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16085 6月28日 曇 稍重 （27阪神3）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05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

36 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 420－ 21：24．6 6．1�
11 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 444－101：24．81� 4．1�
23 タガノトリオンフ 牝3鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 2 〃 クビ 12．9�
815 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 450＋ 41：25．22� 9．7�
47 パンドラズホープ 牝3黒鹿54 横山 典弘窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420－ 4 〃 クビ 6．0�
35 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54 熊沢 重文松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 446± 01：25．41� 165．4	
510 トゥルーロマンス 牝3栗 54 川田 将雅飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：25．5� 6．8

24 テイエムセキハン 牝3栗 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 470＋161：25．6クビ 59．9�
48 コウエイラブリー 牝3鹿 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 494＋10 〃 クビ 12．3�
611 カネトシスキーム 牝3鹿 54 藤岡 康太兼松 利男氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 428± 01：25．81� 31．0
12 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± 01：26．22� 78．1�
714 マッテンタルト 牝3栗 54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 むかわ 上水牧場 470＋ 61：26．3� 96．0�
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 472＋ 21：26．83 9．7�
612 マ ー レ ー 牝3鹿 54 高倉 稜石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 森 政巳 504＋ 81：26．9クビ 220．3�
816 ライムスカッシュ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 520－14 〃 クビ 11．7�
713 マツリダカーニバル 牝3鹿 54 幸 英明一村 哲也氏 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 440＋ 21：28．49 135．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，926，900円 複勝： 41，980，500円 枠連： 15，880，100円
馬連： 61，298，500円 馬単： 31，071，900円 ワイド： 34，305，500円
3連複： 87，079，800円 3連単： 100，184，300円 計： 396，727，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 170円 � 310円 枠 連（1－3） 1，200円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，060円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 15，470円

票 数

単勝票数 計 249269 的中 � 32474（3番人気）
複勝票数 計 419805 的中 � 59499（2番人気）� 73336（1番人気）� 29465（8番人気）
枠連票数 計 158801 的中 （1－3） 10241（7番人気）
馬連票数 計 612985 的中 �� 38544（1番人気）
馬単票数 計 310719 的中 �� 9298（3番人気）
ワイド票数 計 343055 的中 �� 22310（1番人気）�� 7959（13番人気）�� 9760（9番人気）
3連複票数 計 870798 的中 ��� 19054（3番人気）
3連単票数 計1001843 的中 ��� 4693（15番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．7―12．2―12．4―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．6―46．8―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 3，10（1，11）（4，13）6（15，8）9（5，14）2（12，7，16） 4 3，10，11（1，9）（6，4）15（5，13，8，14）7，2，16，12

勝馬の
紹 介

ナリタノヘア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．1．10 京都8着

2012．3．9生 牝3鹿 母 オースミマコ 母母 グレースアンドグローリー 7戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 キトラ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 キトラ号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワイカヘ号
（非抽選馬） 1頭 クリノサン号

16086 6月28日 曇 稍重 （27阪神3）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35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 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 B538＋ 41：53．2 3．5�

48 ミュゼバトラー 牡3栗 56 M．デムーロ髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 B480－ 21：53．3� 19．7�
714 イェドプリオル 牡3青鹿56 岩田 康誠�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 B518＋ 41：53．4クビ 1．7�
23 ロードプレステージ 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 436－ 21：53．82� 18．9�
47 エナジャイズ 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 474＋101：53．9� 99．8�
35 メイショウゲントク 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 454－ 61：54．0� 61．6	
611 カフジエンパイア 牡3鹿 56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 508＋ 21：54．21� 8．1

59 ミラクルナイト 牡3芦 56 �島 良太小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 466－ 61：54．3クビ 167．7�
612 ローレルベルカント 牡3栗 56 国分 恭介 �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 新冠橋本牧場 442± 01：54．61� 92．1�
815 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 藤岡 康太大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 478＋ 8 〃 アタマ 36．0
11 ローレルトレゾール 牡3鹿 56

53 ▲義 英真 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 498＋101：55．34 186．5�
12 ニシノクラレット 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 448＋ 2 〃 クビ 68．4�
24 ヴェスペルティリオ 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：56．04 33．1�
36 メイショウクウボ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 500－ 2 〃 クビ 34．4�
510 アグネスイヴァン 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 474＋ 41：56．63� 194．6�
713 アニマルスピリッツ 牡3鹿 56 藤岡 佑介山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 462－ 41：57．66 108．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，028，300円 複勝： 62，745，300円 枠連： 15，031，500円
馬連： 51，395，700円 馬単： 39，043，800円 ワイド： 30，117，000円
3連複： 73，087，900円 3連単： 136，416，900円 計： 434，866，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 270円 � 110円 枠 連（4－8） 3，790円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 780円 �� 150円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 15，310円

票 数

単勝票数 計 270283 的中 � 61714（2番人気）
複勝票数 計 627453 的中 � 73746（2番人気）� 18268（5番人気）� 403944（1番人気）
枠連票数 計 150315 的中 （4－8） 3073（8番人気）
馬連票数 計 513957 的中 �� 9127（9番人気）
馬単票数 計 390438 的中 �� 4403（14番人気）
ワイド票数 計 301170 的中 �� 7559（9番人気）�� 73164（1番人気）�� 12368（4番人気）
3連複票数 計 730879 的中 ��� 41043（2番人気）
3連単票数 計1364169 的中 ��� 6458（33番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．7―12．8―12．7―12．7―12．4―12．6―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―36．2―49．0―1：01．7―1：14．4―1：26．8―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ペ ナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．23 京都12着

2012．2．28生 牡3芦 母 レディオーキッド 母母 レ デ ィ イ ン 8戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 メイショウゲントク号の騎手池添謙一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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 クリノチクバオー号・シゲルオカメマツリ号・ブリーズヴェール号

第３回 阪神競馬 第８日



16087 6月28日 曇 稍重 （27阪神3）第8日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時05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

47 サーティグランド 牡3鹿 56
53 ▲義 英真山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 山本 昇寿 498＋ 41：12．1 2．6�

714 カシノランド 牡3黒鹿 56
53 ▲�島 克駿柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 464－ 4 〃 クビ 5．4�

816 ノ ラ ネ コ �3栗 56 藤岡 康太�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 4 〃 ハナ 10．3�
815	 エナジータウン 牡3鹿 56 幸 英明幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 456－ 81：12．41
 31．1�
23 	 ウインエアフォース 牡3黒鹿56 池添 謙一�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones B500－ 21：12．5� 3．4	
713 アメリカンマッスル 牡3黒鹿56 松山 弘平市川 義美氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム B514－ 61：12．92� 14．6

611 ページェントリー 牝3青鹿54 藤岡 佑介杉田 周作氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 452＋ 6 〃 アタマ 21．6�
35 ウルドシャトル 牡3栗 56 藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 B472－ 21：13．22 226．5�
59 テイエムオタカラ 牝3鹿 54 小牧 太竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 タニグチ牧場 446－ 21：13．3� 24．4
11 スズカレグルス 牡3栗 56 難波 剛健永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 458－ 41：13．4クビ 245．9�
612 イチバンクジ �3栗 56 高倉 稜蛭川 年明氏 安達 昭夫 むかわ 真壁 信一 430－ 41：13．61� 179．8�
48 クリノショシャリン 牝3鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 474± 01：13．7
 218．7�
24 メイショウメガミ 牝3鹿 54 森 一馬松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 462＋ 61：13．8クビ 133．6�
36 メイショウショウキ 牡3栗 56 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 506＋ 81：13．9� 99．6�
12 マンテンスマイル 牡3鹿 56 佐久間寛志小島 將之氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 490＋161：14．0� 207．0�
510 アサケカペラ 牡3鹿 56 C．ルメール 大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 422－ 81：14．21 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，205，500円 複勝： 31，155，800円 枠連： 14，620，500円
馬連： 54，052，600円 馬単： 32，045，100円 ワイド： 29，590，500円
3連複： 70，081，300円 3連単： 103，836，900円 計： 360，588，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 190円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 270円 �� 440円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 252055 的中 � 75103（1番人気）
複勝票数 計 311558 的中 � 75576（1番人気）� 52877（3番人気）� 33748（4番人気）
枠連票数 計 146205 的中 （4－7） 20495（1番人気）
馬連票数 計 540526 的中 �� 69303（2番人気）
馬単票数 計 320451 的中 �� 24705（2番人気）
ワイド票数 計 295905 的中 �� 31324（2番人気）�� 16600（4番人気）�� 11487（6番人気）
3連複票数 計 700813 的中 ��� 31440（3番人気）
3連単票数 計1038369 的中 ��� 13663（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．0―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．7―47．7―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サーティグランド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Green Desert デビュー 2014．11．29 京都11着

2012．4．27生 牡3鹿 母 サ ザ ン カ 母母 Charming Life 7戦1勝 賞金 6，550，000円
〔制裁〕 ウインエアフォース号の騎手池添謙一は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。

カシノランド号の騎手�島克駿は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 スーパールミナル号・スームジュール号・タナボタ号・デンコウコハク号・ナリタサウス号
（非抽選馬） 1頭 シゲルゴホウサイ号

16088 6月28日 曇 良 （27阪神3）第8日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：32．0
1：30．7

良
良

713 ウインガニオン 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 468± 01：35．9 17．5�
35 エイシンサブウェイ 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 506＋161：36．32� 20．9�
11 オメガハートソング 牝3青鹿54 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 アタマ 3．0�
24 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 幸 英明吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 494－ 21：36．51	 3．6�
816 ショウナンハルカス 牡3黒鹿56 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478－ 41：36．71� 7．7�
612 レパードクリフ 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和子氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：36．8� 15．3	
47 ホワイトフリル 牝3黒鹿54 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 482－141：36．9クビ 41．4

23 ダイゴサクラ 牝3鹿 54

51 ▲
島 克駿岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム B468± 0 〃 ハナ 8．9�
818 サトーリアス 牡3鹿 56 M．デムーロ 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 456－121：37．11� 14．5�
12 � エイシンタルトゥ 牝3鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 松元 茂樹 米 Haymarket

Farm LLC 442 ―1：37．2クビ 24．4
48 マイアトラクション 牝3青 54 藤岡 佑介下河辺隆行氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 424± 0 〃 クビ 24．7�
611 ナ タ リ ー 牝3鹿 54 中井 裕二�グランド牧場 中内田充正 新ひだか グランド牧場 406－ 41：37．51� 198．8�
59 バトルボンネビル 牡3芦 56 酒井 学宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 446＋ 21：38．13� 331．6�
817 ミスティーフリップ 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：38．2� 84．3�
36 グラツィオーソ 牡3栗 56 藤懸 貴志 �キャロットファーム 藤岡 健一 新ひだか チャンピオンズファーム 502－ 41：38．41	 84．1�
510 コウエイサムライ 牡3芦 56 北村 友一西岡 静男氏 松元 茂樹 浦河 
川 啓一 454－ 41：38．61	 255．2�
714 プ リ ー メ ル 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500 ―1：38．81	 64．8�
715 ホープフルデイズ 牝3黒鹿54 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 438－ 61：39．86 147．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，716，500円 複勝： 44，959，400円 枠連： 21，349，000円
馬連： 66，246，100円 馬単： 35，872，700円 ワイド： 37，969，100円
3連複： 89，138，800円 3連単： 120，193，000円 計： 447，444，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 530円 � 520円 � 140円 枠 連（3－7） 11，960円

馬 連 �� 20，000円 馬 単 �� 40，950円

ワ イ ド �� 5，040円 �� 1，230円 �� 960円

3 連 複 ��� 16，040円 3 連 単 ��� 157，860円

票 数

単勝票数 計 317165 的中 � 14494（7番人気）
複勝票数 計 449594 的中 � 17623（9番人気）� 18031（8番人気）� 114842（1番人気）
枠連票数 計 213490 的中 （3－7） 1383（24番人気）
馬連票数 計 662461 的中 �� 2567（47番人気）
馬単票数 計 358727 的中 �� 657（97番人気）
ワイド票数 計 379691 的中 �� 1870（46番人気）�� 7994（12番人気）�� 10453（9番人気）
3連複票数 計 891388 的中 ��� 4166（49番人気）
3連単票数 計1201930 的中 ��� 552（412番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．8―12．2―12．4―12．0―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．8―48．0―1：00．4―1：12．4―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインガニオン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2014．10．26 京都3着

2012．4．8生 牡3黒鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ 5戦1勝 賞金 7，150，000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。
（非抽選馬） 3頭 クィーンアルビレオ号・シゲルシチフクジン号・トウカイクローネ号



16089 6月28日 晴 良 （27阪神3）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時25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� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

89 ポルトフォイユ 牡2鹿 54 武 豊 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470 ―1：50．0 1．5�
88 レッドヴェルサス 牡2鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490 ―1：50．85 6．6�
22 デ ィ ト 牡2黒鹿54 蛯名 正義�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468 ―1：51．54 10．2�
77 ウインクレド 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 450 ―1：52．03 8．9�
44 ゴッドカリビアン 牝2鹿 54 藤岡 佑介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 442 ― 〃 クビ 28．0	
55 サクレメジャー 牡2栗 54 C．ルメール K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518 ―1：52．1クビ 11．2

66 アドマイヤデライト 牡2黒鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 496 ―1：53．59 25．0�
11 カシノエイシ 牡2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 550 ―1：54．03 79．4�
33 ショーストーム 牡2鹿 54 福永 祐一吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 474 ―1：54．53 22．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，565，100円 複勝： 68，961，700円 枠連： 11，968，600円
馬連： 59，555，800円 馬単： 50，525，100円 ワイド： 30，567，700円
3連複： 71，405，700円 3連単： 181，264，000円 計： 531，813，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（8－8） 400円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 190円 �� 230円 �� 480円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 計 575651 的中 � 292375（1番人気）
複勝票数 計 689617 的中 � 418628（1番人気）� 66508（2番人気）� 48666（4番人気）
枠連票数 計 119686 的中 （8－8） 22850（1番人気）
馬連票数 計 595558 的中 �� 101526（1番人気）
馬単票数 計 505251 的中 �� 62807（1番人気）
ワイド票数 計 305677 的中 �� 46656（1番人気）�� 33839（2番人気）�� 13384（5番人気）
3連複票数 計 714057 的中 ��� 57670（2番人気）
3連単票数 計1812640 的中 ��� 56191（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．1―47．0―59．2―1：11．7―1：24．1―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．3
3 7＝8（3，9）（5，6）2，4，1 4 7＝（8，9）－（2，3，5，6）4＝1

勝馬の
紹 介

ポルトフォイユ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2013．4．4生 牡2鹿 母 ポルトフィーノ 母母 エアグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※カシノエイシ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

16090 6月28日 晴 稍重 （27阪神3）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 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± 01：51．1 8．6�
612 エイシンイースト 牡4黒鹿57 M．デムーロ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 486＋101：51．42 28．2�
23 コパノチャーリー 牡3栗 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 502± 01：51．5クビ 4．4�
816 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 512－ 21：51．6� 4．4�
35 ファイヤーロック 牡4黒鹿57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 470－ 21：51．91� 4．3�
713 ウインユニファイド 牡3黒鹿54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 6 〃 クビ 170．3	
48 ブルースブレイカー 牡3鹿 54 蛯名 正義市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 484－ 81：52．22 34．3

815 グレンガイル 牡4鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：52．3� 14．0�
24 マルイチワンダー 牡5栗 57 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 454± 0 〃 ハナ 116．5
611 デヴァスタシオン 牡3栃栗54 川田 将雅一村 哲也氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 498± 01：52．51	 6．2�
714 オ ル ナ 牡3鹿 54 小牧 太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 498± 0 〃 クビ 9．7�
47 ナムライットウセイ 牡5黒鹿 57

54 ▲義 英真奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 482＋ 6 〃 ハナ 177．0�
510 キョウエイインドラ 牡3鹿 54

53 ☆松若 風馬田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 21：52．71 106．5�
36 
 サカジロハンサム 牡4栗 57 国分 恭介ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 前田 宗将 518＋ 41：53．01� 203．8�
59 ダンツトゥルース 牡4鹿 57 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 482＋ 21：55．1大差 176．1�
12 クラウディオス �5栗 57 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：55．2� 86．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，413，900円 複勝： 56，657，200円 枠連： 17，644，100円
馬連： 79，464，100円 馬単： 38，969，500円 ワイド： 42，225，000円
3連複： 107，660，400円 3連単： 138，064，300円 計： 517，098，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 660円 � 220円 枠 連（1－6） 2，320円

馬 連 �� 12，550円 馬 単 �� 22，310円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 830円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 20，170円 3 連 単 ��� 154，700円

票 数

単勝票数 計 364139 的中 � 33606（5番人気）
複勝票数 計 566572 的中 � 74017（4番人気）� 18182（8番人気）� 75813（3番人気）
枠連票数 計 176441 的中 （1－6） 5883（13番人気）
馬連票数 計 794641 的中 �� 4904（31番人気）
馬単票数 計 389695 的中 �� 1310（59番人気）
ワイド票数 計 422250 的中 �� 3354（29番人気）�� 13700（11番人気）�� 4043（28番人気）
3連複票数 計1076604 的中 ��� 4003（55番人気）
3連単票数 計1380643 的中 ��� 647（378番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―13．2―12．5―12．8―12．3―12．0―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―36．4―48．9―1：01．7―1：14．0―1：26．0―1：38．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイナミックウオー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2012．6．10 阪神7着

2010．4．15生 牡5黒鹿 母 クリノトップレディ 母母 ビーバップアルー 30戦2勝 賞金 37，519，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 タガノコルコバード号



16091 6月28日 晴 良 （27阪神3）第8日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳53�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
2：10．1
2：10．0

良
良

11 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 500－102：14．8 8．4�
811 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿53 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 484＋ 82：14．9� 1．9�
33 メイショウラリマー 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 482－ 22：15．53� 6．7�
44 マイネルフレスコ 牡4栗 57 M．デムーロ �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 478－ 2 〃 クビ 5．1�
22 ダブルイーグル 牡7鹿 57

54 ▲�島 克駿田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 476－ 42：15．71� 68．6�
810 ステイザコース 	5栗 57 幸 英明 	シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 62：16．55 7．6

55 クールオープニング 牡4青鹿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 464＋ 42：16．82 27．0�
66 マハロチケット 牡4鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 478－ 22：17．22� 11．3�
67 パープルパルピナ 牡4鹿 57

54 ▲義 英真中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 492－ 22：17．62� 167．2
79 シゲルエッチュウ 牡4鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B448± 02：17．91
 257．0�
78 シェイクザバーレイ 牡5鹿 57 藤岡 康太 	サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 82：18．0
 155．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 37，008，500円 複勝： 47，376，300円 枠連： 16，145，100円
馬連： 74，723，100円 馬単： 46，365，800円 ワイド： 36，596，600円
3連複： 89，885，400円 3連単： 180，229，000円 計： 528，329，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 190円 � 110円 � 180円 枠 連（1－8） 660円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 350円 �� 580円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 10，710円

票 数

単勝票数 計 370085 的中 � 35109（5番人気）
複勝票数 計 473763 的中 � 45301（5番人気）� 187237（1番人気）� 50700（4番人気）
枠連票数 計 161451 的中 （1－8） 18700（4番人気）
馬連票数 計 747231 的中 �� 62600（4番人気）
馬単票数 計 463658 的中 �� 13927（9番人気）
ワイド票数 計 365966 的中 �� 26809（4番人気）�� 14574（8番人気）�� 36435（2番人気）
3連複票数 計 898854 的中 ��� 48985（4番人気）
3連単票数 計1802290 的中 ��� 12194（36番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．3―13．3―12．7―12．6―12．8―11．6―11．2―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．3―36．6―49．9―1：02．6―1：15．2―1：28．0―1：39．6―1：50．8―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインアルザス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sicyos デビュー 2012．7．15 中京4着

2010．3．29生 牡5鹿 母 シシーダルザス 母母 River Ried 23戦3勝 賞金 52，941，000円

16092 6月28日 晴 良 （27阪神3）第8日 第8競走 ��
��1，800�

き の さ き

城 崎 特 別
発走13時55分 （芝・右・外）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

713 ティーエスネオ 牡4芦 57 松若 風馬田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 522＋ 21：48．0 118．3�
46 ブレイヴリー 牡4鹿 57 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B484± 01：48．21� 8．2�
34 ヴィンテージローズ 牝4栗 55 小牧 太吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 クビ 17．7�
712 ラテラルアーク 牡4栗 57 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B482－ 2 〃 ハナ 13．4�
815 スティーグリッツ 牡3栗 54 福永 祐一�G1レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 アタマ 9．2�
23 ロ ー ハ イ ド 牡4鹿 57 川田 将雅石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 41：48．62	 31．0	
58 ワーキングプライド 牝3鹿 52 浜中 俊 
社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 21：48．7	 28．0�
11 ビオラフォーエバー 牡4栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 456－ 6 〃 アタマ 38．1�
47 フ ァ シ ー ノ 牡4鹿 57 岩田 康誠 
社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 470－ 61：48．9
 4．6
814 ロ カ 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：49．32	 2．0�
59 サダムロードショー 牡5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 460± 01：49．61
 136．2�
35 メモリーデシジョン �3栗 54 幸 英明�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 464± 01：49．7	 193．3�
22 フォルシャー 牡4栗 57 藤岡 佑介 
社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476＋ 61：50．01
 114．3�
611 コ ル サ ー レ 牡4黒鹿57 C．ルメール 
社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 490＋ 21：50．21	 17．3�
610� アンスメーヌ 牝4栗 55 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 450＋ 21：53．6大差 466．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，317，800円 複勝： 66，239，200円 枠連： 29，954，000円
馬連： 109，022，600円 馬単： 62，516，900円 ワイド： 59，068，300円
3連複： 145，733，800円 3連単： 242，051，300円 計： 762，903，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，830円 複 勝 � 2，930円 � 270円 � 490円 枠 連（4－7） 1，550円

馬 連 �� 54，370円 馬 単 �� 128，450円

ワ イ ド �� 15，290円 �� 26，600円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 196，930円 3 連 単 ��� 1，772，590円

票 数

単勝票数 計 483178 的中 � 3265（12番人気）
複勝票数 計 662392 的中 � 5123（13番人気）� 73811（3番人気）� 35585（7番人気）
枠連票数 計 299540 的中 （4－7） 14896（6番人気）
馬連票数 計1090226 的中 �� 1554（57番人気）
馬単票数 計 625169 的中 �� 365（122番人気）
ワイド票数 計 590683 的中 �� 983（65番人気）�� 564（78番人気）�� 10070（16番人気）
3連複票数 計1457338 的中 ��� 555（208番人気）
3連単票数 計2420513 的中 ��� 99（1337番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．8―12．2―12．2―11．5―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．4―46．2―58．4―1：10．6―1：22．1―1：34．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティーエスネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2013．12．15 阪神6着

2011．4．14生 牡4芦 母 レイナワルツ 母母 レイナロバリー 19戦2勝 賞金 18，243，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンスメーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月28日まで平地競走

に出走できない。



16093 6月28日 晴 良 （27阪神3）第8日 第9競走 ��
��1，200�

か い け

皆 生 特 別
発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．6．28以降27．6．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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
1：07．1
1：06．5

良
良

34 ヴィクタープライム 牡3青鹿53 横山 典弘村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 448± 01：08．7 10．5�
610 ケイアイユニコーン 牡6栗 55 秋山真一郎亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B500－ 21：09．01� 13．4�
713 オ ヒ ア 牝3黒鹿51 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 442－ 4 〃 アタマ 3．2�
46 スノーエンジェル 牝3芦 52 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 448＋ 41：09．1� 3．7�
58 ライブリシュネル 牡5鹿 54 藤岡 康太加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 2 〃 ハナ 55．3�
22 タガノザイオン 牡8鹿 55 武 豊八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 2 〃 クビ 7．6	
814 スリーアルテミス 牝7鹿 51 	島 克駿永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 472＋ 21：09．31
 90．4

815 デンコウヒノマル 牡4栗 56 幸 英明田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 504＋ 21：09．51 24．8�
35 アドマイヤクーガー 牡7栗 53 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 2 〃 アタマ 28．0�
712 ヒカリトリトン 牡7鹿 52 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 502＋ 2 〃 アタマ 113．6
23 フェブノヘア 牝4栗 54 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 456＋ 21：09．71
 19．2�
11 レ ム ミ ラ ス 牝4鹿 54 福永 祐一�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 456＋12 〃 ハナ 9．9�
47 タキオンレディー 牝3栗 50 高倉 稜�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 452－ 21：10．02 19．1�
59 ラブローレル 牝3青鹿50 松若 風馬増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 408＋ 2 〃 ハナ 32．4�
611 ナオミノユメ 牝6鹿 51 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 448± 01：10．63� 43．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，459，600円 複勝： 58，006，600円 枠連： 26，140，400円
馬連： 116，770，400円 馬単： 53，793，500円 ワイド： 56，221，500円
3連複： 147，260，000円 3連単： 200，166，500円 計： 701，818，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 350円 � 280円 � 160円 枠 連（3－6） 3，220円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 11，100円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，010円 �� 590円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 59，620円

票 数

単勝票数 計 434596 的中 � 32819（5番人気）
複勝票数 計 580066 的中 � 36341（6番人気）� 50026（4番人気）� 115072（1番人気）
枠連票数 計 261404 的中 （3－6） 6289（13番人気）
馬連票数 計1167704 的中 �� 16255（18番人気）
馬単票数 計 537935 的中 �� 3632（41番人気）
ワイド票数 計 562215 的中 �� 7608（19番人気）�� 14246（9番人気）�� 25795（3番人気）
3連複票数 計1472600 的中 ��� 14922（18番人気）
3連単票数 計2001665 的中 ��� 2434（172番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．8―10．8―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―33．8―44．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィクタープライム �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2015．2．15 小倉1着

2012．4．13生 牡3青鹿 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ 6戦3勝 賞金 30，621，000円

16094 6月28日 晴 稍重 （27阪神3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

はな

花のみちステークス
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，1，600万円以下，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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

711 カ ジ キ 牡6鹿 57 武 豊幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：09．5 23．5�
712 ペイシャモンシェリ 牡4鹿 57 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 474＋ 61：09．71� 2．2�
11 サンライズネガノ 牡5芦 57 C．ルメール 松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B496± 01：10．23 4．6�
45 カフジテイク 牡3青鹿54 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 474＋ 21：10．3クビ 9．0�
46 テイクファイア 牡5鹿 57 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478± 01：10．51� 16．6�
814	 ミリオンヴォルツ 牡6鹿 57 M．デムーロ林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 496± 0 〃 クビ 30．8�
33 エリアコンプリート 牡6栗 57 北村 友一前田 幸治氏 大根田裕之 新冠 芳住 革二 470－ 21：10．6
 21．1	
610 トキノゲンジ 牡7鹿 57 藤岡 康太中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 492± 0 〃 クビ 43．8

58 エーシングリズリー 牡6黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 476＋ 21：10．81 53．0�
69 	 インディーズゲーム 牡7鹿 57 蛯名 正義薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 470－ 8 〃 クビ 86．6
22 サウスビクトル 牡6黒鹿57 幸 英明南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 474＋ 81：11．01
 67．9�
34 ドニカナルボーイ 牡5黒鹿57 岩田 康誠廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 464＋ 81：11．53 5．1�
57 	 レアヴェントゥーレ 牡5芦 57 浜中 俊小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC 536＋ 21：12．03 32．8�
813 タイセイマスタング 牡6栗 57 高倉 稜田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 546＋141：12．53 170．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，812，600円 複勝： 77，886，300円 枠連： 37，256，000円
馬連： 183，209，700円 馬単： 91，493，500円 ワイド： 74，600，700円
3連複： 227，972，600円 3連単： 383，435，200円 計： 1，135，666，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 470円 � 120円 � 150円 枠 連（7－7） 3，550円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 9，880円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，610円 �� 250円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 50，840円

票 数

単勝票数 計 598126 的中 � 20287（7番人気）
複勝票数 計 778863 的中 � 27096（7番人気）� 221148（1番人気）� 133381（2番人気）
枠連票数 計 372560 的中 （7－7） 8121（10番人気）
馬連票数 計1832097 的中 �� 39493（10番人気）
馬単票数 計 914935 的中 �� 6941（26番人気）
ワイド票数 計 746007 的中 �� 14962（11番人気）�� 10552（18番人気）�� 92165（1番人気）
3連複票数 計2279726 的中 ��� 37220（12番人気）
3連単票数 計3834352 的中 ��� 5467（136番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．4―11．4―11．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―34．6―46．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ジ キ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．7．31 小倉2着

2009．3．26生 牡6鹿 母 エターナルハピネス 母母 サンクレール 12戦4勝 賞金 52，029，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ウィッシュハピネス号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※インディーズゲーム号・カフジテイク号・レアヴェントゥーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



16095 6月28日 晴 良 （27阪神3）第8日 第11競走 ��
��2，200�第56回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・右）
3歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除3歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上58�，牝馬2�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：10．1
2：10．0
2：10．1

良
良
良

816 ラブリーデイ 牡5黒鹿58 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：14．4 14．2�

36 デニムアンドルビー 牝5鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 31．3�

11 ショウナンパンドラ 牝4鹿 56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 42：14．61� 99．2�

714 トーホウジャッカル 牡4栗 58 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 484± 02：14．7	 17．7�
611 ヌーヴォレコルト 牝4栗 56 岩田 康誠原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 クビ 9．1�
48 ディアデラマドレ 牝5鹿 56 藤岡 康太 	キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 ハナ 21．8

612 レッドデイヴィス �7鹿 58 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－ 42：14．8クビ 151．1�
713 ラ キ シ ス 牝5鹿 56 C．ルメール 大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478＋10 〃 クビ 5．1�
23 ネオブラックダイヤ 牡7青鹿58 秋山真一郎小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518± 02：14．9クビ 158．4
59 トウシンモンステラ 牡5黒鹿58 和田 竜二�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 486－ 82：15．11� 293．3�
47 ワンアンドオンリー 牡4黒鹿58 M．デムーロ前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482 〃 クビ 10．6�
12 トーセンスターダム 牡4黒鹿58 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502 2：15．2	 28．4�
35 カレンミロティック �7栗 58 蛯名 正義鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：15．41 14．1�
510 オーシャンブルー 牡7鹿 58 松山 弘平青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 436－ 22：15．5� 283．7�
815 ゴールドシップ 牡6芦 58 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B506－ 42：15．6� 1．9�
24 アドマイヤスピカ 牡5栗 58 幸 英明近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：15．7	 222．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 899，965，000円 複勝： 738，571，700円 枠連： 607，166，600円 馬連： 2，581，330，800円 馬単： 1，446，504，900円
ワイド： 991，427，000円 3連複： 3，859，273，600円 3連単： 8，451，097，700円 5重勝： 747，536，400円 計： 20，322，873，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 470円 � 640円 � 1，630円 枠 連（3－8） 750円

馬 連 �� 12，900円 馬 単 �� 19，250円

ワ イ ド �� 3，490円 �� 11，080円 �� 10，140円

3 連 複 ��� 157，770円 3 連 単 ��� 528，510円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／函館11R／東京11R／阪神11R

キャリーオーバー なし����� 174，425，160円

票 数

単勝票数 計8999650 的中 � 505247（6番人気）
複勝票数 計7385717 的中 � 443254（6番人気）� 309846（8番人気）� 111918（11番人気）
枠連票数 計6071666 的中 （3－8） 621622（3番人気）
馬連票数 計25813308 的中 �� 155070（37番人気）
馬単票数 計14465049 的中 �� 56341（50番人気）
ワイド票数 計9914270 的中 �� 73976（36番人気）�� 22976（62番人気）�� 25125（59番人気）
3連複票数 計38592736 的中 ��� 18346（212番人気）
3連単票数 計84510977 的中 ��� 11593（864番人気）
5重勝票数 計7475364 的中 ����� 3

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．8―36．0―49．4―1：02．5―1：15．2―1：27．7―1：39．4―1：50．4―2：02．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0
1
3
12，16，10，2，3，11（1，7，14）（5，8，13）9－4－6－15
12，16（2，10）3（1，11）（7，14）（5，8，13）9（6，4，15）

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

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 23戦7勝 賞金 428，061，000円
〔発走状況〕 ゴールドシップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 デニムアンドルビー号の騎手浜中俊は，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。
〔調教再審査〕 ゴールドシップ号は，発走調教再審査。

16096 6月28日 晴 稍重 （27阪神3）第8日 第12競走 ��
��1，400�リ ボ ン 賞

発走16時30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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 フミノファルコン 牡5黒鹿57 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 536± 01：23．7 2．7�
714 サ ン レ ー ン 牝5鹿 55 蛯名 正義 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 478＋ 2 〃 クビ 5．0�
36 ボクノナオミ 牝3鹿 52 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：24．02 11．4�
816 アドマイヤシェル 牡5栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 528－ 41：24．21� 15．7�
612 マッシヴヒーロー 牡6鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 460± 0 〃 アタマ 184．4�
35 ナムラヒューマン 牡3芦 54 横山 典弘奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 462＋ 4 〃 アタマ 14．5�
510 ブルームーン 牡3鹿 54 M．デムーロ	ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 61：24．3	 7．5

713 マーティンオート 牝5鹿 55 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 492＋161：24．72	 27．6�
815 タガノナパヴァレー 
6黒鹿57 岩田 康誠八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 8 〃 ハナ 93．3�
12 ク ロ ー チ ェ 
6栗 57 松山 弘平 キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 512－201：24．91� 61．7�
59 � ベストサーパス 牡6栗 57 大下 智小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc 502－ 61：25．0	 165．0�
611 ワンダーフォルテ 牡7栗 57 国分 恭介山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 498－141：25．2� 230．8�
11 プ ロ ス パ ー 牡4黒鹿57 小牧 太前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 21：25．3� 4．8�
24 グランシェリー 牝4芦 55 藤岡 佑介間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516＋361：25．61� 41．8�
47 マルカファイン 牡6栗 57 秋山真一郎日下部 猛氏 松永 昌博 様似 猿倉牧場 510－ 81：25．7	 56．2�
48 テイエムゲッタドン 牡4栗 57 松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 522＋241：25．91� 168．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 114，840，600円 複勝： 129，781，200円 枠連： 64，969，600円
馬連： 269，921，800円 馬単： 131，987，300円 ワイド： 127，522，000円
3連複： 327，383，800円 3連単： 609，357，800円 計： 1，775，764，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 160円 � 260円 枠 連（2－7） 540円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 280円 �� 480円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 7，880円

票 数

単勝票数 計1148406 的中 � 337428（1番人気）
複勝票数 計1297812 的中 � 383574（1番人気）� 198261（2番人気）� 88327（5番人気）
枠連票数 計 649696 的中 （2－7） 93023（1番人気）
馬連票数 計2699218 的中 �� 355520（1番人気）
馬単票数 計1319873 的中 �� 97999（1番人気）
ワイド票数 計1275220 的中 �� 130933（2番人気）�� 65804（4番人気）�� 31549（11番人気）
3連複票数 計3273838 的中 ��� 103884（5番人気）
3連単票数 計6093578 的中 ��� 56007（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．5―47．7―59．5―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．0
3 9（6，14）（1，13）3（7，12）2（4，16）（10，5，11）15，8 4 ・（9，6）14（1，13）3（7，12）4（2，16）10（5，11）15，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノファルコン �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．1 阪神5着

2010．4．30生 牡5黒鹿 母 セキサンジョオウ 母母 セキサンシラオキ 27戦4勝 賞金 102，830，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カフジテイク号
（非抽選馬）10頭 アグネスダリム号・カリスマサンスカイ号・キングズガード号・グロシュラライト号・サンマルビューティ号・

シルヴァーグレイス号・ナリタロック号・メイショウヒコボシ号・レギス号・ロードヴォルケーノ号

５レース目



（27阪神3）第8日 6月28日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

474，670，000円
1，060，000円
5，420，000円
6，850，000円
43，470，000円
72，301，000円
5，220，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
1，406，260，300円
1，424，321，200円
878，125，500円
3，706，991，200円
2，060，190，000円
1，550，210，900円
5，295，963，100円
10，846，296，900円
747，536，400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
5 重 勝
計 27，915，895，500円

総入場人員 68，354名 （有料入場人員 66，014名）



平成27年度 第3回阪神競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，384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

1，905，020，000円
12，520，000円
53，740，000円
16，500，000円
171，830，000円
547，125，000円
38，755，000円
13，286，400円

勝馬投票券売得金
4，523，511，600円
6，261，093，900円
2，799，471，500円
11，905，034，500円
6，330，687，700円
5，536，556，900円
16，228，455，100円
28，913，465，400円
747，536，400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
5 重 勝
計 83，245，813，000円

総入場延人員 181，822名 （有料入場延人員 171，058名）
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