
１７０３７ ６月２９日 小雨 不良 （２０阪神３）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１６ ラガーサージュ 牝３栗 ５４
５１ ▲田中 克典奥村 啓二氏 田所 清広 平取 スガタ牧場 ４７８± ０１：２５．０ １３１．２�

４７ バブルガムレディ 牝３黒鹿５４ 武 豊谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４９２ ―１：２５．２１� ５．９�
１１ クイーンオブナイト 牝３青鹿５４ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 北星村田牧場 ４４０＋ ６１：２５．５２ ４１．６�
５９ シンデレラロマンス 牝３鹿 ５４

５２ △藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：２５．６� ４．０�
３６ ブルーミングガール 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊山田 弘氏 坂口 正則 静内 岡田スタツド ４４０－１０１：２６．１３ １４．３�
１２ アンクルウォーター 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 吉岡 八郎 新冠 須崎牧場 ４２０－ ４１：２６．２クビ ２３．０�
６１２ タイセイビエント 牝３黒鹿５４ 幸 英明田中 成奉氏 宮本 博 浦河 金成吉田牧場 ４５６＋１６１：２６．３� ３５．４	
７１４ スマートドレス 牝３芦 ５４ 鮫島 良太大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４２８－ ２１：２６．９３� ５．０

４８ パイナップルスノー 牝３芦 ５４ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ３．４�
８１５ サマーナイトスター 牝３鹿 ５４ 河北 通吉田 勝己氏 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ６１：２７．０� ２１．９
６１１ フェンウェイバード 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲船曳 文士�ターフ・スポート本田 優 門別 天羽牧場 ４３４＋２０１：２７．４２� １４１．４�
２４ トウカイベガ 牝３黒鹿５４ 石橋 守内村 正則氏 野中 賢二 門別 古川 優 ４８４ ―１：２７．６１� １０１．１�
７１３ ネ ヴ ァ ノ ウ 牝３栗 ５４

５１ ▲大下 智�ティーエイチ 河内 洋 静内 藤原牧場 ４５２＋１０１：２７．７クビ １８９．２�
５１０ マックスロザリー 牝３栗 ５４ 川田 将雅田所 英子氏 北出 成人 門別 天羽牧場 ４８４＋ ４１：２８．８７ ３９．９�
３５ キャナレット 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 健香川 憲次氏 木原 一良 門別 白井牧場 B４４６－１２１：２９．０１� ９６．８�
２３ ファンドリピース 牝３黒鹿５４ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ５３２－ ２１：３０．１７ １５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９７４，６００円 複勝： ２０，００１，３００円 枠連： １８，９６６，５００円

普通馬連： ６６，０２０，３００円 馬単： ５８，９３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９９１，３００円

３連複： １０９，３６７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３１１，２６０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３，１２０円 複 勝 � ３，０６０円 � ２８０円 � １，０００円 枠 連（４－８） １，７４０円

普通馬連 �� ６４，９７０円 馬 単 �� １５５，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７，４００円 �� ３１，８１０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� ４５６，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９７４６ 的中 � １０２０（１４番人気）
複勝票数 計 ２０００１３ 的中 � １５２３（１４番人気）� ２２５２８（４番人気）� ４９４１（１０番人気）
枠連票数 計 １８９６６５ 的中 （４－８） ８０７７（７番人気）
普通馬連票数 計 ６６０２０３ 的中 �� ７５０（７７番人気）
馬単票数 計 ５８９３９７ 的中 �� ２７９（１５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９９１３ 的中 �� ２９５（７９番人気）�� １６１（９９番人気）�� １７７３（３４番人気）
３連複票数 計１０９３６７１ 的中 ��� １７７（３５１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．６―１２．４―１２．６―１３．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．５―３４．１―４６．５―５９．１―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラガーサージュ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．３ 京都９着

２００５．１．２１生 牝３栗 母 ソワサージュ 母母 ソールズベリー ６戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンドリピース号は，平成２０年７月２９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。
（非当選馬） ２頭 ホクザンアントルメ号・ムーンクレイドル号



１７０３８ ６月２９日 曇 不良 （２０阪神３）第４日 第２競走 ��１，２００�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 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

４６ ウォーターショーン 牡３鹿 ５６ 高橋 亮山岡 良一氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ４７６－１０１：１２．２ ５．９�

３５ グレイホーク 牡３青鹿５６ 川田 将雅後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 鵡川 宇南山牧場 ４８６－ ８１：１２．７３ ４．３�
６１１ シルクレパード 牡３栗 ５６ 田島 裕和有限会社シルク藤沢 則雄 門別 ヤナガワ牧場 ４６０－ ６１：１３．２３ ８．６�
８１４ ファイナルパンチ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４５８－ ２１：１３．４１ ３．７�
３４ ニホンピロジパング 牡３栗 ５６ 北村 浩平小林百太郎氏 田所 秀孝 平取 稲原牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ３１．５�
４７ メイショウシャオウ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 増本 豊 様似 山口 幸雄 ４７６＋ ６１：１３．５クビ ７．９�
１１ サイキョウケンザン 牡３鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３６＋ ２１：１４．４５ １４．５�
７１２ トロピカルガイ 牡３黒鹿 ５６

５４ △藤岡 康太小川 勲氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４１６－ ６１：１４．５クビ １５５．７	
６１０ マイディアダーリン 牝３黒鹿５４ 河北 通 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カントリー牧場 ４９６ ―１：１４．６� １３０．８�
７１３ テツゴールド 牡３黒鹿５６ 小牧 太木村 哲也氏 新川 恵 門別 野島牧場 ４７０＋ ２１：１４．８１� ４５．５�
５８ レディプレッジ 牝３芦 ５４ 幸 英明 
ロードホースクラブ 北出 成人 三石 ケイアイファーム ４４２＋ ４ 〃 アタマ １１３．７
８１５ フジヤマオペラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 健藤本美也子氏 福島 信晴 新冠 越湖牧場 ４３２＋ ２ 〃 クビ ７８．３�
２３ コアレスベクター 牡３芦 ５６ 白坂 聡小林 昌志氏 須貝 彦三 新冠 清水 克則 ４４２ ―１：１５．３３ １３４．２�
２２ グレイスシチー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 
友駿ホースクラブ 作田 誠二 静内 光丘牧場 ４９２ ― 〃 ハナ ６．３�
５９ メイショウシーカー 牝３黒鹿５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 バンダム牧場 B４７４＋ ６１：１５．５１ ７１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，５１５，０００円 複勝： ２２，０３３，０００円 枠連： １７，８６９，７００円

普通馬連： ６４，１８１，２００円 馬単： ６０，９５８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０５５，３００円

３連複： ９８，５６８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３０２，１８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（３－４） ６３０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ９００円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５１５０ 的中 � ２６１３８（３番人気）
複勝票数 計 ２２０３３０ 的中 � ２９８４８（３番人気）� ３５７８９（２番人気）� ２４９０１（４番人気）
枠連票数 計 １７８６９７ 的中 （３－４） ２１１４７（２番人気）
普通馬連票数 計 ６４１８１２ 的中 �� ３２８９８（５番人気）
馬単票数 計 ６０９５８８ 的中 �� １７２０２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０５５３ 的中 �� ９０１３（５番人気）�� ５０７０（１１番人気）�� ６７６９（８番人気）
３連複票数 計 ９８５６８９ 的中 ��� ２１６４５（１０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１１．８―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．４―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターショーン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００７．８．２６ 小倉９着

２００５．３．１９生 牡３鹿 母 ロマネスクキコウ 母母 ローマステーション ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出走取消馬 ショパン号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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） ４頭 ドラゴンホーラー号・ナンヨーサンセット号・ホクザンヴィアンド号・ムーヴ号
（非抽選馬） １頭 アイノシリウス号



１７０３９ ６月２９日 曇 不良 （２０阪神３）第４日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ カリスマシャチョウ 牡３鹿 ５６ 幸 英明池田 實氏 武田 博 浦河トラストスリーファーム ４６８＋ ４１：５４．０ ３．１�

６９ トーホウミラクル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 門別 竹島 幸治 ４３８－ ４１：５４．２１� ５６．８�
３３ メイショウユウシャ 牡３栗 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 浦河 中脇 満 ４８６＋ ２１：５４．４１� ４．９�
７１０ ポートスピード 牡３栗 ５６ 岩田 康誠水戸眞知子氏 田中 章博 三石 前川 清彦 ４９２± ０１：５５．６７ ５．１�
５７ ダンスワイズ 牡３鹿 ５６ 小牧 太田中 慶治氏 沖 芳夫 浦河 鎌田 正嗣 ４８２＋ ２１：５５．８１ ４３．１�
５６ トーワヒヨシマル 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 健齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ５４．２�
４４ ミキノジャズマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸谷口 久和氏 大橋 勇樹 静内 友田牧場 ４６８－ ７ 〃 ハナ ２６．６	
８１３ カレンミラバッシ 牡３青鹿５６ 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：５６．０１� ３．１

２２ デルマレグルス 牡３栗 ５６ 飯田 祐史浅沼 廣幸氏 飯田 明弘 門別 ファニーヒルファーム ４４０－ ６ 〃 ハナ ３６．３�
４５ ラフレッシュブルー 牝３栗 ５４

５１ ▲船曳 文士 �ブルーマネジメント本田 優 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４３０－ ２１：５６．３１� １５．４�

８１２ マイティーハンター 牡３青鹿 ５６
５４ △藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４６０＋ ６１：５７．２５ １２２．７

７１１ エムテイホムラ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三山本 治氏 服部 利之 新冠 大狩部牧場 B４７４＋ ６１：５７．５１� １００．３�
６８ ウイズインタフネス 牡３鹿 ５６ 金折 知則内藤 耕造氏 梅田 康雄 門別 藤本 誠二 ５００＋１２１：５８．６７ １２５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，７８０，８００円 複勝： １９，９５３，５００円 枠連： １７，９２６，０００円

普通馬連： ６５，１００，６００円 馬単： ６９，５２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５４５，８００円

３連複： １０７，４９５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３１８，３２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １，０９０円 � １７０円 枠 連（１－６） ５，９７０円

普通馬連 �� ７，５４０円 馬 単 �� １３，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３１０円 �� ２８０円 �� ３，２７０円

３ 連 複 ��� １０，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７８０８ 的中 � ４５９５６（１番人気）
複勝票数 計 １９９５３５ 的中 � ５００１９（１番人気）� ３１１０（１０番人気）� ３２５９８（３番人気）
枠連票数 計 １７９２６０ 的中 （１－６） ２２１７（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６５１００６ 的中 �� ６３７２（２１番人気）
馬単票数 計 ６９５２３５ 的中 �� ３７４２（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５４５８ 的中 �� １９８６（２２番人気）�� ２１７１２（２番人気）�� １３９０（３２番人気）
３連複票数 計１０７４９５３ 的中 ��� ７４５３（３０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．６―１１．８―１２．８―１２．７―１２．９―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．５―４９．３―１：０２．１―１：１４．８―１：２７．７―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．２
１
３
４，５，６（１，３，９）１２（２，１０，１３）＝８（７，１１）・（４，９）（１３，３）（５，６，１０）１，２，１１，１２，７，８

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

勝馬の
紹 介

カリスマシャチョウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００７．１２．２２ 阪神１６着

２００５．５．２９生 牡３鹿 母 レ イ レ イ ン 母母 メイシヨウマツカゼ ８戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※ラフレッシュブルー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１７０４０ ６月２９日 曇 不良 （２０阪神３）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時１５分 （ダート・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

１：１１．０
１：１０．９

良

不良

１１ サダムテンジン 牝２栗 ５４ 岩田 康誠大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４５０ ―１：１３．６ ３．７�

５６ ドリームクェーサー 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 西浦 勝一 新冠 ビッグレッドファーム ４５６ ―１：１４．１３ １１．８�
７９ レッドオマージュ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７２ ― 〃 クビ ５．２�
３３ マイネルソレント 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 �渡 信義 ５００ ―１：１４．４１� ５．２�
８１２ ホッコータキオン 牡２栗 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４９２ ― 〃 ハナ ７．４�
２２ メイショウコウセイ 牡２鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４６４ ―１：１４．９３ ３．８	
５５ クインビスティー 牝２鹿 ５４ 上村 洋行備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 ４３２ ―１：１５．１１� ５４．５

４４ バンブーバルサ 牡２栗 ５４ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ５１８ ―１：１５．７３� ６０．１�
６７ キタマクラデナナ 牝２黒鹿 ５４

５２ △藤岡 康太小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４２０ ―１：１５．８� ６５．１
７１０ テイエムリュウジン 牡２芦 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５８ ―１：１５．９� ４７．０�
６８ シゲルコマガタケ 牡２栗 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 小島 貞博 日高 川島 良一 ４８４ ―１：１６．１１� ８６．８�
８１１ コスモタイムマシン 牡２栗 ５４

５３ ☆浜中 俊 �ビッグレッドファーム 宮本 博 日高 白井牧場 ４３０ ―１：１６．２� ３３．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，８６９，１００円 複勝： ２３，７９７，０００円 枠連： １７，３７６，１００円

普通馬連： ６５，３３９，１００円 馬単： ７４，２６５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２１３，１００円

３連複： １０１，９５１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３２４，８１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � ２００円 枠 連（１－５） １，６５０円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ３，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ５１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８６９１ 的中 � ４７７９２（１番人気）
複勝票数 計 ２３７９７０ 的中 � ５０７５０（１番人気）� ２０１３６（６番人気）� ３０６２７（４番人気）
枠連票数 計 １７３７６１ 的中 （１－５） ７８０９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６５３３９１ 的中 �� ２３６１２（１０番人気）
馬単票数 計 ７４２６５９ 的中 �� １６８２３（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２１３１ 的中 �� ６９１８（１１番人気）�� １０２６７（６番人気）�� ５４０１（１４番人気）
３連複票数 計１０１９５１２ 的中 ��� ２２２９７（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．３―１２．５―１２．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．１―３６．４―４８．９―１：０１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３７．２
３ １，２（３，５）（４，１２，９）－６，１１－７，８，１０ ４ １，２（３，５）（４，１２，９）６－７，１１（８，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サダムテンジン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタイアフェアー 初出走

２００６．３．４生 牝２栗 母 ロニーサンライズ 母母 メモリーズオブロニー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



１７０４１ ６月２９日 曇 重 （２０阪神３）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１ タンホイザー 牡３青 ５６ 小牧 太門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４７８＋１２１：３５．６ １２．２�

７１４� ナミダガキラリ 牝３栗 ５４ 川田 将雅小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４４０＋ ８１：３６．２３� ２０．５�
４８ パカパカグランプリ 牝３鹿 ５４ 武 豊�グランプリ 小崎 憲 新冠 カミイスタット ４４８＋ ６１：３６．６２� ４．６�
７１５ サンライトマリー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行太田 博造氏 鶴留 明雄 浦河 浦河日成牧場 ４３４＋ ２１：３６．７� ４２．７�
８１７ ディアカルテット 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 健ディアレスト 福島 信晴 様似 能登ファーム ４１６＋ ２１：３６．８クビ １００．０�
５９ ムーンシンフォニー 牝３栗 ５４ 安藤 勝己飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 ４２６－ ２ 〃 クビ １３．５�
３６ マルカレガート 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝河長産業� 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４５０－ ４１：３６．９クビ １５．８	
７１３ マストコントロール 牡３鹿 ５６

５５ ☆浜中 俊
信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４７６± ０１：３７．０� １２９．２�
４７ オーログランデ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 
サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６ ―１：３７．２１	 ２９．９�
８１６ フェイバリットサン 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４８２＋ ４１：３７．４１	 １８１．１
３５ コマノラミア 牝３栗 ５４ 鮫島 良太長谷川芳信氏 鮫島 一歩 静内 西川富岡牧場 ４８４ ―１：３７．６１ ３６．０�
５１０� ナイキアジアダラー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小野 誠治氏 白井 寿昭 米 Servel Ranch ４８２ ―１：３７．７� ７４．８�
８１８ クロシェレース 牝３鹿 ５４ 幸 英明 
サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４２２－ ２１：３８．１２� １４．０�
１２ ゴルディオス 牡３芦 ５６ 岩田 康誠 
社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：３８．２クビ ７．２�
６１２ ラヴファンタジスタ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０４＋ ６１：３８．４１	 ３．５�
１１ � エーシンブイムード 牝３青鹿５４ 四位 洋文平井 宏承氏 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４３０± ０１：３８．５� ９．９�
２３ ブエンビアッヘ 牝３黒鹿 ５４

５２ △藤岡 康太�アカデミー 西浦 勝一 新冠 清水 克則 ４４６－ ２１：４０．０９ １４６．５�
２４ アグネスイカロス 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ４９０＋１８１：４３．９大差 ２０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，２０１，３００円 複勝： ２８，２８６，８００円 枠連： ２６，９７２，５００円

普通馬連： ８３，３２１，５００円 馬単： ６８，３７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０７１，４００円

３連複： １３５，３８５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３８８，６１６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３１０円 � ４８０円 � ２２０円 枠 連（６－７） １，０９０円

普通馬連 �� ６，８５０円 馬 単 �� １４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７００円 �� １，３３０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １５，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２０１３ 的中 � １３７４５（５番人気）
複勝票数 計 ２８２８６８ 的中 � ２３７３３（３番人気）� １３７７２（９番人気）� ４０３３１（２番人気）
枠連票数 計 ２６９７２５ 的中 （６－７） １８４１２（３番人気）
普通馬連票数 計 ８３３２１５ 的中 �� ８９７９（３３番人気）
馬単票数 計 ６８３７７２ 的中 �� ３５８３（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０７１４ 的中 �� ３６１３（２２番人気）�� ４６９０（１２番人気）�� ３９１２（１８番人気）
３連複票数 計１３５３８５７ 的中 ��� ６５５８（５１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．６―１２．１―１２．６―１２．８―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．８―３４．４―４６．５―５９．１―１：１１．９―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．５
３ ・（３，１２）１５（２，１３，１８）４（８，１４）（１０，１７）（１，１６）１１（５，６，９）＝７ ４ ３（１２，１５）２（１３，１４，１８，１６）（８，１７）（１，１０，１１）（５，９，６）－７，４

勝馬の
紹 介

タンホイザー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．１０．２０ 京都３着

２００５．３．３生 牡３青 母 スターマレイン 母母 Devil’s Needle ６戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブエンビアッヘ号・アグネスイカロス号は，平成２０年７月２９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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 トーホウインラヴ号・ホクセツアイアン号・ミスティックラヴ号
（非抽選馬） ２頭 アグネスグリッター号・ヴェーダバイオ号



１７０４２ ６月２９日 曇 不良 （２０阪神３）第４日 第６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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１３ メイショウラッシー 牡４黒鹿５７ 武 豊松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ５３４－１６１：５２．４ ３．１�

６１０ シークレバー 牡３鹿 ５４ 幸 英明藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６８－ ２１：５２．７１� ４４．４�
８１４ トシザカイモン 牡４芦 ５７ 安藤 勝己上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５１４＋１２ 〃 クビ ３．２�
５７ ナイスラッキー 牡３鹿 ５４ 内田 博幸戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５１６± ０１：５２．８� ６．３�
７１２ コンヴィヴィオ 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８１：５３．２２� ６．９�
６９ エムティーエアー �６鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士丸山 輝城氏 湯窪 幸雄 静内 出羽牧場 ４８８± ０１：５３．５１� ５３．０�
４５ アイファードラゴン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一中島 稔氏 福永 甲 静内 静内山田牧場 ４９４± ０１：５３．６クビ ４０．９	
３３ � ドンブレイカー 牡４鹿 ５７

５５ △藤岡 康太山田 貢一氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ４２４＋ ２１：５４．０２� ２０８．２

７１１ クイッククイック 牡５鹿 ５７

５４ ▲田中 克典澤 洋氏 田所 清広 静内 山際 智 ４５４－ ８１：５４．７４ １１７．９�
３４ ヒシミッション 牡３芦 ５４ 角田 晃一阿部雅一郎氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ５０４＋ ８１：５５．１２� ４１．４�
１１ � アグネススピリッツ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘渡辺 孝男氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 ４９０＋ ２１：５５．３１ ６．９
４６ エーシンエーケー 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉平井 宏承氏 野元 昭 様似 清水 誠一 ５０２＋ ４１：５５．５１� ２０１．６�
２２ テイエムチーター 牡３青鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４４４－ ２１：５６．１３� １９．１�
５８ スナークムサシ 牡５黒鹿５７ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５００－ ４１：５６．３１� １５９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，４９５，３００円 複勝： ３１，６０３，８００円 枠連： ２５，２８５，１００円

普通馬連： ８８，７０３，８００円 馬単： ７９，２４８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９３９，０００円

３連複： １３２，７１３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４０８，９８８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ６００円 � １６０円 枠 連（６－８） １，４４０円

普通馬連 �� ５，１３０円 馬 単 �� ７，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ３１０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ５，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５４９５３ 的中 � ６６６５０（１番人気）
複勝票数 計 ３１６０３８ 的中 � ６１２４５（２番人気）� ９５９７（９番人気）� ６４４５７（１番人気）
枠連票数 計 ２５２８５１ 的中 （６－８） １３０２０（５番人気）
普通馬連票数 計 ８８７０３８ 的中 �� １２７６２（１４番人気）
馬単票数 計 ７９２４８２ 的中 �� ８１９９（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９３９０ 的中 �� ３５２９（２１番人気）�� ２４４７３（１番人気）�� ２７２４（３０番人気）
３連複票数 計１３２７１３７ 的中 ��� １７０３２（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．９―１２．２―１２．４―１２．８―１３．０―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．５―３６．４―４８．６―１：０１．０―１：１３．８―１：２６．８―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６
１
３
１４（６，９）（４，１３）２，３，１２，１，１１－１０，５，８－７
１４，９（４，６，１３）（２，１２）１（３，１１）（１０，５）（８，７）

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

勝馬の
紹 介

メイショウラッシー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００６．１０．２２ 京都６着

２００４．２．２４生 牡４黒鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star ７戦２勝 賞金 １５，３００，０００円



１７０４３ ６月２９日 曇 不良 （２０阪神３）第４日 第７競走 ��
��１，４００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ ア ロ ド 牡４栗 ５７
５６ ☆浜中 俊�アカデミー 加用 正 浦河 日優牧場 ４９８＋ ８１：２２．４ ４．２�

６１２ ゼンノモナルカ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４７６＋１２１：２３．７８ １６．７�
２３ ペプチドアトム 牡３鹿 ５４ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４７８－ ６１：２３．８� ７９．８�
８１５ アートオブウォー 牡４栗 ５７ 小原 義之岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４８６＋ ２ 〃 クビ ３．０�
７１４� セントラルコースト 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.

& Robert N. Clay ４９０－１２１：２３．９クビ １０．５�
８１６ マイネルウォルビス 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 門別 天羽 禮治 ５０２± ０１：２４．１１� ２９．４�
４８ メイショウボンハオ 牡３鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４４８± ０１：２４．２� ３．８	
４７ レゾリューション 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ９．２

１１ エイシンキャップ 牡３栗 ５４

５２ △藤岡 康太平井 豊光氏 藤岡 健一 えりも 上島牧場 ４９８－ ２１：２４．７３ ９８．４�
５１０ ノースフォンテン 牡４芦 ５７

５４ ▲田村 太雅北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４７２＋ ８１：２５．１２� ２０７．０�
５９ 	 ウォータークレス 牡４芦 ５７ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４９８－ ７１：２５．３１� １２９．２
３６ マルカラボンバ 牡４鹿 ５７

５４ ▲船曳 文士河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ 〃 アタマ ３０．７�
２４ � ワンダーリッジ 牡７栗 ５７ 幸 英明山本 信行氏 羽月 友彦 米 Green Hill Stud

International ４８０－１４１：２５．５１ １７９．８�
６１１ グランプリヒーロー 牡３鹿 ５４ 四位 洋文�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６０－ ２１：２５．８２ ２５．６�
７１３� エイシンダンベリー 牡５栗 ５７ 福永 祐一平井 豊光氏 宮本 博 米 James Spicer B４９８＋ ２１：２６．１１
 ５９．６�

（１５頭）
３５ プレザントウインド �５鹿 ５７ 熊沢 重文 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 白老ファーム ４４６＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２９，６９９，３００円 複勝： ４０，８６０，５００円 枠連： ３４，１９９，４００円

普通馬連： １２７，８７６，９００円 馬単： １０４，７２１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，６２９，３００円

３連複： １８０，０１０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５５３，９９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２００円 � ５００円 � １，３４０円 枠 連（１－６） １，９４０円

普通馬連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ４，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ３，４９０円 �� ８，０２０円

３ 連 複 ��� ４８，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２９６９９３（返還計 ３４９８） 的中 � ５６１４８（３番人気）
複勝票数 差引計 ４０８６０５（返還計 ４７１７） 的中 � ７１０２３（２番人気）� １９８８４（６番人気）� ６６１８（１１番人気）
枠連票数 差引計 ３４１９９４（返還計 ３４４） 的中 （１－６） １３０７２（８番人気）
普通馬連票数 差引計１２７８７６９（返還計 ３２２８２） 的中 �� ３５７７９（１０番人気）
馬単票数 差引計１０４７２１３（返還計 ２５２４８） 的中 �� １７６３４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３６６２９３（返還計 １１３７４） 的中 �� ９４０１（１１番人気）�� ２５５１（３２番人気）�� １０９４（５３番人気）
３連複票数 差引計１８００１０２（返還計 ８４４８４） 的中 ��� ２７６１（１０９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１１．５―１１．７―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．７―３４．１―４５．６―５７．３―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ロ ド �
�
父 デザートキング �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．４．２２ 京都６着

２００４．４．２４生 牡４栗 母 キクノスカーレット 母母 フエードエリカ １１戦３勝 賞金 ３０，３３０，０００円
〔競走除外〕 プレザントウインド号は，馬場入場後に暴走し，騎手が落馬して放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔制裁〕 エイシンダンベリー号の騎手福永祐一は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。

アートオブウォー号の騎手小原義之は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００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 シルクストライカー号・スペースタイム号・テンシノボストン号・メイショウソーラー号



１７０４４ ６月２９日 曇 重 （２０阪神３）第４日 第８競走 ��
��２，２００�

か す み

香 住 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

８８ ナリタダイコク 牡３黒鹿５３ 佐藤 哲三�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ４９０＋ ２２：１７．４ ３．２�

３３ シゲルタック 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４６８－ ４ 〃 アタマ ４．０�
６６ シ ャ ロ ー ム 牡３栗 ５３ 内田 博幸田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４３８± ０２：１７．５� １０．８�
５５ � マ サ ラ イ ト 牡４鹿 ５７ 小牧 太丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４７６± ０２：１７．６	 ２１．０�
８９ 
 マイネルクルーガー 牡４黒鹿５７ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 英 R. W. K.
Lewis ４５８± ０２：１７．９１	 ２．２�

４４ キンショーオトヒメ 牝３栗 ５１ 浜中 俊礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４２６－ ２２：１８．３２� ８７．７�
２２ リッカメルド 牝４黒鹿５５ 角田 晃一立花 幸雄氏 境 直行 浦河 中島 俊明 ４４２＋ ４２：１８．６１	 ２４．３	
１１ ウインバーディクト 牡４鹿 ５７ 石橋 守�ウイン 河内 洋 三石 木下牧場 ４６８＋ ４２：１８．７	 ４１．３

７７ � ホッコーサンライズ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義矢部 幸一氏 浜田 光正 新冠 小泉 学 ４４０＋ ４２：１９．２３ ６９．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３１，５２１，８００円 複勝： ３５，２２８，９００円 枠連： ２７，４４３，８００円

普通馬連： １１５，２２０，２００円 馬単： １３８，２７７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２５２，４００円

３連複： １８２，４０９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５５８，３５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（３－８） ２６０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ４８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１５２１８ 的中 � ７９１０６（２番人気）
複勝票数 計 ３５２２８９ 的中 � ６６２６９（２番人気）� ６２３０２（３番人気）� ３７５４４（４番人気）
枠連票数 計 ２７４４３８ 的中 （３－８） ７９０６１（１番人気）
普通馬連票数 計１１５２２０２ 的中 �� １１２９８４（３番人気）
馬単票数 計１３８２７７０ 的中 �� ７４８５６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２５２４ 的中 �� ２８８０５（３番人気）�� １３９３３（５番人気）�� １２７０２（６番人気）
３連複票数 計１８２４０９１ 的中 ��� ６４４２８（８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１２．３―１２．９―１２．８―１２．６―１２．４―１２．１―１２．３―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．９―３７．２―５０．１―１：０２．９―１：１５．５―１：２７．９―１：４０．０―１：５２．３―２：０４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．４
１
３
５（１，７）（２，９）３－８（４，６）
５，１，７（３，２，９）８（４，６）

２
４
５，１（３，７，９）２，８（４，６）
５（３，１，９）（２，７，８）（４，６）

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタダイコク �

父 フ ジ キ セ キ �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１２．１６ 阪神３着

２００５．４．２２生 牡３黒鹿 母 タニノホロホロ 母母 タニノターゲット ８戦２勝 賞金 ２９，９６７，０００円



１７０４５ ６月２９日 曇 重 （２０阪神３）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

み な づ き

水 無 月 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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

２４ コ パ ノ ス ケ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠小林 祥晃氏 沖 芳夫 新冠 山岡ファーム ４８４－ ２１：１０．４ ６．５�

２３ ホーマンファラオ 牡６栗 ５７ 鮫島 良太久保 博文氏 安田 隆行 三石 ダイイチ牧場 ４６０－ ２１：１０．８２� ３４．２�
８１５ フミノバラード 牝７鹿 ５５ 後藤 浩輝谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４６２± ０ 〃 クビ １８．０�
３５ タムロスターディ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 静内 高橋 誠次 B４６２－ ４ 〃 ハナ ４４．３�
３６ コウユーキズナ 牝４黒鹿５５ 武 豊加治屋康雄氏 領家 政蔵 門別 森永牧場 ４６６－ ６１：１１．０１� ５．６�
４８ 	 ヒ ノ ト リ 牝６鹿 ５５ 角田 晃一小林 久義氏 高橋 隆 浦河 岡本牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ４２．５�
６１２ コンティネント 牡４鹿 ５７ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ４１：１１．１� ２．２�
７１４ クリスティイモン 牝５鹿 ５５ 和田 竜二井門 敏雄氏 柴田 光陽 静内 前谷 武志 ４８６＋ ４１：１１．２� ２９．２	
１１ 
 ワンダークラフティ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５３２± ０１：１１．４１� ７．０

５１０
 ヒシワンスモア 牝５黒鹿５５ 田中 健阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Masa-

ichiro Abe ４２０＋ ６１：１１．５� ５７．４�
８１６ ロングフラワー 牝５鹿 ５５ 橋本 美純中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム ４３２± ０１：１１．７１� ４６．１�
４７ トーセンマエストロ 牡６鹿 ５７ 上野 翔島川 哉氏 飯田 雄三 浦河 日優牧場 ４６６－ ２１：１１．８� １０．１�
７１３ リバータウン 牡３青鹿５４ 幸 英明後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９０± ０ 〃 クビ １４４．５�
５９ セフティバーニング 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太池田 實氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ４７４－ ８１：１１．９クビ ７１．９�
６１１ ウインサウザー �６黒鹿５７ 田中 克典�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４７６＋ ２１：１２．２２ １２３．７�
１２ 	 ヤクモソニック 牡７黒鹿５７ 芹沢 純一小倉 正夫氏 増本 豊 八雲 山崎牧場 ４９６＋ ２１：１２．４１� ２３４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，７４５，９００円 複勝： ４９，６１２，３００円 枠連： ３８，９６３，８００円

普通馬連： １８５，９９２，２００円 馬単： １２５，５０８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，０５０，３００円

３連複： ２０４，５４３，８００円 ３連単： ４８６，４７２，５００円 計： １，１７９，８８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２５０円 � ６６０円 � ３９０円 枠 連（２－２） ９，７９０円

普通馬連 �� ７，５７０円 馬 単 �� １４，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２５０円 �� １，５１０円 �� ４，２８０円

３ 連 複 ��� ３３，８４０円 ３ 連 単 ��� １７２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３８７４５９ 的中 � ４７０７７（３番人気）
複勝票数 計 ４９６１２３ 的中 � ６１４４８（３番人気）� １７６０７（７番人気）� ３２６８４（６番人気）
枠連票数 計 ３８９６３８ 的中 （２－２） ２９３８（２７番人気）
普通馬連票数 計１８５９９２２ 的中 �� １８１５６（２３番人気）
馬単票数 計１２５５０８３ 的中 �� ６２２６（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５００５０３ 的中 �� ５４９０（２５番人気）�� ８３２２（１６番人気）�� ２８３５（４６番人気）
３連複票数 計２０４５４３８ 的中 ��� ４４６１（９８番人気）
３連単票数 計４８６４７２５ 的中 ��� ２０７９（４５４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．４―１１．６―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．４―４６．０―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．０
３ ・（９，１４）（４，１６）１１（５，１０，１３）（３，６）（１２，１５）（１，２）７，８ ４ ・（９，１４）（４，１６）（５，１１，１３）（１０，６，１５）（３，１２）（１，２）（７，８）

勝馬の
紹 介

コ パ ノ ス ケ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テンパレートシル デビュー ２００６．７．１６ 函館２着

２００４．２．２９生 牡４栗 母 フミノセレッソ 母母 フミノテイアラ １７戦４勝 賞金 ５９，３７１，０００円
※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） ２頭 ニシノマオ号・リッターヴォルト号



１７０４６ ６月２９日 小雨 重 （２０阪神３）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�第４９回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右）
３歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除３歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５８�，牝馬２�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，０２４，０００円 ８６４，０００円 ４３２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

［参考記録］

２：１０．９
２：１０．１
２：１１．１
２：１０．２

良

良

良

稍重 （京都）

６９ エイシンデピュティ 牡６栗 ５８ 内田 博幸平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９８＋ ２２：１５．３ １１．３�

２２ メイショウサムソン 牡５鹿 ５８ 武 豊松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ５１０－ ４ 〃 アタマ ２．１�
１１ インティライミ 牡６鹿 ５８ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６４－１０２：１５．４クビ ３９．０�
４５ サクラメガワンダー 牡５栗 ５８ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４８２＋ ２２：１５．６１� ４０．３�
７１１ アサクサキングス 牡４鹿 ５８ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９４－ ６２：１５．７� ８．７�
５７ アドマイヤフジ 牡６黒鹿５８ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２２－ ８２：１５．８� ２７．３	
８１４ エアシェイディ 牡７栗 ５８ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：１５．９� ３６．３

７１２ カ ン パ ニ ー 牡７鹿 ５８ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６± ０２：１６．２２ ２２．０�
６１０ ドリームパスポート 牡５青鹿５８ 蛯名 正義セゾンレースホース� 稲葉 隆一 白老 白老ファーム ４７６＋ ４２：１６．５１� ２３．１�
３４ アルナスライン 牡４鹿 ５８ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４４± ０２：１６．７１ ７．７
３３ フォルテベリーニ 牡６栗 ５８ 鮫島 良太 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ５１２＋ ６ 〃 クビ １３９．２�
５８ 	 ロックドゥカンブ 牡４青鹿５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 堀 宣行 新 Karreman

Bloodstock Ltd ５０２－ ８２：１８．１９ ６．９�
８１３ アサカディフィート 
１０黒鹿５８ 小牧 太林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５２０－ ２２：１８．７３� １１１．５�
４６ アドマイヤオーラ 牡４鹿 ５８ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２２：１９．１２� １４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５９５，１１８，０００円 複勝： ５０４，３３０，２００円 枠連： ５７６，２９６，５００円

普通馬連： ３，５３２，００９，５００円 馬単： ２，１３２，７２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６８２，４６３，３００円

３連複： ３，７９５，１６６，６００円 ３連単： ９，５０９，２３６，４００円 計： ２１，３２７，３４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３００円 � １３０円 � ６８０円 枠 連（２－６） ８８０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ３，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ３，７４０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� １０，６６０円 ３ 連 単 ��� ５５，７８０円

票 数

単勝票数 計５９５１１８０ 的中 � ４１８１７８（５番人気）
複勝票数 計５０４３３０２ 的中 � ３７４９２５（５番人気）� １５４５４２１（１番人気）� １３６６６８（１１番人気）
枠連票数 計５７６２９６５ 的中 （２－６） ４８４７７１（４番人気）
普通馬連票数 計３５３２００９５ 的中 �� ２４３５７０５（４番人気）
馬単票数 計２１３２７２０９ 的中 �� ４９２７７５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６８２４６３３ 的中 �� ３９４１８９（４番人気）�� ４２２０１（４２番人気）�� １１５４７６（１６番人気）
３連複票数 計３７９５１６６６ 的中 ��� ２６２９０９（３９番人気）
３連単票数 計９５０９２３６４ 的中 ��� １２５８３１（１７６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．９―１２．７―１２．４―１２．６―１２．５―１２．３―１２．２―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．６―３５．５―４８．２―１：００．６―１：１３．２―１：２５．７―１：３８．０―１：５０．２―２：０２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンデピュティ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．４．２４ 京都４着

２００２．４．９生 牡６栗 母 エイシンマッカレン 母母 Ladanum ２７戦１０勝 賞金 ４４１，０４５，０００円
〔制裁〕 アサクサキングス号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。

アサクサキングス号の騎手四位洋文は，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１０，０００円。
〔その他〕 ロックドゥカンブ号は，競走中に疾病〔左後繋靭帯断裂〕を発症。



１７０４７ ６月２９日 曇 不良 （２０阪神３）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�

た か と り

鷹 取 特 別
発走１６時２０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．６．２３以降２０．６．２２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

４７ アドマイヤマジン 牡４黒鹿５７．５ 川田 将雅佐々木主浩氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ５２４－ ６２：０３．９ ４．５�

３６ ク リ ー ン 牡４鹿 ５８ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５８８± ０２：０４．２１� ２．７�
２４ グランシュヴァリエ 牡３青鹿５２ 石橋 守谷 雄史氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ １８．２�
１１ � プレシャスピクセル 牡５鹿 ５４ 幸 英明前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo

nt Farm ４７２－ ２２：０５．０５ １１６．０�
２３ コスモアブソルート 牡６黒鹿５５ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９２＋ ２ 〃 クビ １８．９�
６１２� アルファオリオン 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６４＋ ６２：０５．６３	 ９．１	
４８ ミンティエアー 牝４黒鹿５６ 後藤 浩輝�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ２ 〃 アタマ ６．８

３５ � ダンシングタイガー 
５鹿 ５３ 赤木高太郎岡田 牧雄氏 加藤 和宏 門別 インターナシヨナル牧場 ４７２－１２２：０５．９１� ６７．２�
５９ マルブツフジ 牡５栗 ５６ 横山 典弘大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０８± ０２：０６．１１� １０．７�
８１５� ブルーレパード 牡５栗 ５４ 岩田 康誠青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud

International ４９４－ ４２：０６．３� ２２．２
１２ ウォータークルーズ 牡５栗 ５５ 芹沢 純一山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４６０－ ８２：０６．４� ３３．０�
７１４ ビードラスティック 牡４黒鹿５７ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４５０± ０２：０６．５クビ １５．１�
８１６ ツルマルローズ 牝５鹿 ５１ 船曳 文士鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ １３１．１�
７１３� スマイルハヅキ 牡５青 ５２ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 浦河 鮫川フアーム ４７８－ ６２：０７．３５ １５４．８�
６１１ メイショウチョイス 牡５鹿 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５４０－ ４２：０８．０４ ６３．６�
５１０� クラリオンコール 牡７栗 ５４ 熊沢 重文吉田 勝己氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ２２：０８．３１� １０５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，７７７，１００円 複勝： ７５，５２９，６００円 枠連： ６５，０９３，３００円

普通馬連： ３０４，８８７，５００円 馬単： １８３，９２５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，６９９，７００円

３連複： ３３４，３２３，５００円 ３連単： ７４９，２９５，５００円 計： １，８４３，５３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ３９０円 枠 連（３－４） ４００円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� １，５９０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ５，７３０円 ３ 連 単 ��� ２８，５３０円

票 数

単勝票数 計 ５５７７７１ 的中 � ９９３４４（２番人気）
複勝票数 計 ７５５２９６ 的中 � １２０８８２（２番人気）� １６４６１５（１番人気）� ３７７３７（８番人気）
枠連票数 計 ６５０９３３ 的中 （３－４） １２０５６５（１番人気）
普通馬連票数 計３０４８８７５ 的中 �� ２５６７１１（１番人気）
馬単票数 計１８３９２５４ 的中 �� ７０９２６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４６９９７ 的中 �� ６４４２８（１番人気）�� １０６９６（２１番人気）�� １６９２７（１１番人気）
３連複票数 計３３４３２３５ 的中 ��� ４３０７９（１４番人気）
３連単票数 計７４９２９５５ 的中 ��� １９３８９（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３５．６―４８．６―１：００．６―１：１２．９―１：２５．１―１：３７．７―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．８
１
３
５，４（２，７，１３）１５（９，１０）－（３，８）１（６，１１）（１２，１６）－１４
５，４（２，７，１５）８（９，１３，３）１０（１，６）－（１２，１１，１６）－１４

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤマジン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Wild Again デビュー ２００６．９．２ 札幌３着

２００４．３．２生 牡４黒鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull ９戦４勝 賞金 ４０，７７８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アイアイスピーチ号・アイアンキング号・アドマイヤレグルス号・ウィッシングデュー号・サーユウジーン号・

セフティーローレル号・ゼンノジュウシン号・ニッシンテースト号・バンブーワールド号・プラチナメーン号・
マジックボンバー号・ローランウェルズ号・ワンダータイキ号



１７０４８ ６月２９日 曇 重 （２０阪神３）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�

た る み

垂水ステークス
発走１６時５０分 （芝・右・外）
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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

１１ ホッコーパドゥシャ 牡６黒鹿５７ 内田 博幸矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４８０± ０１：４７．５ ５．３�

７１１ ヒカリシャトル 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝當山 �則氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B５１６－ ４１：４８．１３� ２．１�
３３ グロリアスウィーク 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４－１０ 〃 クビ ５．３�
５７ イ ー ス タ ー 牡５青鹿５７ 横山 典弘吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４８．２� ９．７�
３４ アドマイヤディーノ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８－２０１：４８．８３� １６．７�
８１３ ケンブリッジレーザ 牡５青 ５７ 蛯名 正義中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５００＋ ４１：４９．２２� ３８．１	
８１４ シゲルドントイケ 牡７鹿 ５７ 角田 晃一森中 蕃氏 坪 憲章 門別 和田農林（有） ４８８－ ２１：４９．３クビ ８７．７

６９ シルクタイガー 牡６芦 ５７ 野元 昭嘉有限会社シルク昆 貢 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８０± ０ 〃 クビ １１２．５�
２２ � サンワードラン 牡６鹿 ５７ 和田 竜二佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０２＋ ４１：４９．５１� ２５．６�
４５ ダンスオールナイト 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：４９．６� １３．１�
５８ クーフーリン 牡７鹿 ５７ 幸 英明ターフ・スポート加藤 敬二 浦河 大北牧場 ４５０± ０１：５０．７７ １７９．８�
７１２ ビッグベアシチー 牡５栗 ５７ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４７８＋ ８１：５０．９１� ７１．６�
４６ カ タ ナ 牡６栗 ５７ 四位 洋文首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１４＋ ８１：５１．１１� １８．４�
６１０ ウインディグニティ 牡７鹿 ５７ 上村 洋行�ウイン 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム B４８６＋ ６ （競走中止） １０４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６９，２８２，１００円 複勝： ８１，０５６，９００円 枠連： ６８，８８８，１００円

普通馬連： ３０６，３２１，８００円 馬単： ２１６，０５０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７８，７００，８００円

３連複： ３３５，２９９，３００円 ３連単： ８７７，７８０，３００円 計： ２，０３３，３７９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（１－７） ５８０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３９０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ６９２８２１ 的中 � １０４５３４（２番人気）
複勝票数 計 ８１０５６９ 的中 � １４０３５４（２番人気）� ２０８４５７（１番人気）� １２１６３１（３番人気）
枠連票数 計 ６８８８８１ 的中 （１－７） ８８７９４（２番人気）
普通馬連票数 計３０６３２１８ 的中 �� ３６９１０１（１番人気）
馬単票数 計２１６０５０６ 的中 �� １０１４９７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８７００８ 的中 �� ８００４６（１番人気）�� ４６０３７（３番人気）�� ７５６４９（２番人気）
３連複票数 計３３５２９９３ 的中 ��� ２５７１９８（１番人気）
３連単票数 計８７７７８０３ 的中 ��� １０６９８５（７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．４―１２．３―１２．１―１１．８―１１．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．８―１：００．１―１：１２．２―１：２４．０―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーパドゥシャ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００４．１０．３ 阪神２着

２００２．６．８生 牡６黒鹿 母 ネスカベミューズ 母母 ニツソウブラツク ３６戦５勝 賞金 １２８，５１２，０００円
〔競走中止〕 ウインディグニティ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。



（２０阪神３）第４日 ６月２９日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

４４１，９２０，０００円
８，８８０，０００円
５０，２８０，０００円
６，２１０，０００円
５１，０３０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６１，１００，０００円
４，９９０，０００円
１，７３７，２００円

勝馬投票券売得金
９４２，９８０，３００円
９３２，２９３，８００円
９３５，２８０，８００円
５，００４，９７４，６００円
３，３１２，５１６，８００円
１，０８２，６１１，７００円
５，７１７，２３４，４００円
１１，６２２，７８４，７００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 ２９，５５０，６７７，１００円

総入場人員 ５５，４１２名 （有料入場人員 ５３，４９８名）




