
１７０１３ ６月２０日 曇 稍重 （２２阪神３）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２４ プリティペガサス 牝３鹿 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４４６＋ ６１：５６．３ ２０．８�

４８ ブルーモーメント 牝３鹿 ５４ 福永 祐一前田 葉子氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２－ ８ 〃 クビ ２．８�
２３ オーパスクイーン 牝３鹿 ５４ 北村 友一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ５０６＋ ４１：５６．４クビ ７．６�
１２ ラクスクライン 牝３鹿 ５４ 川島 信二三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 能登ファーム ４４２－ ４１：５６．７１� ４９．２�
７１３ ハイプレイズ 牝３青鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 乾 皆雄 ４６４＋１６１：５６．８� ８０．０�
７１４ ラガーラブリン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４３２＋１２１：５６．９� ２０．２�
３６ テイエムスプリング 牝３鹿 ５４ 田中 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場門別分場 ４３６－１２１：５７．０クビ １７３．３	

（兵庫）

８１６ ナリタレジーナ 牝３栗 ５４ 幸 英明
オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ５３０＋１４ 〃 アタマ ２０５．６�
８１５ シルククインビー 牝３栗 ５４ 北村 宏司有限会社シルク鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６６＋１２１：５７．２１� １５．４�
６１１ キモンピンキー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜小林 祥晃氏 崎山 博樹 日高 ヤナガワ牧場 ４９０－ ６１：５７．３クビ ２５．６
１１ ドリームレディ 牝３青 ５４ 内田 博幸ロイヤルファーム� 野中 賢二 新冠 松浦牧場 ４６６－ ４１：５７．７２� ３．４�
５１０ ステラアルピーナ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：５８．０１� ６．６�
３５ メイショウナゴン 牝３黒鹿５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５１８－ ８ 〃 クビ １４７．６�
６１２ サンマルバンベール 牝３青鹿５４ 岩崎 祐己相馬 勇氏 池添 兼雄 浦河 中村 雅明 ４２８－ ８１：５８．４２� ２２．０�
４７ プリンセスネージュ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４７８＋ ４１：５８．８２� ５２．７�
５９ ニホンピロスティラ 牝３鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 平取 高橋 幸男 ４２４－１０２：００．７大差 １３４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４１２，９００円 複勝： ２１，７６３，５００円 枠連： １２，６３２，３００円

普通馬連： ４１，７４１，６００円 馬単： ３１，３４３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９３４，２００円

３連複： ６２，１３７，６００円 ３連単： ９３，０３３，７００円 計： ２９６，９９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０８０円 複 勝 � ４６０円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（２－４） ８００円

普通馬連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １，５５０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ５，６００円 ３ 連 単 ��� ４９，４７０円

票 数

単勝票数 計 １５４１２９ 的中 � ５８６７（７番人気）
複勝票数 計 ２１７６３５ 的中 � ９７２３（７番人気）� ５３７０６（１番人気）� １９８４６（４番人気）
枠連票数 計 １２６３２３ 的中 （２－４） １１７５８（２番人気）
普通馬連票数 計 ４１７４１６ 的中 �� １２９７５（６番人気）
馬単票数 計 ３１３４３６ 的中 �� ３５３９（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９３４２ 的中 �� ４８９１（８番人気）�� ２９０２（１７番人気）�� ８２５７（５番人気）
３連複票数 計 ６２１３７６ 的中 ��� ８１９７（１５番人気）
３連単票数 計 ９３０３３７ 的中 ��� １３８８（１３６番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１３．０―１２．８―１３．２―１３．６―１３．８―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３６．６―４９．４―１：０２．６―１：１６．２―１：３０．０―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．７―３F４０．１
１
３

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

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

プリティペガサス �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１０．５．９ 京都６着

２００７．５．８生 牝３鹿 母 シルクサンライズ 母母 バンシユーウエー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トワオンワード号
※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。



１７０１４ ６月２０日 曇 稍重 （２２阪神３）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１１ ブラーニーストーン 牡３芦 ５６ 藤岡 康太吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 ４６０－ ８１：２６．０ ６．９�

７１３ メタギャラクシー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４７０－ ６１：２６．１� ９２．３�

５９ デュランダルガイ 牡３栗 ５６ 浜中 俊横瀬 兼二氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ５００ ―１：２６．３１ ８．７�
３６ ジパングダマシイ 牡３鹿 ５６ 田中 学西村 憲人氏 大根田裕之 日高 佐々木 直孝 ４８０＋ ４１：２６．７２� ４８．４�

（兵庫）

８１５ クールクラージュ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 B４８６± ０１：２７．１２� １３．６�

６１２ ビントサリエ 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 谷和 光彦氏 牧浦 充徳 浦河 ひるかわ育
成牧場 ４４６－ ４１：２７．３� ５．７�

（豪）

７１４ カワカミショコラ 牝３栗 ５４ 川島 信二 	三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ５１２ ―１：２７．４� １２７．９

３５ マリンバラッド 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４５６± ０１：２７．５� １１．９�
１２ アドマイヤマスター 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８６＋１０ 〃 クビ ３．０�
１１ トウカイブラスト 牡３黒鹿５６ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ５１８ ―１：２７．６� ４５．２
２３ メモリーセイバー 牡３栗 ５６

５３ ▲川須 栄彦�シンザンクラブ 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 ４７２－１０１：２７．７� １２８．６�
２４ ランドゴーカイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４２－ ２１：２８．２３ ２１．２�
４８ ホッコーブロッサム 牝３栗 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４２２＋１８１：２８．５２ １１０．８�
５１０ サ ク シ ー ド �３栗 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ６１：２８．９２� ５．８�
８１６ ピースデピュティ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４７８ ―１：２９．２１� １５２．４�
４７ ケイエスジャパン 牡３栗 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４９０－ ８１：２９．７３ ４２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９２１，３００円 複勝： ２３，３０５，１００円 枠連： １４，４１０，０００円

普通馬連： ４０，０９０，４００円 馬単： ２７，６６９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５７４，１００円

３連複： ６０，２４９，８００円 ３連単： ９０，７８３，７００円 計： ２８８，００３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２５０円 � １，４９０円 � ３４０円 枠 連（６－７） ６，５００円

普通馬連 �� ３１，８５０円 馬 単 �� ４９，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，６８０円 �� ９５０円 �� ９，３６０円

３ 連 複 ��� ７１，１５０円 ３ 連 単 ��� ４８２，０１０円

票 数

単勝票数 計 １４９２１３ 的中 � １７２７８（４番人気）
複勝票数 計 ２３３０５１ 的中 � ２９０９０（４番人気）� ３４４８（１１番人気）� １８６１６（５番人気）
枠連票数 計 １４４１００ 的中 （６－７） １６３７（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４００９０４ 的中 �� ９２９（５８番人気）
馬単票数 計 ２７６６９０ 的中 �� ４１２（１０７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５７４１ 的中 �� ５１９（５７番人気）�� ４５２１（１２番人気）�� ４２５（６４番人気）
３連複票数 計 ６０２４９８ 的中 ��� ６２５（１５６番人気）
３連単票数 計 ９０７８３７ 的中 ��� １３９（９６６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．４―１２．９―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．７―４７．１―１：００．０―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラーニーストーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Irish River デビュー ２０１０．３．２１ 阪神５着

２００７．１．２８生 牡３芦 母 フ ェ ル モ イ 母母 Victoress ４戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 サヴァラン号・テイエムアミーゴ号・ディープハント号・ホウウン号・ポートクラシック号
（非抽選馬） １頭 パワークラウン号
※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。



１７０１５ ６月２０日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２２阪神３）第２日 第３競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

２２ メジロラスタバン 牡６黒鹿６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４５２－ ２３：２６．３ ７．８�

８１３ ランヘランバ 牡７黒鹿６０ 小坂 忠士田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６６＋ ４３：２６．５１ １１．６�
７１１ マッハジュウクン 牡８鹿 ６０ 西谷 誠鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７６＋ ２３：２７．６７ ７．２�
３３ ド ン ヤ マ ト 牡４栗 ６０ 山本 康志山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B５０４± ０３：２７．７� １０．１�
５７ スプリングカエサル 牡４黒鹿６０ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４６２± ０３：２８．４４ ４．６�
１１ メイショウチョイス 牡７鹿 ６０ 黒岩 悠松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５６２－ ２３：２８．５� ５７．３�
４６ マッキーガリウム 牡４黒鹿６０ 佐久間寛志薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５４－ ２３：２８．９２� ３０．７	
６９ � タガノマスタング 牡７栗 ６０ 今村 康成八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ４７２－３０３：３０．５１０ ２８．９

４５ ワンダーハヤブサ 牡９黒鹿６０ 林 満明山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ４８８＋ ２３：３０．７１� １３．８�
５８ ア ヤ ナ ベ ル 牝４青鹿５８ 南井 大志鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４５０＋ ４３：３１．１２� ３５．９�
６１０ スリーラスカル 牡５黒鹿６０ 岩崎 祐己永井商事 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８０－ ２３：３１．９５ ６．０�
８１４� ツインダイヤ 牝４栗 ５８ 柴田 未崎�坂東牧場 境 征勝 日高 ファーミングヤナキタ ４７８－ ４３：３２．３２� １１９．４�
７１２� スズカジェット 牡６黒鹿６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８８＋ ２３：３２．４� ４．５�
３４ ニューパワー �４栗 ６０ 穂苅 寿彦井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４５８－１８３：３２．７１� ７２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，１２０，７００円 複勝： １７，６０９，６００円 枠連： １３，２７０，１００円

普通馬連： ３４，２５３，６００円 馬単： ２４，４９０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０４２，７００円

３連複： ５６，３０５，４００円 ３連単： ７９，０３５，２００円 計： ２５０，１２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２５０円 � ４３０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ３，３９０円

普通馬連 �� ３，９００円 馬 単 �� ６，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ９４０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ９，２２０円 ３ 連 単 ��� ５５，６１０円

票 数

単勝票数 計 １１１２０７ 的中 � １１２５３（５番人気）
複勝票数 計 １７６０９６ 的中 � １９８７７（４番人気）� ９７３６（８番人気）� １８８８５（５番人気）
枠連票数 計 １３２７０１ 的中 （２－８） ２８９４（１８番人気）
普通馬連票数 計 ３４２５３６ 的中 �� ６４８５（２１番人気）
馬単票数 計 ２４４９００ 的中 �� ２６９６（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０４２７ 的中 �� ２４９９（２０番人気）�� ３７５５（１２番人気）�� ２１８０（２５番人気）
３連複票数 計 ５６３０５４ 的中 ��� ４５１１（３９番人気）
３連単票数 計 ７９０３５２ 的中 ��� １０４９（２２９番人気）

上り １マイル １：４４．５ ４F ５１．７－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロラスタバン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００６．９．２ 札幌１４着

２００４．４．２６生 牡６黒鹿 母 メジロラモーヌ 母母 メジロヒリユウ 障害：２２戦２勝 賞金 ５０，４１１，０００円
※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 ゴルデンシュライン号・ゴールデンカイザー号・サンライズボンバー号・シルバーブレイズ号
（非抽選馬） １頭 プライドイズハート号



１７０１６ ６月２０日 曇 良 （２２阪神３）第２日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

２２ アヴェンチュラ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：３５．７ ３．７�

６７ エイシンオスマン 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠平井 豊光氏 松永 昌博 安平 有限会社 ノー
ザンレーシング ４７０ ―１：３６．３３� ４．３�

８１１ シュプリームギフト 牝２青鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：３６．５１� ２．０�
１１ ラバーフロー 牡２栗 ５４ 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４０６ ―１：３６．９２� １５．４�
５５ シゲルシャチョウ 牡２鹿 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 鶴留 明雄 様似 �村 伸一 ４６６ ―１：３７．１１� ４０．０�
５６ タイセイソルジャー 牡２鹿 ５４ 小牧 太田中 成奉氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 ４３８ ―１：３７．２� ４３．８�
７１０ タガノキズナ 牡２栗 ５４ 北村 宏司八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２ ―１：３７．３� １７．８	
６８ マイネマグノリア 牝２栗 ５４ 和田 竜二 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４３８ ―１：３７．９３� ８２．６�
４４ レベルスピリット 牡２鹿 ５４ C．ウィリアムズ 小田 吉男氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４２８ ―１：３８．２２ １００．７�

（豪）

３３ ダンスインザスカイ 牝２鹿 ５４ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５０ ― 〃 クビ １５７．１
８１２ ドリームスパ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊セゾンレースホース
 中村 均 宮城 遊佐 武俊 ４８２ ―１：３８．５２ １９．３�
７９ ゼ ロ セ ン 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 ヒダカフアーム ４８２ ―１：４３．６大差 １５５．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３９，６９１，３００円 複勝： ３２，１８０，３００円 枠連： １３，９５６，２００円

普通馬連： ５９，３７４，３００円 馬単： ５４，４２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４１４，８００円

３連複： ７７，６４２，２００円 ３連単： １５５，２８０，６００円 計： ４５５，９６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（２－６） ７３０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４００円 ３ 連 単 ��� ２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３９６９１３ 的中 � ８５００４（２番人気）
複勝票数 計 ３２１８０３ 的中 � ６２００９（３番人気）� ６３５００（２番人気）� ９６０６１（１番人気）
枠連票数 計 １３９５６２ 的中 （２－６） １４１８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ５９３７４３ 的中 �� ６０６０９（３番人気）
馬単票数 計 ５４４２２４ 的中 �� ２８４８９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４１４８ 的中 �� ２２６１３（３番人気）�� ３４６２９（１番人気）�� ２９５５１（２番人気）
３連複票数 計 ７７６４２２ 的中 ��� １４３９２８（１番人気）
３連単票数 計１５５２８０６ 的中 ��� ３９２７９（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．２―１２．４―１２．７―１１．５―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．８―４８．２―１：００．９―１：１２．４―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３４．８
３ １２，７（５，８）１１（１，２）－（４，１０）３（６，９） ４ １２，７，８（５，１１）２，１（４，１０）３，６＝９

勝馬の
紹 介

アヴェンチュラ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．３．７生 牝２鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼロセン号は，平成２２年７月２０日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１７０１７ ６月２０日 曇 稍重 （２２阪神３）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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
１：４７．８

重

重

４７ ウインシュヴァルツ 牡３青 ５６ 内田 博幸�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７２－ ６１：５５．８ １．３�

５９ ワルトユニヴァース 牡３栗 ５６ 和田 竜二的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４７４－１０１：５５．９� ９．３�

８１６ フラワーガイア 牝３栗 ５４ 藤岡 康太花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河 太陽牧場 B４９８－ ２１：５６．１１� １７．６�
７１３ メイショウヘイゾウ 牡３鹿 ５６ 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 大柳ファーム ４６４＋ ２１：５６．９５ ５４．１�
８１５ アッフィラータ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B４７０＋ ８１：５７．７５ １６．７�
１１ ジェネラルバイオ 牡３鹿 ５６ 幸 英明バイオ� 清水 出美 日高 中館牧場 ４５０＋１２１：５７．８� ３０．４�
２４ ニシノサンタロウ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５０－ ４１：５８．０１� １９．０	
３５ ディアグレートサン 牡３鹿 ５６ 川島 信二寺田千代乃氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋１０１：５８．１� ５２．９

５１０ ニシノサンダー �３鹿 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４０４－２２１：５８．２	 １４７．０�
７１４ ライブリクラフト 牡３鹿 ５６ 田中 健加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４２６－ ２１：５８．３� ２６４．１�
６１２ セブンウッド 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 出羽牧場 ４７８± ０ 〃 クビ １１２．１�
４８ 
 ベ ニ チ ド リ 牝３栗 ５４ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 愛 Yukiko

Hosokawa ４２２－ ２１：５８．５１� １０２．０�
３６ テイエムテツワン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 石郷岡 雅樹 ５０２－ ８１：５８．９２� １５７．１�
１２ ダイシンマジック 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太大八木信行氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６６－１２１：５９．７５ ４２．４�
２３ デサフィアール 牡３鹿 ５６ 田中 学吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９６ ―２：００．９７ ２８．２�

（兵庫）

６１１ シゲルノブナガ �３黒鹿５６ 田中 勝春森中 蕃氏 田中 章博 青森 小笠原 富
三郎 ４８０＋１２２：０８．９大差 １３７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３０８，７００円 複勝： ４６，６７２，１００円 枠連： １４，８０９，７００円

普通馬連： ３５，４９９，５００円 馬単： ３４，２８０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７４５，１００円

３連複： ５３，０５７，４００円 ３連単： １０３，２６７，４００円 計： ３２３，６４０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（４－５） ５５０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３７０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ４，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２０３０８７ 的中 � １３１１２５（１番人気）
複勝票数 計 ４６６７２１ 的中 � ３３０６１３（１番人気）� ２８０３０（２番人気）� １７１１０（４番人気）
枠連票数 計 １４８０９７ 的中 （４－５） １９９１４（３番人気）
普通馬連票数 計 ３５４９９５ 的中 �� ４６６８８（１番人気）
馬単票数 計 ３４２８０３ 的中 �� ３４０３０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７４５１ 的中 �� １５９３８（１番人気）�� １０８８５（３番人気）�� ２７７８（１３番人気）
３連複票数 計 ５３０５７４ 的中 ��� ２１１８２（２番人気）
３連単票数 計１０３２６７４ 的中 ��� １６４８７（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１４．０―１３．４―１３．０―１３．０―１２．７―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３８．２―５１．６―１：０４．６―１：１７．６―１：３０．３―１：４２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインシュヴァルツ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．１．１６ 京都４着

２００７．４．２９生 牡３青 母 プレンティオブラヴ 母母 マニックサンデー ８戦１勝 賞金 １２，５５０，０００円
〔制裁〕 ウインシュヴァルツ号の騎手内田博幸は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デサフィアール号・シゲルノブナガ号は，平成２２年７月２０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） １頭 ゼットフジ号
（非抽選馬） １頭 エーシンアルヘナー号
※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。



１７０１８ ６月２０日 曇 良 （２２阪神３）第２日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時１５分 （芝・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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５１０ トウカイオーロラ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４５６－ ２２：０１．９ １２．１�

８１５ タッチマイハート 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士武田 茂男氏 田島 良保 新冠 河原育成牧場 ４７２－ ４２：０２．１１� ５．８�
３５ クーゲルブリッツ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６ 〃 クビ ５．６�
４７ バトルキクヒメ 牝３芦 ５４ 太宰 啓介宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４７０＋ ２２：０２．２� １３．８�
４８ サーベルダンス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠吉田 照哉氏 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４２４－ ６２：０２．４１� ６．６�
２４ ブ レ イ ク 牡３鹿 ５６ 浜中 俊河合實貴男氏 作田 誠二 日高 シンボリ牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ２．５�
１２ アグネスジルバ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４６２－ ８２：０２．５� ６０．１	
３６ メイショウオスパー 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B４５４± ０２：０２．６クビ ２１．４

１１ スナークトマホーク 牡３黒鹿５６ 福永 祐一杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 近藤牧場 ４２６＋ ８２：０２．７� １３．４�
７１３ バンダムローレル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４３２＋ ２２：０３．０１� ９４．４�
６１２ パープルハロイン 牡３栗 ５６ 上野 翔中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 鵜木 唯義 ４４６＋ ２２：０３．２１� １８１．３
２３ ブラウンビリオン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４１２± ０２：０３．３クビ ３２３．４�
６１１ ミスズエルドラド 牡３鹿 ５６ 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 岡野牧場 B４４６＋ ２２：０３．６２ １０２．２�
５９ セトウチソーラー 牝３鹿 ５４ 幸 英明高橋 勉氏 西浦 勝一 新ひだか 山際牧場 ４６０ ―２：０４．０２� ４７．２�
８１６ ラ ー ト リ ー 牝３栗 ５４ 田中 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 ４５４－１２ 〃 クビ １２０．９�
（兵庫）

７１４ エーティールパン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 日高 エンドレス

ファーム ４９８－ ４２：０６．２大差 １９８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９０４，８００円 複勝： ２３，８４１，３００円 枠連： １６，０６７，９００円

普通馬連： ４５，０５７，４００円 馬単： ３２，９２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６９８，５００円

３連複： ６５，６２９，７００円 ３連単： １０３，２４９，３００円 計： ３２２，３７１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � １９０円 枠 連（５－８） ２，１８０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ７，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ９１０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ５，１５０円 ３ 連 単 ��� ３８，０１０円

票 数

単勝票数 計 １６９０４８ 的中 � １１０４６（５番人気）
複勝票数 計 ２３８４１３ 的中 � １８２０４（５番人気）� ３８５３５（２番人気）� ３４７２７（３番人気）
枠連票数 計 １６０６７９ 的中 （５－８） ５４５６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４５０５７４ 的中 �� １２４５１（１０番人気）
馬単票数 計 ３２９２２６ 的中 �� ３４２６（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６９８５ 的中 �� ４９８１（１１番人気）�� ４９９９（１０番人気）�� ７８４２（５番人気）
３連複票数 計 ６５６２９７ 的中 ��� ９４１４（１６番人気）
３連単票数 計１０３２４９３ 的中 ��� ２００５（１２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３６．２―４９．０―１：０１．６―１：１４．０―１：２６．１―１：３８．１―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．８
１
３
５（９，１２）（３，１０）１５，１，１１（２，６）－１３，８，７，４－１４，１６・（５，９，１２）（３，１０，１５）（１，１１）６，２（１３，７）－（８，４）＝１６＝１４

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

勝馬の
紹 介

トウカイオーロラ �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．７ 京都８着

２００７．４．７生 牡３黒鹿 母 トウカイパステル 母母 トウカイミヤビ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイトップイモン号
（非抽選馬） ５頭 エーラゴーデオ号・ジョウテンクイーン号・スズノブレイヴ号・モーガンルフェイ号・ライクキャロット号
※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。



１７０１９ ６月２０日 曇 良 （２２阪神３）第２日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８１６ サンゴシック 牡４栗 ５７ 幸 英明幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ５０６± ０１：０９．０ ３．８�

５１０ ハッピープレゼント 牝５栗 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０８＋ ８１：０９．１� １１．５�
４８ � アスターローズ 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４３０－ ４１：０９．２� ４．０�
３６ ラガーシーキング 牡４黒鹿５７ 岩崎 祐己奥村 啓二氏 池添 兼雄 静内 今 牧場 ４７２－ ６ 〃 ハナ １３．５�
５９ ニホンピログッデン �７鹿 ５７ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 静内 福岡 清 ４６８＋ ８１：０９．３クビ ２４．８�
７１３ マコトバンクウ 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ 眞壁 明氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４５２－ ６ 〃 ハナ ７７．９�

（豪）

６１２ デイズオブメモリー 牡３芦 ５４ 田中 健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４２８＋１０ 〃 アタマ １１．６	
２４ リッピアピンク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４６６＋１８１：０９．４� ２７．３

４７ フォレストルーラー 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４６６－１２１：０９．５� １８０．５�
３５ マルセイユシチー 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４４４± ０１：０９．７１� ３６．５
１２ マスターチアフル 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５０± ０１：０９．８� ６．５�
８１５ テラノチェリー �５鹿 ５７ 福永 祐一寺田 寿男氏 昆 貢 門別 シンコーファーム B４７４＋ ２１：１０．０１	 ７．２�
６１１� ラガーゴールデン 牡４鹿 ５７ 上野 翔奥村 啓二氏 田所 清広 静内 今 牧場 ４１２＋ ４１：１０．５３ ３０．５�
１１ チャームペンダント 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４８２＋１６ 〃 ハナ ２５．３�
７１４ パンコールデイズ 牝５鹿 ５５ 村田 一誠浅田 次郎氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 B４６６± ０１：１１．４５ １９９．１�
２３ � メイショウタクミ 牡４黒鹿５７ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ４９８－１８１：１２．０３� １４７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３８２，９００円 複勝： ３１，４１４，８００円 枠連： ２４，０３２，９００円

普通馬連： ６１，４２３，１００円 馬単： ３９，７３６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９７５，３００円

３連複： ９０，３４２，３００円 ３連単： １３４，７９４，５００円 計： ４２７，１０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � １７０円 枠 連（５－８） ９４０円

普通馬連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ３８０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ４，６１０円 ３ 連 単 ��� ２６，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２０３８２９ 的中 � ４２９９８（１番人気）
複勝票数 計 ３１４１４８ 的中 � ５０８７８（２番人気）� ２０１６２（５番人気）� ５６５１２（１番人気）
枠連票数 計 ２４０３２９ 的中 （５－８） １８９５４（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１４２３１ 的中 �� １９０５６（７番人気）
馬単票数 計 ３９７３６５ 的中 �� ７５３１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９７５３ 的中 �� ６０４７（１０番人気）�� １７９０９（１番人気）�� ４７５８（１２番人気）
３連複票数 計 ９０３４２３ 的中 ��� １４４９２（７番人気）
３連単票数 計１３４７９４５ 的中 ��� ３７３４（５１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．０―１１．８―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．３―４５．１―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．７
３ １４，１０，１６（１，２，９，１５）（５，７，８）－１１，１３－（４，６）１２－３ ４ １４，１０，１６（１，２，９，１５）（５，７，８）１３（１１，６）１２－４＝３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンゴシック �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００８．７．６ 函館２着

２００６．３．５生 牡４栗 母 スイートブーケ 母母 ハ ナ ダ ヨ リ １４戦３勝 賞金 ３１，３０８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウフレアー号
（非抽選馬） ２頭 ドンスピリタス号・メイショウユリシス号
※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。



１７０２０ ６月２０日 曇 稍重 （２２阪神３）第２日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

２３ グレイトロータリー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 宮本 博 新ひだか グランド牧場 ５１８＋ ４２：０６．９ ３．３�

８１５ ダノンエリモトップ 牡４鹿 ５７ C．ウィリアムズ �ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５０８－ ２ 〃 クビ ６．７�
（豪）

５８ ヒカリアスティル 牡４鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介當山 �則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ４９４± ０２：０７．３２� ８．８�

３５ シークレバー 牡５鹿 ５７ 白浜 雄造藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８０－ ５２：０７．５１ １１３．０�
５９ � フラッグラッシュ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 村山 明 静内 岡田牧場 ５１４－ ６ 〃 クビ ２０．７�
７１２ アキノグローブ 牡３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 斉藤 安行 ４６８－ ２２：０７．７１� ６．６	
６１１ メイクセンス 牡５栗 ５７ 岩田 康誠平田 修氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 クビ ６．７

４７ � サンレイハスラー 牡４鹿 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５００± ０２：０８．０２ ４３．８�
４６ ポートスピード 牡５栗 ５７ 太宰 啓介水戸眞知子氏 田中 章博 三石 前川 清彦 ４９２－１０２：０８．２１� ５２．９�
３４ � トップランナー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司水上ふじ子氏 鈴木 伸尋 浦河 笠松牧場 B５０４＋ ４２：０８．３� １３．５
７１３ ガ リ ア ー ノ 牡４栗 ５７

５４ ▲川須 栄彦 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２２：０８．４� ４９．９�
２２ ソルモンターレ 牡４鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４５４－ ２２：０８．５クビ ２１．９�
８１４ パ ミ ー ナ 牝３栗 ５２ 北村 友一門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４４６－ ２２：１０．７大差 ３３．４�
６１０ カワキタシュテルン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 ５０４－ ２２：１１．４４ ６２．７�
１１ シルバーフィールド 牡４黒鹿５７ 幸 英明近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４９６－ ５２：１１．９３ ９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，２７５，６００円 複勝： ３６，８３４，０００円 枠連： ２３，２５２，３００円

普通馬連： ９２，４１７，０００円 馬単： ４６，４８０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８５７，５００円

３連複： １０４，４６７，６００円 ３連単： １６３，９１３，７００円 計： ５１８，４９８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ８７０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ６５０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� １２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２２２７５６ 的中 � ５３４７６（１番人気）
複勝票数 計 ３６８３４０ 的中 � ８１８９５（１番人気）� ３９０２８（３番人気）� ３２１３６（５番人気）
枠連票数 計 ２３２５２３ 的中 （２－８） １９９４６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９２４１７０ 的中 �� ６３５０４（１番人気）
馬単票数 計 ４６４８０３ 的中 �� １７８３８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８５７５ 的中 �� １５０６５（２番人気）�� １１０３６（５番人気）�� ５４７２（１６番人気）
３連複票数 計１０４４６７６ 的中 ��� ２２２５５（６番人気）
３連単票数 計１６３９１３７ 的中 ��� ９７１３（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．８―３５．０―４８．８―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．４―１：４０．５―１：５３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．５
１
３
２，１５－１４，１２（３，８）１，１１（４，７）（６，１０）１３－９，５
２，１５（１４，１２）３（１１，８）－（１，１３）（４，７，９）１０（５，６）

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

勝馬の
紹 介

グレイトロータリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００９．５．２４ 新潟１着

２００６．５．２３生 牡４鹿 母 アイチェックユー 母母 Joan’s Gift ９戦３勝 賞金 ２０，８５０，０００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。



１７０２１ ６月２０日 曇 良 （２２阪神３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

み き

三 木 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）

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
三木市長賞（１着）

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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７８ アドマイヤプリンス 牡３鹿 ５４ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：４７．３ １．７�

７９ クレバートウショウ 牡４鹿 ５７ 高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ １３．１�
８１１� サ バ ー ス 牡５鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：４７．８３ ６２．９�
６７ チュウワプリンス 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ４１：４７．９� ４．６�
４４ インテンスブルー 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４８４－ ２ 〃 アタマ ９．７�
２２ ディープスピリット 牡６鹿 ５７ 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４６０＋ ２１：４８．０クビ ５２．８�
５５ グッドバニヤン 牡５栃栗５７ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ １３．１	
３３ ハ ー リ カ 牝５黒鹿５５ 村田 一誠 
ローレルレーシング 昆 貢 新冠 中本 隆志 ４７２＋ ２１：４８．２１	 ２７．２�
１１ トムウィンズ 牡５芦 ５７ 浜中 俊半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４６８－ ２ 〃 ハナ ４０．４�
８１０ ドリームガードナー 牡５栗 ５７ 内田 博幸セゾンレースホース
 中村 均 千歳 社台ファーム ４６０－１２１：４８．５２ ９．７
６６ スズカダーク 牡７鹿 ５７ 小坂 忠士永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４６２－１０１：４８．６クビ ２３８．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４１，０１９，６００円 複勝： ５６，７８４，３００円 枠連： ２２，４８１，４００円

普通馬連： １１８，８６１，５００円 馬単： ８５，１５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，６４２，２００円

３連複： １４０，７７８，４００円 ３連単： ３４２，６２３，２００円 計： ８５０，３４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ３７０円 � ９３０円 枠 連（７－７） １，０９０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，５００円 �� ５，７００円

３ 連 複 ��� １３，９８０円 ３ 連 単 ��� ３１，８３０円

票 数

単勝票数 計 ４１０１９６ 的中 � １９０８３６（１番人気）
複勝票数 計 ５６７８４３ 的中 � １９８９３７（１番人気）� ３０９７９（６番人気）� １０６２５（１０番人気）
枠連票数 計 ２２４８１４ 的中 （７－７） １５３３０（５番人気）
普通馬連票数 計１１８８６１５ 的中 �� ７１５３９（５番人気）
馬単票数 計 ８５１５５９ 的中 �� ３９０２４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２６４２２ 的中 �� １９７９９（７番人気）�� ６９０６（１５番人気）�� １７４３（４２番人気）
３連複票数 計１４０７７８４ 的中 ��� ７４３５（４３番人気）
３連単票数 計３４２６２３２ 的中 ��� ７９４４（１０１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３５．８―４８．６―１：０１．１―１：１３．４―１：２４．７―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３３．９
３ ４－（７，９）１０（５，２）（１，８）６，１１，３ ４ ４（７，９）１０（５，２）８，１（６，１１）３

勝馬の
紹 介

アドマイヤプリンス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．１０．３１ 京都１着

２００７．５．２７生 牡３鹿 母 プロモーション 母母 アサーション ５戦３勝 賞金 ３４，６８３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１７０２２ ６月２０日 曇 良 （２２阪神３）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�第１５回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
牝，３歳以上，２１．６．２０以降２２．６．１３まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５９ ブライティアパルス 牝５鹿 ５３ 藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４５６－ ６１：５９．５ ６．４�

７１３ セラフィックロンプ 牝６青鹿５３ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ３７．９�
２３ テイエムオーロラ 牝４青鹿５３ 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６６± ０１：５９．８１� ７．９�
７１４ ニシノブルームーン 牝６鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４７８－ ２１：５９．９� ４．４�
８１６ ヒカルアマランサス 牝４栗 ５６ 内田 博幸�橋 京子氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４５８＋１０２：００．０� ４．８�
６１２ ムードインディゴ 牝５栗 ５５ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２± ０２：００．１� ３０．３�
（豪）

６１１ チェレブリタ 牝５鹿 ５４ 村田 一誠	三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ３３．３

２４ アースシンボル 牝５鹿 ５０ 高倉 稜松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ３５．７�
４７ マイネトゥインクル 牝５鹿 ５０ 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ２２：００．２クビ ３２．６�
３５ コロンバスサークル 牝４黒鹿５３ 田中 勝春吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５４－ ２２：００．３� １３．２
５１０ リトルアマポーラ 牝５黒鹿５７ 福永 祐一 	社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ２２：００．７２� １２．９�
８１５ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５１ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８６－ ４２：００．８� ８４．６�
４８ ブラボーデイジー 牝５芦 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５５２＋ ６２：０１．２２� ８．４�
１１ マイネレーツェル 牝５鹿 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４２６＋ ２２：０１．９４ ２８．６�
１２ レ ジ ネ ッ タ 牝５鹿 ５６ 岩田 康誠 	社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム B４５０＋１０２：０２．０� １４．４�
３６ チャームナデシコ 牝５鹿 ５３ 幸 英明タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４６４＋１２２：０２．１クビ １２２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２９，９７３，５００円 複勝： １８３，０２１，７００円 枠連： １４９，０３８，６００円

普通馬連： ７９５，８８３，９００円 馬単： ３７４，８０５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２３，７６０，９００円

３連複： １，２２２，６２５，９００円 ３連単： ２，１００，９１５，２００円 計： ５，１８０，０２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２４０円 � ８２０円 � ２９０円 枠 連（５－７） １，１４０円

普通馬連 �� ８，４１０円 馬 単 �� １４，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４７０円 �� ７２０円 �� ３，０８０円

３ 連 複 ��� １５，５８０円 ３ 連 単 ��� ９１，０１０円

票 数

単勝票数 計１２９９７３５ 的中 � １６０５６７（３番人気）
複勝票数 計１８３０２１７ 的中 � ２２４４９６（３番人気）� ５０１５２（１３番人気）� １７７２０２（５番人気）
枠連票数 計１４９０３８６ 的中 （５－７） ９７３０２（３番人気）
普通馬連票数 計７９５８８３９ 的中 �� ６９８６９（３０番人気）
馬単票数 計３７４８０５２ 的中 �� １９３２１（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２３７６０９ 的中 �� ２１８１１（３０番人気）�� ８１２７８（４番人気）�� １７３３２（４２番人気）
３連複票数 計１２２２６２５９ 的中 ��� ５７９２１（５０番人気）
３連単票数 計２１００９１５２ 的中 ��� １７０３８（２７５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１２．３―１２．６―１２．０―１２．１―１２．１―１１．８―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．０―３５．３―４７．９―５９．９―１：１２．０―１：２４．１―１：３５．９―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．４
１
３
１３，９，６（３，１６）（２，８）（５，１０）（１４，１２）７（１１，１５）（１，４）
１３，９（６，３）（２，１６）（５，８）１０，１４（１２，１）（１１，７，４）１５

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

勝馬の
紹 介

ブライティアパルス �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００７．１２．１６ 中京１着

２００５．４．１４生 牝５鹿 母 ストームサンデー 母母 Satiety １４戦６勝 賞金 １２８，５５１，０００円
〔発走状況〕 レジネッタ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 セラフィックロンプ号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２２年６月２６日から平成２２年

６月２７日まで騎乗停止。（９番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 レジネッタ号は，平成２２年６月２１日から平成２２年７月１１日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） ２頭 シングライクバード号・レジェンドブルー号
※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。



１７０２３ ６月２０日 曇 良 （２２阪神３）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�

な ん こ う

南 港 特 別
発走１６時１０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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

６１０ テクニカルラン 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４２２＋ ４１：３４．５ ３．６�
（豪）

７１１ ディープキッス 牝５鹿 ５５ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４３４－ ２１：３４．９２� １０．４�
４５ キンセイポラリス 牡４鹿 ５７ 川島 信二山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ４００＋ ２１：３５．２２ ８．７�
４６ タクティクス 牡４栗 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４＋１０１：３５．４１ １１．５�
７１２ シアフォース 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８＋ ４１：３５．５� ３．７�
５７ 	 メイショウサミット 牡４鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５４８－ ４１：３５．６� ７４．８�
８１３ コンプトゥス 牡５芦 ５７ 北村 宏司吉田 勝己氏 清水 久詞 早来 ノーザンファーム ５３２＋ ６１：３５．７クビ ２４．５	
１１ ファイアレッド 牡５青鹿５７ 田中 勝春 
社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム B４５８－ ６１：３５．９１
 ６．５�
８１４ プロスアンドコンズ 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７０－ ４１：３６．１１ ６．３�

３４ � シャイニーモス 牡５黒鹿５７ 幸 英明小林 昌志氏 湯窪 幸雄 愛 Masashi
Kobayashi ４８０± ０ 〃 クビ ５５．６

３３ � マサノチキータ 牝３芦 ５２ 田中 学 �ファーストビジョン 三宅 直之 新ひだか 中村 和夫 B４４２－ ２１：３６．５２� ９２．０�
（兵庫） （兵庫）

２２ 	 マイアイビギニング 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史MYI馬主組合 鈴木 孝志 静内 へいはた牧場 ４９２－ ６１：３６．６� １１６．９�
５８ 	 シュルヴィーヴル 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 永田 克之 ４３２＋ ５１：３７．９８ １２４．１�

（１３頭）
６９ ラムタムタガー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊 
社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，０３６，０００円 複勝： ３４，９０３，６００円 枠連： ２９，９２５，４００円

普通馬連： １０７，１９３，７００円 馬単： ６３，６７２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８１６，３００円

３連複： １２１，６８１，６００円 ３連単： ２５１，９７７，５００円 計： ６６７，２０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � ２５０円 枠 連（６－７） ５１０円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ４９０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� １８，８００円

票 数

単勝票数 計 ２７０３６０ 的中 � ５９４５３（１番人気）
複勝票数 計 ３４９０３６ 的中 � ６３３２６（２番人気）� ２９９６０（６番人気）� ３５５４９（５番人気）
枠連票数 計 ２９９２５４ 的中 （６－７） ４４１１１（１番人気）
普通馬連票数 計１０７１９３７ 的中 �� ４６２０８（８番人気）
馬単票数 計 ６３６７２９ 的中 �� １６７５３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８１６３ 的中 �� １２４７７（８番人気）�� １６１５８（３番人気）�� ６８５６（１８番人気）
３連複票数 計１２１６８１６ 的中 ��� ２２７４２（１６番人気）
３連単票数 計２５１９７７５ 的中 ��� ９８９６（６２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１１．７―１１．８―１１．６―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．２―４６．９―５８．７―１：１０．３―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テクニカルラン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００８．１１．２９ 東京５着

２００６．２．２４生 牝４鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka １２戦３勝 賞金 ３４，６１３，０００円
〔出走取消〕 ラムタムタガー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 コンプトゥス号は，装鞍所で右後肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。
※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。



１７０２４ ６月２０日 曇 良 （２２阪神３）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１５� コパノカチーノ 牡４栗 ５７ 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５２０＋ ２１：１２．１ ４．３�

８１６ イッツアチャンス 牡３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ４８２± ０ 〃 アタマ ８．７�
３６ ゴールドバシリスク 牡３鹿 ５４ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４７８± ０１：１２．２クビ ３．９�
３５ シャーズブルー 牡４鹿 ５７ 幸 英明�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B５４０＋ ６１：１２．６２� ７．０�
７１４ ペプチドルパン 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三沼川 一彦氏 境 直行 新ひだか 岡田牧場 ４６２＋ ４１：１２．７� ２７．１�
１２ メイショウタカチホ 牡４栗 ５７ 田中 克典松本 好雄氏 高橋 隆 静内 岡田牧場 ４７２＋ ２１：１２．８クビ １０５．５�
２３ ニシノブイシェープ 牡３栗 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ １３．４	
５９ ランドタカラ 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６４－ ２１：１２．９� ２８．１

７１３	 エーシンテュポーン 牡３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-
ter Farm ４８２＋ ２ 〃 ハナ ６．６�

４７ 	� オーシャンハンター 
４栗 ５７ 太宰 啓介青木 基秀氏 坂口 正則 米 Motohide
Aoki ４４８＋ ６ 〃 ハナ １０２．４

５１０ タマモコントラバス 牡３黒鹿５４ 渡辺 薫彦タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４５６－ ６１：１３．１１� １０．０�
４８ アスタークリス 牡４芦 ５７ 北村 友一加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４５２＋１６１：１３．５２� ８２．８�
６１２	 マルターズマゼル 牡６鹿 ５７ 田中 勝春藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４０－ ８１：１３．６� ３０．５�
１１ トップアテンション 牡３鹿 ５４ 村田 一誠�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６４＋ ６１：１３．８１ ４５．４�
２４ アンディーフロイデ 牝４栗 ５５

５４ ☆国分 恭介 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４５６＋１０１：１３．９� ６８．２�
６１１ コスモディエス 牡３栗 ５４ C．ウィリアムズ �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 豊浦 飯原牧場 B４６４＋ ４１：１４．１１� １１２．７�

（豪）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，４６９，８００円 複勝： ６７，６０８，０００円 枠連： ４９，４７１，２００円

普通馬連： １５６，３６３，６００円 馬単： ９０，６６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，７１６，７００円

３連複： ２１２，６４７，２００円 ３連単： ４０４，９７８，７００円 計： １，０７５，９２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（８－８） １，３５０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ４２０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� １８，２４０円

票 数

単勝票数 計 ４０４６９８ 的中 � ７５７９６（２番人気）
複勝票数 計 ６７６０８０ 的中 � １２６７５９（１番人気）� ６３１１７（６番人気）� １０４５８４（２番人気）
枠連票数 計 ４９４７１２ 的中 （８－８） ２７１８３（６番人気）
普通馬連票数 計１５６３６３６ 的中 �� ７４５９４（４番人気）
馬単票数 計 ９０６６７６ 的中 �� ２３７２９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３７１６７ 的中 �� ２２３９３（４番人気）�� ３３４７４（１番人気）�� １３１９６（１２番人気）
３連複票数 計２１２６４７２ 的中 ��� ４８０１２（５番人気）
３連単票数 計４０４９７８７ 的中 ��� １６３９０（２９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．４―１２．４―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．５―４６．９―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．６
３ ・（２，１５）１６，１，４（３，８）（９，１１）（５，１４）－（６，１３）７，１０，１２ ４ ２（１５，１６）（４，８）（９，１１）（１，３，５，１４）－（６，１３）（７，１０）１２

勝馬の
紹 介

�コパノカチーノ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ス キ ャ ン

２００６．３．３生 牡４栗 母 ウェディングベリー 母母 ア ル ガ リ ー ９戦２勝 賞金 ２２，６００，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 タマモコントラバス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カフェマーシャル号
（非抽選馬） ７頭 アベニールシチー号・スターサイクル号・ディアアゲイン号・マキハタスプーン号・マンテンテイオー号・

レッドキャタピラー号・ワンダーキラメキ号
※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。



（２２阪神３）第２日 ６月２０日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２４０，６５０，０００円
２，１３０，０００円
１０，２３０，０００円
１，６７０，０００円
２３，９２０，０００円
１１４，０００円
１４５，０００円

６２，５８２，５００円
５，５０５，８００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
３９９，５１７，１００円
５７５，９３８，３００円
３８３，３４８，０００円
１，５８８，１５９，６００円
９０５，６４６，３００円
５１２，１７８，３００円
２，２６７，５６５，１００円
４，０２３，８５２，７００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 １０，６５６，２０５，４００円

総入場人員 ２０，１３９名 （有料入場人員 １９，０２７名）




