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16001 6月6日 晴 不良 （27阪神3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

612 デューイハミテージ 牝3鹿 54 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 446－ 41：51．7 18．0�
611 エンパイアブルー 牝3鹿 54 浜中 俊広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 468 ― 〃 クビ 4．8�
11 リブレドバンク 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 460± 01：52．12� 5．0�
23 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 462± 01：52．2� 58．0�
24 ガールズルール 牝3栗 54 田中 健 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448± 01：52．52 7．3	
12 ブリーズヴェール 牝3黒鹿54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 21：52．71 19．4

35 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 岩田 康誠小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム B460＋ 21：52．91� 8．6�
47 ユウキエナージー 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣ちきり組合 服部 利之 日高 日西牧場 458＋ 2 〃 ハナ 19．9�
36 シームストレス 牝3鹿 54 幸 英明 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 490 ―1：53．43 13．0
816 スナークソフィア 牝3芦 54

51 ▲義 英真杉本 豊氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 454＋ 61：53．5� 63．7�
48 キャストアスペル 牝3鹿 54 武 豊�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 460± 0 〃 ハナ 5．9�
59 シゲルオカメマツリ 牝3黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 538＋ 61：54．03 74．6�
510 レッドシャローム 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－121：54．63� 42．8�
815 マ ケ ナ イ デ 牝3栗 54 北村 友一小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466＋ 61：55．34 9．7�
714 ジョリトウショウ 牝3鹿 54 松山 弘平トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋ 21：59．3大差 132．2�
713 トップビリング 牝3鹿 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492 ―2：05．2大差 88．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，351，700円 複勝： 36，851，000円 枠連： 14，047，800円
馬連： 50，965，300円 馬単： 25，410，100円 ワイド： 31，627，500円
3連複： 78，893，700円 3連単： 82，778，900円 計： 339，926，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 410円 � 210円 � 160円 枠 連（6－6） 3，930円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 10，490円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，360円 �� 660円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 62，320円

票 数

単勝票数 計 193517 的中 � 8569（8番人気）
複勝票数 計 368510 的中 � 18070（8番人気）� 46798（2番人気）� 73620（1番人気）
枠連票数 計 140478 的中 （6－6） 2766（17番人気）
馬連票数 計 509653 的中 �� 7080（21番人気）
馬単票数 計 254101 的中 �� 1816（44番人気）
ワイド票数 計 316275 的中 �� 4372（26番人気）�� 5861（17番人気）�� 12884（4番人気）
3連複票数 計 788937 的中 ��� 7507（24番人気）
3連単票数 計 827789 的中 ��� 963（214番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―13．2―12．7―12．3―12．3―12．1―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．6―49．3―1：01．6―1：13．9―1：26．0―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デューイハミテージ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2014．11．2 京都6着

2012．4．26生 牝3鹿 母 オナーザミント 母母 ストームザミント 8戦1勝 賞金 5，350，000円
〔制裁〕 ブリーズヴェール号の騎手福永祐一は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔その他〕 トップビリング号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョリトウショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月6日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 トップビリング号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年7月6日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヴァミューズ号

16002 6月6日 晴 不良 （27阪神3）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

611 スプリングアンサー 牡3栗 56 川須 栄彦加藤 春夫氏 牧田 和弥 様似 堀 弘康 520－ 61：11．1 20．1�
815 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 田中 博康山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 488＋ 21：11．84 11．7�
24 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ
ファーム 488＋ 41：11．9クビ 3．8�

713 ウインドファースト 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 502－ 61：12．21� 7．7�
47 ブライアンキング 牡3鹿 56 藤岡 康太林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 470± 01：12．3� 22．2�
59 コパノチャールズ 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 494± 01：12．51� 2．8�
12 アベックモア 牝3栗 54

51 ▲義 英真	ラ・メール 今野 貞一 浦河 惣田 英幸 458＋101：12．71 41．4

35 モズアリュール 牝3栗 54 川田 将雅 	キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 462＋10 〃 クビ 7．8�
23 コウザンゴールド 牡3栗 56

53 ▲�島 克駿山下 良子氏 中村 均 様似 様似堀牧場 490＋101：12．91� 108．3�
510 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 2 〃 アタマ 48．8
11 シゲルボンオドリ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 鵜木 唯義 472＋ 61：13．21� 74．3�
48 スナークメジャー �3鹿 56 水口 優也杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 472＋ 21：13．3� 87．7�
612 トミケンアユート 牡3鹿 56 松山 弘平冨樫 賢二氏 小崎 憲 浦河 梅田牧場 520＋141：13．72	 22．4�
816 ヤマニンラビサン 牝3栗 54 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 476＋ 4 〃 クビ 126．8�
714 ダノンジュエル 牝3芦 54 藤岡 佑介	ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 476－ 61：13．8	 13．5�
36 ウエスタンカンベイ 牡3鹿 56 大下 智西川 賢氏 藤岡 健一 新ひだか ウエスタンファーム 506＋ 61：15．6大差 320．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，513，800円 複勝： 28，688，000円 枠連： 12，956，200円
馬連： 47，462，000円 馬単： 25，794，800円 ワイド： 25，949，800円
3連複： 62，396，300円 3連単： 77，591，100円 計： 299，352，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 510円 � 330円 � 180円 枠 連（6－8） 4，520円

馬 連 �� 17，710円 馬 単 �� 33，350円

ワ イ ド �� 4，210円 �� 1，750円 �� 770円

3 連 複 ��� 18，620円 3 連 単 ��� 156，690円

票 数

単勝票数 計 185138 的中 � 7365（7番人気）
複勝票数 計 286880 的中 � 12359（7番人気）� 21407（5番人気）� 50613（2番人気）
枠連票数 計 129562 的中 （6－8） 2219（17番人気）
馬連票数 計 474620 的中 �� 2076（40番人気）
馬単票数 計 257948 的中 �� 580（84番人気）
ワイド票数 計 259498 的中 �� 1531（38番人気）�� 3773（18番人気）�� 9093（7番人気）
3連複票数 計 623963 的中 ��� 2512（56番人気）
3連単票数 計 775911 的中 ��� 359（409番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．7―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプリングアンサー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2015．2．28 阪神10着

2012．2．27生 牡3栗 母 スプリングベルン 母母 スプリングサミット 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンカンベイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月6日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オースミイヒラニ号・サマーサラファン号・ブレーヴブラッド号・メイショウララムリ号
（非抽選馬） 1頭 ホーリーエンジェル号

第３回 阪神競馬 第１日



16003 6月6日 晴 不良 （27阪神3）第1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）

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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

24 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54 松山 弘平中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 444± 01：24．0 6．1�

47 デストリアー 牝3鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋12 〃 ハナ 9．5�

611 ナリタノヘア 牝3鹿 54 M．デムーロ�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 422＋ 21：24．1� 4．2�
713 ソルフェジオ 牝3鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 2 〃 アタマ 10．4�
59 エンプレスダンス 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 61：24．2クビ 5．5�
11 ビ ー ラ ヴ ド 牝3黒鹿54 藤岡 康太 	シルクレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 444－ 41：24．51� 8．5

36 サトノマジカル 牝3青鹿54 幸 英明里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム B414－ 41：24．6� 14．4�
612 ネオヴォーグ 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 432－101：24．92 58．7�
714 トウケイワイルド 牝3栗 54 太宰 啓介木村 信彦氏 高橋 亮 新ひだか 坂本 智広 464－ 11：25．64 16．7
815 エターナルカラー 牝3栗 54 川田 将雅 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 486 ―1：26．13 7．8�
12 ホットロード 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 Him Rock Racing 加用 正 新ひだか 酒井 秀紀 476＋ 21：26．31� 120．6�
510 グレイスタイム 牝3青鹿54 �島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484 ―1：26．72� 154．6�
23 コンフェッシオン 牝3栗 54 岡田 祥嗣 	シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：27．12� 119．9�
816 ゲ ッ ト ミ ー 牝3栗 54 藤懸 貴志薪浦 州平氏 千田 輝彦 日高 下川 茂広 478＋221：27．95 86．8�
35 テーオーディオネ 牝3鹿 54 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 474 ― 〃 アタマ 46．9�
48 グランドセントラル 牝3鹿 54 四位 洋文 	キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 454 ―1：28．11� 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，379，500円 複勝： 32，032，800円 枠連： 13，710，800円
馬連： 47，317，100円 馬単： 24，368，900円 ワイド： 26，988，800円
3連複： 64，409，200円 3連単： 76，138，600円 計： 305，345，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 280円 � 160円 枠 連（2－4） 3，620円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 950円 �� 480円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 29，000円

票 数

単勝票数 計 203795 的中 � 26342（3番人気）
複勝票数 計 320328 的中 � 43063（3番人気）� 24497（6番人気）� 60089（1番人気）
枠連票数 計 137108 的中 （2－4） 2930（22番人気）
馬連票数 計 473171 的中 �� 10892（15番人気）
馬単票数 計 243689 的中 �� 2349（36番人気）
ワイド票数 計 269888 的中 �� 7060（12番人気）�� 15214（2番人気）�� 7999（8番人気）
3連複票数 計 644092 的中 ��� 10458（11番人気）
3連単票数 計 761386 的中 ��� 1903（81番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．9―12．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．5―58．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンブリッジデイズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Caerleon デビュー 2014．12．7 阪神4着

2012．5．3生 牝3栗 母 セイントセーラ 母母 マ ラ ブ ー 9戦1勝 賞金 8，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイノフシギ号・ジューンシャイン号・テイエムエベレスト号・レッドシェダル号

16004 6月6日 晴 稍重 （27阪神3）第1日 第4競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走11時25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
2：10．1
2：10．0

良
良

35 キングパール 牡3黒鹿56 武 豊 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：14．9 7．4�
59 タイセイブレイド 牡3黒鹿56 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438± 02：15．11� 11．4�
611 トウシンハンター 牝3黒鹿54 菱田 裕二�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 438± 0 〃 クビ 14．3�
24 レッドサバス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 456± 02：15．63 2．0�
713 グリーンゼファー 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 4．9	
714 マイネルリコルド 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 506＋ 62：15．81 12．4

47 インスパイアー 牡3栗 56 M．デムーロ近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B452－ 6 〃 ハナ 32．1�
12 サマーローズ 牝3栗 54 藤岡 佑介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 454－ 2 〃 クビ 47．5�
23 シビックハート 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 428＋ 42：15．9クビ 103．7
36 タツゴウゲキ 牡3鹿 56 川田 将雅鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 478 ―2：16．43 36．1�
715 サウンドフォース 牡3栗 56 和田 竜二増田 雄一氏 佐藤 正雄 日高 碧雲牧場 486＋ 22：16．5� 50．9�
612 トミースマイル 牡3芦 56 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454－ 2 〃 ハナ 79．8�
817 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 4 〃 アタマ 92．4�
510 フィリオドベント 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：17．03 26．4�
11 ヤマニントライブ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 478＋ 6 〃 クビ 259．2�
818 サトノシュトラール �3黒鹿56 川島 信二里見 治氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B466－102：17．31� 127．1�
48 テイエムヤゴロドン �3鹿 56

53 ▲�島 克駿竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 476＋ 62：17．83 182．7�
816 ブレイブミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 22：19．8大差 227．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，281，800円 複勝： 46，239，500円 枠連： 17，474，600円
馬連： 60，322，100円 馬単： 32，969，400円 ワイド： 33，602，700円
3連複： 79，506，200円 3連単： 109，431，800円 計： 406，828，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 330円 � 270円 � 350円 枠 連（3－5） 2，640円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 10，010円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，780円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 13，620円 3 連 単 ��� 87，080円

票 数

単勝票数 計 272818 的中 � 29464（3番人気）
複勝票数 計 462395 的中 � 35628（4番人気）� 46746（3番人気）� 33467（5番人気）
枠連票数 計 174746 的中 （3－5） 5124（9番人気）
馬連票数 計 603221 的中 �� 8801（17番人気）
馬単票数 計 329694 的中 �� 2470（27番人気）
ワイド票数 計 336027 的中 �� 5579（14番人気）�� 4839（19番人気）�� 5848（13番人気）
3連複票数 計 795062 的中 ��� 4375（39番人気）
3連単票数 計1094318 的中 ��� 911（234番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―13．6―13．4―11．7―12．1―12．1―11．8―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．9―35．9―49．5―1：02．9―1：14．6―1：26．7―1：38．8―1：50．6―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1
1
3
8，13（5，17）（11，14）1（3，4）18（9，7，12）2，10－15，6－16
14，8，17－13（5，11）（1，4）7，2（3，18）12，9，10，15，6＝16

2
4
8，13（5，17）11（1，14）4，3（7，18）（9，12）2，10，15，6－16・（14，17，11）8（5，13）4（1，7）2（3，9）－（15，12，18）10－6＝16

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．21 阪神8着

2012．3．3生 牡3黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔発走状況〕 インスパイアー号は，枠入り不良。
※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） 4頭 インターセプター号・トモノサンドラ号・ヒロノサンサン号・リッチゴールド号



16005 6月6日 晴 良 （27阪神3）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時15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

22 ウインオスカー 牡2鹿 54 柴田 大知�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 468 ―1：40．5 9．6�
11 ノーブルマーズ 牡2栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 456 ― 〃 クビ 26．5�
55 トウショウジャイロ 牡2黒鹿54 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508 ―1：40．6� 1．4�
66 マイネルボールド 牡2鹿 54 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 若林牧場 438 ―1：40．81� 26．2�
77 タマモベルガモ 牡2栗 54 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 462 ―1：41．11� 22．8�
88 セキサンシップ 牝2鹿 54 岩田 康誠	関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 450 ―1：41．31� 13．3

33 ミヤビキラメキ 牝2黒鹿54 C．ルメール 村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 静内白井牧場 478 ― 〃 アタマ 4．5�
44 ナムラマロン 牝2芦 54 国分 優作奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 452 ―1：42．68 83．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，763，300円 複勝： 86，270，300円 枠連： 発売なし
馬連： 50，620，400円 馬単： 40，512，700円 ワイド： 23，270，300円
3連複： 52，670，500円 3連単： 156，442，900円 計： 451，550，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 180円 � 300円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 12，620円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 290円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 30，880円

票 数

単勝票数 計 417633 的中 � 36674（3番人気）
複勝票数 計 862703 的中 � 39114（3番人気）� 18711（5番人気）� 650079（1番人気）
馬連票数 計 506204 的中 �� 7556（13番人気）
馬単票数 計 405127 的中 �� 2407（26番人気）
ワイド票数 計 232703 的中 �� 4979（14番人気）�� 23033（2番人気）�� 12034（6番人気）
3連複票数 計 526705 的中 ��� 17101（7番人気）
3連単票数 計1564429 的中 ��� 3672（79番人気）

ハロンタイム 13．5―12．2―13．1―13．7―13．5―12．2―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―25．7―38．8―52．5―1：06．0―1：18．2―1：29．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F34．5
3 ・（1，2）6，5（3，7）8，4 4 ・（1，2）（3，6，5）（8，7）4

勝馬の
紹 介

ウインオスカー 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 エイシンサンディ 初出走

2013．3．31生 牡2鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16006 6月6日 曇 重 （27阪神3）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時45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 キングサムソン 牡3鹿 56 M．デムーロ伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 468－ 41：52．4 23．1�
611 カ ペ ナ 牡3芦 56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム B534± 0 〃 ハナ 7．1�
510 テイエムテツジン 牡3栗 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 432＋ 41：52．5� 3．2�
47 スーパーノヴァ 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 468－ 21：52．71� 35．0�
36 	 ベ ラ ル デ ィ 牡3鹿 56 岩田 康誠山本 英俊氏 角居 勝彦 米 N.Y. Kitten

Foals, LLC 494－ 61：53．23 2．0�
713 クリノチクバオー 牡3栗 56 幸 英明栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 504－ 41：53．3
 105．1	
714 クラウドサーファー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 440－ 61：53．4クビ 15．3


816	 テーオーヘリオス 牡3鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa
Stud LTD. 472－ 61：53．5
 10．9�

11 バイオレットフィズ 牝3黒鹿 54
51 ▲城戸 義政中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 444＋ 41：53．71� 47．5�

24 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿56 �島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 470－ 41：53．8� 157．6
12 セイマイスター 牡3青鹿56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 480－ 61：54．11� 133．4�
815 ダンツエイカン 牡3鹿 56 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 544＋101：54．63 118．7�
48 サ ク ヤ ヒ メ 牝3鹿 54 川島 信二磯波 勇氏 田中 章博 登別 登別上水牧場 434＋ 6 〃 アタマ 206．9�
23 ニホンピロアモーレ 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 466－ 2 〃 クビ 275．7�
35 スイートエルドール 牝3栗 54 太宰 啓介シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 498－121：54．81 206．0�
59 セルリアンセレーノ 牡3栗 56 藤懸 貴志�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 496± 02：00．0大差 67．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，301，200円 複勝： 35，927，300円 枠連： 16，551，300円
馬連： 56，975，000円 馬単： 31，245，900円 ワイド： 30，671，500円
3連複： 71，705，300円 3連単： 98，486，300円 計： 369，863，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 400円 � 170円 � 150円 枠 連（6－6） 3，560円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 11，450円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，120円 �� 440円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 43，990円

票 数

単勝票数 計 283012 的中 � 9776（6番人気）
複勝票数 計 359273 的中 � 17400（6番人気）� 57211（3番人気）� 73093（2番人気）
枠連票数 計 165513 的中 （6－6） 3602（12番人気）
馬連票数 計 569750 的中 �� 10360（13番人気）
馬単票数 計 312459 的中 �� 2045（35番人気）
ワイド票数 計 306715 的中 �� 7366（11番人気）�� 6726（14番人気）�� 19216（3番人気）
3連複票数 計 717053 的中 ��� 12721（13番人気）
3連単票数 計 984863 的中 ��� 1623（123番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―12．5―13．1―12．7―12．4―12．3―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．1―35．6―48．7―1：01．4―1：13．8―1：26．1―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．2．15 京都12着

2012．3．6生 牡3鹿 母 ダイイチサザン 母母 ダイイチリカー 6戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 テーオーヘリオス号の騎手荻野琢真は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
〔その他〕 セルリアンセレーノ号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウブユウ号
（非抽選馬） 2頭 アニマルスピリッツ号・クレイヴソリッシュ号



16007 6月6日 曇 良 （27阪神3）第1日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時15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
1：19．9
1：19．0

良
良

11 アルティマブラッド 牝3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474＋ 61：22．2 2．0�
714 デビュタント 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450＋ 2 〃 クビ 6．3�
611 ティーエスバラ 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 494± 01：22．41 13．4�
36 アングライフェン 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452－ 8 〃 ハナ 29．2�

12 カゼノカオリ 牝3鹿 54 北村 友一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 480－ 2 〃 クビ 10．2�
818 プリンセスメジャー 牝3栗 54 浜中 俊国田 正忠氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 452＋141：22．61� 11．2	
35 レディローズ 牝3青 54

51 ▲加藤 祥太寺田千代乃氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458－181：22．91	 58．7

713 ノスタルジー 牝3鹿 54 小牧 太安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 468± 01：23．22 4．9�
612 ナイトディグニティ 牡3黒鹿56 川島 信二 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 404± 01：23．3
 156．2�
24 メイショウカンベエ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 B426－ 41：23．4	 27．3
715 ウインドレイン 牝3鹿 54

51 ▲義 英真福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 446－ 2 〃 アタマ 509．7�
817 ドリームポリーニ 牡3栗 56 菱田 裕二セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 450－ 4 〃 クビ 64．4�
816 カイルアブルー 牝3芦 54 中井 裕二山住 勲氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 428＋141：23．61
 215．9�
510 ム ゲ ッ ト 牝3黒鹿54 幸 英明 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 416－ 41：23．7クビ 319．4�
48 ドリームテーラー 牡3鹿 56 藤懸 貴志中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 434－241：23．8
 317．6�
23 ライプツィヒバトル 牡3栗 56 和田 竜二 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 464－ 21：24．11	 108．2�
47 ヴィラビアンカ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政田邉 廣己氏 田中 章博 むかわ 東振牧場 378－ 81：24．31
 391．9�
59 ニホンピロセリーン 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 448＋ 61：24．72
 376．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，174，600円 複勝： 40，779，800円 枠連： 22，561，600円
馬連： 66，361，900円 馬単： 34，784，900円 ワイド： 33，368，900円
3連複： 83，151，200円 3連単： 117，296，100円 計： 433，479，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 170円 � 240円 枠 連（1－7） 250円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 350円 �� 510円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 351746 的中 � 138838（1番人気）
複勝票数 計 407798 的中 � 110068（1番人気）� 57086（3番人気）� 33476（6番人気）
枠連票数 計 225616 的中 （1－7） 69217（1番人気）
馬連票数 計 663619 的中 �� 67907（2番人気）
馬単票数 計 347849 的中 �� 22844（2番人気）
ワイド票数 計 333689 的中 �� 26367（2番人気）�� 16619（5番人気）�� 8830（13番人気）
3連複票数 計 831512 的中 ��� 30158（5番人気）
3連単票数 計1172961 的中 ��� 11269（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―11．8―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―46．6―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．6
3 18（5，16）13（1，11）2（4，9，12）（8，6，14）3，10，7（15，17） 4 18（5，16）（1，13）11，2（9，12，14）4，6，10（3，8，17）7，15

勝馬の
紹 介

アルティマブラッド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．12．20 阪神5着

2012．4．30生 牝3青鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 5戦1勝 賞金 7，350，000円
〔制裁〕 アルティマブラッド号の騎手C．ルメールは，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50，000円。（被害馬：5

番・2番）
※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 ウルドシャトル号・ステイバーニング号・プリミティブライフ号・ミスロンリーハーツ号・メイショウデコイ号

16008 6月6日 晴 重 （27阪神3）第1日 第8競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

812 エンキンドル 牡4青 57 藤岡 康太 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 B560＋ 22：02．4 6．9�

710 ヒラボクレジェンド 牡4栗 57 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 514＋ 22：03．03� 3．2�
69 ダイナミックウオー 牡5黒鹿57 福永 祐一小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 518± 02：03．42� 5．4�
57 � キーアシスト 牡4鹿 57 幸 英明北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 500＋122：03．5� 3．4�
33 ミキノトロンボーン 牡3鹿 54 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 496－ 82：03．71 9．8�
68 ウインアルザス 牡5鹿 57 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 510－10 〃 クビ 22．0	
56 タガノコルコバード 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 436－ 22：03．8� 28．0

22 グッドタイムロール 牝4栗 55 浜中 俊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋102：03．9クビ 27．1�
711 カノヤプレジデント 	5鹿 57

54 ▲
島 克駿神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 488＋ 62：04．11� 47．8�
11 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420＋ 62：04．52� 91．5
813� スカイウエイ 牡6鹿 57 四位 洋文玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 530± 02：04．6� 15．3�
45 ウォーターポルトス 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 500－142：05．02� 197．6�
44 キャンドルライト 牡4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 526－ 82：06．49 118．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，891，700円 複勝： 48，666，800円 枠連： 18，894，800円
馬連： 81，570，800円 馬単： 40，073，400円 ワイド： 42，209，500円
3連複： 100，375，000円 3連単： 146，062，800円 計： 509，744，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 150円 � 160円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 430円 �� 570円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 9，900円

票 数

単勝票数 計 318917 的中 � 36574（4番人気）
複勝票数 計 486668 的中 � 53913（4番人気）� 90367（2番人気）� 81928（3番人気）
枠連票数 計 188948 的中 （7－8） 16547（5番人気）
馬連票数 計 815708 的中 �� 63661（4番人気）
馬単票数 計 400734 的中 �� 13057（8番人気）
ワイド票数 計 422095 的中 �� 25041（4番人気）�� 17967（6番人気）�� 36433（2番人気）
3連複票数 計1003750 的中 ��� 44187（3番人気）
3連単票数 計1460628 的中 ��� 10690（21番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．2―13．6―12．5―12．4―12．2―11．9―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―34．7―48．3―1：00．8―1：13．2―1：25．4―1：37．3―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンキンドル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Quiet American デビュー 2013．8．18 小倉12着

2011．5．20生 牡4青 母 ラヴィングプライド 母母 Yafill 14戦3勝 賞金 32，350，000円
※出走取消馬 ダノンアンビシャス号（疾病〔感冒〕のため）



16009 6月6日 晴 良 （27阪神3）第1日 第9競走 ��1，200�
えびすばし

戎 橋 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
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

24 オ ヒ ア 牝3黒鹿52 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 村山 明 日高 白井牧場 446＋ 41：08．3 5．0�
611 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 52 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 472－ 61：08．61� 10．2�
59 ケイリンボス 牡4栗 57 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 516＋ 6 〃 クビ 6．0�
714 ラブリープラネット 牡4栗 57 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 474± 01：08．7� 11．3�
612 イルーシヴキャット 牝4栗 55 岩崎 翼 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 466＋ 8 〃 クビ 7．1	
510 グランドデザイン 牝3黒鹿52 武 豊西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 454－ 6 〃 ハナ 20．4

48 ナムラマミー 牝3鹿 52 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 408－ 81：08．91� 58．2�
816 ベルリネッタ 牡4鹿 57 川島 信二大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 464＋ 6 〃 ハナ 16．5�
713 テイエムチュラッコ 牝4栗 55 加藤 祥太竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 466＋341：09．11 14．5
35 トウシンムサシ 牡4栗 57 松山 弘平�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 456－ 4 〃 クビ 4．2�
47 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 21：09．2クビ 51．7�
23 モントルルシュマン 牡3鹿 54 和田 竜二藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 450－101：09．52 79．0�
815 マコトグナイゼナウ 牡3青鹿54 藤岡 康太�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 434－ 21：09．6� 45．6�
36 メイショウコルノ 牡4黒鹿57 高倉 稜松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 534＋ 41：09．81� 19．5�
11 クインズロンペール 牡3芦 54 太宰 啓介 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 500－ 2 〃 アタマ 61．4�
12 ロードストーム 
4青鹿57 	島 克駿 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 462－121：10．65 104．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，618，000円 複勝： 55，257，600円 枠連： 27，520，700円
馬連： 111，560，100円 馬単： 50，007，100円 ワイド： 54，721，300円
3連複： 139，839，000円 3連単： 186，296，100円 計： 657，819，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 290円 � 210円 枠 連（2－6） 1，290円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 980円 �� 950円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 32，650円

票 数

単勝票数 計 326180 的中 � 51736（2番人気）
複勝票数 計 552576 的中 � 78459（2番人気）� 45286（5番人気）� 68835（4番人気）
枠連票数 計 275207 的中 （2－6） 16477（6番人気）
馬連票数 計1115601 的中 �� 31484（9番人気）
馬単票数 計 500071 的中 �� 8023（15番人気）
ワイド票数 計 547213 的中 �� 14286（10番人気）�� 14822（8番人気）�� 13598（11番人気）
3連複票数 計1398390 的中 ��� 16000（16番人気）
3連単票数 計1862961 的中 ��� 4136（80番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．0―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．6―44．6―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．7
3 10，11，4，12，3（8，13）（5，14，15）（7，16）1，9，6－2 4 10，11，4，12（8，15）（3，13）（5，14）16（7，9）－1，6－2

勝馬の
紹 介

オ ヒ ア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．25 京都4着

2012．3．9生 牝3黒鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 7戦2勝 賞金 20，957，000円
※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） 1頭 キュークッキング号
（非抽選馬） 6頭 エルノルテ号・キングナポレオン号・サンマルバクシン号・ハイキートーン号・ハッピーロングラン号・

プラチナコード号

16010 6月6日 晴 良 （27阪神3）第1日 第10競走 ��
��1，800�

み き

三 木 特 別
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，000万円以下，26．6．7以降27．5．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

三木市長賞（1着）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 ヘミングウェイ �5黒鹿56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 21：47．3 3．3�

33 ムーンクレスト 牡3鹿 53 武 豊 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 456＋ 61：47．4� 4．0�

810 セウアズール 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 412± 0 〃 ハナ 3．3�
44 スズカキングダム 牡6鹿 52 水口 優也永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 504± 01：47．5	 118．0�
11 シルクブルックリン 牡6黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 558－10 〃 ハナ 24．8	
79 レネットグルーヴ 牝5黒鹿52 池添 謙一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：47．71
 20．3

66 ドラゴンレジェンド 牡5栗 55 岩田 康誠窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 7．4�
67 ベステンダンク 牡3栗 53 川田 将雅市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 488＋ 61：48．01� 9．5�
55 ダンツクロノス 牡5鹿 55 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 508－ 2 〃 クビ 21．4
78 サンマルホーム 牡5栗 54 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B434＋ 81：48．21
 45．9�
811 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿51 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 468＋ 41：48．3クビ 117．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，413，900円 複勝： 57，776，900円 枠連： 25，844，700円
馬連： 124，971，000円 馬単： 64，350，600円 ワイド： 53，046，200円
3連複： 149，434，000円 3連単： 280，595，000円 計： 798，432，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 130円 � 120円 枠 連（2－3） 670円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 280円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 424139 的中 � 100303（1番人気）
複勝票数 計 577769 的中 � 124300（2番人気）� 105021（3番人気）� 135421（1番人気）
枠連票数 計 258447 的中 （2－3） 29555（3番人気）
馬連票数 計1249710 的中 �� 142538（2番人気）
馬単票数 計 643506 的中 �� 38459（3番人気）
ワイド票数 計 530462 的中 �� 46713（2番人気）�� 67734（1番人気）�� 43095（3番人気）
3連複票数 計1494340 的中 ��� 161770（1番人気）
3連単票数 計2805950 的中 ��� 56843（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．2―12．6―12．6―12．1―11．4―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．8―48．4―1：01．0―1：13．1―1：24．5―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘミングウェイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．8．5 小倉2着

2010．3．4生 �5黒鹿 母 シェルシーカー 母母 Wilayif 15戦2勝 賞金 61，102，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16011 6月6日 晴 良 （27阪神3）第1日 第11競走
第68回農林水産省賞典

��
��2，000�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬
2�減，26．6．7以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，26．6．6以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

810 ラブリーデイ 牡5黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－ 81：58．8 4．0�

66 マジェスティハーツ 牡5鹿 56 武 幸四郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498－ 61：59．12 35．8�

44 アズマシャトル 牡4鹿 56 和田 竜二東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 500－121：59．2クビ 8．0�
33 エアソミュール 牡6黒鹿57 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496± 01：59．3� 2．4�
11 グランデッツァ 牡6栗 56 川田 将雅 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 クビ 5．6	
22 レッドデイヴィス 	7鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：59．4クビ 14．0

67 クランモンタナ 牡6芦 56 C．ルメール �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B488＋ 21：59．61
 29．1�
79 エーティータラント 牡5芦 56 藤岡 佑介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 502± 0 〃 クビ 53．4�
78 メイショウナルト 	7鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 454＋ 42：00．23
 42．4
55 トウケイヘイロー 牡6鹿 56 武 豊木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 510＋122：00．62
 9．6�
811 マックスドリーム 	8青鹿56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 538＋ 22：01．13 104．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 119，289，300円 複勝： 162，776，900円 枠連： 56，314，500円
馬連： 408，243，100円 馬単： 197，248，200円 ワイド： 174，328，800円
3連複： 550，589，700円 3連単： 1，096，794，300円 計： 2，765，584，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 640円 � 240円 枠 連（6－8） 1，980円

馬 連 �� 7，030円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 670円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 14，120円 3 連 単 ��� 73，430円

票 数

単勝票数 計1192893 的中 � 238111（2番人気）
複勝票数 計1627769 的中 � 294438（2番人気）� 52221（8番人気）� 176013（4番人気）
枠連票数 計 563145 的中 （6－8） 21982（8番人気）
馬連票数 計4082431 的中 �� 44944（22番人気）
馬単票数 計1972482 的中 �� 15131（33番人気）
ワイド票数 計1743288 的中 �� 19769（25番人気）�� 70314（7番人気）�� 15431（28番人気）
3連複票数 計5505897 的中 ��� 29227（45番人気）
3連単票数 計10967943 的中 ��� 10828（227番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．4―11．9―12．0―12．0―11．9―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―35．6―47．5―59．5―1：11．5―1：23．4―1：35．2―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブリーデイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．19 小倉1着

2010．1．30生 牡5黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 22戦6勝 賞金 274，659，000円

16012 6月6日 晴 重 （27阪神3）第1日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時10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
1：08．8
1：08．7

重
重

47 エイシンローリン 牝4栗 55 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 440－ 61：10．4 20．2�
510 ルミナスパレード 牝4黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480－ 81：10．82� 2．8�
12 パーティードレス 牝4栗 55 C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 アタマ 4．4�
24 モズマッテタワ 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 480－ 61：11．11� 12．3�
23 コウエイテンペスタ 牝4黒鹿55 古川 吉洋伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 504＋ 21：11．2� 62．2	
612 メイショウタラチネ 牝3黒鹿52 浜中 俊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 472＋201：11．3クビ 16．6

713 オールオブユー 牝3栗 52

49 ▲	島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－10 〃 ハナ 6．9�

11 
 コパノハート 牝3鹿 52 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 442＋121：11．62 5．7�
714 ボストンビリーヴ 牝5栗 55

52 ▲義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 468－101：11．7クビ 59．4
59 ショウナンランパダ 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：11．8� 70．2�
36 ティアップブロンド 牝3栗 52 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 500－ 41：12．01 28．4�
611 ピンクプリンセス 牝4芦 55 酒井 学木村 久子氏 服部 利之 日高 沖田牧場 512＋ 8 〃 ハナ 138．1�
815 ノースメイジャイ 牝3鹿 52 M．デムーロ吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 492＋ 8 〃 クビ 17．6�
48 スリーチアサウス 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 472＋101：12．1� 317．3�
816 テイエムゴージャス 牝4鹿 55 藤田 伸二竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 486－ 21：12．2クビ 113．3�
35 
 ピアッジーネ 牝4栗 55 菱田 裕二水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 藤原牧場 424－16 （競走中止） 321．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，711，100円 複勝： 77，816，300円 枠連： 40，248，400円
馬連： 153，337，500円 馬単： 68，246，300円 ワイド： 71，930，800円
3連複： 191，991，800円 3連単： 286，555，900円 計： 943，838，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 460円 � 130円 � 160円 枠 連（4－5） 3，860円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，410円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 32，470円

票 数

単勝票数 計 537111 的中 � 21178（8番人気）
複勝票数 計 778163 的中 � 29182（8番人気）� 194385（1番人気）� 129125（2番人気）
枠連票数 計 402484 的中 （4－5） 8065（14番人気）
馬連票数 計1533375 的中 �� 36232（11番人気）
馬単票数 計 682463 的中 �� 6862（26番人気）
ワイド票数 計 719308 的中 �� 14470（13番人気）�� 12040（17番人気）�� 69143（1番人気）
3連複票数 計1919918 的中 ��� 40996（7番人気）
3連単票数 計2865559 的中 ��� 6397（89番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―11．6―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 7，12（1，2，8）（13，16）3（5，10）（6，15）（9，11）4，14 4 ・（7，12）（1，8）2，13（3，10，16）6（9，15）（4，11）14＝5

勝馬の
紹 介

エイシンローリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2014．2．22 京都3着

2011．3．20生 牝4栗 母 バーリンスワン 母母 Cozumel Kitty 7戦2勝 賞金 16，500，000円
〔競走中止〕 ピアッジーネ号は，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。
〔制裁〕 ショウナンランパダ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：13番）
〔調教再審査〕 ピアッジーネ号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハンマークラビア号
（非抽選馬） 2頭 エゴイスト号・レディカリビアン号



（27阪神3）第1日 6月6日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 175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

218，950，000円
2，080，000円
7，000，000円
1，430，000円
19，710，000円
69，886，000円
4，737，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
470，689，900円
709，083，200円
266，125，400円
1，259，706，300円
635，012，300円
601，716，100円
1，624，961，900円
2，714，469，800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 8，281，764，900円

総入場人員 14，746名 （有料入場人員 13，931名）
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