
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。


