� 68454（1番人気）
馬単票数 計 328168 的中 �� 31328（1番人気）
ワイド票数 計 286402 的中 �� 42113（1番人気）�� 11210（5番人気）�� 5847（14番人気）
3連複票数 計 721879 的中 ��� 25548（4番人気）
3連単票数 計1172354 的中 ��� 13558（7番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーバンレジェンド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Awesome Again デビュー 2013．2．2 京都1着

2010．3．9生 牝4栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 11戦3勝 賞金 28，100，000円
〔制裁〕 エーシンウェンディ号の騎手C．ウィリアムズは，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。
※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 グレートエンジェル号
※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。

16032 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3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

36 ミラクルルーマー 牡4芦 57 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 B532＋ 41：12．4 16．5�
24 ス テ ー キ 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 500－ 6 〃 クビ 5．9�
35 � ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 478－ 61：12．5クビ 25．8�
816 スピリットレイク 牝4鹿 55 �島 良太 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 496＋ 6 〃 ハナ 195．5�
714 タイムアラウド 牡4鹿 57 酒井 学有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 4 〃 アタマ 61．8�
611 サーシスリーフ 牡4鹿 57 川須 栄彦 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B488－ 2 〃 クビ 69．5

59 メイショウツバクロ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 472＋241：12．6クビ 41．9�
11 ルベーゼドランジェ 牝4鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：12．7� 1．7�
713 ジェネシスロック 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 498－10 〃 アタマ 5．2
510 テイエムシシオー 牡5黒鹿 57

56 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 488＋ 81：12．8クビ 53．6�
48 キョウワランサー 牡3栗 54 浜中 俊�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 454± 0 〃 クビ 10．6�
815 ジョリフェロー 牡4鹿 57 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 496＋141：13．22� 230．2�
12 トウケイムーン 牡4栗 57 藤岡 佑介木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 482－ 41：13．52 169．7�
612 スマートアレンジ 牝4鹿 55 太宰 啓介深見 富朗氏 小野 幸治 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466－ 21：13．6クビ 66．6�
23 � クリノロブソン 牡4黒鹿57 国分 優作栗本 博晴氏 梅内 忍 浦河 ダイヤモンドファーム 438＋ 61：14．77 380．0�
47 スターリーオレンジ 牝3栗 52

49 ▲岩崎 翼山上 和良氏 千田 輝彦 新ひだか 久井牧場 464－ 6 〃 クビ 139．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，114，000円 複勝： 88，676，100円 枠連： 15，212，600円
馬連： 64，502，700円 馬単： 44，351，000円 ワイド： 33，455，400円
3連複： 81，488，200円 3連単： 154，911，600円 計： 513，711，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 590円 � 300円 � 780円 枠 連（2－3） 2，700円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 10，510円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，940円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 12，330円 3 連 単 ��� 92，740円

票 数

単勝票数 計 311140 的中 � 15008（5番人気）
複勝票数 計 886761 的中 � 37708（5番人気）� 86098（2番人気）� 27807（6番人気）
枠連票数 計 152126 的中 （2－3） 4365（9番人気）
馬連票数 計 645027 的中 �� 13724（10番人気）
馬単票数 計 443510 的中 �� 3164（27番人気）
ワイド票数 計 334554 的中 �� 8071（10番人気）�� 2848（24番人気）�� 7299（11番人気）
3連複票数 計 814882 的中 ��� 4955（35番人気）
3連単票数 計1549116 的中 ��� 1211（224番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．0―12．1―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルルーマー �
�
父 ヒシミラクル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2012．9．2 小倉11着

2010．4．12生 牡4芦 母 ヒシルーマー 母母 ヒシピナクル 23戦3勝 賞金 34，740，000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 エアーウェーブ号



16033 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3日 第9競走 ��
��2，200�

か す み

香 住 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53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

66 クリビツテンギョ 牡5栗 57 武 豊栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480± 02：13．8 7．5�
11 ウインアルザス 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 498－ 8 〃 クビ 2．4�
67 テイコフトウショウ 牝4栗 55 国分 優作トウショウ産業� 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 474＋ 62：13．9クビ 11．5�
78 ヤマニンプードレ 牝4芦 55 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 474＋ 2 〃 クビ 6．6�
44 ウルパラクア 牡3鹿 53 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 446＋ 42：14．0クビ 49．0�
33 � スリーヴェローチェ 牡5鹿 57 太宰 啓介永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 470＋ 8 〃 アタマ 66．2	
79 キョウワレイ 牝5鹿 55 小牧 太
協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 470－ 62：14．21	 8．9�
55 アドマイヤコウベ 牡3鹿 53 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：14．3
 5．6�
22 � キ ワ ミ 牝5鹿 55 藤岡 佑介
イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 448－ 42：14．51	 11．7
810 ジ リ オ ン 牡4黒鹿57 幸 英明近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B534－ 22：14．71	 38．7�
811 プロフェッサー 牡5鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 474＋ 22：14．91
 33．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，255，700円 複勝： 47，742，000円 枠連： 18，585，300円
馬連： 75，563，800円 馬単： 42，194，400円 ワイド： 32，929，400円
3連複： 90，697，700円 3連単： 157，863，400円 計： 493，831，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 200円 � 140円 � 340円 枠 連（1－6） 660円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，390円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 21，920円

票 数

単勝票数 計 282557 的中 � 30072（4番人気）
複勝票数 計 477420 的中 � 57485（3番人気）� 118047（1番人気）� 27729（7番人気）
枠連票数 計 185853 的中 （1－6） 21708（2番人気）
馬連票数 計 755638 的中 �� 50661（3番人気）
馬単票数 計 421944 的中 �� 11469（9番人気）
ワイド票数 計 329294 的中 �� 18305（4番人気）�� 5761（20番人気）�� 11440（7番人気）
3連複票数 計 906977 的中 ��� 17509（14番人気）
3連単票数 計1578634 的中 ��� 5220（68番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．1―13．1―12．9―12．6―12．2―11．8―11．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．9―36．0―49．1―1：02．0―1：14．6―1：26．8―1：38．6―1：49．9―2：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
7，1（4，10）（2，11）（3，8）9，6，5
7（1，10）（4，11）（2，8）3（9，6）－5

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

勝馬の
紹 介

クリビツテンギョ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．1．21 京都15着

2009．3．11生 牡5栗 母 テンシノダンス 母母 ユーワレイホー 25戦3勝 賞金 34，820，000円
〔発走状況〕 テイコフトウショウ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 テイコフトウショウ号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

16034 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ま い こ

舞 子 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

710� エイシンスパルタン 牡3芦 54 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米
Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

488－ 21：20．3 1．7�
22 コレクターアイテム 牝4黒鹿55 浜中 俊�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B476± 01：20．72	 12．3�
56 
 アスターピース 牡5栗 57 国分 恭介加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 494＋ 81：20．8� 162．6�
68 ロ ノ 牡5黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 464＋ 61：20．9	 17．0�
44 タガノザイオン 牡7鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490－ 21：21．0	 46．5�
11 タマモトッププレイ 牡5黒鹿57 C．ウィリアムズタマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 506＋ 6 〃 クビ 7．3	

（豪）

33 カピオラニパレス 牡6芦 57 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 512－ 61：21．32 47．6

45 スターマイン 牡5青 57 小牧 太�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント 478－ 21：21．4	 44．3�
711 ラインアンジュ 牝6鹿 55 武 豊大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 482－141：21．71� 33．1�
69 カシノピカチュウ 牡4鹿 57 松山 弘平柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 494＋ 4 〃 クビ 4．2
57 タ マ ラ マ �5黒鹿57 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 41：21．8クビ 18．5�
812
 ウエスタンムサシ 牡5芦 57 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 506－ 41：22．01 56．4�
813
 アグネスピンキー 牝6鹿 55 幸 英明渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 432－ 41：22．42	 354．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，864，700円 複勝： 64，842，300円 枠連： 22，660，000円
馬連： 118，105，000円 馬単： 66，550，800円 ワイド： 49，591，500円
3連複： 142，980，900円 3連単： 262，433，200円 計： 775，028，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 130円 � 320円 � 2，180円 枠 連（2－7） 1，420円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 670円 �� 5，040円 �� 11，520円

3 連 複 ��� 38，020円 3 連 単 ��� 103，790円

票 数

単勝票数 計 478647 的中 � 215469（1番人気）
複勝票数 計 648423 的中 � 201848（1番人気）� 44123（5番人気）� 5038（12番人気）
枠連票数 計 226600 的中 （2－7） 12308（5番人気）
馬連票数 計1181050 的中 �� 64019（4番人気）
馬単票数 計 665508 的中 �� 24139（6番人気）
ワイド票数 計 495915 的中 �� 20475（5番人気）�� 2456（40番人気）�� 1065（59番人気）
3連複票数 計1429809 的中 ��� 2820（92番人気）
3連単票数 計2624332 的中 ��� 1833（294番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―11．6―11．4―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．7―46．3―57．7―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．0
3 10，5（2，7）（8，13）（1，3，11）－（4，6）12，9 4 10，5（2，7）（8，13）3（1，11）（4，6）（9，12）

勝馬の
紹 介

�エイシンスパルタン �
�
父 Zensational �

�
母父 Mutakddim デビュー 2013．12．8 阪神3着

2011．2．23生 牡3芦 母 Lady Tak 母母 Star of My Eye 5戦3勝 賞金 29，094，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



16035 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3日 第11競走 ��
��1，400�

あ き

安芸ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

56 キョウエイアシュラ 牡7鹿 57 川須 栄彦田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 466± 01：23．2 12．9�
710 グレイスフルリープ 牡4栗 57 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542－ 21：23．41� 1．4�
812	 セ イ ラ 牝5栗 55 幸 英明萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 456± 01：23．5
 31．5�
67 ヤマノサファイア 牡6栗 57 義 英真澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 448＋ 41：24．35 51．1�
811 ナリタシーズン 牡7栗 57 太宰 啓介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 510－ 21：24．51� 25．5�
68 	 モエレジュンキン 牡7鹿 57 松山 弘平鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 478＋ 41：24．92� 43．9	
33 � キョウエイバサラ 牡6芦 57 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 532＋101：25．11 37．1

79 ミッキーホワイト 牡6黒鹿57 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 474－101：25．63 43．0�
11 ゴーイングパワー 牡5鹿 57 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 494＋ 2 〃 ハナ 7．0�
22 エーシンクルゼ 牡5芦 57 浜中 俊�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 538－ 21：25．92 7．7
44 サザンブレイズ 牡6栗 57 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478－ 21：26．43 207．7�
55 アフリカンハンター 牡6栗 57 C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 512＋ 81：28．7大差 45．1�

（豪）

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，953，100円 複勝： 211，039，800円 枠連： 36，515，100円
馬連： 177，857，600円 馬単： 121，787，700円 ワイド： 75，825，900円
3連複： 239，549，900円 3連単： 573，789，500円 計： 1，487，318，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 170円 � 110円 � 350円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，170円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 30，050円

票 数

単勝票数 計 509531 的中 � 31449（4番人気）
複勝票数 計2110398 的中 � 100762（3番人気）� 1607569（1番人気）� 35948（6番人気）
枠連票数 計 365151 的中 （5－7） 46460（3番人気）
馬連票数 計1778576 的中 �� 204888（3番人気）
馬単票数 計1217877 的中 �� 34665（12番人気）
ワイド票数 計 758259 的中 �� 83109（2番人気）�� 7834（19番人気）�� 30791（7番人気）
3連複票数 計2395499 的中 ��� 47634（15番人気）
3連単票数 計5737895 的中 ��� 13843（98番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．9―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．0―45．9―58．2―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイアシュラ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2009．7．5 札幌1着

2007．1．24生 牡7鹿 母 サンシャワーキッス 母母 ミルレーサー 40戦4勝 賞金 112，880，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アフリカンハンター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月14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。

16036 6月14日 晴 良 （26阪神3）第3日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 ハドソンヤード 牡3黒鹿 54
51 ▲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 458－ 21：46．2 8．4�

47 アドマイヤライン 牡4青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 436－ 61：46．51� 6．4�
713� クリールハヤテ 牡5栗 57 幸 英明横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 486－ 4 〃 クビ 24．2�
610� トウケイゴールド 牡4鹿 57 松山 弘平木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 484－251：46．71� 34．7�
58 サダムロードショー 牡4鹿 57 和田 竜二大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：46．8クビ 2．1�
611 エーシングルーオン 牡5栗 57

54 ▲義 英真	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 464－ 21：46．9� 11．8

35 プラチナテーラー 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 458－ 8 〃 クビ 17．8�
11 � キ ン コ バ ン 牡3栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 464＋ 61：47．0	 171．6�
46 � サンライズシルバー 牡4芦 57 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462± 01：47．1クビ 42．9
34 ハギノセゾン 牝3青鹿52 川須 栄彦安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 452± 01：47．31� 236．3�
712 ワールドマッチ 牡3栗 54 武 豊 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 478－ 41：47．72	 27．3�
23 フロリダパンサー 牡3青鹿54 C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B472－101：47．8クビ 4．6�

（豪）

815 カシノラピス 牝5栗 55 
島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 426－ 41：47．9	 336．7�
814 タニノマンボ 牡4鹿 57 国分 優作谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 480－ 2 〃 アタマ 162．3�
59 � クリノコトノオー 牡4鹿 57 藤懸 貴志栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 468＋ 21：48．43 218．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，405，100円 複勝： 56，613，800円 枠連： 27，769，000円
馬連： 105，136，900円 馬単： 57，834，000円 ワイド： 45，503，000円
3連複： 137，553，400円 3連単： 248，263，000円 計： 718，078，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 280円 � 200円 � 430円 枠 連（2－4） 830円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，580円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 20，900円 3 連 単 ��� 90，900円

票 数

単勝票数 計 394051 的中 � 37238（4番人気）
複勝票数 計 566138 的中 � 53093（4番人気）� 82771（3番人気）� 30312（7番人気）
枠連票数 計 277690 的中 （2－4） 25928（3番人気）
馬連票数 計1051369 的中 �� 28350（10番人気）
馬単票数 計 578340 的中 �� 7414（20番人気）
ワイド票数 計 455030 的中 �� 14431（8番人気）�� 4435（25番人気）�� 6148（20番人気）
3連複票数 計1375534 的中 ��� 4935（55番人気）
3連単票数 計2482630 的中 ��� 1980（264番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．6―47．3―59．2―1：11．1―1：22．3―1：33．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハドソンヤード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．3．30 中京9着

2011．4．6生 牡3黒鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 4戦2勝 賞金 13，250，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26阪神3）第3日 6月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

195，540，000円
6，460，000円
1，210，000円
16，450，000円
61，306，500円
4，593，400円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
334，209，700円
749，824，900円
191，301，000円
823，653，700円
513，299，700円
383，861，400円
1，078，386，100円
2，045，504，600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 6，120，041，100円

総入場人員 16，293名 （有料入場人員 13，612名）
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