
16063 6月22日 曇 稍重 （26阪神3）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

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

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

（笠松）

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

815 シゲルエチゴ 牡3芦 56

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

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

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

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

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

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 450円 �� 350円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 9，890円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インテグラード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．2．1 東京12着

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

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

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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

発走11時30分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

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

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

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

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

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

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

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

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

ノースヒルズ ― （出走取消）

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 990円 �� 850円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 14，490円 3 連 単 ��� 58，770円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモミレディー �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．10．5 京都6着

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


