
１７０３７ ６月２７日 曇 重 （２２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３０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

７１４ ナリタシルエット 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４５０± ０１：２４．９ ４．９�

８１６ トップオブザヘヴン 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４３８＋１２１：２５．１１� ９．７�
２４ クラヴィコード 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 ４４８± ０ 〃 クビ ９．７�

（豪）

２３ ザッハトルテ 牝３芦 ５４ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 日高 森永牧場 ４２６－ ２１：２５．２クビ ４．９�
４７ プリンセスメイク 牝３栗 ５４ 田嶋 翔田島 政光氏 小島 貞博 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５２＋ ６１：２６．２６ ７２．８�
８１５ ショウナンカラット 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４６０＋１６１：２６．４１� ４．１	
３５ ニホンピロエリナ 牝３芦 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３６± ０ 〃 クビ ６．２

６１１ スウィープイン 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎森本 悳男氏 矢作 芳人 厚真 ヒダカフアーム ４８２－１４１：２６．５クビ ２０４．６�
７１３ トゥーファン 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介田所 英子氏 安達 昭夫 新ひだか 下屋敷牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ２７．９�
３６ テイエムアミーゴ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 下屋敷牧場 ４７２＋ ２１：２６．７１� ４２．７
５１０ メイショウグビジン 牝３鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦松本 好雄氏 武 宏平 新冠 大狩部牧場 ４５４ ―１：２７．３３� １４８．４�
６１２ スウィングベル 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：２７．５１� ９．４�
５９ ヒロコファンタジー 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己上山 利広氏 西橋 豊治 新冠 八木サニー

ファーム ４２６－ ６１：２８．０３ ６７．５�
１１ カンファーリニア 牝３栗 ５４ 池添 謙一楠本 陸雄氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４２８－ ２１：２８．９５ ７４．１�
１２ ビューティペガサス 牝３栗 ５４ 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 浜本牧場 ４７２－ ８１：２９．３２� ８２．５�
４８ カ ロ ー ラ ー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜興津 俊文氏 作田 誠二 えりも 大和牧場 ４３４＋ ７１：３０．４７ １７９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９６８，１００円 複勝： ２７，６９４，８００円 枠連： １５，７６３，０００円

普通馬連： ４８，５８８，７００円 馬単： ３５，３４２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６８０，３００円

３連複： ７５，３８１，９００円 ３連単： １１０，２９８，７００円 計： ３４９，７１８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ２６０円 � ３２０円 枠 連（７－８） ５７０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� １，０８０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ５，９６０円 ３ 連 単 ��� ３４，７２０円

票 数

単勝票数 計 １５９６８１ 的中 � ２５８８４（３番人気）
複勝票数 計 ２７６９４８ 的中 � ３９５３９（３番人気）� ２７８６４（５番人気）� ２１０００（７番人気）
枠連票数 計 １５７６３０ 的中 （７－８） ２０４４４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４８５８８７ 的中 �� １７７６３（１０番人気）
馬単票数 計 ３５３４２９ 的中 �� ７３１８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６８０３ 的中 �� ６４５６（１０番人気）�� ４７１９（１７番人気）�� ３６７１（１９番人気）
３連複票数 計 ７５３８１９ 的中 ��� ９３３５（２３番人気）
３連単票数 計１１０２９８７ 的中 ��� ２３４５（１１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．２―１２．７―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．５―５９．２―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタシルエット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１０．３１ 京都２着

２００７．５．１５生 牝３黒鹿 母 ナリタレインボウ 母母 オオシマルチア ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カローラー号は，平成２２年８月２７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。
（非抽選馬） ５頭 キセキノウタ号・キョウワウィッシュ号・バリスタ号・メイショウフント号・ワンダーソング号
※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。



１７０３８ ６月２７日 曇 重 （２２阪神３）第４日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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
１：０８．７

重

重

５１０ ブルーデジャブ �３芦 ５６ 鷹野 宏史 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４８０－ ４１：１２．５ ３．３�

５９ ウインラスター �３鹿 ５６ 小坂 忠士平口 信行氏 境 直行 浦河 ミルファーム ４７２＋ ４１：１２．７１� １８．８�
３５ ニホンピロシュラブ 牝３鹿 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４７０－ ６１：１２．８クビ ４０．６�
１２ オールザワールド 牡３黒鹿５６ 和田 竜二前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ２１：１３．１２ ２．３�
８１６ エイチケイパレス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小林 量氏 武 宏平 新冠 高瀬 敦 ５２２＋ ４ 〃 ハナ ２０．３�
２４ ポートクラシック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣水戸眞知子氏 岩元 市三 日高 槇本牧場 B５００－ ２１：１３．３１� ８７．５�
７１３ ホッコーイェーガー 牡３青 ５６

５３ ▲高倉 稜矢部 幸一氏 野村 彰彦 新冠 	渡 信義 ４７６＋ ２１：１３．５１� ６．２

８１５ コンフィデンシャル 牝３青鹿５４ 浜中 俊有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ６１：１３．９２� １２７．５�
７１４ サンレイラヴ 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 浦河 竹内 英雄 ４６２± ０１：１４．１１� ６１．３�
６１１ メイショウクオーレ 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 村下 明博 ４７６＋１０ 〃 ハナ １９．６
２３ ファルセットコード 牝３栗 ５４ 赤木高太郎有限会社シルク藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 ４０８ ―１：１４．３１� ２２５．９�
４７ ローレルイグザルト 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平 �ローレルレーシング 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４７０＋ ６１：１４．７２� ７０．７�
６１２ コパノヒコサチ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義小林 祥晃氏 宮 徹 平取 船越 伸也 ４４８＋１７１：１４．８� １５３．２�
４８ ウィズインチーフ 牡３栗 ５６ 高野 容輔内藤 耕造氏 須貝 彦三 浦河 昭和牧場 ４５０＋１８１：１５．２２� ４２４．９�
１１ タイセイグリッター 牡３鹿 ５６ 小牧 太田中 成奉氏 新川 恵 日高 ヤナガワ牧場 ５０６－ ６１：１５．３クビ １０．８�
３６ スズカスパイカー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 ５００－１１１：１５．４� ５９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７３９，６００円 複勝： ２６，８４０，７００円 枠連： １４，７４６，１００円

普通馬連： ４５，３１６，０００円 馬単： ３８，５５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６２５，０００円

３連複： ６６，１８５，８００円 ３連単： １１０，２５９，７００円 計： ３４０，２６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １９０円 � ４００円 � １，０７０円 枠 連（５－５） ２，６１０円

普通馬連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２，３１０円 �� ８，１８０円

３ 連 複 ��� ２８，７９０円 ３ 連 単 ��� １０３，２７０円

票 数

単勝票数 計 １７７３９６ 的中 � ４２６５３（２番人気）
複勝票数 計 ２６８４０７ 的中 � ４９４７０（２番人気）� １６３１３（５番人気）� ５３４８（８番人気）
枠連票数 計 １４７４６１ 的中 （５－５） ４１７９（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４５３１６０ 的中 �� １３４８６（９番人気）
馬単票数 計 ３８５５６３ 的中 �� ７３１２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６２５０ 的中 �� ５９７５（１０番人気）�� ２１８０（２２番人気）�� ６００（５０番人気）
３連複票数 計 ６６１８５８ 的中 ��� １６９７（７１番人気）
３連単票数 計１１０２５９７ 的中 ��� ７８８（２５２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．５―１２．８―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３４．１―４６．９―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．４
３ ・（６，１０）（７，９）（５，１３）（１，１１）（２，３）（１４，１５）４－１２，１６－８ ４ １０（６，９）（７，５）１３，２（１１，１４，３）（１５，１６）（１，４）－１２＝８

勝馬の
紹 介

ブルーデジャブ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．５．１ 新潟６着

２００７．５．１５生 �３芦 母 ケンスターダンサー 母母 スダローマン ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タイトーフォルテ号
（非抽選馬） ３頭 ウインガルーダ号・メイショウアルグン号・ヤマニンブースター号



１７０３９ ６月２７日 曇 重 （２２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３０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

６１１ オリエンタルコール 牡３鹿 ５６ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社
松田牧場 ４４４＋ ４１：５３．５ １４．５�

５９ ツルマルヤマト 牡３栗 ５６ 和田 竜二鶴田 任男氏 坂口 正則 新ひだか 折手牧場 ４７４＋ ２１：５３．８２ １３．０�
６１２ イ ー グ ル 牡３栗 ５６ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４６２＋ ２１：５３．９クビ ３．５�
７１３ ガ ラ パ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 石川 一義氏 加用 正 浦河 大道牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ３．１�

（豪）

８１６ テイエムゴッタマシ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 新川 恵 鹿児島 テイエム牧場 ４６２＋ ８１：５４．５３� １０４．２�
７１４ ハギノスピリッツ 牡３鹿 ５６ 幸 英明日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４７４± ０１：５５．４５ ２４．１�
５１０ シーセラピス 牡３栗 ５６ 大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４５６－ ４１：５５．７１� ２６７．２�
４８ シンゼンボーイ 牡３青鹿５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 赤田牧場 ４７０－１２１：５５．９１ ９７．３	
３５ トウカイイーグル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜内村 正則氏 中村 均 平取 二風谷ファーム ５０２＋ ３１：５６．５３� ５４．６

８１５ ナリタエスケイプ 牡３黒鹿５６ 田島 裕和�オースミ 藤沢 則雄 安平 ノーザンファーム ５３８ ―１：５８．０９ ８．４�
１１ ネヴァウィキャン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦廣崎 利洋氏 野中 賢二 新冠 川上 悦夫 ４７６± ０１：５８．３１� ７０．０
２３ タイムリープ 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �社台レースホース鈴木 孝志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－１０１：５８．８３ ３０．１�
１２ ジョーエスケイプ 牝３青鹿５４ 赤木高太郎上田けい子氏 柴田 光陽 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ３１：５９．１１� １５１．７�
３６ タカノスペシャル 牡３芦 ５６ 藤田 伸二山口多賀司氏 昆 貢 新冠 秋田牧場 ５１４ ―１：５９．２� ６．７�
４７ エイシンドーン 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平平井 豊光氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド ４８６＋ ６１：５９．５１� １５８．４�
２４ ハバタクテーラー 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介中西 浩一氏 平田 修 新冠 村本牧場 ４７４± ０２：０２．４大差 １１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６３１，３００円 複勝： ２２，３８１，７００円 枠連： １３，３６７，９００円

普通馬連： ４７，１２４，１００円 馬単： ３１，２０２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８３１，６００円

３連複： ６５，７４６，８００円 ３連単： ９６，６０８，７００円 計： ３１１，８９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ２９０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（５－６） １，４７０円

普通馬連 �� ５，８６０円 馬 単 �� １２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ６７０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ４，７７０円 ３ 連 単 ��� ４５，９１０円

票 数

単勝票数 計 １５６３１３ 的中 � ８５４３（７番人気）
複勝票数 計 ２２３８１７ 的中 � １７９２２（５番人気）� １９１４２（４番人気）� ４７９６９（１番人気）
枠連票数 計 １３３６７９ 的中 （５－６） ６７５４（９番人気）
普通馬連票数 計 ４７１２４１ 的中 �� ５９４０（２２番人気）
馬単票数 計 ３１２０２４ 的中 �� １８４８（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８３１６ 的中 �� ３０６５（１８番人気）�� ７５３７（５番人気）�� ７４１１（６番人気）
３連複票数 計 ６５７４６８ 的中 ��� １０１８５（１２番人気）
３連単票数 計 ９６６０８７ 的中 ��� １５５３（１４９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．９―１３．３―１２．４―１３．０―１３．１―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．３―３６．２―４９．５―１：０１．９―１：１４．９―１：２８．０―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オリエンタルコール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．３．２１ 阪神８着

２００７．５．１０生 牡３鹿 母 ウルフコール 母母 ビューティーメイク ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイムリープ号・ジョーエスケイプ号・タカノスペシャル号・エイシンドーン号・ハバタクテーラー号

は，平成２２年７月２７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 ヒルノカディス号
（非抽選馬） １頭 ゲットクラウン号
※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。



１７０４０ ６月２７日 曇 重 （２２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２０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
１：１０．２

良

不良

７９ ホーマンルッツ 牡２栗 ５４ 池添 謙一久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４３４ ―１：１４．０ ２．９�

８１０ ヒューストニア 牡２鹿 ５４ 福永 祐一後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４５６ ―１：１５．３８ ３．９�

６７ プレストリガー 牡２青鹿５４ 太宰 啓介吉永 清美氏 目野 哲也 新冠 八木 常郎 ４１４ ―１：１５．５１� ３０．６�
８１１ ダイシンワイルド 牡２鹿 ５４ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４６６ ―１：１５．７１� ６．１�
７８ ブーケパルフェ 牝２栗 ５４ 北村 友一飯田 良枝氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 ４５８ ―１：１５．８� ７．５�
２２ ラ ン ギ ッ ト 牡２青鹿５４ 藤田 伸二加藤 信之氏 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４６８ ― 〃 ハナ １３．８�
６６ マイネルデフィ 牡２栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新冠 ビッグレッドファーム ４４６ ―１：１６．０� ７．７	
５５ ボーフォート 牡２栗 ５４ 浜中 俊小田 吉男氏 坂口 正則 新ひだか 仲野牧場 ４６０ ―１：１６．４２� ２５．１

３３ フレンドハーバー 牡２鹿 ５４ 幸 英明戸山 昌彦氏 坪 憲章 平取 中川 隆 ４９８ ―１：１６．７１� ５８．０�
１１ シゲルソウダンヤク 牡２青 ５４

５３ ☆国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 浜本 幸雄 ４３２ ―１：１８．０８ ２０．９�
４４ スーサンショー 牡２鹿 ５４

５１ ▲高倉 稜林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ５１２ ―１：１９．８大差 ８０．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，４３４，６００円 複勝： ２２，３１７，８００円 枠連： １３，５４９，２００円

普通馬連： ４０，８７２，４００円 馬単： ３２，４８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４７１，３００円

３連複： ５３，８９３，４００円 ３連単： ９１，５８５，７００円 計： ２８７，６０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ５５０円 枠 連（７－８） ２４０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，３４０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� １７，５２０円

票 数

単勝票数 計 １７４３４６ 的中 � ４８８１８（１番人気）
複勝票数 計 ２２３１７８ 的中 � ６３２１４（１番人気）� ３９０５９（２番人気）� ６７０９（９番人気）
枠連票数 計 １３５４９２ 的中 （７－８） ４２４６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０８７２４ 的中 �� ５２１３０（１番人気）
馬単票数 計 ３２４８０１ 的中 �� ２３５００（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４７１３ 的中 �� １７２９３（１番人気）�� ２５９６（１９番人気）�� ２００６（２４番人気）
３連複票数 計 ５３８９３４ 的中 ��� ８３７３（１８番人気）
３連単票数 計 ９１５８５７ 的中 ��� ３８５９（４９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．９―１３．２―１２．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．４―３５．３―４８．５―１：０１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３８．７
３ ・（８，２）９，６，１０，１１，１，３＝５－７－４ ４ ・（８，２）９（１０，６）１１，３，１＝５＝７＝４

勝馬の
紹 介

ホーマンルッツ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

２００８．５．１８生 牡２栗 母 ホーマンルージュ 母母 グッドミセスマーフィー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーサンショー号は，平成２２年７月２７日まで平地競走に出走できない。



１７０４１ ６月２７日 曇 重 （２２阪神３）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１７ マイネルガヴロシュ 牡３青鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４６６－ ６１：４８．４ ６．２�

７１３ ヘヴンリーヴォイス 牝３黒鹿５４ 池添 謙一吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ ３．９�
３６ ケイビイテルマ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 須崎牧場 ４８４± ０１：４８．６１� ６．３�
５１０ サトノサウザー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４５８± ０ 〃 ハナ ８．５�
８１８ デンコウアルセウス 牡３青鹿５６ 浜中 俊田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 林 孝輝 ４７６－ ６１：４８．８１� １８５．１�
７１４ スターダムオーラ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３６－ ４１：４８．９クビ ６．６	
１１ モーガンルフェイ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４４２－ ６１：４９．１１� ８．６

４７ アッシュール 牡３鹿 ５６

５３ ▲川須 栄彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 ４４２－１６ 〃 ハナ １０３．５�
１２ ブレードランナー 牡３栗 ５６ 川田 将雅松本 兼吉氏 松田 博資 浦河 桑田牧場 ４８８± ０１：４９．２� ６９．７�
６１１ ダンスオブザムーン 牡３栗 ５６ 松田 大作宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム ５０２＋ ４ 〃 ハナ １８．０
５９ シルクランスロット 牡３栗 ５６ 北村 友一有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ５０６ ― 〃 ハナ ４２．９�
２４ メイショウアカギ 牡３栗 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ５８．７�
６１２ イカイカブラウン 牡３鹿 ５６

５３ ▲高倉 稜金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６１：４９．６２� １２４．５�

４８ シャイニーサンデー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４９２± ０１：４９．９１� １６９．１�
８１６ テイエムファイヤー 牡３栗 ５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 新ひだか 松田 三千雄 ４８０± ０１：５０．１１� ６８．０�
３５ アルアラビアン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ８．３�
２３ シルクマウンテン 牡３鹿 ５６ 田中 健有限会社シルク湯窪 幸雄 新冠 ラツキー牧場 ４３０＋２０１：５０．８４ １９７．４�
７１５	 ホウショウマツエ 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 芳賀 吉孝氏 牧浦 充徳 米 Green

Gates Farm ４６６＋ ４１：５１．８６ ５１．１�
（豪）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，５８２，９００円 複勝： ３１，６０３，１００円 枠連： １８，１４９，３００円

普通馬連： ５５，４３６，３００円 馬単： ３４，６２７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９９８，８００円

３連複： ８０，７６７，５００円 ３連単： １１５，６４８，１００円 計： ３７８，８１３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（７－８） ６４０円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ６５０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １３，５５０円

票 数

単勝票数 計 １９５８２９ 的中 � ２５１１７（２番人気）
複勝票数 計 ３１６０３１ 的中 � ４４６０５（３番人気）� ５３８９５（１番人気）� ４９９２８（２番人気）
枠連票数 計 １８１４９３ 的中 （７－８） ２１０６２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５４３６３ 的中 �� ３２８７６（１番人気）
馬単票数 計 ３４６２７３ 的中 �� ９３７６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９９８８ 的中 �� １３０５６（１番人気）�� ８４３９（７番人気）�� １１９８９（２番人気）
３連複票数 計 ８０７６７５ 的中 ��� ２４８６１（２番人気）
３連単票数 計１１５６４８１ 的中 ��� ６３０２（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３４．６―４６．６―５９．２―１：１２．２―１：２４．２―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルガヴロシュ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００９．８．１６ 小倉３着

２００７．５．９生 牡３青鹿 母 タイガロピーヌ 母母 タ イ シ オ リ １２戦１勝 賞金 １４，１５０，０００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 エーラゴーデオ号・シゲルカンスケ号
※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。



１７０４２ ６月２７日 曇 重 （２２阪神３）第４日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

５９ トーホウシンバル 牝３青鹿５２ 後藤 浩輝東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 ４３４－ ２１：２１．７ ５．５�

８１８ リバーハイランド 牡３鹿 ５４ 幸 英明後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７０－ ２１：２１．９１� １２．３�
８１７ アンティフリーズ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲高倉 稜後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４５０－ ６１：２２．０� ９．４�

４８ シャルマンレーヌ 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三吉田 和子氏 須貝 尚介 三石 山際牧場 ４６４＋ ２１：２２．１� ６．０�
２４ ピースピース 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ４．８�
５１０ ビ ス カ ヤ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３２± ０ 〃 ハナ ３２．６	
３６ ドリームローズ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９８－ ６１：２２．５２� ２１．５

６１２ エ ト ピ リ カ 牝３黒鹿 ５２

５１ ☆松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４３４± ０ 〃 クビ ２３．８�
７１５ プレザントブリーズ 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 静内 矢野牧場 ４６４－ ８１：２２．８２ １３．３�
（豪）

７１４ ドナシュラーク 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 羽月 友彦 栃木 恵比寿興業株式
会社須野牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ９．９�

３５ ダンツミラション 牝３鹿 ５２
５１ ☆国分 恭介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 田上 稔 ４３２± ０ 〃 ハナ １１．２�

７１３� アグネスセブン 牡４青 ５７ 蛯名 正義渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ４８４± ０１：２２．９� ２７．９�
８１６ ハイフィールド 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４４６＋２４１：２３．０クビ ３７．３�
４７ ウィズインライアン 牝４鹿 ５５

５２ ▲川須 栄彦内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４２４－ ６１：２３．６３� ９５．４�
１２ ドリームクェーサー 牡４栗 ５７ 池添 謙一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 ４７６－１２１：２３．７クビ ３５．０�
１１ ナリタシーズン 牡３栗 ５４ 北村 友一�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４７８＋ ８１：２４．４４ １２５．５�
６１１ メイショウヨリトモ 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ４７２－ ２１：２４．５� ５７．６�
２３ ド レ ッ シ ー 牝４鹿 ５５ 川島 信二田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４８２－ ６１：２４．６� １９２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，１８２，６００円 複勝： ３１，３７４，３００円 枠連： ２０，４２５，０００円

普通馬連： ６３，３１２，３００円 馬単： ３６，６８３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４６４，５００円

３連複： ９５，６５５，７００円 ３連単： １３４，５３０，９００円 計： ４２７，６２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � ３４０円 � ３１０円 枠 連（５－８） ９１０円

普通馬連 �� ２，９４０円 馬 単 �� ４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� １，０３０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ８，９５０円 ３ 連 単 ��� ３９，８６０円

票 数

単勝票数 計 １９１８２６ 的中 � ２７８２６（２番人気）
複勝票数 計 ３１３７４３ 的中 � ４７６７９（１番人気）� ２２３１３（５番人気）� ２５１３３（４番人気）
枠連票数 計 ２０４２５０ 的中 （５－８） １６６４７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３３１２３ 的中 �� １５９１３（１０番人気）
馬単票数 計 ３６６８３４ 的中 �� ６１１４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４６４５ 的中 �� ５６９８（１０番人気）�� ６４４７（７番人気）�� ４１２９（１９番人気）
３連複票数 計 ９５６５５７ 的中 ��� ７８９５（２０番人気）
３連単票数 計１３４５３０９ 的中 ��� ２４９１（７０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．１―１１．７―１１．７―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．２―４５．９―５７．６―１：０９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．８
３ ９，１８（８，１０）１２（１３，１１）（４，１４，１５）１７，７（５，６，１６）－１，２－３ ４ ９，１８（８，１０）１２（１３，１５）（４，１７）１４，１１（５，１６）７，６－１，２－３

勝馬の
紹 介

トーホウシンバル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Hennessy デビュー ２００９．９．２６ 阪神２着

２００７．３．８生 牝３青鹿 母 トーホウローマン 母母 クロケタリー １０戦２勝 賞金 ２２，０００，０００円
〔発走状況〕 ドリームローズ号は，枠入り不良。発走時刻４分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドリームローズ号は，平成２２年６月２８日から平成２２年７月２７日まで出走停止。停止期間の満了後

に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ドンアドヴァイタ号
（非抽選馬） ４頭 アディアフォーン号・カシノグローブ号・ドンスピリタス号・バイオレントブルー号
※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。



１７０４３ ６月２７日 曇 重 （２２阪神３）第４日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ レッドサーパス 牡４鹿 ５７ 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：５３．３ ５．１�

８１５ アイノグロー 牡３黒鹿５４ 佐藤 哲三礒川 正明氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９０－ ２１：５３．６２ １２．２�
８１４ スターサイクル 牡４鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７６± ０１：５３．８１� １３７．３�
７１３�	 ラピッドボーイ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘柳井 正氏 小崎 憲 米 Nancy S

Dillman ５２０＋ ４１：５３．９
 ８．０�
２３ スマイルミッキー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４６８± ０１：５４．０クビ ７．０�
３４ � フィールドウイナー 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５１８－ ６ 〃 クビ ３０．２�
６１１ ムーンライトソード 牡３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６１：５４．４２� １５．４

３５ ウインザモチ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲高倉 稜�田 三郎氏 境 直行 門別 藤本ファーム ４５０－ ８１：５４．６１� ５５．４�
４６ ナカヤマスウェプト 牡４芦 ５７ 鷹野 宏史和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８２－１０１：５４．７クビ ４８．０�
４７ 	 テーオーマグナム 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズ 小笹 公也氏 笹田 和秀 早来 ノーザンファーム ４７８± ０ 〃 クビ １６．５

（豪）

７１２� クレイジードライブ 牡３栗 ５４ 岩田 康誠吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 米 John
McKibben ４９４－ ２１：５４．８クビ １８．０�

５８ � ガルビスティー 牡３鹿 ５４ 川島 信二備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Janus Blood-
stock Inc ４９０－ ２１：５５．２２� ８．１�

２２ ピサノプリヴェ 牝４栗 ５５ 池添 謙一市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ４８２± ０１：５５．３クビ １２．２�
１１ スマートシルエット 牝３鹿 ５２ 川田 将雅大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：５５．６１
 ６．５�
６１０ パルクエスト 牝４鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 B５００＋ ６１：５８．６大差 １０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，２２５，３００円 複勝： ３４，３２１，３００円 枠連： ２２，２６６，５００円

普通馬連： ７２，７８０，８００円 馬単： ４３，２２１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４４７，４００円

３連複： １０５，３１２，０００円 ３連単： １５１，７４５，１００円 計： ４８０，３１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � ４００円 � ２，２２０円 枠 連（５－８） ２，１８０円

普通馬連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ６，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� １１，７００円 �� １４，５１０円

３ 連 複 ��� １０４，１９０円 ３ 連 単 ��� ３０２，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２２２２５３ 的中 � ３４９１５（１番人気）
複勝票数 計 ３４３２１３ 的中 � ６２２５３（１番人気）� ２１６３６（８番人気）� ３２１７（１５番人気）
枠連票数 計 ２２２６６５ 的中 （５－８） ７５４１（９番人気）
普通馬連票数 計 ７２７８０８ 的中 �� １５９３７（１０番人気）
馬単票数 計 ４３２２１１ 的中 �� ５０１５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４４７４ 的中 �� ６０２０（１０番人気）�� ５８７（８８番人気）�� ４７３（９２番人気）
３連複票数 計１０５３１２０ 的中 ��� ７４６（２８３番人気）
３連単票数 計１５１７４５１ 的中 ��� ３７０（１１１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１３．０―１２．２―１２．０―１２．５―１３．５―１３．０―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．２―３６．２―４８．４―１：００．４―１：１２．９―１：２６．４―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．４
１
３
１０－（１１，１３）７（２，３）－（１，１２）－（５，１４）１５，４，６，９，８
７（１０，１１）１３，３－２－（１２，１５，１４）９，１，６，４，５＝８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドサーパス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．１５ 京都７着

２００６．３．３０生 牡４鹿 母 ブライダルスイート 母母 シルバードシルク １７戦２勝 賞金 ３１，１８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パルクエスト号は，平成２２年７月２７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ニシノスローン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。



１７０４４ ６月２７日 曇 稍重 （２２阪神３）第４日 第８競走 ��
��１，８００�

わ だ み さ き

和 田 岬 特 別
発走１４時２５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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１１ ジョーメテオ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４９４－ ６１：４６．８ ２．９�

１１ レジェンドブルー 牝４鹿 ５５ 国分 恭介平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５４＋１０１：４７．１１� ６．２�
７９ ナリタプラチナ 牡４黒鹿５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 クビ ４．０�
２２ ハンターキリシマ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４３０－ ２１：４７．４１� ３５．７�
８１０ アドマイヤツバサ 牡３青鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ６．９�
６６ ブルーモーリシャス 牡４青鹿５７ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：４７．６１� ８．５	
５５ キャニオンブラウン 牡４栗 ５７ 松田 大作 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：４７．８１	 １５．２

３３ 
 ナミダガキラリ 牝５栗 ５５ 蛯名 正義小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４６２＋ ２１：４８．２２� １１．０�
６７ ガッチリガッチリ 牡４黒鹿５７ 幸 英明小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７０＋ ２１：４８．６２� ９３．６�
４４ ジャングルストーン 牡４栗 ５７ 高倉 稜後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５２－ ８ 〃 アタマ ６９．７
７８ � マルブツジャンボ 牡４芦 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ５５４－ ２１：５０．１９ ４１．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，７１３，４００円 複勝： ４２，９６２，０００円 枠連： １９，００４，１００円

普通馬連： ８７，４５１，３００円 馬単： ５８，９２４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５１５，６００円

３連複： １０７，８２９，９００円 ３連単： ２１３，５８４，６００円 計： ５８４，９８４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－８） ６１０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ２５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ４，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２４７１３４ 的中 � ６８３８９（１番人気）
複勝票数 計 ４２９６２０ 的中 � ９６４２６（１番人気）� ５４５９２（３番人気）� ９５３６７（２番人気）
枠連票数 計 １９００４１ 的中 （１－８） ２３３１８（２番人気）
普通馬連票数 計 ８７４５１３ 的中 �� ８３３５３（２番人気）
馬単票数 計 ５８９２４０ 的中 �� ３２４６６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５１５６ 的中 �� ２７２３５（２番人気）�� ３２５０３（１番人気）�� １８８４４（３番人気）
３連複票数 計１０７８２９９ 的中 ��� ８１６３９（１番人気）
３連単票数 計２１３５８４６ 的中 ��� ３７１０８（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１０．７―１１．４―１１．８―１２．５―１２．５―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．２―３３．９―４５．３―５７．１―１：０９．６―１：２２．１―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーメテオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．２ 京都２着

２００６．３．２８生 牡４鹿 母 ジョーセクレタリー 母母 ジョーセイバー １７戦３勝 賞金 ５８，００３，０００円



１７０４５ ６月２７日 晴 稍重 （２２阪神３）第４日 第９競走 ��
��２，０００�

た る み

垂水ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

４４ アドマイヤメジャー 牡４青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２２：０１．０ １．７�

２２ ダイレクトキャッチ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ５０４－ ２２：０１．４２� ６２．８�
１１ ミッキーペトラ 牡４鹿 ５７ C．ウィリアムズ 野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ５０４＋１０ 〃 クビ ４．９�

（豪）

７１０ ナリタクリスタル 牡４黒鹿５７ 福永 祐一�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０－ ２２：０１．５クビ ５．４�

８１１ キングストリート 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４７４－１２２：０１．６� １１．０�
７９ マイネルアトレ 牡５栗 ５７ 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４６０± ０２：０１．７� ３８．１	
５６ シゲルタック 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７８＋ ２２：０２．１２� １７．４

５５ � マ サ ラ イ ト 牡６鹿 ５７ 小牧 太丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４８４＋ ２２：０２．３１� ８０．８�
８１２ マルカハンニバル 牡６黒鹿５７ 鮫島 良太河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４９０± ０ 〃 アタマ １７０．２�
３３ ピエナグッドラック 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７２－ ８２：０２．４クビ １９６．９
６７ ザサンデーフサイチ 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ８２：０３．２５ ２２．８�
６８ エ テ ル ノ 	７芦 ５７ 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B５１８＋ ４２：０４．０５ ５０．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４４，５９３，１００円 複勝： ５４，４１０，１００円 枠連： ２６，２２７，７００円

普通馬連： １３０，８４８，４００円 馬単： １０１，７８２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，５６４，５００円

３連複： １５６，５９７，０００円 ３連単： ３８２，１９６，９００円 計： ９３８，２１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ６５０円 � １６０円 枠 連（２－４） ６，２２０円

普通馬連 �� ５，５００円 馬 単 �� ６，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ２１０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� ５，３４０円 ３ 連 単 ��� ３０，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４４５９３１ 的中 � ２１０３５４（１番人気）
複勝票数 計 ５４４１０１ 的中 � ２０１７４１（１番人気）� １２０９３（９番人気）� ８６２０９（３番人気）
枠連票数 計 ２６２２７７ 的中 （２－４） ３１１３（１７番人気）
普通馬連票数 計１３０８４８４ 的中 �� １７５８１（１５番人気）
馬単票数 計１０１７８２０ 的中 �� １０９１５（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１５６４５ 的中 �� ６４４０（１６番人気）�� ６３１５９（１番人気）�� ３７５２（２４番人気）
３連複票数 計１５６５９７０ 的中 ��� ２１６４８（１６番人気）
３連単票数 計３８２１９６９ 的中 ��� ９３５９（８２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１２．４―１２．４―１２．１―１１．８―１１．８―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．２―１：００．６―１：１２．７―１：２４．５―１：３６．３―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤメジャー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００９．１．１８ 京都２着

２００６．２．８生 牡４青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind １１戦５勝 賞金 ７５，１１２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 アドマイヤメジャー号の騎手川田将雅は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番・１０番への進路影響）
※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。



１７０４６ ６月２７日 晴 稍重 （２２阪神３）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�第５１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 ３，９４８，０００円 １，１２８，０００円 ５６４，０００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）

８１７ ナカヤマフェスタ 牡４鹿 ５８ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４６６＋ ２２：１３．０ ３７．８�

４８ ブエナビスタ 牝４黒鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６０＋１２２：１３．１� ２．４�
１２ アーネストリー 牡５鹿 ５８ 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 ５２６－ ６２：１３．２� ６．４�
８１８ ドリームジャーニー 牡６鹿 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ６２：１３．３� ７．８�
２３ ネヴァブション 牡７黒鹿５８ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８２＋ ６２：１３．５１ ４８．４�
６１２ メイショウベルーガ 牝５芦 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ７５．５�
２４ スマートギア 牡５栗 ５８ 和田 竜二大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５８± ０２：１３．７１� １２５．６	
５１０ ジャガーメイル 牡６鹿 ５８ C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４７２± ０ 〃 ハナ ５．１


（豪）

３５ ナムラクレセント 牡５鹿 ５８ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９６－ ６２：１３．８クビ ４６．４�
７１３ フォゲッタブル 牡４黒鹿５８ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 クビ １８．２
１１ イ コ ピ コ 牡４鹿 ５８ 岩田 康誠�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４７６＋ ６２：１４．２２� ４６．６�
４７ マイネルアンサー 牡６鹿 ５８ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５２６－ ４ 〃 ハナ １８３．４�
５９ ロジユニヴァース 牡４鹿 ５８ 安藤 勝己久米田正明氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５１２－１８ 〃 クビ ８．９�
６１１ トップカミング 牡４黒鹿５８ 浜中 俊�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５４± ０２：１４．３クビ ２４７．８�
８１６ ア ク シ オ ン 牡７鹿 ５８ 藤田 伸二中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５２８＋ ２２：１４．５１� ４６．５�
３６ セイウンワンダー 牡４青 ５８ 福永 祐一大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５２０－ ４２：１４．８１� ２７．４�
７１４ マキハタサイボーグ 	８鹿 ５８ 太宰 啓介�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０２－ ４２：１５．６５ ４０２．８�

（１７頭）
７１５ コパノジングー 牡５黒鹿５８ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５９４，３６５，６００円 複勝： ６６４，５７８，４００円 枠連： ６２０，８３０，３００円

普通馬連： ２，７０２，６９８，２００円 馬単： １，５３６，９８５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６９１，９５２，６００円

３連複： ３，４０２，９６２，０００円 ３連単： ７，７８５，０９１，９００円 計： １７，９９９，４６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７８０円 複 勝 � ７１０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（４－８） ７８０円

普通馬連 �� ５，１５０円 馬 単 �� １６，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� ２，８７０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ７，９２０円 ３ 連 単 ��� ７７，１６０円

票 数

単勝票数 計５９４３６５６ 的中 � １２４１５７（８番人気）
複勝票数 計６６４５７８４ 的中 � １４７９５０（１０番人気）� ２３７１６４４（１番人気）� ７８２０５０（３番人気）
枠連票数 計６２０８３０３ 的中 （４－８） ５８８５６７（３番人気）
普通馬連票数 計２７０２６９８２ 的中 �� ３８７９４９（１５番人気）
馬単票数 計１５３６９８５１ 的中 �� ６６７９０（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６９１９５２６ 的中 �� １０１０６６（１７番人気）�� ５４２７５（３３番人気）�� ６０４４１８（２番人気）
３連複票数 計３４０２９６２０ 的中 ��� ３１７３２４（２２番人気）
３連単票数 計７７８５０９１９ 的中 ��� ７４４６９（２２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．５―３４．８―４７．５―１：００．０―１：１２．３―１：２４．６―１：３６．５―１：４８．６―２：００．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナカヤマフェスタ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タイトスポット デビュー ２００８．１１．２ 東京１着

２００６．４．５生 牡４鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ １０戦５勝 賞金 ２９３，２４３，０００円
〔出走取消〕 コパノジングー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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。



１７０４７ ６月２７日 晴 稍重 （２２阪神３）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�

か い け

皆 生 特 別
発走１６時２５分 （ダート・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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１６ マルブツサクラオー 牡５鹿 ５７ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４６４＋ ２１：２３．３ １９．２�

３５ スティールパス 牝３黒鹿５２ 後藤 浩輝飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４４２± ０ 〃 クビ １３．０�
６１１ ワールドワイド 牡４芦 ５７ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４９０＋ ２１：２３．６１� ４．０�
２３ シ ャ ア 牡４栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４４４－ ２１：２３．７� ６．１�
６１２ メイショウトリノ 牡３鹿 ５４ 横山 典弘松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４９０＋ ６１：２３．８� ３．５�
７１４ グリッターエルフ 牝６黒鹿５５ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４７４± ０１：２４．１１� ３２．１�
８１５	 ケイアイブリザード 牡３芦 ５４ 和田 竜二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４８４± ０１：２４．２クビ ３０．２	
５９ ファルネーゼ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠 
サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ２１：２４．６２� ２１．４�
３６ ピエナエイム 
５黒鹿５７ 幸 英明本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７４－ ８１：２４．７� ７８．４�
７１３ スマートリーズン 牡５黒鹿５７ 国分 恭介大川 徹氏 宮 徹 三石 萩澤 俊雄 ４７６－ ２ 〃 クビ １６６．４
１２ リフレックス 牡５栗 ５７ 福永 祐一
木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４７６＋１２１：２５．０１� ８５．７�
４７ ビヨンドマックス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５１８－１０ 〃 ハナ ６３．０�
１１ トーセンピングス 牡４芦 ５７ 上野 翔島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ５５６＋ ２１：２５．２１� ５．１�
２４ コンフォーコ 牡５栗 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４７８± ０１：２５．３クビ ２１．８�
５１０ ベルモントゴラッソ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 
ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ５２４－ ２１：２５．９３� １０５．４�
４８ ト シ ザ ユ カ 牝６鹿 ５５ 池添 謙一上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ５０６± ０１：２６．２１� ７３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，３９２，１００円 複勝： ９２，０６６，１００円 枠連： ５６，９５７，３００円

普通馬連： ２０５，８４６，８００円 馬単： １１８，２９４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，８５４，４００円

３連複： ２６８，７９８，５００円 ３連単： ５０６，５４１，２００円 計： １，３７８，７５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９２０円 複 勝 � ４６０円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（３－８） ５，５３０円

普通馬連 �� １２，９５０円 馬 単 �� ２３，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６７０円 �� １，１５０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １４，３７０円 ３ 連 単 ��� １４２，３６０円

票 数

単勝票数 計 ５７３９２１ 的中 � ２３５９６（６番人気）
複勝票数 計 ９２０６６１ 的中 � ４４６６３（７番人気）� ６０２９２（５番人気）� １８４４８８（１番人気）
枠連票数 計 ５６９５７３ 的中 （３－８） ７６１１（１９番人気）
普通馬連票数 計２０５８４６８ 的中 �� １１７３９（３４番人気）
馬単票数 計１１８２９４３ 的中 �� ３７７９（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２８５４４ 的中 �� ４７４２（３６番人気）�� １５８９７（９番人気）�� １６３０９（７番人気）
３連複票数 計２６８７９８５ 的中 ��� １３８１１（４３番人気）
３連単票数 計５０６５４１２ 的中 ��� ２６２６（３９９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．２―１１．７―１２．２―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．１―４５．８―５８．０―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツサクラオー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．２．２３ 京都５着

２００５．３．２７生 牡５鹿 母 シェーラザード 母母 Impatiente ２２戦４勝 賞金 ６２，３９９，０００円
※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。
（非抽選馬）１３頭 エイワナギ号・エプソムアイリス号・オシャレキング号・キシュウグラシア号・スイリンカ号・

テイエムフルパワー号・トップオブザロック号・ハイデフィニション号・ブラックカシミール号・ペプチドアトム号・
マイネランデブー号・レッツゴーヒチョリ号・ローレルレヴァータ号



１７０４８ ６月２７日 晴 稍重 （２２阪神３）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�阪神ドリームプレミアム

発走１７時００分 （サイレンススズカメモリアル） （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．６．２７以降２２．６．２０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 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

３５ アグネスナチュラル 牝４鹿 ５５ 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６１：０９．９ １４．４�

７１４ グッドルッキング 牝４芦 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ ５．９�

１２ マイネルカリバーン 牡３黒鹿５３ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ ８．２�

６１１ ショウナンカッサイ 牝４鹿 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４４６＋ ２１：１０．０クビ ２９．０�
６１２ メイショウローラン 牡５鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４５８－ ６１：１０．２１� ２３．６�
４７ リーチコンセンサス 牝４鹿 ５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：１０．３� ８．０	
５１０ ニホンピロシェリー 牝６鹿 ５２ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４５８－１０ 〃 クビ ８５．７

４８ スプリングサンダー 牝３鹿 ５２ 福永 祐一�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４３８－ ２ 〃 アタマ ６．４�
３６ カレンナサクラ 牝６栗 ５３ 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４７２＋１０１：１０．４クビ ４６．５�
８１６ ラ ベ 牝５黒鹿５２ 赤木高太郎�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２－ ４１：１０．７１� ６４．４
１１ コスモイライザ 牝５芦 ５１ 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 中村 均 静内 友田牧場 ４３８－ ６ 〃 ハナ ６２．１�
２３ ステラーホープ 牝５鹿 ５２ 北村 友一 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ７０．５�
２４ エーシンヴァーゴウ 牝３栗 ５２ 岩田 康誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４６４＋ ４１：１０．９１� ２．７�
７１３ メッサーシュミット 	５鹿 ５１ 川島 信二釘田 秀人氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４７６± ０１：１１．２１� ６０．５�
８１５
 ア ピ ー ル 牝５栗 ５０ 高倉 稜長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４３０＋１６１：１１．３� １３３．０�
５９ ヴ ェ ン テ ィ 牝５栗 ５１ 安藤 光彰�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８８± ０１：１２．９１０ １５０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７３，０５８，９００円 複勝： １０２，８９０，９００円 枠連： ６９，１４５，６００円

普通馬連： ２７０，５５４，７００円 馬単： １５６，１０７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９５，４７９，１００円

３連複： ３６６，６３８，６００円 ３連単： ７２８，６４０，１００円 計： １，８６２，５１５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ４３０円 � ２１０円 � ２７０円 枠 連（３－７） ２，９５０円

普通馬連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ９，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� １，８４０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １０，３１０円 ３ 連 単 ��� ７８，８２０円

票 数

単勝票数 計 ７３０５８９ 的中 � ４２４７９（６番人気）
複勝票数 計１０２８９０９ 的中 � ５７２２９（６番人気）� １６３２０６（２番人気）� １０４１１２（５番人気）
枠連票数 計 ６９１４５６ 的中 （３－７） １８４６３（１３番人気）
普通馬連票数 計２７０５５４７ 的中 �� ５３４５１（１３番人気）
馬単票数 計１５６１０７７ 的中 �� １２８０４（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５４７９１ 的中 �� １６７５７（１４番人気）�� １３３６５（１９番人気）�� ２９３２２（８番人気）
３連複票数 計３６６６３８６ 的中 ��� ２８０２９（２８番人気）
３連単票数 計７２８６４０１ 的中 ��� ７２８５（２０６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．２―１１．８―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．１―４５．９―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．８
３ ４（２，５）（８，１１）（７，９）（１，１４）１０，１２，１６（３，１３）６－１５ ４ ・（４，５）８（２，１１）７（１，１４）９（１０，１２）６（３，１６）１３，１５

勝馬の
紹 介

アグネスナチュラル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１．２４ 京都１着

２００６．４．２０生 牝４鹿 母 アグネスアテーナー 母母 アグネスオーロラ １２戦４勝 賞金 ５７，２７９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １７時０１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エーシンリジル号・コンゴウリュウオー号



（２２阪神３）第４日 ６月２７日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

４４１，０７０，０００円
５，５４０，０００円
１３，１８０，０００円
７，５２０，０００円
４５，６９０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６４，４５５，０００円
５，３６１，０００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
９２１，８８７，５００円
１，１５３，４４１，２００円
９１０，４３２，０００円
３，７７０，８３０，０００円
２，２２４，２０６，６００円
１，０８６，８８５，１００円
４，８４５，７６９，１００円
１０，４２６，７３１，６００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 ２５，３４０，１８３，１００円

総入場人員 ５５，７３５名 （有料入場人員 ５３，６３８名）




