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16061 6月22日 雨 稍重 （26阪神3）第6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）

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

510 ケルンウィナー 牡3栗 56 福永 祐一谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 494± 01：53．7 5．5�

816 シーリーヴェール 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 466－ 81：54．55 7．7�
713 アラートミノル 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 41：54．71� 2．1�
11 メイショウキホーテ 牡3鹿 56 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 448＋101：55．23 40．0�
611 ゴルゴネイオン 牡3青鹿56 浜中 俊 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 6．4�
815 カフジファルコン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二加藤 守氏 木原 一良 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 438－ 41：55．41� 164．7	
48 ロードスパーク 牡3黒鹿56 和田 竜二 
ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 61：55．93 26．1�
12 ウインボナンザ 牡3鹿 56 国分 恭介
ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 21：56．32� 16．2�
47 トーホウジャッカル 牡3栗 56 幸 英明東豊物産
 谷 潔 日高 竹島 幸治 498－ 21：56．4� 9．0
35 ラッシュボンバー 牡3鹿 56 太宰 啓介村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 信岡牧場 464± 01：56．5� 197．1�
714 エイシンバーナード 牡3鹿 56 菱田 裕二
栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 488 ― 〃 同着 85．0�
59 アンカーズアウェイ 牡3鹿 56 小牧 太谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 492－ 21：56．71� 70．8�
24 ダイシンロッソ 牡3栗 56

53 ▲義 英真大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－121：57．65 71．5�

36 エイシンハヤブサ 牡3栗 56 川須 栄彦
栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 518± 01：58．23� 55．8�
612 ダノンフォーカス 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬
ダノックス 高橋 康之 日高 チャンピオン
ズファーム 500± 01：58．83� 173．7�

23 アクアブルーキング 牡3黒鹿56 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B482± 01：59．01� 236．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，025，500円 複勝： 33，341，200円 枠連： 9，424，700円
馬連： 41，378，400円 馬単： 25，758，400円 ワイド： 20，768，000円
3連複： 57，380，000円 3連単： 90，031，700円 計： 297，107，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 140円 � 210円 � 110円 枠 連（5－8） 2，860円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 770円 �� 270円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 190255 的中 � 27672（2番人気）
複勝票数 計 333412 的中 � 48689（2番人気）� 25253（4番人気）� 133441（1番人気）
枠連票数 計 94247 的中 （5－8） 2545（11番人気）
馬連票数 計 413784 的中 �� 11370（9番人気）
馬単票数 計 257584 的中 �� 3366（21番人気）
ワイド票数 計 207680 的中 �� 6217（9番人気）�� 22312（1番人気）�� 11361（4番人気）
3連複票数 計 573800 的中 ��� 25438（3番人気）
3連単票数 計 900317 的中 ��� 4357（43番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―14．1―12．5―12．8―12．5―12．0―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―38．2―50．7―1：03．5―1：16．0―1：28．0―1：40．4

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

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

勝馬の
紹 介

ケルンウィナー �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2013．12．23 阪神16着

2011．4．5生 牡3栗 母 ケルンアリュール 母母 リンデンルレーブ 7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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンフォーカス号・アクアブルーキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年8月22日まで平地競走に出走できない。

16062 6月22日 雨 稍重 （26阪神3）第6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
1：08．8
1：08．7

重
重

714� エイシンラナウェー 牡3栗 56 幸 英明�栄進堂 西園 正都 米 BryLynn
Farm, Inc. 484＋101：12．1 5．4�

816 ヌーヴェルミシオン 牡3鹿 56
53 ▲岩崎 翼水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452－ 21：12．2� 34．4�

611 ゼンノステルス 牡3芦 56
53 ▲義 英真大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 456－ 21：12．3� 4．0�

612 ダノンファイヤー 	3鹿 56 水口 優也�ダノックス 佐々木晶三 日高 チャンピオン
ズファーム 438－ 21：12．93
 7．0�

713 アイズユーニン 牝3栗 54 �島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 472± 01：13．32
 25．3�
24 ミキノグランプリ 牡3栗 56 国分 恭介谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 442＋ 21：13．4
 8．9	
23 メイショウボンロク 牡3栗 56 菱田 裕二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 494＋141：13．61� 136．1

11 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 川田 将雅武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492＋ 21：13．7クビ 5．0�
510� エイシンジャドゥー 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 松元 茂樹 米 Phillips Racing

Partnership 468－161：13．8
 8．2�
48 ビバユニヴェール 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬石川 幸司氏 牧浦 充徳 新冠 ハクツ牧場 422－ 61：14．43
 28．6
47 スカイファンタジー 牝3栗 54 藤岡 佑介�ターフ・スポート吉村 圭司 浦河 谷川牧場 482－ 41：14．82
 12．7�
59 フルアヘッド 牡3栗 56 中村 将之関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 478＋ 41：15．01 52．9�
36 メイショウエフワン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 462－ 41：15．31� 77．1�
815 ラプザントゥール 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二岡 浩二氏 小崎 憲 新冠 アラキフアーム 442－ 41：15．83 314．2�
12 ビ ブ リ ア 牝3鹿 54 国分 優作中辻 明氏 宮 徹 浦河 中脇 満 460－ 21：16．43
 173．9�
35 スタートレイル 牡3芦 56 和田 竜二 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 514 ―1：17．14 68．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，291，800円 複勝： 36，801，000円 枠連： 12，228，900円
馬連： 43，457，100円 馬単： 26，215，900円 ワイド： 24，087，000円
3連複： 61，906，100円 3連単： 90，072，000円 計： 316，059，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 800円 � 150円 枠 連（7－8） 6，810円

馬 連 �� 7，270円 馬 単 �� 11，150円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 480円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 8，800円 3 連 単 ��� 58，830円

票 数

単勝票数 計 212918 的中 � 31407（3番人気）
複勝票数 計 368010 的中 � 42728（3番人気）� 8561（10番人気）� 82926（1番人気）
枠連票数 計 122289 的中 （7－8） 1391（19番人気）
馬連票数 計 434571 的中 �� 4628（23番人気）
馬単票数 計 262159 的中 �� 1763（39番人気）
ワイド票数 計 240870 的中 �� 2595（23番人気）�� 13957（3番人気）�� 3526（20番人気）
3連複票数 計 619061 的中 ��� 5272（28番人気）
3連単票数 計 900720 的中 ��� 1110（186番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．0―11．8―12．2―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンラナウェー �
�
父 Old Fashioned �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．5．10 京都6着

2011．1．24生 牡3栗 母 Catspaw 母母 Footing 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔騎手変更〕 ミキノグランプリ号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬による検査のため国分恭介に変更。
〔制裁〕 アイズユーニン号の騎手�島良太は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビブリア号・スタートレイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月22日ま

で平地競走に出走できない。

第３回 阪神競馬 第６日



16063 6月22日 曇 稍重 （26阪神3）第6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

713 インテグラード 牡3青鹿56 福永 祐一�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488＋ 61：54．4 5．6�
36 タマモホルン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 482－ 21：54．5� 3．5�
24 ゴ ー ワ ン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介佐々木政充氏 飯田 祐史 日高 下河辺牧場 500－ 21：55．03 3．1�
714 モズノハナミチ 牡3鹿 56 小牧 太北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 468＋ 6 〃 アタマ 27．9�
59 セルリアンジェダイ 牡3栗 56 筒井 勇介�イクタ 飯田 雄三 新冠 ムラカミファーム 474＋101：55．42� 128．5	

（笠松）

816 イージスコンゴウ 牡3栗 56 川田 将雅眞﨑 修氏 作田 誠二 浦河 中神牧場 520＋ 81：55．61� 14．5

815 シゲルエチゴ 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 442＋ 21：55．81� 12．5�
12 ワイレアタヤス 牡3鹿 56 幸 英明横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 514＋ 6 〃 ハナ 7．4�
611 ルールウイニング 牡3鹿 56 国分 優作杉元 四男氏 福島 信晴 日高 春木 昭雄 486± 01：56．01� 116．3
35 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 500＋101：56．2� 38．5�
23 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 470－101：56．41� 150．0�
510 シゲルハリマ 牡3栗 56 川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 496± 01：56．5クビ 71．1�
48 マグナカルタ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 41：56．92� 13．5�
11 アスタースカイ 牡3栗 56 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 オリエント牧場 498－ 61：57．75 179．6�
612 シゲルネムロ 牡3青鹿 56

55 ☆中井 裕二森中 蕃氏 高橋 康之 新冠 奥山 博 438－ 41：59．5大差 239．2�
47 マイネルフンケルン 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 62：00．56 77．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，280，500円 複勝： 35，075，700円 枠連： 13，013，400円
馬連： 41，983，500円 馬単： 26，118，800円 ワイド： 24，003，200円
3連複： 58，051，500円 3連単： 90，946，300円 計： 309，472，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 150円 � 140円 枠 連（3－7） 1，080円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 450円 �� 350円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 9，890円

票 数

単勝票数 計 202805 的中 � 28653（3番人気）
複勝票数 計 350757 的中 � 50182（4番人気）� 60468（2番人気）� 73402（1番人気）
枠連票数 計 130134 的中 （3－7） 9291（5番人気）
馬連票数 計 419835 的中 �� 20532（6番人気）
馬単票数 計 261188 的中 �� 6191（10番人気）
ワイド票数 計 240032 的中 �� 12659（4番人気）�� 17115（3番人気）�� 25024（1番人気）
3連複票数 計 580515 的中 ��� 38367（2番人気）
3連単票数 計 909463 的中 ��� 6662（18番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．7―12．9―13．0―12．7―12．7―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．6―50．5―1：03．5―1：16．2―1：28．9―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インテグラード �
�
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 2014．2．1 東京12着

2011．3．30生 牡3青鹿 母 ブ リ オ ー サ 母母 タッチフォーゴールド 5戦1勝 賞金 7，200，000円
〔騎手変更〕 インテグラード号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬による検査のため福永祐一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルフンケルン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年7月22日まで平

地競走に出走できない。
シゲルネムロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月22日まで平地競走
に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

16064 6月22日 曇 稍重 （26阪神3）第6日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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
2：24．2
2：22．1

良
良

714 コスモミレディー 牝3栗 54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 414＋ 22：32．8 3．9�
12 エーデルグランツ 牡3青鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 9．4�
817 マルクナッテ 牝3栗 54

51 ▲義 英真小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 400＋ 22：33．11� 31．6�
11 アデヤカコマチ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム 432－ 62：33．2� 8．1�
36 マイネルフレスコ 牡3栗 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 476± 02：33．3クビ 6．0	
818 ゴールデンクロス 牡3鹿 56 小牧 太吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 クビ 13．2

35 カレンヴィットリア 牡3黒鹿56 川田 将雅鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 492± 02：33．4クビ 3．9�
23 クロニクルスカイ 牡3鹿 56 田中 健 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 518－ 4 〃 ハナ 66．4�
59 コマノオトコ 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬長谷川芳信氏 �島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 496＋ 22：33．82	 17．0
816 トウカイソレイユ 牡3青鹿56 岡田 祥嗣内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 504＋122：34．22	 270．5�
715 テイエムスラッガー 牡3栗 56 菱田 裕二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 446－ 22：34．3� 73．3�
510 イントゥレジェンド 牡3栗 56 �島 良太�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 478＋ 42：34．51
 21．0�
48 イ レ ー ヌ 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432－ 62：34．6クビ 216．9�
713 カ ミ ワ ザ 牡3鹿 56 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 516－102：34．7	 12．2�
47 グッドバディー 牡3栗 56 藤懸 貴志�まの 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 456＋ 62：34．8	 271．3�
612 ドリームアチーブ 牡3黒鹿56 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 畔柳 作次 478－ 42：35．01
 149．9�
24 テイエムファラオ 牡3栗 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 458± 02：35．53 203．3�

（17頭）
611 ハイプレッシャー 牡3黒鹿56 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，913，500円 複勝： 37，556，500円 枠連： 19，476，200円
馬連： 45，867，300円 馬単： 25，211，300円 ワイド： 24，386，900円
3連複： 62，136，200円 3連単： 92，088，700円 計： 328，636，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 300円 � 660円 枠 連（1－7） 690円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 990円 �� 850円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 14，490円 3 連 単 ��� 58，770円

票 数

単勝票数 計 219135 的中 � 44927（1番人気）
複勝票数 計 375565 的中 � 70344（1番人気）� 30779（4番人気）� 12019（10番人気）
枠連票数 計 194762 的中 （1－7） 21803（3番人気）
馬連票数 計 458673 的中 �� 15275（7番人気）
馬単票数 計 252113 的中 �� 5057（9番人気）
ワイド票数 計 243869 的中 �� 6450（10番人気）�� 7555（9番人気）�� 1340（48番人気）
3連複票数 計 621362 的中 ��� 3215（57番人気）
3連単票数 計 920887 的中 ��� 1136（202番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．2―13．5―13．3―13．6―12．7―12．8―12．8―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．7―37．9―51．4―1：04．7―1：18．3―1：31．0―1：43．8―1：56．6―2：08．6―2：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．2
1
3
9，2，14，18（1，5）（12，13）3，17，10，4，16，7，6，15，8
9－2，18，14（1，10）（5，13）（12，17）3，16（7，8）（4，6）15

2
4
9，2，14（1，18）5（12，13）（3，17）10，4，16，7－6－8，15
9（2，18）（1，14，10）（5，17）（12，13，16）3（8，6）（7，4）15

勝馬の
紹 介

コスモミレディー �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．10．5 京都6着

2011．2．23生 牝3栗 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン 8戦1勝 賞金 9，900，000円
〔出走取消〕 ハイプレッシャー号は，疾病〔右後肢挫創〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ゴールデンクロス号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬による検査のため小牧太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アロハフライデー号・エーティーペガサス号・セフィーロ号・マルカブレイク号・メイショウソウヨウ号



16065 6月22日 曇 稍重 （26阪神3）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

67 グランカマラード 牡2栗 54 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 498 ―1：37．4 64．2�
11 ポルトドートウィユ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462 ―1：37．61� 1．4�
55 フェアラフィネ 牝2芦 54 川須 栄彦髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 440 ―1：37．81� 33．9�
812 ジューンロディ 牡2鹿 54 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 468 ―1：37．9� 7．1�
56 タガノアラシ 牡2黒鹿54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494 ―1：38．43 19．2�
811 トラベリックス 牝2鹿 54 国分 恭介八木 昌司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426 ―1：39．25 31．2	
68 アクセラレート 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456 ―1：39．62� 12．8


79 コンセギール 牡2黒鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474 ―1：40．13 14．9�

44 サイクルヒッター 牡2栗 54 国分 優作西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 412 ―1：40．2クビ 154．4
33 ヴァルディスーザ 牡2栗 54 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 540 ―1：40．62� 14．3�
710	 セイウンクロエ 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真西山 茂行氏 田所 秀孝 愛 Earl Haras
de Cisai 436 ―1：40．92 28．5�

22 イ イ ネ ー 牡2鹿 54 菱田 裕二小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448 ―1：41．64 87．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，249，800円 複勝： 108，417，800円 枠連： 12，108，000円
馬連： 44，985，900円 馬単： 42，464，900円 ワイド： 24，712，800円
3連複： 56，845，400円 3連単： 138，558，300円 計： 463，342，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，420円 複 勝 � 860円 � 110円 � 490円 枠 連（1－6） 810円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 10，380円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 7，060円 �� 980円

3 連 複 ��� 15，230円 3 連 単 ��� 227，780円

票 数

単勝票数 計 352498 的中 � 4390（10番人気）
複勝票数 計1084178 的中 � 6963（10番人気）� 859236（1番人気）� 13081（9番人気）
枠連票数 計 121080 的中 （1－6） 11474（5番人気）
馬連票数 計 449859 的中 �� 12957（9番人気）
馬単票数 計 424649 的中 �� 3068（23番人気）
ワイド票数 計 247128 的中 �� 4674（14番人気）�� 868（49番人気）�� 6713（9番人気）
3連複票数 計 568454 的中 ��� 2799（48番人気）
3連単票数 計1385583 的中 ��� 441（381番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．1―48．6―1：00．9―1：12．8―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランカマラード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S. 初出走

2012．2．7生 牡2栗 母 フ ォ ー ン ト 母母 Salt Spring 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アクセラレート号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬負傷のため松若風馬に変更。

16066 6月22日 曇 稍重 （26阪神3）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12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 7，500，000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

510 ア メ リ 牝4栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：23．6 2．0�
47 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 52 高倉 稜�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 474＋ 41：24．13 43．7�
12 マーティンオート 牝4鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 480＋ 21：24．2� 10．2�
35 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55 福永 祐一岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 472－ 2 〃 クビ 31．0�
612 ハナズインパルス 牝4黒鹿55 国分 恭介M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 464＋ 61：24．51� 35．6�
713 サ ン レ ー ン 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼 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 484＋ 8 〃 クビ 3．0	

11 ウインクルキラリ 牝4栗 55
52 ▲義 英真塚本 能交氏 高橋 亮 新ひだか 安田 豊重 474± 01：24．82 100．5


48 アグネスチャンス 牝4黒鹿55 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 476± 01：24．9クビ 127．0�
36 テーオーレイチェル 牝4芦 55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B438＋ 81：25．75 8．6�
611 チョウアコガレ 牝3鹿 52 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 418＋121：25．8� 180．9
23 � ライブリハート 牝4栗 55 太宰 啓介加藤 哲郎氏 石橋 守 浦河 高村牧場 484＋ 21：26．22� 330．6�
816 ポ ロ タ ン 牝4鹿 55 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 432± 0 〃 ハナ 167．5�
815 ニシノシュロ 牝3青鹿52 藤岡 佑介西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 484± 01：26．4� 23．2�
59 � ノーザンレディー 牝4栗 55

54 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 庄野 靖志 新冠 若林牧場 482＋121：26．72 195．9�
714 ヴァイセフラウ 牝3芦 52 川須 栄彦�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋201：27．44 63．1�
24 ガートルード 牝3黒鹿 52

49 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－121：28．35 18．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，315，600円 複勝： 55，707，000円 枠連： 16，673，100円
馬連： 61，026，100円 馬単： 37，149，400円 ワイド： 31，255，700円
3連複： 86，936，600円 3連単： 139，420，900円 計： 456，484，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 690円 � 250円 枠 連（4－5） 3，620円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 460円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 9，940円 3 連 単 ��� 45，550円

票 数

単勝票数 計 283156 的中 � 108228（1番人気）
複勝票数 計 557070 的中 � 215379（1番人気）� 12470（9番人気）� 43860（3番人気）
枠連票数 計 166731 的中 （4－5） 3564（11番人気）
馬連票数 計 610261 的中 �� 10974（15番人気）
馬単票数 計 371494 的中 �� 4905（18番人気）
ワイド票数 計 312557 的中 �� 5371（15番人気）�� 18964（2番人気）�� 2131（33番人気）
3連複票数 計 869366 的中 ��� 6554（29番人気）
3連単票数 計1394209 的中 ��� 2219（129番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．2―12．2―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．0―46．2―58．4―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア メ リ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Jade Hunter デビュー 2012．12．1 中京2着

2010．5．17生 牝4栗 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 16戦3勝 賞金 47，160，000円
〔騎手変更〕 ヴァイセフラウ号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬負傷のため川須栄彦に変更。



16067 6月22日 曇 稍重 （26阪神3）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

611�	 フ ギ ン 牝4黒鹿54 福永 祐一一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-
derson 452＋ 41：09．5 2．3�

36 フルールシチー 牝3鹿 52
49 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 492－ 2 〃 クビ 8．5�

612 サフランスカイ 牡3鹿 54
51 ▲松若 風馬海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 458＋ 41：09．82 8．8�

59 トウシンムサシ 牡3栗 54 和田 竜二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 452± 01：10．01
 7．7�
47 フィボナッチ 牡4鹿 57 川田 将雅水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 468± 01：10．21
 19．1�
714 チェネレントラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 	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 450± 0 〃 ハナ 8．7

24 タイセイゼニス 牝4黒鹿55 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B472± 0 〃 ハナ 63．6�
510 フェブノヘア 牝3栗 52 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 438＋ 81：10．3クビ 12．3�
48 トシファイブスター 牡4黒鹿57 幸 英明田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 436＋ 21：10．4� 73．2
11 バイオレットムーン 牡4栗 57 大下 智池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 510－241：10．82 215．8�
816 カシノランナウェイ �4栗 57 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 492＋ 61：10．9クビ 19．2�
23 バルタザール 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 516＋ 21：11．0� 56．7�

713	 トーコーヴィオラ 牝4黒鹿55 小牧 太森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 446－ 41：11．1� 10．6�
815 メイショウヒメユリ 牝5青鹿55 �島 良太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 430＋101：11．52 257．7�
35 マジカルビアンカ 牝4芦 55 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 448＋141：11．6クビ 101．2�
12 	 ピンクストーン 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 三嶋牧場 460＋ 61：11．7 105．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，870，800円 複勝： 43，431，700円 枠連： 18，010，800円
馬連： 63，782，000円 馬単： 35，408，100円 ワイド： 30，658，100円
3連複： 82，361，900円 3連単： 127，976，800円 計： 429，500，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 260円 � 220円 枠 連（3－6） 1，010円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 530円 �� 500円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 278708 的中 � 93985（1番人気）
複勝票数 計 434317 的中 � 118189（1番人気）� 34072（5番人気）� 43579（3番人気）
枠連票数 計 180108 的中 （3－6） 13798（3番人気）
馬連票数 計 637820 的中 �� 40661（4番人気）
馬単票数 計 354081 的中 �� 14977（4番人気）
ワイド票数 計 306581 的中 �� 15313（5番人気）�� 16367（2番人気）�� 6463（13番人気）
3連複票数 計 823619 的中 ��� 20320（6番人気）
3連単票数 計1279768 的中 ��� 8686（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．4―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．6―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
フ ギ ン �

�
父 Street Sense �

�
母父 Flying Spur

2010．8．30生 牝4黒鹿 母 Aria Pura 母母 Fortunata 7戦2勝 賞金 17，941，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 フィボナッチ号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬負傷のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンマルビューティ号
（非抽選馬） 1頭 ジェネシスロック号

16068 6月22日 曇 稍重 （26阪神3）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

812 ルファルシオン 牡3芦 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 496－ 82：04．1 5．6�
56 � エイシンアロンジー 牡3鹿 54 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

472± 02：04．2	 2．1�
22 ナインテイルズ 牡3栗 54

51 ▲岩崎 翼岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 468－ 22：04．41
 16．1�
811 ダノンシンフォニー 牡4鹿 57 菱田 裕二�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 クビ 3．4�
79 レデントーレ 牡3黒鹿54 高倉 稜前田 幸治氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 62：04．71� 112．0�
67 ダノンドリーム 牡5青鹿57 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474－122：04．8� 14．8	
11 アニマトゥール 牝4黒鹿55 和田 竜二 
社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 464－ 22：04．9	 22．0�
33 レッドシェリフ 牡6栗 57

54 ▲松若 風馬 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 504＋ 62：05．0クビ 22．6�
710 ノースパストラル 牝4鹿 55 国分 優作
髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 480－ 42：05．1	 27．9
68 � ビコーワンダフル 牝5栗 55

52 ▲義 英真
レジェンド 田所 秀孝 新ひだか 山口 修二 422－ 82：05．2	 234．4�
44 ランドオザリール 牡3鹿 54 幸 英明 
サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋122：06．05 25．5�
55  キャニオンシャイン 牝3鹿 52 筒井 勇介小栗 孝一氏 山中 輝久 浦河 谷川牧場 464－ 92：06．53 328．0�

（笠松） （笠松）

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，208，100円 複勝： 41，036，200円 枠連： 17，111，100円
馬連： 64，871，800円 馬単： 45，702，600円 ワイド： 29，362，400円
3連複： 81，538，300円 3連単： 171，428，300円 計： 482，258，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 110円 � 280円 枠 連（5－8） 190円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，520円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 22，000円

票 数

単勝票数 計 312081 的中 � 43807（3番人気）
複勝票数 計 410362 的中 � 38853（3番人気）� 152692（1番人気）� 25345（5番人気）
枠連票数 計 171111 的中 （5－8） 67548（1番人気）
馬連票数 計 648718 的中 �� 65392（2番人気）
馬単票数 計 457026 的中 �� 17053（5番人気）
ワイド票数 計 293624 的中 �� 22075（2番人気）�� 4547（18番人気）�� 12970（6番人気）
3連複票数 計 815383 的中 ��� 16853（10番人気）
3連単票数 計1714283 的中 ��� 5649（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―37．5―50．8―1：03．9―1：16．6―1：28．3―1：39．6―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルファルシオン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．18 小倉2着

2011．3．5生 牡3芦 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 7戦2勝 賞金 18，350，000円
〔発走状況〕 アニマトゥール号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



16069 6月22日 曇 良 （26阪神3）第6日 第9競走 ��
��1，600�

し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

56 マルタカシクレノン 牡6青鹿57 幸 英明國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 504＋ 41：34．8 44．3�
710 プレミアムブルー 牡5栗 57 高倉 稜 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 482± 0 〃 ハナ 11．6�
67 ウインプリメーラ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 41：35．12 2．1�
33 レーヴデトワール 牝3黒鹿52 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 462＋ 61：35．2クビ 4．4�
811 ノーブルコロネット 牝4鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 484＋ 61：35．3� 4．3	
55 レインフォール 牡5芦 57 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 438－ 21：35．51� 41．3

68 ラ デ ィ ウ ス 牡3鹿 54 小牧 太名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 450＋ 41：35．6クビ 21．9�
11 フェータルローズ 牝5栗 55 松若 風馬兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 446＋ 41：35．81	 47．3�
22 カシノピカチュウ 牡4鹿 57 川須 栄彦柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 486－ 8 〃 クビ 8．7
812 ブリージーデイズ 牡7栗 57 岡田 祥嗣 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム B504＋ 61：36．54 224．3�
44 エスケイティアラ 牝5鹿 55 藤懸 貴志長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 440＋ 41：38．110 391．6�
79 タニノシュヴァリエ 牡5青 57 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 486＋ 2 （競走中止） 71．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，088，200円 複勝： 60，270，100円 枠連： 18，307，300円
馬連： 92，258，900円 馬単： 53，493，000円 ワイド： 37，451，500円
3連複： 113，087，900円 3連単： 221，547，900円 計： 634，504，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，430円 複 勝 � 550円 � 270円 � 110円 枠 連（5－7） 4，420円

馬 連 �� 13，720円 馬 単 �� 34，260円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 940円 �� 450円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 98，420円

票 数

単勝票数 計 380882 的中 � 6877（8番人気）
複勝票数 計 602701 的中 � 17319（7番人気）� 42482（5番人気）� 236236（1番人気）
枠連票数 計 183073 的中 （5－7） 3204（16番人気）
馬連票数 計 922589 的中 �� 5211（28番人気）
馬単票数 計 534930 的中 �� 1171（61番人気）
ワイド票数 計 374515 的中 �� 3666（26番人気）�� 10058（11番人気）�� 22986（4番人気）
3連複票数 計1130879 的中 ��� 12830（22番人気）
3連単票数 計2215479 的中 ��� 1632（258番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．2―11．6―11．9―11．2―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．0―46．6―58．5―1：09．7―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルタカシクレノン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2010．6．19 福島1着

2008．4．9生 牡6青鹿 母 シロキタガデス 母母 シクレノンメモリー 37戦4勝 賞金 71，018，000円
〔騎手変更〕 フェータルローズ号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬負傷のため松若風馬に変更。
〔競走中止〕 タニノシュヴァリエ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

16070 6月22日 曇 良 （26阪神3）第6日 第10競走 ��
��1，800�

なだ

灘 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．6．15以降26．6．15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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 クリノヒマラヤオー 牡4黒鹿57 川田 将雅栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488－ 21：50．3 2．5�
811 メイショウコンカー 牡5栗 55 福永 祐一松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470＋101：50．4� 4．8�
79 コ ル ー ジ ャ �6鹿 55 川須 栄彦野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 B492± 01：50．82� 7．6�
11 ミッキーヘネシー 牡5栃栗54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 484＋14 〃 アタマ 30．5�
812 サンライズスマート 牡5鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 472－ 61：50．9� 7．6�
56 ワンダーアシャード 牡5栗 55 岡田 祥嗣山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 520－141：51．0� 5．6�
710 トーセンケイトゥー �6栗 54 中井 裕二島川 	哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 478－121：51．63� 51．3

33 アドマイヤジャコモ 牡6鹿 54 菱田 裕二近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 492－ 4 〃 クビ 30．6�
68 ハ ル カ フ ジ 牡6鹿 54 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 480－ 81：51．91	 72．8�
67 ピンウィール 牝5栗 52 水口 優也ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 464－ 21：52．0クビ 13．5�
55 サクラブライアンス 牡7黒鹿55 幸 英明さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 494＋141：52．85 93．1�
44 シンゼンレンジャー 牡5黒鹿55 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 496＋ 21：53．01 36．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，196，700円 複勝： 54，437，500円 枠連： 26，459，700円
馬連： 116，999，800円 馬単： 65，549，000円 ワイド： 46，684，300円
3連複： 145，366，800円 3連単： 267，871，500円 計： 759，565，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 160円 � 170円 枠 連（2－8） 470円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 330円 �� 400円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 361967 的中 � 114037（1番人気）
複勝票数 計 544375 的中 � 114102（1番人気）� 86490（2番人気）� 77697（3番人気）
枠連票数 計 264597 的中 （2－8） 42936（1番人気）
馬連票数 計1169998 的中 �� 127732（2番人気）
馬単票数 計 655490 的中 �� 41973（2番人気）
ワイド票数 計 466843 的中 �� 38990（2番人気）�� 29708（3番人気）�� 16675（9番人気）
3連複票数 計1453668 的中 ��� 63667（5番人気）
3連単票数 計2678715 的中 ��� 31910（6番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―12．9―12．3―12．3―12．3―12．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．4―36．3―48．6―1：00．9―1：13．2―1：25．6―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

クリノヒマラヤオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．7．21 新潟8着

2010．5．10生 牡4黒鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 16戦5勝 賞金 67，361，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ワンダーアシャード号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬負傷のため岡田祥嗣に変更。
※出走取消馬 カシュカシュ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

１レース目



16071 6月22日 曇 良 （26阪神3）第6日 第11競走 ��
��1，600�

よ な ご

米子ステークス
発走15時35分 （芝・右・外）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
52�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

米子市長賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

67 サンライズメジャー 牡5栗 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 476－ 41：34．8 4．1�
812 ブレイズアトレイル 牡5芦 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 500＋101：35．01	 6．2�
79 
 サンレイレーザー 牡5鹿 56 菱田 裕二永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 530± 01：35．21� 3．9�
33 リルダヴァル 牡7栗 58 幸 英明 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 クビ 14．5�
811 オ リ ー ビ ン 牡5栗 56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 478＋ 61：35．41	 3．1�
68 コスモソーンパーク 牡6青鹿56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 472－141：35．5クビ 12．3	
710 ゲシュタルト 牡7鹿 58 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 524＋ 61：35．92� 94．9

56 オートドラゴン 牡10栗 56 畑端 省吾大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 514＋ 61：36．0� 177．5�
22 カイシュウコロンボ 牡6青鹿56 太宰 啓介飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 中本 隆志 488－101：36．31� 47．7�
55 ワ イ ズ リ ー 6栗 56 高倉 稜前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 470＋ 6 〃 ハナ 16．9
11 ミヤジエムジェイ 牡6鹿 56 国分 優作曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 510－ 21：37．04 89．1�
44 エアラフォン 牡7栗 57 川須 栄彦 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B480± 01：38．06 54．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，868，300円 複勝： 76，003，300円 枠連： 41，179，100円
馬連： 219，252，800円 馬単： 113，305，800円 ワイド： 72，110，500円
3連複： 277，182，800円 3連単： 599，337，900円 計： 1，457，240，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 210円 � 150円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 570円 �� 330円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 12，200円

票 数

単勝票数 計 588683 的中 � 112508（3番人気）
複勝票数 計 760033 的中 � 147063（2番人気）� 78185（4番人気）� 135175（3番人気）
枠連票数 計 411791 的中 （6－8） 87989（1番人気）
馬連票数 計2192528 的中 �� 109159（6番人気）
馬単票数 計1133058 的中 �� 29864（12番人気）
ワイド票数 計 721105 的中 �� 31052（7番人気）�� 60412（3番人気）�� 34857（5番人気）
3連複票数 計2771828 的中 ��� 112680（5番人気）
3連単票数 計5993379 的中 ��� 35611（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．6―47．5―59．3―1：10．8―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．3．18 阪神3着

2009．4．6生 牡5栗 母 ティファニータッチ 母母 Careless Heiress 16戦6勝 賞金 104，241，000円

16072 6月22日 曇 良 （26阪神3）第6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

12 タガノトネール �4鹿 57 川田 将雅八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 21：24．2 4．3�

510� サトノユニコーン 牡4鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B468－ 6 〃 クビ 3．8�
59 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 54 川須 栄彦 �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 470＋ 21：24．62	 8．4�
47 ビバハイタッチ 牡3栗 54 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 476－ 41：24．91
 16．2�
612 アドマイヤスパーズ 牡4鹿 57 高倉 稜近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 486＋ 61：25．0クビ 97．4�
36 ヴェアデイロス 牡5鹿 57

54 ▲岩崎 翼�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 440－ 2 〃 アタマ 16．9	
714 サウススターマン 牡3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 470－ 41：25．1
 6．6

815 ウェーブオーキッド �4青 57 藤懸 貴志万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 81：25．42 25．9�
816� サクラテイオー 牡5青鹿 57

56 ☆中井 裕二�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 470－ 21：25．61� 112．7
48 ワンダーアジル 牡3青鹿54 幸 英明山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 450－ 2 〃 アタマ 4．9�
611� マイアミムーン 牡4黒鹿57 福永 祐一吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 456－181：25．7クビ 73．5�
24 スナークマスカラス 牡3栗 54 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 468± 01：25．8	 22．0�
11 リッシンロケット 牡4芦 57 藤岡 佑介小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464＋ 1 〃 クビ 49．5�
35 コウエイロックオン 牡5鹿 57 水口 優也西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 492－121：26．86 296．1�
23 グロシュラライト 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 446＋ 31：27．01� 67．8�
713 ゴールドアロー 牡3栗 54 菱田 裕二�ラ・メール 高橋 義忠 新ひだか 前川 隆則 502＋26 〃 クビ 69．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，890，400円 複勝： 82，775，400円 枠連： 39，049，400円
馬連： 154，463，300円 馬単： 74，489，600円 ワイド： 65，912，400円
3連複： 198，615，300円 3連単： 357，068，200円 計： 1，026，264，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 130円 � 210円 枠 連（1－5） 550円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 340円 �� 570円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 10，460円

票 数

単勝票数 計 538904 的中 � 99411（2番人気）
複勝票数 計 827754 的中 � 166383（2番人気）� 185352（1番人気）� 76644（5番人気）
枠連票数 計 390494 的中 （1－5） 54922（2番人気）
馬連票数 計1544633 的中 �� 136193（1番人気）
馬単票数 計 744896 的中 �� 30234（2番人気）
ワイド票数 計 659124 的中 �� 54153（1番人気）�� 28321（6番人気）�� 26114（7番人気）
3連複票数 計1986153 的中 ��� 67552（3番人気）
3連単票数 計3570682 的中 ��� 24737（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―12．1―12．5―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．8―45．9―58．4―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノトネール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2012．12．9 中京1着

2010．5．12生 �4鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 18戦3勝 賞金 35，161，000円
〔騎手変更〕 ロードヴォルケーノ号の騎手浜中俊は，第1競走での入線後の落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔制裁〕 ロードヴォルケーノ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 エアーウェーブ号
（非抽選馬） 1頭 ヒミノオオタカ号

４レース目



（26阪神3）第6日 6月22日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 173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

207，570，000円
5，220，000円
1，210，000円
18，920，000円
65，265，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
392，199，200円
664，853，400円
243，041，700円
990，326，900円
570，866，800円
431，392，800円
1，281，408，800円
2，386，348，500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 6，960，438，100円

総入場人員 14，172名 （有料入場人員 13，141名）
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