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16025 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 レッドディオーサ 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 452－ 21：53．3 2．8�
35 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 小牧 太菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 456＋101：53．72� 18．1�
713 リ ー ズ 牝3芦 54 酒井 学阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 454＋ 21：54．65 71．0�
23 エ ア シ ョ ウ 牝3黒鹿54 松田 大作 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 460－ 81：54．81� 3．4�
815 ダイワウィズミー 牝3栗 54 福永 祐一大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 466± 01：55．01� 7．1�
510 リベリーターン 牝3鹿 54 和田 竜二	バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 474± 0 〃 クビ 8．5

816 ピンクノオウマサン 牝3芦 54 岩田 康誠石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 424＋ 41：55．53 21．8�
12 エイシンキスミー 牝3鹿 54 M．デムーロ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 490 ―1：56．03 8．5�
612 タガノプリンセス 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 01：56．42� 14．3
11 アップスタイル 牝3栗 54

52 △義 英真 	社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 444－121：56．5� 216．8�
59 メイショウユキンコ 牝3栗 54

52 △加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日東牧場 436± 0 〃 アタマ 299．3�
36 タマモパフューム 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 428＋ 21：56．6クビ 167．4�
48 モーヴァンヒル 牝3栗 54

51 ▲荻野 極金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 432－ 81：56．7� 49．6�

714 メテオストーム 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 晴哉氏 角居 勝彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 41：57．12� 85．4�

611 ゴールデンビューチ 牝3鹿 54 松若 風馬�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 446± 01：57．42 238．1�
（15頭）

24 セ ラ サ イ ト 牝3栗 54
51 ▲森 裕太朗山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，553，200円 複勝： 36，117，400円 枠連： 11，739，500円
馬連： 50，314，300円 馬単： 27，728，500円 ワイド： 32，871，100円
3連複： 77，498，500円 3連単： 99，650，200円 計： 357，472，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 470円 � 1，430円 枠 連（3－4） 2，300円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，460円 �� 12，940円

3 連 複 ��� 51，300円 3 連 単 ��� 166，460円

票 数

単勝票数 計 215532 的中 � 60783（1番人気）
複勝票数 計 361174 的中 � 91873（2番人気）� 16799（7番人気）� 4860（11番人気）
枠連票数 計 117395 的中 （3－4） 3941（10番人気）
馬連票数 計 503143 的中 �� 16159（9番人気）
馬単票数 計 277285 的中 �� 5806（15番人気）
ワイド票数 計 328711 的中 �� 9948（10番人気）�� 2405（30番人気）�� 634（57番人気）
3連複票数 計 774985 的中 ��� 1133（93番人気）
3連単票数 計 996502 的中 ��� 434（369番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．5―50．1―1：02．6―1：15．2―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドディオーサ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．1．24 京都6着

2013．2．9生 牝3鹿 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔出走取消〕 セラサイト号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 エアショウ号の騎手松田大作は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※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 イケジュンクイーン号
（非抽選馬） 1頭 メイショウレオネス号

16026 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

713 ダッシャークワトロ �3鹿 56 北村 友一芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B434－ 21：12．2 145．3�
816 タイキラメール 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 464± 0 〃 アタマ 6．2�
23 � アメリカントップ 牡3鹿 56 M．デムーロ吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B532－ 2 〃 クビ 1．9�
12 ウォーターバオバブ 牡3栗 56 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 484± 01：12．3	 14．4�
47 ナイトレスシティ 牝3黒鹿54 田中 健加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 484＋ 41：12．4クビ 52．4�
36 ユーキホープ 牡3鹿 56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 488－ 6 〃 アタマ 24．9	
714 ローゼンタール 牝3栗 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 494± 01：12．5	 20．8

611 ニシノラディアント 牡3鹿 56 岩田 康誠西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B488＋ 21：12．71	 7．7�
24 � クワッドアーチ 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 中内田充正 米 Woodford

Thoroughbreds B532－ 61：13．33	 33．5�
11 ダ イ ト カ イ 牝3鹿 54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス 牧田 和弥 日高 オリオンファーム 426－ 2 〃 クビ 511．5�
48 � ロケットビーン 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 西村 真幸 米 Rosairo

Zuppardo 532－ 21：13．4クビ 6．3�
35 モ ン ド ー ル 牡3栗 56 酒井 学吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム B476± 0 〃 クビ 319．2�
612 エイシンヴィーヴォ 牝3栗 54 川島 信二栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 城地 清満 438－ 41：13．5クビ 27．1�
510� エ テ 牝3鹿 54 浜中 俊西山 茂行氏 森 秀行 米 Alan S. Kline

Revocable Trust 464＋141：13．81
 40．2�
815 シゲルクロカジキ 牡3鹿 56

54 △加藤 祥太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 福岡 駿弥 504＋ 81：13．9	 343．5�
59 リ リ ス モ �3栗 56 松若 風馬 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 B462＋ 21：14．85 179．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，537，200円 複勝： 56，691，300円 枠連： 13，132，800円
馬連： 53，702，000円 馬単： 31，474，700円 ワイド： 37，891，000円
3連複： 75，718，500円 3連単： 109，820，500円 計： 404，968，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，530円 複 勝 � 2，150円 � 170円 � 110円 枠 連（7－8） 4，890円

馬 連 �� 55，710円 馬 単 �� 138，850円

ワ イ ド �� 9，690円 �� 4，470円 �� 260円

3 連 複 ��� 27，010円 3 連 単 ��� 380，950円

票 数

単勝票数 計 265372 的中 � 1461（12番人気）
複勝票数 計 566913 的中 � 2986（12番人気）� 68634（2番人気）� 262627（1番人気）
枠連票数 計 131328 的中 （7－8） 2078（14番人気）
馬連票数 計 537020 的中 �� 747（60番人気）
馬単票数 計 314747 的中 �� 170（127番人気）
ワイド票数 計 378910 的中 �� 886（59番人気）�� 1938（42番人気）�� 46219（1番人気）
3連複票数 計 757185 的中 ��� 2102（69番人気）
3連単票数 計1098205 的中 ��� 209（675番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．0―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダッシャークワトロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．12．13 阪神9着

2013．5．25生 �3鹿 母 ストリートスタイル 母母 フィラストリート 5戦1勝 賞金 4，800，000円
〔制裁〕 ダイトカイ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）
※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） 9頭 アイファーリスナー号・サンオーロラ号・シゲルカマス号・セイシュプリーム号・ノアビジン号・

マヤブリリアント号・マンテンロード号・メイショウダイウン号・リッカークイーン号

第３回 阪神競馬 第３日



16027 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3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）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

714 マ リ エ ラ 牡3鹿 56 川田 将雅栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 520± 01：25．1 2．2�
24 シゲルオニカマス 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 534＋10 〃 クビ 8．6�
23 スナークウルフ 牡3栗 56

54 △城戸 義政杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 有限会社
吉田ファーム 486－ 21：25．52� 21．2�

35 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム B510± 0 〃 ハナ 5．4�
816 カシマホープスター 牡3黒鹿56 和田 竜二�カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 494－ 81：25．92� 12．1�
713 テイエムダイバリキ 牡3青鹿 56

53 ▲坂井 瑠星竹園 正繼氏 日吉 正和 新ひだか チャンピオンズファーム 508＋ 41：26．21� 148．1	
510 ニホンピロスマート 牡3栗 56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 462＋ 2 〃 クビ 221．7

59 ブレイキングザロウ 牡3栗 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－ 21：26．41 4．6�
611 フジヤマコクリュウ 牡3青鹿 56

55 ☆小崎 綾也藤本美也子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 388－ 6 〃 ハナ 281．8
815 ボ ン ニ デ ー 牝3黒鹿54 M．デュプレシス 堀 祥子氏 渡辺 薫彦 日高 シンボリ牧場 458－101：26．5� 306．5�

（新）

48 カイソクポリス 牡3鹿 56 浜中 俊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 476± 01：26．71� 18．3�
47 ビービーリフレクト 牡3栗 56 松田 大作�坂東牧場 野中 賢二 平取 坂東牧場 486＋ 2 〃 アタマ 17．3�
11 ス リ ー バ ゴ 牡3青鹿 56

53 ▲荻野 極永井商事� 坪 憲章 むかわ 新井牧場 B480－101：26．8� 191．9�
612 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿 56

54 △義 英真近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B458－ 21：27．43� 63．2�
36 ホウオウシップ 牡3黒鹿56 中谷 雄太小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B488－ 61：27．5クビ 101．9�
12 スリージュビリー 牡3青鹿56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 482－ 41：28．45 519．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，356，500円 複勝： 38，538，300円 枠連： 14，232，500円
馬連： 54，231，100円 馬単： 29，176，400円 ワイド： 33，808，400円
3連複： 75，959，600円 3連単： 101，581，800円 計： 375，884，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 280円 � 400円 枠 連（2－7） 740円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，010円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 16，890円

票 数

単勝票数 計 283565 的中 � 101103（1番人気）
複勝票数 計 385383 的中 � 92983（1番人気）� 31814（5番人気）� 20040（8番人気）
枠連票数 計 142325 的中 （2－7） 14797（3番人気）
馬連票数 計 542311 的中 �� 35722（4番人気）
馬単票数 計 291764 的中 �� 12742（4番人気）
ワイド票数 計 338084 的中 �� 19977（4番人気）�� 8436（14番人気）�� 3279（25番人気）
3連複票数 計 759596 的中 ��� 9676（22番人気）
3連単票数 計1015818 的中 ��� 4358（51番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―12．2―12．2―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―46．7―58．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ リ エ ラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Desert King デビュー 2015．8．1 札幌9着

2013．3．10生 牡3鹿 母 ホウショウルビー 母母 Gaily Field 5戦1勝 賞金 8，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブラックウィンダム号
（非抽選馬） 4頭 オースミマルス号・テイエムフライヤー号・トーアイザヨイ号・ハギノハイスタイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

16028 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第4競走 ��
��1，200�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

714 ジェルミナーレ 牝3鹿 54 M．デムーロ �ターフ・スポート牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 434－ 41：08．8 2．5�
611 ロングハード 牝3黒鹿54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 446＋101：09．54 67．9�
815 ウイングフィールド 牝3鹿 54 国分 優作塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 474＋ 8 〃 クビ 5．3�
59 クレストシチー 牡3鹿 56 幸 英明 �友駿ホースクラブ 西園 正都 浦河 桑田牧場 482＋ 61：09．71� 5．3�
612 スノーサミット 牝3栗 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－12 〃 クビ 10．6	
35 オンマイステージ 牝3芦 54 松若 風馬大塚 亮一氏 千田 輝彦 新冠 秋田牧場 452＋121：09．8クビ 47．5

713 レーヌドコロール 牝3黒鹿54 酒井 学 �シルクレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－ 61：10．22� 23．0�
48 ナンヨートゥループ 牡3黒鹿 56

54 △加藤 祥太中村 德也氏 西村 真幸 新冠 村上 欽哉 454－ 41：10．3クビ 340．2�
12 デンコウセドナ 牡3鹿 56

54 △義 英真田中 康弘氏 南井 克巳 様似 中脇 一幸 530＋ 4 〃 クビ 11．9
23 カノヤパリティ 牝3栗 54

53 ☆	島 克駿神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 B438－10 〃 アタマ 14．3�
47 レディオブフレイム 牝3鹿 54 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 484 ―1：10．4クビ 29．3�
36 
 モズジャカランダ 牝3栗 52

51 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 豪 Ramsey Pas-
toral Co Pty Ltd 454 ―1：10．61� 52．4�

24 ブリリョドソル 牝3黒鹿54 松山 弘平名古屋友豊� 宮本 博 洞�湖 レイクヴィラファーム 444± 01：11．23� 11．3�
816 モアナブリーズ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星 �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 414 ―1：11．73 138．5�

11 キングアタリオー 牡3栗 56 国分 恭介伊藤 正男氏 浜田多実雄 新冠 小松 隆弘 488－ 61：12．76 106．4�
（15頭）

510 アカカホール 牝3栗 54 小牧 太守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，967，700円 複勝： 38，333，300円 枠連： 14，394，100円
馬連： 57，505，400円 馬単： 30，554，300円 ワイド： 35，606，800円
3連複： 76，922，500円 3連単： 103，837，800円 計： 384，121，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 850円 � 160円 枠 連（6－7） 980円

馬 連 �� 9，870円 馬 単 �� 12，640円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 290円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 11，880円 3 連 単 ��� 64，120円

票 数

単勝票数 計 269677 的中 � 83401（1番人気）
複勝票数 計 383333 的中 � 96122（1番人気）� 7275（11番人気）� 67912（2番人気）
枠連票数 計 143941 的中 （6－7） 11304（4番人気）
馬連票数 計 575054 的中 �� 4514（31番人気）
馬単票数 計 305543 的中 �� 1812（44番人気）
ワイド票数 計 356068 的中 �� 3080（30番人気）�� 37905（1番人気）�� 2028（39番人気）
3連複票数 計 769225 的中 ��� 4855（39番人気）
3連単票数 計1038378 的中 ��� 1174（215番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―11．5―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―45．6―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 ・（11，14）（7，9，15）1，4（3，5）2，12，13－8－6，16 4 ・（11，14）（7，9，15）5（1，4，12）2（3，13）－8－6－16

勝馬の
紹 介

ジェルミナーレ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．11．28 京都4着

2013．3．24生 牝3鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル 5戦1勝 賞金 8，650，000円
〔出走取消〕 アカカホール号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングアタリオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月11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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ジングルベルロック号・マーシフルレイン号



16029 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

44 キャスパリーグ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�杉山忠国 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 432 ―1：22．9 4．1�
66 アダムバローズ 牡2黒鹿54 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 490 ―1：23．11� 3．2�
22 ムテキングス 牡2鹿 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか 飛野牧場 462 ― 〃 アタマ 4．6�
33 スズカブラック 牡2栗 54 国分 優作永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 472 ―1：23．31� 82．3�
11 サツキユニヴァース 牝2栗 54 川島 信二小野 博郷氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 432 ―1：23．4� 111．1�
79 スーサンゴー 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 456 ―1：23．61� 9．3	
55 ジャスティンラヴ 牝2黒鹿54 福永 祐一前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 400 ―1：23．7� 8．3

811 サンライズキリシマ 牡2栗 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 門別牧場 424 ―1：24．33� 91．4�
78 ブリシンガメン 牝2栗 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 464 ―1：24．51� 9．7�
67 ナインゴラン 牡2栗 54 高倉 稜 コスモヴューファーム 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：25．45 185．0�
810 トミケンナプロスト 牡2鹿 54 松若 風馬冨樫 賢二氏 清水 久詞 青森 石田 英機 458 ―1：25．71� 15．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，689，700円 複勝： 33，566，100円 枠連： 11，088，800円
馬連： 48，161，800円 馬単： 29，265，200円 ワイド： 27，260，500円
3連複： 59，432，900円 3連単： 103，619，400円 計： 348，084，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 130円 � 130円 枠 連（4－6） 760円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 330円 �� 360円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 6，140円

票 数

単勝票数 計 356897 的中 � 72433（2番人気）
複勝票数 計 335661 的中 � 54935（3番人気）� 71207（1番人気）� 66364（2番人気）
枠連票数 計 110888 的中 （4－6） 11235（2番人気）
馬連票数 計 481618 的中 �� 46711（2番人気）
馬単票数 計 292652 的中 �� 14009（4番人気）
ワイド票数 計 272605 的中 �� 21254（2番人気）�� 18880（3番人気）�� 24587（1番人気）
3連複票数 計 594329 的中 ��� 38371（1番人気）
3連単票数 計1036194 的中 ��� 12229（7番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャスパリーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2014．5．5生 牝2鹿 母 レジェンドキャット 母母 Que Belle 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16030 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第6競走 ��2，000�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

59 エ イ ム 牡3青鹿56 M．デュプレシスライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 458－ 62：07．3 31．8�
（新）

510 タガノジーニアス 牡3鹿 56 古川 吉洋八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 492－ 8 〃 クビ 30．9�

35 ルドルフィーナ 牡3青鹿 56
55 ☆小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 472＋ 82：07．4� 28．4�
47 グランセノーテ 牡3栗 56 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 524± 02：07．5� 5．9�
12 カレンジラソーレ 牡3栗 56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 490－ 22：07．6� 1．9�
48 ドリームフォー 牡3芦 56 松若 風馬	谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B486－102：07．7クビ 19．2

24 ハギノグランコート 牡3栗 56 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 22：08．02 21．6�
11 クリノプラハ 牡3鹿 56 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 538－ 42：08．42� 11．0�
36 フローレススカイ 牝3芦 54

52 △義 英真飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B470± 02：08．93 64．5
714 メイショウエゾホシ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B510－ 62：09．75 187．8�
611 ウォータープリアム 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 502－10 〃 アタマ 6．5�
612 ベリーフェイマス 牡3黒鹿56 M．デムーロ青山 洋一氏 村山 明 日高 下河辺牧場 446－122：10．01� 11．2�
816 アイアンドーム 牡3黒鹿 56

53 ▲坂井 瑠星池上 一馬氏 須貝 尚介 新ひだか グローリーファーム B474－102：10．63� 165．2�
23 アスターシャトル 牡3青鹿56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 山田 昇史 492＋ 22：10．7クビ 377．9�
713 サトノシンゲキ �3鹿 56

53 ▲荻野 極里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 474± 02：11．55 253．4�
（15頭）

815 アブソルプション �3黒鹿 56
54 △加藤 祥太 	キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 498－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，331，600円 複勝： 35，336，100円 枠連： 16，314，400円
馬連： 51，623，900円 馬単： 28，107，200円 ワイド： 32，282，500円
3連複： 71，298，400円 3連単： 102，794，200円 計： 362，088，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 570円 � 660円 � 790円 枠 連（5－5） 33，440円

馬 連 �� 35，430円 馬 単 �� 79，240円

ワ イ ド �� 6，160円 �� 6，810円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 127，010円 3 連 単 ��� 653，730円

票 数

単勝票数 差引計 243316（返還計 3009） 的中 � 6108（10番人気）
複勝票数 差引計 353361（返還計 5146） 的中 � 16872（8番人気）� 14234（9番人気）� 11593（10番人気）
枠連票数 差引計 163144（返還計 131） 的中 （5－5） 378（32番人気）
馬連票数 差引計 516239（返還計 16777） 的中 �� 1129（52番人気）
馬単票数 差引計 281072（返還計 8900） 的中 �� 266（106番人気）
ワイド票数 差引計 322825（返還計 12984） 的中 �� 1352（48番人気）�� 1221（50番人気）�� 1889（40番人気）
3連複票数 差引計 712984（返還計 43409） 的中 ��� 421（170番人気）
3連単票数 差引計1027942（返還計 59859） 的中 ��� 114（877番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．0―14．5―13．2―13．0―12．6―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．3―50．8―1：04．0―1：17．0―1：29．6―1：41．9―1：54．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ イ ム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 モ ガ ミ デビュー 2015．10．11 京都6着

2013．2．20生 牡3青鹿 母 ナカミファンタジア 母母 ナカミサフアイヤ 10戦1勝 賞金 7，100，000円
〔競走除外〕 アブソルプション号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 グランセノーテ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 グランセノーテ号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミスターライジン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



16031 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 マイティティー 牝4鹿 55
52 ▲荻野 極五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：50．9 1．8�

815 ナオミベガス 牝3黒鹿52 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉村 圭司 平取 坂東牧場 452－ 61：51．22 5．4�
510 フ ィ エ ル テ 牝4鹿 55 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 476＋ 81：52．58 25．5�
12 ピエノフィオレ 牝4黒鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 440－ 41：52．6� 14．0�
23 トップノート 牝3栗 52 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472－ 41：52．81� 10．0�
11 ア ブ ニ ー ル 牝5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－ 41：53．33 246．9	
714 ダンツチェック 牝3鹿 52

49 ▲坂井 瑠星山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 490＋ 4 〃 アタマ 86．2

47 クリスタルキャノン 牝3芦 52 川須 栄彦飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 B446± 01：53．51� 79．1�
35 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 菱田 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 478＋ 41：53．6� 10．9�
59 グロリアスメーカー 牝3鹿 52 秋山真一郎 フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 428－ 2 〃 アタマ 9．9�
713� イ ト ハ ユ リ 牝5芦 55 小牧 太田畑 憲士氏 庄野 靖志 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 81：53．7� 26．4�
816� ジューンヴィエナ 牝5鹿 55

53 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 422－ 61：53．8� 227．2�
611 ベルリンガー 牝3黒鹿52 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：54．01� 36．6�
24 � アグリナデシコ 牝5黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 444＋ 21：55．06 615．9�
612 グランドサッチャー 牝3栗 52

51 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498＋ 41：56．38 157．3�
36 � アイノフシギ 牝4栗 55 藤懸 貴志河内 敏氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 486＋251：56．4� 391．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，336，400円 複勝： 43，378，800円 枠連： 15，901，900円
馬連： 65，271，500円 馬単： 35，775，700円 ワイド： 40，438，400円
3連複： 86，685，300円 3連単： 127，660，700円 計： 446，448，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 210円 � 400円 枠 連（4－8） 620円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 380円 �� 790円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 11，370円

票 数

単勝票数 計 313364 的中 � 139209（1番人気）
複勝票数 計 433788 的中 � 136818（1番人気）� 46992（3番人気）� 18776（8番人気）
枠連票数 計 159019 的中 （4－8） 19804（2番人気）
馬連票数 計 652715 的中 �� 66826（1番人気）
馬単票数 計 357757 的中 �� 27823（1番人気）
ワイド票数 計 404384 的中 �� 30336（3番人気）�� 12783（7番人気）�� 4065（29番人気）
3連複票数 計 866853 的中 ��� 17060（11番人気）
3連単票数 計1276607 的中 ��� 8140（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．4―49．2―1：02．0―1：14．5―1：26．8―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイティティー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．10 小倉5着

2012．3．6生 牝4鹿 母 チアズガディス 母母 チアズグレイス 18戦3勝 賞金 26，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドサッチャー号・アイノフシギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月

11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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カルシャン号・サンレイフレンチ号
（非抽選馬） 1頭 ヤマガール号

16032 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

11 ウエスタンラムール 牡4黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 456＋ 21：10．8 18．2�
816� ジーブレイズ 牡3芦 54 福永 祐一ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons

& Kilboy Estate 484± 0 〃 クビ 2．5�
24 � エイシンパライソ 牡4栗 57 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B514＋ 81：11．01	 6．6�
12 � エイシンピカソ 牝3栗 52 M．デムーロ平井 克彦氏 野中 賢二 米

Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

452－ 21：11．21	 8．8�
815 ブルームーン 牡4鹿 57 浜中 俊�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋101：11．41	 4．9�
35 マッカートニー 牡3栗 54 岩田 康誠薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 470－101：11．61	 61．9	
611 テイエムシャンパン 牡4芦 57

54 ▲坂井 瑠星竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 490＋10 〃 アタマ 46．8

59 サンビショップ 
4栗 57 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 452－ 21：11．81	 47．2�
36 ウォーターメアヌイ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 416－ 41：12．01	 306．6�
612 ミトノゴールド 牡4栗 57 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B476－ 61：12．1� 10．6
47 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426＋ 4 〃 クビ 8．8�
714 ブラックジョー 
3青鹿54 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470＋ 21：12．2クビ 24．5�
23 アイファーサラオー 牡4鹿 57 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 494－101：12．41	 67．1�
510 サンマルスカイ 牡4鹿 57 岡田 祥嗣相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 442－121：13．03� 291．5�
713 シゲルクロマグロ 牡3黒鹿54 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 B508± 0 〃 クビ 376．4�
48 カシノヒカル 牡5鹿 57 川須 栄彦柏木 務氏 高橋 康之 浦河 荻伏三好フ

アーム 488－ 81：13．21	 360．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，990，000円 複勝： 57，807，200円 枠連： 23，057，300円
馬連： 91，700，700円 馬単： 42，893，500円 ワイド： 53，161，400円
3連複： 120，823，400円 3連単： 165，957，100円 計： 592，390，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 300円 � 130円 � 180円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，280円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 33，540円

票 数

単勝票数 計 369900 的中 � 16190（7番人気）
複勝票数 計 578072 的中 � 36518（7番人気）� 154301（1番人気）� 80808（2番人気）
枠連票数 計 230573 的中 （1－8） 32267（1番人気）
馬連票数 計 917007 的中 �� 32856（7番人気）
馬単票数 計 428935 的中 �� 5880（18番人気）
ワイド票数 計 531614 的中 �� 14755（14番人気）�� 10049（15番人気）�� 36733（2番人気）
3連複票数 計1208234 的中 ��� 23862（11番人気）
3連単票数 計1659571 的中 ��� 3587（106番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．0―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンラムール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．11．2 京都7着

2012．4．26生 牡4黒鹿 母 ウエスタンクィーン 母母 ウエスタンシャープ 22戦3勝 賞金 37，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノダイスーシー号・シゲルゴホウサイ号
（非抽選馬） 3頭 クリノミユキチャン号・コパノチャールズ号・ミスズモンブラン号



16033 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第9競走 ��
��2，400�

い く た

生 田 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

811 エトランドル 牡4鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 536± 02：24．4 3．0�
78 チ ャ パ ラ 牡4黒鹿57 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 22：25．03� 5．9�
67 マイネルレオーネ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �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 410＋ 42：25．1� 5．7�
66 ダノンアローダ 牡3鹿 53 川田 将雅�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 520－ 42：25．52� 2．7�
11 カレンラストショー 牡4栗 57 菱田 裕二鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 クビ 13．9	
22 アグネスマクシム 牝4栗 55 小牧 太渡辺公美子氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 448＋ 82：25．92� 20．1

55 ミッキーデータ 
5鹿 57 福永 祐一野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 514－ 22：26．43 15．3�
79 ダンツエイコウ 牡3鹿 53 	島 克駿山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 466－122：26．93 128．7�
33 ビクトリーミノル 牡4栗 57 国分 優作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 42：27．0� 200．2
44 オ ル ロ フ 牡4黒鹿57 松山 弘平寺田 寿男氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512－ 62：27．1� 83．5�
810� ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57 松若 風馬�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 488－ 42：29．5大差 132．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，447，200円 複勝： 58，625，000円 枠連： 19，129，300円
馬連： 100，641，200円 馬単： 54，949，800円 ワイド： 51，833，400円
3連複： 127，445，700円 3連単： 242，904，700円 計： 697，976，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 160円 � 170円 枠 連（7－8） 920円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 390円 �� 360円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 424472 的中 � 111790（2番人気）
複勝票数 計 586250 的中 � 140100（2番人気）� 85254（3番人気）� 80909（4番人気）
枠連票数 計 191293 的中 （7－8） 15988（4番人気）
馬連票数 計1006412 的中 �� 79552（5番人気）
馬単票数 計 549498 的中 �� 28404（6番人気）
ワイド票数 計 518334 的中 �� 33878（5番人気）�� 37178（3番人気）�� 28194（6番人気）
3連複票数 計1274457 的中 ��� 56134（5番人気）
3連単票数 計2429047 的中 ��� 27334（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．7―12．9―11．8―12．0―12．4―12．2―11．9―11．3―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．0―36．7―49．6―1：01．4―1：13．4―1：25．8―1：38．0―1：49．9―2：01．2―2：12．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エトランドル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．30 京都1着

2012．1．31生 牡4鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 9戦3勝 賞金 34，397，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トラヴィス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年7月11日まで平地競走に

出走できない。

16034 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ま い こ

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

賞 品
本 賞 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
1：19．9
1：19．0

良
良

46 ベステンダンク 牡4栗 57 川田 将雅市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 494－ 41：20．3 6．3�

34 ダノンシーザー 牡4鹿 57 M．デムーロ�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム B466± 0 〃 クビ 1．9�
610 ムーンクレスト 牡4鹿 57 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 476＋ 41：20．51� 11．4�
47 ニシノラッシュ 牡4鹿 57 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 482－ 21：20．71	 3．7�
814 カピオラニパレス 牡8芦 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 530－ 61：20．91� 28．5�
815 ツーエムレジェンド 牡3栗 54 池添 謙一水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 8 〃 クビ 18．3	
35 ダノンマッキンレー 牡5栗 57 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 512± 01：21．11� 65．4

59 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 466± 01：21．2クビ 75．1�
712
 ジョディーズロマン 牝6栗 55 酒井 学 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 4 〃 アタマ 314．5�
11 � エリシェヴァ 牝3鹿 52 松若 風馬前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills

Co. Limited 460－ 41：21．41	 29．0
611 アドマイヤビジン 牝5芦 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 500－ 41：21．5� 121．0�
22 ステイウェル 牡6黒鹿57 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 484－ 6 〃 アタマ 197．8�
23 サイモンゼーレ 牡3鹿 54 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 448＋ 21：21．6クビ 46．1�
713 ジ ル ダ 牝4鹿 55 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 426± 01：21．7� 37．0�
58 マ ー シ レ ス 牡5栗 57 義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 472＋ 61：21．91� 97．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，227，700円 複勝： 71，063，000円 枠連： 34，325，600円
馬連： 154，021，000円 馬単： 72，861，600円 ワイド： 76，725，300円
3連複： 196，582，700円 3連単： 314，578，500円 計： 971，385，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 150円 � 110円 � 230円 枠 連（3－4） 240円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 240円 �� 880円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 9，740円

票 数

単勝票数 計 512277 的中 � 64751（3番人気）
複勝票数 計 710630 的中 � 114022（3番人気）� 245110（1番人気）� 50894（4番人気）
枠連票数 計 343256 的中 （3－4） 110259（1番人気）
馬連票数 計1540210 的中 �� 226529（2番人気）
馬単票数 計 728616 的中 �� 35481（4番人気）
ワイド票数 計 767253 的中 �� 96186（2番人気）�� 19445（10番人気）�� 40726（4番人気）
3連複票数 計1965827 的中 ��� 94134（3番人気）
3連単票数 計3145785 的中 ��� 23401（19番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―11．7―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．3―33．7―45．4―56．9―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベステンダンク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．9．21 阪神9着

2012．3．4生 牡4栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 15戦4勝 賞金 60，415，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



16035 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第11競走 ��
��1，400�

あ き

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

59 ダノングッド 牡4栗 57 福永 祐一�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B512＋101：22．9 3．3�
36 サウススターマン 牡5黒鹿57 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 500± 0 〃 アタマ 6．3�
816 アールプロセス 牡5鹿 57 浜中 俊池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 512－ 4 〃 ハナ 14．5�
815 カフジテイク 牡4青鹿57 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 2 〃 クビ 3．8�
47 サ ン レ ー ン 牝6鹿 55 藤岡 佑介 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 494＋ 21：23．21� 19．3�
612 シャトーウインド 牡6黒鹿57 川須 栄彦円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 458± 01：23．3クビ 129．1	
24 カネトシビバーチェ 牝5鹿 55 秋山真一郎兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 450± 0 〃 クビ 26．4

611	 サンライズネオ 牡6黒鹿57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478－ 21：23．4
 104．6�
48 イ ク ラ ト ロ 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 436＋ 21：23．5クビ 58．1�
11 サ ン グ ラ ス 牡5青鹿57 菱田 裕二玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 502＋ 61：23．6
 4．8
35 パーティードレス 牝5栗 55 和田 竜二原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472± 01：23．7� 44．0�
713	 ベ ッ ク 牡5栗 57 M．デムーロ細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 502＋ 21：24．01� 12．8�
510 テ ン ペ ル 牡8黒鹿57 高倉 稜山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 311．0�
714 ウエスタンレベッカ 牝6鹿 55 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B460＋ 41：24．53 83．9�
12 � ベストルーラー 牡5黒鹿57 松若 風馬馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 506－ 61：25．03 86．3�
23 � シュトラール 牡6鹿 57 小牧 太前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer

Hall 476－121：25．31� 237．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 75，047，300円 複勝： 119，022，700円 枠連： 56，667，500円
馬連： 281，476，500円 馬単： 114，128，800円 ワイド： 127，859，100円
3連複： 399，445，500円 3連単： 596，533，400円 計： 1，770，180，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 200円 � 320円 枠 連（3－5） 860円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 400円 �� 840円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 750473 的中 � 181734（1番人気）
複勝票数 計1190227 的中 � 248687（1番人気）� 156841（4番人気）� 76606（6番人気）
枠連票数 計 566675 的中 （3－5） 50990（3番人気）
馬連票数 計2814765 的中 �� 247748（2番人気）
馬単票数 計1141288 的中 �� 57165（3番人気）
ワイド票数 計1278591 的中 �� 89389（2番人気）�� 37546（8番人気）�� 28922（12番人気）
3連複票数 計3994455 的中 ��� 95900（7番人気）
3連単票数 計5965334 的中 ��� 42640（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．7―45．8―58．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノングッド �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．1．12 京都5着

2012．4．23生 牡4栗 母 マイグッドネス 母母 Caressing 13戦5勝 賞金 70，891，000円
〔制裁〕 サウススターマン号の調教師加用正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

アールプロセス号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ランドマーキュリー号

16036 6月11日 晴 良 （28阪神3）第3日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （芝・右・外）

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

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

612 ジェネラルゴジップ 牡4青鹿57 M．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 470－101：47．1 3．3�
24 キ ロ ハ ナ 牡4鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464＋101：47．2� 3．1�
611 ペガサスボス 牡4黒鹿57 中谷 雄太�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 518＋ 21：47．3� 19．5�
59 ステファンバローズ 牡3黒鹿54 菱田 裕二猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 458－ 41：47．4クビ 9．2�
815 サンライズクロンヌ 牡3栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 474－ 2 〃 ハナ 13．0	
817 スワーヴアーサー 牡3鹿 54 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 476＋ 21：47．5� 5．8

36 アドマイヤロマン 牡3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．6� 17．3�
12 ヒルノマレット 牡4黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 506－ 2 〃 ハナ 32．8�
48 � メルドオール 牡4鹿 57 	島 良太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 424－ 2 〃 アタマ 72．5
713 ゼンノブレーメン 牡4鹿 57 松山 弘平大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 482－ 61：47．81
 68．0�
23 レッドアルティスタ 牡4鹿 57

56 ☆	島 克駿 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 74．7�
816 インターンシップ 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 452± 0 〃 アタマ 15．2�
714 スリーカラーナンゴ 牡5鹿 57

55 △義 英真永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 460－ 81：47．9クビ 497．8�
11 � ミスズダンディー 牡4鹿 57 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 462－ 21：48．0� 122．2�
35 ラテラルアーク �5栗 57 太宰 啓介 �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 486± 01：48．1� 100．2�
510 タガノレグルス 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 450－14 〃 クビ 207．5�

47 � ミトノグラス 牡3鹿 54
51 ▲荻野 極ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 472－ 2 〃 アタマ 280．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 64，602，200円 複勝： 91，208，900円 枠連： 41，687，200円
馬連： 168，195，500円 馬単： 70，140，400円 ワイド： 89，269，400円
3連複： 227，074，700円 3連単： 318，426，500円 計： 1，070，604，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 150円 � 470円 枠 連（2－6） 570円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，000円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 15，130円

票 数

単勝票数 計 646022 的中 � 154462（2番人気）
複勝票数 計 912089 的中 � 210114（1番人気）� 168753（2番人気）� 33365（8番人気）
枠連票数 計 416872 的中 （2－6） 55823（2番人気）
馬連票数 計1681955 的中 �� 222972（1番人気）
馬単票数 計 701404 的中 �� 39424（2番人気）
ワイド票数 計 892694 的中 �� 91894（1番人気）�� 21230（13番人気）�� 16987（15番人気）
3連複票数 計2270747 的中 ��� 42567（6番人気）
3連単票数 計3184265 的中 ��� 15255（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．5―48．6―1：00．7―1：12．9―1：24．4―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネラルゴジップ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．9．14 阪神4着

2012．4．20生 牡4青鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 16戦3勝 賞金 43，142，000円



（28阪神3）第3日 6月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

184，820，000円
1，270，000円
7，560，000円
1，320，000円
18，870，000円
72，425，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
465，086，700円
679，688，100円
271，670，900円
1，176，844，900円
567，056，100円
639，007，300円
1，594，887，700円
2，387，364，800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 7，781，606，500円

総入場人員 16，329名 （有料入場人員 14，084名）
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