
16049 6月20日 曇 稍重 （27阪神3）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

44 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± 01：23．2 6．4�

11 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 460－ 21：23．51� 6．6�
33 ヤマニンラファール 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 446－ 41：23．92	 168．9�
55 ガールズティアラ 牝2鹿 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 田所 秀孝 浦河 村下 清志 454＋ 6 〃 アタマ 12．7�
78 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 400－121：24．0� 71．1�
66 ヒシヘンリー 牡2黒鹿54 浜中 俊阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 新井 昭二 472＋10 〃 アタマ 3．7	
77 セキサンシップ 牝2鹿 54 太宰 啓介
関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 446－ 41：24．1	 34．4�
89 マテラアリオン 牡2黒鹿54 藤田 伸二大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 456＋ 61：24．41� 2．3�
810 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 454＋ 21：24．61
 161．7
22 タガノカイリ 牡2芦 54 幸 英明八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466± 01：24．92 15．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 20，273，300円 複勝： 26，730，000円 枠連： 7，641，600円
馬連： 35，449，400円 馬単： 24，023，300円 ワイド： 19，647，500円
3連複： 49，942，300円 3連単： 89，161，600円 計： 272，869，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 230円 � 4，520円 枠 連（1－4） 1，830円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 630円 �� 11，730円 �� 10，110円

3 連 複 ��� 67，360円 3 連 単 ��� 257，530円

票 数

単勝票数 計 202733 的中 � 26354（3番人気）
複勝票数 計 267300 的中 � 38694（3番人気）� 34101（4番人気）� 1161（10番人気）
枠連票数 計 76416 的中 （1－4） 3224（8番人気）
馬連票数 計 354494 的中 �� 17060（8番人気）
馬単票数 計 240233 的中 �� 5046（16番人気）
ワイド票数 計 196475 的中 �� 8733（8番人気）�� 414（36番人気）�� 481（33番人気）
3連複票数 計 499423 的中 ��� 556（65番人気）
3連単票数 計 891616 的中 ��� 251（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．6―46．3―57．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルボールド �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．6．6 阪神4着

2013．2．1生 牡2鹿 母 ウエスタンアイル 母母 Miss Linda 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 タガノカイリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

マテラアリオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 マテラアリオン号は，発走調教再審査。

16050 6月20日 曇 稍重 （27阪神3）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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

11 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 21：54．0 24．3�

24 ドラゴンラヴ 牝3鹿 54 藤岡 佑介窪田 康志氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 458－141：54．74 3．0�
48 イサチルルンナ 牝3芦 54 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか 前川 正美 460± 01：54．91� 51．3�
816 フェローニア 牝3黒鹿54 武 幸四郎篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 444－ 6 〃 クビ 42．8�
611 キ ト ラ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 484＋ 41：55．21� 93．4�
23 エンジェルキッス 牝3鹿 54 川田 将雅小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 466＋ 61：55．41� 9．1	
12 ラブラドリカ 牝3黒鹿54 和田 竜二 
シルクレーシング 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 406＋ 2 〃 ハナ 58．8�
713 ノアズアーク 牝3栗 54 小牧 太早野 誠氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 428± 01：55．93 4．5�
59 トウカイララバイ 牝3鹿 54 高倉 稜内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 502－ 2 〃 クビ 62．4
612 メイショウセセラギ 牝3鹿 54 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 464＋ 21：56．32� 6．9�
47 ス ト レ ー ザ 牝3鹿 54 	島 良太
下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 500－ 2 〃 ハナ 11．8�
36 リッチガール 牝3栗 54

51 ▲	島 克駿吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋101：56．4� 69．2�

815 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 464＋ 21：56．72 5．5�
714 スマートファニー 牝3芦 54

53 ☆松若 風馬大川 徹氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B482＋ 81：58．7大差 31．2�
35 プリミティブライフ 牝3栗 54 国分 優作飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 444＋ 4 〃 クビ 203．6�
510 ジューンシャイン 牝3鹿 54 北村 友一吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 420－101：59．33� 154．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，957，400円 複勝： 27，958，000円 枠連： 13，859，400円
馬連： 39，908，100円 馬単： 22，512，800円 ワイド： 26，575，500円
3連複： 54，775，000円 3連単： 69，790，400円 計： 272，336，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 550円 � 160円 � 1，520円 枠 連（1－2） 2，050円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 14，740円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 71，570円 3 連 単 ��� 428，790円

票 数

単勝票数 計 169574 的中 � 5567（7番人気）
複勝票数 計 279580 的中 � 11353（7番人気）� 61642（1番人気）� 3739（12番人気）
枠連票数 計 138594 的中 （1－2） 5237（9番人気）
馬連票数 計 399081 的中 �� 9787（11番人気）
馬単票数 計 225128 的中 �� 1905（33番人気）
ワイド票数 計 265755 的中 �� 4987（15番人気）�� 456（75番人気）�� 1420（39番人気）
3連複票数 計 547750 的中 ��� 574（160番人気）
3連単票数 計 697904 的中 ��� 118（915番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．9―49．7―1：02．6―1：15．3―1：28．0―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ィ エ ル テ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Point Given デビュー 2014．9．20 阪神7着

2012．5．6生 牝3鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 7戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューンシャイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月20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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラウレアメモリー号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 阪神競馬 第５日



16051 6月20日 曇 稍重 （27阪神3）第5日 第3競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ハーツジュニア 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 488－ 41：24．2 5．7�
815 メイショウナガマサ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 21：25．05 1．8�
36 キタサンコンサート 牡3芦 56 福永 祐一�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム 482 ―1：25．21 5．3�
12 ミカエルシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 534＋ 21：25．41� 8．3�
23 デザフィーオ 牡3黒鹿56 武 幸四郎今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 6 〃 クビ 42．8	
47 キングカーティス 牡3鹿 56 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 日高 オリオンファーム 448＋ 21：25．5� 25．8

612 ワンダーヴィグルー 牝3鹿 54 太宰 啓介山本 信行氏 吉村 圭司 浦河 村下農場 478－ 41：25．6� 237．1�
611 メイショウユメハチ 牡3青鹿56 国分 優作松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 508＋ 21：25．81� 116．8�
713 エピックウィン 牡3黒鹿56 小牧 太小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 458＋141：26．22� 11．7
48 ルナマジック 牡3鹿 56 幸 英明ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 476－ 41：26．62� 36．5�
35 ワンサイドストーリ 牡3栗 56 北村 友一石瀬 浩三氏 大根田裕之 日高 いとう牧場 452＋121：26．81 176．0�
714 モズフウジン 牡3栗 56 津村 明秀 �キャピタル・システム 平田 修 日高 目黒牧場 486 ―1：27．01� 113．0�
24 ピンクノキセキ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 476 ―1：27．1� 361．4�
816 アルーリングトーン �3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－121：28．37 35．0�
510 サンマルポジー 牝3栗 54 国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 488 ―1：28．61� 388．4�
11 サウンドステラ 牝3鹿 54 高倉 稜増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 須崎牧場 434＋161：28．81� 469．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，231，000円 複勝： 52，445，800円 枠連： 13，651，700円
馬連： 50，706，200円 馬単： 29，322，300円 ワイド： 35，599，300円
3連複： 68，139，000円 3連単： 99，343，400円 計： 378，438，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 150円 � 110円 � 160円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 130円 �� 570円 �� 260円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 8，120円

票 数

単勝票数 計 292310 的中 � 40535（3番人気）
複勝票数 計 524458 的中 � 60041（3番人気）� 241600（1番人気）� 54522（4番人気）
枠連票数 計 136517 的中 （5－8） 24281（2番人気）
馬連票数 計 507062 的中 �� 81511（1番人気）
馬単票数 計 293223 的中 �� 14295（6番人気）
ワイド票数 計 355993 的中 �� 95546（1番人気）�� 11444（6番人気）�� 30576（2番人気）
3連複票数 計 681390 的中 ��� 54270（2番人気）
3連単票数 計 993434 的中 ��� 8862（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―12．4―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．8―47．0―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーツジュニア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2014．10．25 京都8着

2012．3．30生 牡3鹿 母 エ リ ー ナ 母母 シャトルサング 4戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走状況〕 エピックウィン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。

メイショウナガマサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エピックウィン号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アイアンラミング号・ステイバーニング号・ノンリケット号

16052 6月20日 曇 稍重 （27阪神3）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 チャップリン 牡3黒鹿56 川田 将雅髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 480＋ 61：54．2 14．4�
23 ビービーボヌール 牡3青鹿56 藤岡 佑介�坂東牧場 中内田充正 浦河 中神牧場 476－ 4 〃 クビ 24．7�
612 ミッキーオリビエ 牡3栗 56 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 552－ 21：54．51� 2．2�
510 ライゼリート 牝3青鹿54 国分 恭介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 394－ 2 〃 クビ 156．9�
59 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± 01：54．6	 2．4�
47 フォースフィールド 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 416－ 6 〃 クビ 54．8	
714 レッドファルダ 牡3栗 56 福永 祐一 
東京ホースレーシング 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 41：55．02	 7．6�
24 ジェイポップ 牡3鹿 56 小牧 太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 52．2�
611 テイエムマテンロウ 
3芦 56 小坂 忠士竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 中川 隆 B494－ 61：55．1クビ 129．7
36 サクラプリズム 牡3栗 56 M．デムーロ
さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 500 ― 〃 クビ 52．0�
48 ミスロンリーハーツ 牝3鹿 54 松山 弘平高山 直樹氏 池添 学 日高 日西牧場 450＋ 4 〃 ハナ 108．4�
713 メイショウアリバダ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 460－ 21：55．3� 260．2�
12 � エルラディユー 牝3鹿 54 幸 英明飯田 正剛氏 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida 458＋ 61：55．83 18．8�
815 ホットチューン 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 510－121：57．29 128．6�
11 キクノメドウ 牝3青鹿 54

53 ☆松若 風馬菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 446＋ 41：58．26 400．5�
35 メイショウカイヘイ 
3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 冨岡 博一 408－ 6 〃 アタマ 421．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，183，400円 複勝： 44，921，500円 枠連： 13，177，100円
馬連： 46，586，500円 馬単： 32，061，900円 ワイド： 30，245，800円
3連複： 68，884，200円 3連単： 107，821，200円 計： 369，881，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 310円 � 350円 � 110円 枠 連（2－8） 6，110円

馬 連 �� 12，030円 馬 単 �� 23，950円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 480円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 63，650円

票 数

単勝票数 計 261834 的中 � 14496（4番人気）
複勝票数 計 449215 的中 � 25396（4番人気）� 21487（5番人気）� 179292（1番人気）
枠連票数 計 131771 的中 （2－8） 1669（16番人気）
馬連票数 計 465865 的中 �� 3000（22番人気）
馬単票数 計 320619 的中 �� 1004（44番人気）
ワイド票数 計 302458 的中 �� 3303（16番人気）�� 17273（4番人気）�� 9000（9番人気）
3連複票数 計 688842 的中 ��� 9584（14番人気）
3連単票数 計1078212 的中 ��� 1228（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．9―50．6―1：03．3―1：16．1―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チャップリン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．8．16 札幌6着

2012．4．30生 牡3黒鹿 母 ハギノスプレンダー 母母 サベージレディ 8戦1勝 賞金 7，950，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 テールドラヴェリテ号・ニシノクラレット号・ピエノフィオレ号・ミラクルナイト号・ローガンカズマ号・

ロードプレステージ号
（非抽選馬） 3頭 クリノチクバオー号・シゲルタウエマツリ号・シゲルヒノクニ号



16053 6月20日 曇 稍重 （27阪神3）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

56 エ ポ ッ ク 牡2黒鹿54 C．ルメール 吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 498 ―1：12．5 6．2�
33 � ゼンノサーベイヤー 牡2栗 54 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 498 ―1：12．6� 2．6�
811 キ ー ロ フ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真吉川 朋宏氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 444 ―1：13．77 46．7�
812 クロースフレンド 牝2黒鹿54 和田 竜二吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 422 ―1：14．12� 10．8�
44 マーブルフレンテ 牝2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 486 ― 〃 クビ 7．7�
55 ゴールドファーム 牡2栗 54 藤田 伸二新井 康司氏 森 秀行 日高 本間牧場 450 ―1：14．2� 4．7�
710 クリノアローハ 牝2鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 村田牧場 452 ―1：14．52 13．0	
22 クールゲンノスケ 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 466 ―1：14．81	 126．2

68 ボーディングパス 牡2黒鹿54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474 ―1：15．12 21．3�
67 スマートバーベナ 牝2栗 54 太宰 啓介大川 徹氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 418 ―1：15．42 20．5�
11 タイセイディライト 牡2鹿 54 藤懸 貴志田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 ハシモトフアーム 460 ―1：16．46 89．4
79 アイファーチェリー 牝2鹿 54

51 ▲
島 克駿中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 400 ―1：16．93 184．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，412，700円 複勝： 28，470，400円 枠連： 11，501，400円
馬連： 40，809，600円 馬単： 24，815，400円 ワイド： 22，933，100円
3連複： 50，559，800円 3連単： 77，981，400円 計： 286，483，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 140円 � 640円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，220円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 7，460円 3 連 単 ��� 34，570円

票 数

単勝票数 計 294127 的中 � 39561（3番人気）
複勝票数 計 284704 的中 � 44019（3番人気）� 64561（1番人気）� 7949（9番人気）
枠連票数 計 115014 的中 （3－5） 26614（1番人気）
馬連票数 計 408096 的中 �� 42095（2番人気）
馬単票数 計 248154 的中 �� 9715（5番人気）
ワイド票数 計 229331 的中 �� 19805（2番人気）�� 2448（28番人気）�� 3573（21番人気）
3連複票数 計 505598 的中 ��� 5081（25番人気）
3連単票数 計 779814 的中 ��� 1635（119番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．2―11．9―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―36．5―48．4―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．0
3 ・（3，6）11（1，5，9，12）（4，7）－（2，10）＝8 4 ・（3，6）11（5，12）1（4，7）（2，10）9＝8

勝馬の
紹 介

エ ポ ッ ク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Deputy Minister 初出走

2013．2．9生 牡2黒鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ボーディングパス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16054 6月20日 曇 良 （27阪神3）第5日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時50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

713 マイネルレオーネ 牡3黒鹿56 C．ルメール �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 400＋102：29．0 11．7�

24 シップーコウライ 牡3栗 56 幸 英明間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 462－ 42：29．31� 5．7�
47 ジュンファイトクン 牡3栗 56 福永 祐一河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 450－ 42：29．4� 4．5�
510 アウトゼアー 牡3鹿 56 和田 竜二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 498＋ 42：29．5� 16．8�
714 サトノダイレンサ 牡3青鹿56 浜中 俊里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 428－ 8 〃 クビ 3．3�
612 ビュトンドール 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 492＋ 42：29．81� 105．0	
818 マーブルバトル 牡3黒鹿56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 486－ 2 〃 クビ 9．4

36 サダムエルドラド 牡3青鹿56 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 洞	湖 レイクヴィラファーム 508＋ 62：29．9クビ 6．7�
23 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 416＋ 2 〃 クビ 29．7�
48 ミルクアロー 牡3黒鹿56 小牧 太宮原 廣伸氏 庄野 靖志 新ひだか 山際牧場 476－ 82：30．0クビ 85．0
11 ウインハインズ 牡3黒鹿56 国分 恭介�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 456－ 42：30．21
 81．6�
816 スズカビビッド 牡3鹿 56 藤懸 貴志永井 啓弍氏 谷 潔 浦河 辻 牧場 466± 02：30．41
 86．2�
59 デルマフウライマツ �3鹿 56 高倉 稜浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 128．6�
12 メイショウメイザン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 B464－102：30．61
 49．9�
715 メイショウヤマザト 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 466＋ 4 〃 クビ 355．3�
611 ステージインパクト 牡3黒鹿56 M．デムーロ一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 494－ 22：31．23� 21．5�
817 テイエムマンゲツ 牝3栗 54 �島 良太竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 444－ 82：32．58 441．3�
35 ヒロノサンサン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介サンエイ開発� 高橋 康之 浦河 グラストレーニ

ングセンター 486－ 62：32．71 252．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，206，700円 複勝： 38，470，800円 枠連： 14，829，600円
馬連： 55，394，800円 馬単： 27，801，500円 ワイド： 31，555，600円
3連複： 75，800，500円 3連単： 93，973，600円 計： 364，033，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 290円 � 190円 � 160円 枠 連（2－7） 810円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 900円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 34，200円

票 数

単勝票数 計 262067 的中 � 17791（6番人気）
複勝票数 計 384708 的中 � 29213（6番人気）� 52336（3番人気）� 72143（2番人気）
枠連票数 計 148296 的中 （2－7） 14114（2番人気）
馬連票数 計 553948 的中 �� 11795（14番人気）
馬単票数 計 278015 的中 �� 2793（30番人気）
ワイド票数 計 315556 的中 �� 6385（15番人気）�� 8780（10番人気）�� 17465（3番人気）
3連複票数 計 758005 的中 ��� 13340（12番人気）
3連単票数 計 939736 的中 ��� 1992（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．2―36．7―49．4―1：02．5―1：15．5―1：28．6―1：41．2―1：54．0―2：05．7―2：17．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マイネルレオーネ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2014．11．9 京都9着

2012．2．15生 牡3黒鹿 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 6戦1勝 賞金 7，200，000円
〔騎手変更〕 ヒロノサンサン号の騎手藤田伸二は，負傷のため藤岡佑介に変更。
※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。
（非抽選馬） 2頭 トミースマイル号・ヤマニントライブ号

追 加 記 事（第 3回阪神競馬第 3日第 3競走）
〔その他〕　　パレスロマン号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



16055 6月20日 曇 稍重 （27阪神3）第5日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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

815 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 468＋ 21：11．3 3．8�
714 ウォーターショパン 牡4黒鹿57 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 468－ 2 〃 クビ 5．0�
35 ゴールドスーク 牡4栗 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：11．72� 5．6�
510 ゼンノロンゴ 牡4鹿 57

54 ▲�島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 502－16 〃 ハナ 8．1�
36 チーフアセスメント 牡4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－101：11．8クビ 3．7�
11 ゼンノイザナギ 牡3栗 54 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 480－ 21：12．22� 49．4	
713 サカジロヴィグラス 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 むかわ 宇南山牧場 500＋101：12．41	 19．2

24 シゲルミマサカ 牝4青鹿55 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 428＋10 〃 クビ 39．5�
59 ゼンノステルス 牡4芦 57

56 ☆岩崎 翼大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 462－ 61：12．5クビ 120．8�
611 タガノビーンズ 牝4鹿 55 藤岡 佑介八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432＋101：12．6
 26．2
12 タツグレート 牡6栗 57 松山 弘平原 司郎氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474＋ 61：12．7
 118．7�
23 トラストフェアリー 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 430－121：13．02 140．2�
816 セイユニコーン 牡3芦 54 太宰 啓介金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 464＋ 4 〃 ハナ 111．9�
48 パドパピヨン 牝3鹿 52 和田 竜二 �社台レースホース�島 一歩 千歳 社台ファーム 430－ 21：13．1� 77．6�
612 ニホンピロヘーラー 牝3鹿 52 藤懸 貴志小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 494＋ 21：13．63 25．8�
47 ベルウッドクラルテ 牡3鹿 54 国分 恭介鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 434－ 81：14．87 176．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，871，300円 複勝： 37，838，400円 枠連： 17，870，200円
馬連： 57，461，400円 馬単： 28，937，100円 ワイド： 33，487，000円
3連複： 76，197，600円 3連単： 100，418，800円 計： 377，081，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 150円 � 160円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 320円 �� 380円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 248713 的中 � 51583（2番人気）
複勝票数 計 378384 的中 � 73306（1番人気）� 61803（3番人気）� 60108（4番人気）
枠連票数 計 178702 的中 （7－8） 21825（3番人気）
馬連票数 計 574614 的中 �� 48818（2番人気）
馬単票数 計 289371 的中 �� 12976（3番人気）
ワイド票数 計 334870 的中 �� 28372（2番人気）�� 22638（3番人気）�� 15709（6番人気）
3連複票数 計 761976 的中 ��� 37542（3番人気）
3連単票数 計1004188 的中 ��� 10739（7番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．0―11．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．4―47．2―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パーティードレス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．11．3 京都13着

2011．3．26生 牝4栗 母 グロンシャール 母母 ポールトゥウィン 9戦3勝 賞金 24，400，000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 カシノヒカル号・ハッピーロングラン号
（非抽選馬） 1頭 ウェディングラン号

16056 6月20日 曇 良 （27阪神3）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 テイコフトウショウ 牝5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 486－ 81：47．0 39．8�
12 マイネリベルタス 牝4鹿 55 高倉 稜 �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 432＋ 21：47．21� 15．4�
59 トーセンビクトリー 牝3鹿 52 M．デムーロ島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：47．41� 2．3�
714 ウインリバティ 牝4黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 41：47．5� 14．9�
36 ヤマニンバステト 牝4鹿 55 福永 祐一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 460＋12 〃 クビ 17．3	
23 ピエールドリュヌ 牝4黒鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 474－ 61：47．6クビ 41．3

48 カ ゼ ル タ 牝3栗 52 藤岡 康太吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 8．8�
24 スヴァラッシー 牝4青鹿55 和田 竜二吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 454± 01：47．7クビ 41．0�
47 ハッピーユニバンス 牝3黒鹿52 津村 明秀亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 442－101：47．91� 5．8
611 リヴィエール 牝4芦 55 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 458－ 21：48．21� 21．2�
35 スターリーウインド 牝3黒鹿 52

51 ☆松若 風馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 472＋ 4 〃 クビ 10．0�

510 マルクナッテ 牝4栗 55
52 ▲	島 克駿小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 420＋ 61：48．41� 463．2�

713 ハイキートーン 牝5栗 55 北村 友一�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 468－ 41：48．71� 161．3�
816
 テイエムレオネッサ 牝5栗 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 500＋ 21：48．91� 530．6�
612 スモーキーナイト 牝3鹿 52 浜中 俊市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 480－ 41：49．11� 30．3�
815 エアルーティーン 牝3栗 52 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム 492－101：50．8大差 12．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，552，800円 複勝： 48，770，600円 枠連： 20，525，000円
馬連： 78，344，100円 馬単： 38，094，000円 ワイド： 41，942，200円
3連複： 99，539，600円 3連単： 136，663，300円 計： 499，431，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，980円 複 勝 � 830円 � 330円 � 140円 枠 連（1－1） 20，000円

馬 連 �� 18，650円 馬 単 �� 33，450円

ワ イ ド �� 4，810円 �� 2，620円 �� 780円

3 連 複 ��� 26，130円 3 連 単 ��� 244，640円

票 数

単勝票数 計 355528 的中 � 7139（11番人気）
複勝票数 計 487706 的中 � 11059（13番人気）� 32738（7番人気）� 129269（1番人気）
枠連票数 計 205250 的中 （1－1） 795（32番人気）
馬連票数 計 783441 的中 �� 3254（56番人気）
馬単票数 計 380940 的中 �� 854（108番人気）
ワイド票数 計 419422 的中 �� 2175（56番人気）�� 4037（34番人気）�� 14510（5番人気）
3連複票数 計 995396 的中 ��� 2857（101番人気）
3連単票数 計1366633 的中 ��� 405（822番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．0―48．2―1：00．4―1：12．4―1：23．4―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイコフトウショウ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2013．6．9 阪神13着

2010．4．14生 牝5栗 母 マロトウショウ 母母 ロゼトウショウ 18戦3勝 賞金 26，000，000円
〔制裁〕 マイネリベルタス号の騎手高倉稜は，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100，000円。（被害馬：15番）



16057 6月20日 曇 稍重 （27阪神3）第5日 第9競走 ��
��1，800�

た か と り

鷹 取 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

58 カラパナビーチ 牡3黒鹿54 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 538－ 41：51．8 4．0�

22 エクストラゴールド 牡4栗 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 520－ 2 〃 クビ 2．0�

813 スズカアドニス 牡5栗 57 C．ルメール 永井 宏明氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488± 01：52．33 11．8�
69 ジャマイカジョー 牡7黒鹿57 森 一馬薪浦 英稔氏 西村 真幸 新ひだか 秋田育成牧場 460± 01：52．51� 142．3�
34 メイショウソレイユ 牡5鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 456－ 61：52．6	 194．9�
610 タガノプリンス 牡7鹿 57 幸 英明八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 21：52．7	 26．5	
45 スズカウラノス 牡6鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 464± 0 〃 ハナ 37．2

33 シ ュ ミ ッ ト 牡5芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 490－101：52．8クビ 9．2�
11 ロゼッタストーン 牡6鹿 57 藤岡 佑介太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 470－ 61：52．9	 230．1�
711 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿57 浜中 俊松本 好氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 21：53．0
 22．5�
712 マンハッタンコード 牡6鹿 57 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 アタマ 161．4�
814 シルクキングリー 牡6鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 500＋101：53．53 52．5�
57 タ ン ジ ブ ル 牡3栗 54 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－111：53．6	 6．1�
46 セルリアンサーロス 牡5栗 57 国分 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 518－ 41：53．8
 209．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，290，100円 複勝： 55，140，900円 枠連： 23，089，500円
馬連： 91，626，800円 馬単： 48，241，300円 ワイド： 43，164，400円
3連複： 111，396，500円 3連単： 192，016，500円 計： 597，966，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 110円 � 200円 枠 連（2－5） 230円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 220円 �� 620円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 332901 的中 � 65612（2番人気）
複勝票数 計 551409 的中 � 109794（2番人気）� 198215（1番人気）� 43412（5番人気）
枠連票数 計 230895 的中 （2－5） 76714（1番人気）
馬連票数 計 916268 的中 �� 175826（1番人気）
馬単票数 計 482413 的中 �� 38916（2番人気）
ワイド票数 計 431644 的中 �� 59430（1番人気）�� 15782（7番人気）�� 24839（4番人気）
3連複票数 計1113965 的中 ��� 63558（3番人気）
3連単票数 計1920165 的中 ��� 26167（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．1―12．2―12．5―12．8―12．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．7―49．9―1：02．4―1：15．2―1：27．7―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カラパナビーチ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．7．13 中京6着

2012．3．6生 牡3黒鹿 母 インユアアームス 母母 フラッシュウェーブ 7戦2勝 賞金 26，403，000円
［他本会外：1戦0勝］

※タンジブル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16058 6月20日 曇 良 （27阪神3）第5日 第10競走 ��
��1，200�

み な づ き

水無月ステークス
発走15時00分 （芝・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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：07．1
1：06．5

良
良

57 ビッグアーサー 牡4鹿 57 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 526＋ 61：08．1 1．3�
11 フォーエバーモア 牝4栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 454－ 4 〃 アタマ 7．3�
22 � マイネルエテルネル 牡5栗 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 492＋ 41：08．41	 7．4�

69 サ マ ー ル ナ 牝6鹿 55 藤岡 佑介セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 464－ 61：08．5	 28．3�
812 ユキノアイオロス 
7鹿 57 国分 優作井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480－ 61：08．6クビ 87．4	
68 タ マ ラ マ 
6黒鹿57 松山 弘平 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 514＋ 8 〃 アタマ 34．6

33 ゴーハンティング 
7黒鹿57 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 488－10 〃 ハナ 33．6�
45 モンマックス 牡5鹿 57 幸 英明�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 514－ 81：08．7� 14．9�
711 オレニホレルナヨ 牡6栗 57 国分 恭介 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 508＋ 81：08．8� 126．4
44 メイショウハガクレ 牡6鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470＋121：08．9� 154．6�
813 トキノゲンジ 牡7鹿 57 小牧 太中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 492－161：09．11� 41．8�
710 シンジュボシ 牝5栗 55 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 496－ 41：09．2� 30．1�
56 アンヴァルト 牡8青鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 61：09．41� 53．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，815，300円 複勝： 196，679，200円 枠連： 24，218，700円
馬連： 114，469，000円 馬単： 78，264，600円 ワイド： 57，231，700円
3連複： 142，817，900円 3連単： 333，624，300円 計： 995，120，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（1－5） 500円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 570円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 2，110円

票 数

単勝票数 計 478153 的中 � 274670（1番人気）
複勝票数 計1966792 的中 � 1541220（1番人気）� 92443（3番人気）� 93998（2番人気）
枠連票数 計 242187 的中 （1－5） 37239（2番人気）
馬連票数 計1144690 的中 �� 172262（2番人気）
馬単票数 計 782646 的中 �� 88752（2番人気）
ワイド票数 計 572317 的中 �� 56669（2番人気）�� 78039（1番人気）�� 21780（7番人気）
3連複票数 計1428179 的中 ��� 130109（1番人気）
3連単票数 計3336243 的中 ��� 114570（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．1―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．2―45．3―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．9
3 9，11，10，2，6（3，7）5，1，8（4，12，13） 4 9，11，10，2（6，7）（3，5）1（4，12）8，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビッグアーサー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．4．13 福島1着

2011．3．18生 牡4鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 5戦5勝 賞金 65，268，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16059 6月20日 曇 稍重 （27阪神3）第5日 第11競走 ��
��1，400�

てんぽうざん

天保山ステークス
発走15時35分 （ダート・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，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 タガノトネール �5鹿 56 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 502＋121：22．3 9．0�

814 キクノストーム 牡6鹿 57 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500± 01：22．62 14．1�
35 タイセイファントム 牡7鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 454－ 41：22．7クビ 8．3�
11 キョウワダッフィー 牡7鹿 58 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 470± 0 〃 ハナ 4．5�
815 デザートオアシス 牡7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 532－ 61：22．8
 44．8�
712 ネオザウイナー 牡7青鹿56 小牧 太小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－101：22．9� 51．9	
47 ドレッドノート �7栗 56 太宰 啓介�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 472－ 61：23．0� 24．1

22 ガ ン ジ ス 牡6栗 57 幸 英明林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 510－ 41：23．21� 31．3�
46 セイカプリコーン 牡7鹿 56 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 B488－ 81：23．52 210．5�
58 マルカバッケン 牡8鹿 58 C．ルメール 日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 494＋ 41：24．03 24．4
23  エイシンゴージャス 牝4鹿 54 松山 弘平�栄進堂 大久保龍志 米 Robert A. Adams

& Sheilah Adams 540± 01：24．1クビ 2．0�
611 ロ ン グ ロ ウ 牡8芦 56 武 幸四郎吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 540＋ 21：24．2
 186．0�
610 サウンドリアーナ 牝5黒鹿54 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 B486± 01：24．3� 162．2�
713 キ ズ マ 牡6鹿 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－241：24．62 19．5�
34 アスコットシチー 牡6栗 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 474± 01：24．81� 68．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，110，400円 複勝： 91，870，600円 枠連： 49，003，100円
馬連： 235，778，000円 馬単： 117，201，300円 ワイド： 96，614，500円
3連複： 315，886，500円 3連単： 542，846，200円 計： 1，515，310，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 250円 � 340円 � 250円 枠 連（5－8） 2，430円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 9，790円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 970円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 69，900円

票 数

単勝票数 計 661104 的中 � 58239（4番人気）
複勝票数 計 918706 的中 � 98706（4番人気）� 64988（5番人気）� 99354（3番人気）
枠連票数 計 490031 的中 （5－8） 15593（10番人気）
馬連票数 計2357780 的中 �� 35358（16番人気）
馬単票数 計1172013 的中 �� 8973（29番人気）
ワイド票数 計 966145 的中 �� 17623（14番人気）�� 25959（9番人気）�� 17799（13番人気）
3連複票数 計3158865 的中 ��� 23294（32番人気）
3連単票数 計5428462 的中 ��� 5630（200番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．6―11．8―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―45．8―57．6―1：09．5

コーナー
通過順位

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

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 �5鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 27戦6勝 賞金 119，443，000円
〔騎手変更〕 サウンドリアーナ号の騎手藤田伸二は，負傷のため国分恭介に変更。

16060 6月20日 曇 良 （27阪神3）第5日 第12競走 ��1，600�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
1：32．0
1：30．7

良
良

510 ドラゴンストリート 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 470－ 61：35．0 1．7�
713 ガルデルスリール 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 41：35．21� 5．4�
48 ショウボート 牡3栗 54 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 ハナ 14．2�
11 キンシノキセキ 牡4鹿 57

54 ▲�島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 496－ 41：35．51� 36．0�

47 インターンシップ 牡4鹿 57 C．ルメール 近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 460＋12 〃 クビ 21．2�
714 アルパーシャン 牡3栗 54 浜中 俊�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 458＋ 4 〃 ハナ 5．3	
12 ウェーブキング 牡3鹿 54 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 504－ 61：35．6クビ 14．1

35 ミューラルクラウン 牝4黒鹿 55

54 ☆松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム B478－ 8 〃 アタマ 54．4�
23 ノ ー ブ リ ー 牡6鹿 57 津村 明秀ニットー商事� 奥村 豊 新冠 斉藤 安行 470－101：35．81 248．8
612 アイオシルケン 牡3黒鹿54 小牧 太石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 466＋ 4 〃 クビ 90．5�
36 ブラックカイト 牡4黒鹿57 幸 英明三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 友田牧場 466－111：35．9� 32．3�
611 クインズロンペール 牡3芦 54 高倉 稜 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 504＋ 4 〃 アタマ 453．5�
715 メイショウコルノ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 530－ 4 〃 クビ 211．6�
24 ミリオンフレッシュ 牡5黒鹿 57

54 ▲義 英真田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 488＋ 8 〃 ハナ 169．1�
817 チ ャ ー マ ー 牡4青鹿57 �島 良太 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 41：36．0クビ 343．5�
816 ハッピーロード 	4栗 57 藤懸 貴志豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 486－ 2 〃 ハナ 210．3�
818 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 57 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460－ 41：36．21� 94．8�
59 クリノダイコクテン 牡4栃栗57 北村 友一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 468－101：36．3
 111．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，462，100円 複勝： 72，480，300円 枠連： 38，655，100円
馬連： 131，455，000円 馬単： 67，074，000円 ワイド： 59，890，700円
3連複： 159，406，000円 3連単： 295，477，200円 計： 877，900，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 260円 枠 連（5－7） 220円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 200円 �� 430円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 4，090円

票 数

単勝票数 計 534621 的中 � 239781（1番人気）
複勝票数 計 724803 的中 � 301235（1番人気）� 107119（2番人気）� 39915（5番人気）
枠連票数 計 386551 的中 （5－7） 135420（1番人気）
馬連票数 計1314550 的中 �� 261496（1番人気）
馬単票数 計 670740 的中 �� 93128（1番人気）
ワイド票数 計 598907 的中 �� 93490（1番人気）�� 33530（4番人気）�� 13914（10番人気）
3連複票数 計1594060 的中 ��� 67749（3番人気）
3連単票数 計2954772 的中 ��� 52323（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．3―48．4―1：00．2―1：11．6―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンストリート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．9．28 阪神5着

2011．5．1生 牡4鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 12戦3勝 賞金 36，384，000円
〔制裁〕 ミューラルクラウン号の騎手松若風馬は，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：11

番）



（27阪神3）第5日 6月20日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

203，920，000円
6，900，000円
1，380，000円
18，390，000円
71，259，500円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
409，366，500円
721，776，500円
248，022，400円
977，988，900円
538，349，500円
498，887，300円
1，273，344，900円
2，139，117，900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 6，806，853，900円

総入場人員 13，111名 （有料入場人員 12，296名）
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