
16079 6月28日 曇 稍重 （26阪神3）第7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

79 マトリョーシカ 牝3黒鹿 52
49 ▲松若 風馬 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492－ 21：51．6 15．5�

812 フォローハート 牝3黒鹿52 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 458＋ 21：51．7� 9．9�
11 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 浜中 俊ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 502＋ 61：52．33� 2．3�
811 オーシャンブルグ 牝3鹿 52 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 434＋121：52．51� 12．5�
44 ロ ゼ ラ ニ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 474－ 2 〃 クビ 3．5�
22 ブロンクスシルバー 牝3芦 52 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 472＋ 41：52．6	 47．2	
56 メイショウクローバ 牝3鹿 52 和田 竜二松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B492－ 41：52．92 15．0

33 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 アタマ 38．1�

（豪）

710 サンレイフローラ 牝4鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 446± 0 〃 ハナ 11．6�
55 ストレートラブ 牝5青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：53．1	 18．4
67 グレートエンジェル 牝4鹿 55 高倉 稜田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 498＋101：53．84 20．6�
68 テイエムサンキュウ 牝3栗 52

49 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 428＋ 41：54．43� 211．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，005，900円 複勝： 50，646，700円 枠連： 14，013，600円
馬連： 54，922，600円 馬単： 35，311，100円 ワイド： 30，316，900円
3連複： 77，893，400円 3連単： 129，246，400円 計： 418，356，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 420円 � 220円 � 110円 枠 連（7－8） 1，480円

馬 連 �� 8，090円 馬 単 �� 17，590円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 910円 �� 500円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 60，100円

票 数

単勝票数 計 260059 的中 � 13341（7番人気）
複勝票数 計 506467 的中 � 19332（8番人気）� 46672（3番人気）� 188398（1番人気）
枠連票数 計 140136 的中 （7－8） 7313（6番人気）
馬連票数 計 549226 的中 �� 5255（24番人気）
馬単票数 計 353111 的中 �� 1505（48番人気）
ワイド票数 計 303169 的中 �� 3085（26番人気）�� 8523（8番人気）�� 16506（3番人気）
3連複票数 計 778934 的中 ��� 7730（20番人気）
3連単票数 計1292464 的中 ��� 1559（193番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．3―12．8―13．2―12．5―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．0―49．8―1：03．0―1：15．5―1：27．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マトリョーシカ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．1．13 京都4着

2011．2．18生 牝3黒鹿 母 アイスドール 母母 ビスクドール 4戦2勝 賞金 13，400，000円
※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。

16080 6月28日 曇 良 （26阪神3）第7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）
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

23 カバーストーリー 牡3栗 54 小牧 太前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 470－ 41：47．6 29．0�
815 ドラゴンストリート 牡3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 464－ 4 〃 アタマ 4．4�
611 アルバタックス 牡4栗 57 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 ハナ 4．5�
610 サダムダイジョウブ 牡4青 57 松山 弘平大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 81：48．02� 76．1�
713	 クリールハヤテ 牡5栗 57 幸 英明横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 2 〃 クビ 23．4�
814 エーシングルーオン 牡5栗 57

54 ▲義 英真	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 466＋ 21：48．1� 61．5

47 モンドシャルナ 牡3鹿 54 武 豊山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 436± 01：48．2クビ 4．9�
712 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿54 C．ウィリアムズ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 クビ 5．8�

（豪）

46 シ ン ネ ン 牡4栗 57 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 492＋261：48．62� 10．5
34 ティーエスネオ 牡3芦 54 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502－ 21：48．7クビ 46．9�
35 フォルシャー 牡3栗 54 川須 栄彦 �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 460－ 6 〃 アタマ 65．3�
58 タ ブ レ ッ ト 牡4鹿 57 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532＋261：48．8� 9．5�
11 
	 エーシンザホット 牡4鹿 57

54 ▲松若 風馬	栄進堂 坂口 正則 仏 Haras du
Quesnay 480－ 21：50．07 232．7�

59 � ブレイヴハンター 牡3鹿 54 川原 正一山根 浩氏 柏原 誠路 平取 船越 伸也 436＋ 11：50．21� 302．0�
（兵庫） （兵庫）

22 
 サトノフラクタル 牡3青鹿54 北村 友一里見 治氏 池江 泰寿 米 WinStar
Farm, LLC 474－ 41：50．3� 11．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，308，200円 複勝： 60，535，800円 枠連： 17，178，000円
馬連： 84，306，000円 馬単： 40，380，800円 ワイド： 36，943，200円
3連複： 97，957，500円 3連単： 146，052，500円 計： 522，662，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 540円 � 170円 � 170円 枠 連（2－8） 2，100円

馬 連 �� 7，470円 馬 単 �� 20，610円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 2，120円 �� 470円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 122，550円

票 数

単勝票数 計 393082 的中 � 10829（9番人気）
複勝票数 計 605358 的中 � 21561（9番人気）� 107413（1番人気）� 103495（2番人気）
枠連票数 計 171780 的中 （2－8） 6338（8番人気）
馬連票数 計 843060 的中 �� 8743（23番人気）
馬単票数 計 403808 的中 �� 1469（62番人気）
ワイド票数 計 369432 的中 �� 4191（26番人気）�� 4282（25番人気）�� 21991（3番人気）
3連複票数 計 979575 的中 ��� 7712（29番人気）
3連単票数 計1460525 的中 ��� 864（392番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．0―12．1―12．6―11．5―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．7―47．7―59．8―1：12．4―1：23．9―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カバーストーリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．7．27 新潟3着

2011．2．7生 牡3栗 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 12戦2勝 賞金 18，700，000円
〔制裁〕 ドラゴンストリート号の騎手福永祐一は，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：3番・

7番・12番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。


