
16003 6月6日 晴 不良 （27阪神3）第1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）

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

24 ケンブリッジデイズ 牝3栗 54 松山 弘平中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 444± 01：24．0 6．1�

47 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 454＋12 〃 ハナ 9．5�

611 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 422＋ 21：24．1� 4．2�
713 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 446－ 2 〃 アタマ 10．4�
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 470－ 61：24．2クビ 5．5�
11 ビ ー ラ ヴ ド 牝3黒鹿54 藤岡 康太 	シルクレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 444－ 41：24．51� 8．5

36 サトノマジカル 牝3青鹿54 幸 英明里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム B414－ 41：24．6� 14．4�
612 ネオヴォーグ 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 432－101：24．92 58．7�
714 トウケイワイルド 牝3栗 54 太宰 啓介木村 信彦氏 高橋 亮 新ひだか 坂本 智広 464－ 11：25．64 16．7
815 エターナルカラー 牝3栗 54 川田 将雅 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 486 ―1：26．13 7．8�
12 ホットロード 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼 Him Rock Racing 加用 正 新ひだか 酒井 秀紀 476＋ 21：26．31� 120．6�
510 グレイスタイム 牝3青鹿54 �島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484 ―1：26．72� 154．6�
23 コンフェッシオン 牝3栗 54 岡田 祥嗣 	シルクレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：27．12� 119．9�
816 ゲ ッ ト ミ ー 牝3栗 54 藤懸 貴志薪浦 州平氏 千田 輝彦 日高 下川 茂広 478＋221：27．95 86．8�
35 テーオーディオネ 牝3鹿 54 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 474 ― 〃 アタマ 46．9�
48 グランドセントラル 牝3鹿 54 四位 洋文 	キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 454 ―1：28．11� 41．6�
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売 得 金
単勝： 20，379，500円 複勝： 32，032，800円 枠連： 13，710，800円
馬連： 47，317，100円 馬単： 24，368，900円 ワイド： 26，988，800円
3連複： 64，409，200円 3連単： 76，138，600円 計： 305，345，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 280円 � 160円 枠 連（2－4） 3，620円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 950円 �� 480円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 29，000円

票 数

単勝票数 計 203795 的中 � 26342（3番人気）
複勝票数 計 320328 的中 � 43063（3番人気）� 24497（6番人気）� 60089（1番人気）
枠連票数 計 137108 的中 （2－4） 2930（22番人気）
馬連票数 計 473171 的中 �� 10892（15番人気）
馬単票数 計 243689 的中 �� 2349（36番人気）
ワイド票数 計 269888 的中 �� 7060（12番人気）�� 15214（2番人気）�� 7999（8番人気）
3連複票数 計 644092 的中 ��� 10458（11番人気）
3連単票数 計 761386 的中 ��� 1903（81番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．9―12．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．5―58．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンブリッジデイズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Caerleon デビュー 2014．12．7 阪神4着

2012．5．3生 牝3栗 母 セイントセーラ 母母 マ ラ ブ ー 9戦1勝 賞金 8，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイノフシギ号・ジューンシャイン号・テイエムエベレスト号・レッドシェダル号

16004 6月6日 晴 稍重 （27阪神3）第1日 第4競走 ��2，200�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 4，600，000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
2：10．1
2：10．0

良
良

35 キングパール 牡3黒鹿56 武 豊 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：14．9 7．4�
59 タイセイブレイド 牡3黒鹿56 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438± 02：15．11� 11．4�
611 トウシンハンター 牝3黒鹿54 菱田 裕二�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 438± 0 〃 クビ 14．3�
24 レッドサバス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 456± 02：15．63 2．0�
713 グリーンゼファー 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 4．9	
714 マイネルリコルド 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 506＋ 62：15．81 12．4

47 インスパイアー 牡3栗 56 M．デムーロ近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B452－ 6 〃 ハナ 32．1�
12 サマーローズ 牝3栗 54 藤岡 佑介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 454－ 2 〃 クビ 47．5�
23 シビックハート 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 428＋ 42：15．9クビ 103．7
36 タツゴウゲキ 牡3鹿 56 川田 将雅鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 478 ―2：16．43 36．1�
715 サウンドフォース 牡3栗 56 和田 竜二増田 雄一氏 佐藤 正雄 日高 碧雲牧場 486＋ 22：16．5� 50．9�
612 トミースマイル 牡3芦 56 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 454－ 2 〃 ハナ 79．8�
817 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 藤田 伸二森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 4 〃 アタマ 92．4�
510 フィリオドベント 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：17．03 26．4�
11 ヤマニントライブ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 478＋ 6 〃 クビ 259．2�
818 サトノシュトラール �3黒鹿56 川島 信二里見 治氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B466－102：17．31� 127．1�
48 テイエムヤゴロドン �3鹿 56

53 ▲�島 克駿竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 476＋ 62：17．83 182．7�
816 ブレイブミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 22：19．8大差 227．3�
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売 得 金
単勝： 27，281，800円 複勝： 46，239，500円 枠連： 17，474，600円
馬連： 60，322，100円 馬単： 32，969，400円 ワイド： 33，602，700円
3連複： 79，506，200円 3連単： 109，431，800円 計： 406，828，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 330円 � 270円 � 350円 枠 連（3－5） 2，640円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 10，010円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，780円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 13，620円 3 連 単 ��� 87，080円

票 数

単勝票数 計 272818 的中 � 29464（3番人気）
複勝票数 計 462395 的中 � 35628（4番人気）� 46746（3番人気）� 33467（5番人気）
枠連票数 計 174746 的中 （3－5） 5124（9番人気）
馬連票数 計 603221 的中 �� 8801（17番人気）
馬単票数 計 329694 的中 �� 2470（27番人気）
ワイド票数 計 336027 的中 �� 5579（14番人気）�� 4839（19番人気）�� 5848（13番人気）
3連複票数 計 795062 的中 ��� 4375（39番人気）
3連単票数 計1094318 的中 ��� 911（234番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―13．6―13．4―11．7―12．1―12．1―11．8―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．9―35．9―49．5―1：02．9―1：14．6―1：26．7―1：38．8―1：50．6―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1
1
3
8，13（5，17）（11，14）1（3，4）18（9，7，12）2，10－15，6－16
14，8，17－13（5，11）（1，4）7，2（3，18）12，9，10，15，6＝16

2
4
8，13（5，17）11（1，14）4，3（7，18）（9，12）2，10，15，6－16・（14，17，11）8（5，13）4（1，7）2（3，9）－（15，12，18）10－6＝16

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングパール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．21 阪神8着

2012．3．3生 牡3黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔発走状況〕 インスパイアー号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 インターセプター号・トモノサンドラ号・ヒロノサンサン号・リッチゴールド号


