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１６００１ ６月４日 曇 良 （２３阪神３）第１日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

７１２ トーアシシイ 牝３栗 ５４ 酒井 学高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４８２－ ４１：２５．７ １．７�

３５ ラプスドール 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２１：２６．０２ ３．９�
１１ スリーアルテミス 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５６＋ ６１：２６．３１� ５．８�
４６ ニシノシュクラン 牝３鹿 ５４ 石橋 守西山 茂行氏 河内 洋 むかわ 西山牧場 ４３６ ― 〃 クビ ２３．４�
８１４ グランドコリン 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介大迫久美子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 ４６６＋ ４１：２６．５１� １９．３�
２３ サンレイプレシャス 牝３黒鹿５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４６４－２４１：２６．８１� ７１．２	
４７ クレーターズロード 牝３黒鹿５４ 浜中 俊宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４３８ ―１：２６．９� １５２．４

６１１ イマカツミライ 牝３青鹿５４ 武 英智今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 田湯牧場 ４６４＋ ２１：２７．９６ １４５．３�
５９ セレブモーション 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４４０－ ２１：２８．４３ １７．１�
８１５ バ ー ネ ッ ト 牝３芦 ５４ 荻野 要昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 沖田 哲夫 ４２６＋ ２１：２８．５クビ ３３４．６
５８ シゲルフクシュニン 牝３栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 ワールドファーム ４７８＋ ４１：２８．７１� ４３．０�
６１０ ビコーラミナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４７２＋１２１：２８．９１� １２７．６�
２２ ドクターマリ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松田 整二氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５８ ― 〃 ハナ ６６．８�

３４ クリノハマナス 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 北星村田牧場 ４４８ ―１：２９．８５ １７７．４�
７１３ ラガーパレード 牝３鹿 ５４ 川原 正一奥村 啓二氏 柴田 政見 新ひだか 今 牧場 ４７２ ―１：３１．１８ ３２１．２�

（兵庫）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，１６２，９００円 複勝： ４５，０１０，４００円 枠連： ８，１５０，９００円

馬連： ３２，５５５，３００円 馬単： ２８，０７３，３００円 ワイド： １５，５２８，１００円

３連複： ４９，５５６，１００円 ３連単： ９５，７７７，０００円 計： ２８７，８１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－７） ２８０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド �� １４０円 �� １８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ３４０円 ３ 連 単 ��� ９００円

票 数

単勝票数 計 １３１６２９ 的中 � ６２１７９（１番人気）
複勝票数 計 ４５０１０４ 的中 � ３１９５０６（１番人気）� ４１７１２（２番人気）� ３６５８８（３番人気）
枠連票数 計 ８１５０９ 的中 （３－７） ２２０９１（１番人気）
馬連票数 計 ３２５５５３ 的中 �� ８９４７１（１番人気）
馬単票数 計 ２８０７３３ 的中 �� ４９０３０（１番人気）
ワイド票数 計 １５５２８１ 的中 �� ３４０３３（１番人気）�� ２１９２４（２番人気）�� １２４１８（３番人気）
３連複票数 計 ４９５５６１ 的中 ��� １０８４６４（１番人気）
３連単票数 計 ９５７７７０ 的中 ��� ７８６５８（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．６―１２．８―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．５―１：００．３―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーアシシイ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Distant View デビュー ２０１１．２．２６ 阪神４着

２００８．３．６生 牝３栗 母 トーアスカイヴュー 母母 ランセステューズ ６戦１勝 賞金 １２，５８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラガーパレード号は，平成２３年７月４日まで平地競走に出走できない。
※イマカツミライ号・バーネット号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

１６００２ ６月４日 曇 良 （２３阪神３）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０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

７９ サトノスパイダー 牡３青鹿５６ 藤田 伸二里見 治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１８－ ２１：５５．６ ３．１�

６８ パラダイスポイント 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�グランプリ 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 B４６４＋１０ 〃 クビ １３．１�
４４ トーアヒカルホシ 牡３芦 ５６ 北村 友一高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４２８－ ２１：５５．９１� ４．５�
６７ ホッコーロブロイ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 丸幸小林牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ５３．０�
５６ エアポートメサ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４３８± ０１：５６．１１� ３．２�
３３ キャヴァンクラブ 牝３青鹿５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４３０＋ ６１：５７．１６ １０４．２�
８１２ メイショウハウンド 牡３芦 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好	氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 B４３４＋ １１：５７．６３ ６８．６

７１０ デルマハヌマーン 牡３鹿 ５６ 川原 正一浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 ファニーヒルファーム ５００± ０１：５８．２３� ９５．３�

（兵庫）

５５ マルブツリュウ 牡３栗 ５６ 浜中 俊大澤 毅氏 大根田裕之 日高 正和山本牧場 ５０４ ―１：５９．１５ ５．８�
８１１ ホッコーギムレット 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 伊藤 敏明 B４７８－ ２ 〃 クビ １５９．４
２２ テイエムタキシード 牡３青鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 鎌田 正嗣 ４７４± ０１：５９．２クビ ２１４．５�
１１ ジーティルピア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�グリーンテック村山 明 日高 �橋 耀代 ４１４± ０ 〃 ハナ １１．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，４５２，６００円 複勝： １７，４１５，３００円 枠連： ８，４４９，７００円

馬連： ２７，８４２，７００円 馬単： ２２，５２７，６００円 ワイド： １３，２６６，５００円

３連複： ３９，１０２，７００円 ３連単： ７０，４００，０００円 計： ２０９，４５７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ３３０円 � １８０円 枠 連（６－７） １，４４０円

馬 連 �� １，８７０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ３４０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 ��� １６，６５０円

票 数

単勝票数 計 １０４５２６ 的中 � ２６５７９（１番人気）
複勝票数 計 １７４１５３ 的中 � ４１４４９（２番人気）� １０３３１（６番人気）� ２６８７８（３番人気）
枠連票数 計 ８４４９７ 的中 （６－７） ４３４０（７番人気）
馬連票数 計 ２７８４２７ 的中 �� １１０３８（１０番人気）
馬単票数 計 ２２５２７６ 的中 �� ６３０２（１３番人気）
ワイド票数 計 １３２６６５ 的中 �� ４６８４（１０番人気）�� １０８８０（３番人気）�� ３１８６（１２番人気）
３連複票数 計 ３９１０２７ 的中 ��� ８６４８（１２番人気）
３連単票数 計 ７０４０００ 的中 ��� ３１２１（５６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１３．８―１３．２―１３．１―１２．９―１２．６―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．９―３８．７―５１．９―１：０５．０―１：１７．９―１：３０．５―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

サトノスパイダー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．１７ 京都１６着

２００８．４．２０生 牡３青鹿 母 ギミーシェルター 母母 オークツリー ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※ジーティルピア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

第３回　阪神競馬　第１日



１６００３ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２４ ジェントルマン 牡３黒鹿５６ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４８６＋１０２：００．５ ３．１�

７１４ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５４－ ２２：００．８１� ５．８�

２３ テーオーゼウス 牡３黒鹿５６ 浜中 俊小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４６８－ ２２：０１．０１� ３．６�
７１３ ロ ッ セ 牡３芦 ５６ 池添 謙一小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５２－ ２２：０１．１� ５９．０�
８１５ マイダルタニアン 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ６ 〃 アタマ １１．６�
６１１ ザッツベター 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 ５００＋ ２２：０１．５２� ６２．０�
１２ ラインレグルス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４７８± ０２：０１．７１� １６．７	
４８ テレポーテーション 牡３鹿 ５６ 川島 信二山上 和良氏 田島 良保 浦河 金石牧場 ４４８－ ４２：０１．９１� ５２２．９

８１６ ウィズイングレース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４６６－ ２ 〃 アタマ ３２８．９�
５１０ メイショウウンゼン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３４－ ６２：０２．０クビ ３６５．１�
４７ アートスポット 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４１６－１０２：０２．４２� ５５．４�
１１ デットシーピサ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 前川 正美 ４３８＋１０２：０２．６１� ４．５�
３５ � リーガルファルコン 牡３黒鹿５６ N．ピンナ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.

Cox, Jr. ４５６＋ ２２：０２．９２ １９．５�
（伊）

５９ マキハタフォルテ 牝３鹿 ５４ 川原 正一槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７６＋ ４２：０３．５３� ３００．８�
（兵庫）

３６ テイエムダンガン 牡３栗 ５６ 石橋 守竹園 正繼氏 鹿戸 明 新ひだか 石川 栄一 ４８４± ０ 〃 クビ １６０．４�

（１５頭）
６１２ トップサイクロン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文コオロ 境 直行 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，７３０，３００円 複勝： ２６，９６６，８００円 枠連： １１，５３７，２００円

馬連： ３７，３７３，７００円 馬単： ２４，８２０，５００円 ワイド： １５，８５３，３００円

３連複： ５２，７０５，１００円 ３連単： ７９，４４４，０００円 計： ２６３，４３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（２－７） ３６０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ４，３７０円

票 数

単勝票数 差引計 １４７３０３（返還計 １１９９） 的中 � ３７７９６（１番人気）
複勝票数 差引計 ２６９６６８（返還計 １６９５） 的中 � ５７４０８（１番人気）� ４６９２９（３番人気）� ５１０８７（２番人気）
枠連票数 差引計 １１５３７２（返還計 ８３） 的中 （２－７） ２３９７６（１番人気）
馬連票数 差引計 ３７３７３７（返還計 ６３５１） 的中 �� ３１８３７（４番人気）
馬単票数 差引計 ２４８２０５（返還計 ４２１０） 的中 �� １２０５６（２番人気）
ワイド票数 差引計 １５８５３３（返還計 ３９４３） 的中 �� １４２０４（１番人気）�� １３４８６（２番人気）�� １３４０５（３番人気）
３連複票数 差引計 ５２７０５１（返還計 １７８８３） 的中 ��� ４５７６０（１番人気）
３連単票数 差引計 ７９４４４０（返還計 ２７４９３） 的中 ��� １３４３３（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．３―１２．１―１２．０―１２．１―１２．２―１２．５―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．７―４７．８―５９．８―１：１１．９―１：２４．１―１：３６．６―１：４８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェントルマン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１２．５ 阪神３着

２００８．４．６生 牡３黒鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ ５戦１勝 賞金 ９，９００，０００円
〔競走除外〕 トップサイクロン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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） ３頭 ナムラオウドウ号・バンダムヴィッツ号・ユウキビバボーイ号
※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。

１６００４ ６月４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神３）第１日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

３３ エムエスワールド 牡８黒鹿６０ 熊沢 重文ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４７８± ０３：１９．９ ３．６�

２２ � サザンギャラクシー 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket
Pty Ltd ５０４－ ８３：２０．４３ ４．９�

３４ テイエムリュウジン 牡５芦 ６０ 佐久間寛志竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８０－ ２３：２０．６１� １８．４�
８１４� スズカワイルド 牡６黒鹿６０ 林 満明永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７４－ ４３：２０．７クビ ３．４�
７１１ シャイニーブラック 牡４黒鹿６０ 黒岩 悠小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６８＋ ２３：２２．０８ ２６．４�
４６ アグネスハイヤー 牡５鹿 ６０ 中村 将之渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４４８－ ８３：２３．３８ ６９．４�
８１３ カシマレジェンド 牡６鹿 ６０ 千葉 直人松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５２８－ ２３：２５．７大差 １２１．１�
５７ リバーキャッスル 牝６栗 ５８ 白浜 雄造河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４５０－ ４３：２６．５５ １２４．７	
１１ レジャイール 牡５鹿 ６０ 今村 康成前田 晋二氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ５３２－ ２３：２６．７１ ４４．９

６９ ショウナンサミット 牡５栗 ６０ 難波 剛健国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－１０３：２６．８� １３．３�
４５ ゴールデンダニエル 牡４栗 ６０ 江田 勇亮�協栄 中島 敏文 日高 タバタファーム ４４０－１０３：２７．８６ ７１．４
６１０ トーセンウィン 牡４黒鹿６０ 南井 大志島川 �哉氏 中島 敏文 新ひだか 飛野牧場 ４９８－１６３：３５．６大差 １３６．４�
７１２� エーシンエフダンズ 牡７黒鹿６０ 西谷 誠�栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５０８－１２ （競走中止） ７．１�
５８ � カワキタトップ 牡５芦 ６０ 植野 貴也川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７０－ ２ （競走中止） １０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，０５６，７００円 複勝： １７，０７３，６００円 枠連： ９，３９９，３００円

馬連： ２９，７４３，０００円 馬単： ２１，９１１，１００円 ワイド： １３，３９６，２００円

３連複： ４５，５６７，５００円 ３連単： ６９，７０４，７００円 計： ２１８，８５２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ３８０円 枠 連（２－３） １，２４０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� １，６６０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ８，２２０円 ３ 連 単 ��� ３５，１７０円

票 数

単勝票数 計 １２０５６７ 的中 � ２６６５３（２番人気）
複勝票数 計 １７０７３６ 的中 � ２５１５５（２番人気）� ２４０２３（３番人気）� １００８４（７番人気）
枠連票数 計 ９３９９３ 的中 （２－３） ５６３０（５番人気）
馬連票数 計 ２９７４３０ 的中 �� １７２１９（５番人気）
馬単票数 計 ２１９１１１ 的中 �� ７２９５（７番人気）
ワイド票数 計 １３３９６２ 的中 �� ６３４５（６番人気）�� １９２２（２０番人気）�� １９４５（１９番人気）
３連複票数 計 ４５５６７５ 的中 ��� ４０９６（２５番人気）
３連単票数 計 ６９７０４７ 的中 ��� １４６３（１０６番人気）

上り １マイル １：４７．４ ４F ５２．６－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エムエスワールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．８．２０ 小倉１着

２００３．４．２２生 牡８黒鹿 母 トップワールド 母母 キクノコトブキ 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔競走中止〕 カワキタトップ号は，２周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

エーシンエフダンズ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。
※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。
（非抽選馬） １頭 トムウィンズ号



１６００５ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０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
１：３１．４

良

良

２３ メイショウヨウドウ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ４１：３４．４ ２．２�

１２ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４４２－ ２ 〃 ハナ ５．６�

８１７ サンレガーロ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２０＋ ２１：３４．５� ８．５�
３５ エメラルドヴァレー 牝３青鹿５４ 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４０８－ ８１：３４．９２� ３８．２�
４８ ナムラチアーズ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作奈村 信重氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 ４４０－ ８ 〃 クビ ４．８�
４７ ナリタカサブランカ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４４２＋ ８１：３５．１１� ９６．０�
８１８ マイネクラレット 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 大典牧場 ４４４－ ２１：３５．２� ３１．４	
７１３ ハードポケット 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 厚真 大川牧場 ４４６± ０ 〃 クビ ３４．２

７１４ エアラギオール 牡３黒鹿５６ N．ピンナ �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：３５．３クビ １５．８�

（伊）

５９ エーシンサクショー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４１６＋ ２１：３５．４� ２１．４�
６１２ オードトゥジョイ 牝３栗 ５４ 川原 正一 キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９４ ―１：３５．５� １２２．０�

（兵庫）

１１ グラニースミス 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志 社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０ ―１：３５．７１� ２２．２�
６１１ テラノイーグル 牡３黒鹿５６ 石橋 守寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ３８．６�
５１０ シゲルジョウム 牡３鹿 ５６ 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４８０＋ ４１：３５．９１� １６５．４�
８１６ オースミメイン 牡３青鹿５６ 上野 翔�オースミ 飯田 雄三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６＋ ８１：３６．８５ ３６８．８�
３６ サワヤカオジョー 牝３栗 ５４ 小林 徹弥永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３０－ ６１：３６．９� ２１２．８�
７１５ アルメティーダ 牝３鹿 ５４ 武 英智 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B４２６－ ６１：３７．０� ３７１．９�
２４ マンノヴィクトリア 牝３鹿 ５４ 中村 将之萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４２２ ―１：３８．１７ ３４２．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８４８，３００円 複勝： ３０，５６７，３００円 枠連： １１，８３６，５００円

馬連： ３９，８８６，６００円 馬単： ３０，７２０，４００円 ワイド： ２０，２６４，６００円

３連複： ５９，５９２，３００円 ３連単： ９７，２５２，６００円 計： ３０６，９６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（１－２） ５５０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３４０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ５，０２０円

票 数

単勝票数 計 １６８４８３ 的中 � ６０４３６（１番人気）
複勝票数 計 ３０５６７３ 的中 � ８６０２８（１番人気）� ４２５２６（３番人気）� ３７４１２（４番人気）
枠連票数 計 １１８３６５ 的中 （１－２） １６１５２（２番人気）
馬連票数 計 ３９８８６６ 的中 �� ４３６６５（２番人気）
馬単票数 計 ３０７２０４ 的中 �� ２０９０９（２番人気）
ワイド票数 計 ２０２６４６ 的中 �� １９０１６（２番人気）�� １５５０７（３番人気）�� ６０７６（８番人気）
３連複票数 計 ５９５９２３ 的中 ��� ２８７６７（３番人気）
３連単票数 計 ９７２５２６ 的中 ��� １４３０６（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１２．０―１２．２―１２．１―１１．５―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．０―３５．０―４７．２―５９．３―１：１０．８―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨウドウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．３．６ 阪神２着

２００８．２．２１生 牡３黒鹿 母 ウェディングラヴ 母母 ヴィジットマン ６戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔制裁〕 ラポール号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１３番・９番への進路

影響）
※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 ゴールデンコマンド号・ジーティルピア号
※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。

１６００６ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ ダートムーア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：５３．２ ２．３�

５５ クローバーリーフ 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：５３．３� １．９�
（伊）

２２ ツィンクルブーケ 牝３芦 ５４ 浜中 俊吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４１：５４．１５ １４．５�
４４ シェイクラブハート 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４３２－ ８１：５４．３１ ４１．８�
３３ ラブリイステラ 牝３芦 ５４ 北村 友一�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４７６－１２ 〃 アタマ １１．０�
７７ エクセレントブルー 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 ４４２－１６１：５４．９３� ５４．６�
６６ ツインテール 牝３栗 ５４ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：５５．１１� １４．９	

（７頭）

売 得 金

単勝： １３，８３０，２００円 複勝： １９，７５４，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ３２，０３３，７００円 馬単： ２８，６１０，２００円 ワイド： １１，１４３，５００円

３連複： ３４，５７７，５００円 ３連単： １１８，９５３，８００円 計： ２５８，９０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １４０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド �� １１０円 �� ２５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� １，５４０円

票 数

単勝票数 計 １３８３０２ 的中 � ４９３９１（２番人気）
複勝票数 計 １９７５４８ 的中 � ７０３８４（２番人気）� ７３７５１（１番人気）
馬連票数 計 ３２０３３７ 的中 �� １７５２７７（１番人気）
馬単票数 計 ２８６１０２ 的中 �� ５９２２０（２番人気）
ワイド票数 計 １１１４３５ 的中 �� ４４９１９（１番人気）�� ７５４７（５番人気）�� ５５７８（７番人気）
３連複票数 計 ３４５７７５ 的中 ��� ５０６３２（３番人気）
３連単票数 計１１８９５３８ 的中 ��� ５７３３７（６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．６―１２．５―１２．３―１２．４―１２．４―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．８―５０．３―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．４―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

２
４
３（１，６）５，２，４－７
３（６，５）（１，２）－（７，４）

勝馬の
紹 介

ダートムーア 

�
父 ク ロ フ ネ 


�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．７．１７ 新潟４着

２００８．２．１２生 牝３鹿 母 カーリーパッション 母母 ダイナカール １０戦２勝 賞金 ２４，０７０，０００円
〔制裁〕 ダートムーア号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて

過怠金１０，０００円。（３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。



１６００７ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右）

５００万円以下；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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

１１ ジョーアカリン 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４２０－ ２１：２１．０ ６６．３�

２２ ペルレンケッテ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４ 〃 ハナ ２．６�
５８ キョウワジャンヌ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４５６＋ ２１：２１．１� ６．８�
３４ ゴールデンオブジェ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４５６＋ ８ 〃 クビ ９．４�
８１４ パワフルキリシマ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４６－ ２１：２１．２クビ ８７．３�
４５ エーティーランボー 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ １５．５	
８１３ マスターグレイマン 牡３芦 ５６ 浜中 俊村山 卓也氏 山内 研二 浦河 小島牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ １６．３

７１２ ユースティティア 牝３青鹿５４ 福永 祐一前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６＋ ２ 〃 ハナ ４．４�
６９ オンリーザブレイヴ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４５４－ ４１：２１．３� ２０．８�

（伊）

５７ ネオザミスティック 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：２１．５１� ４１．３
３３ � スマートオーシャン 牝３栗 ５４ 高田 潤大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer

Wind Farm ４８２－ ２ 〃 アタマ １５．０�
７１１ デンコウジュピター 牡３鹿 ５６ 北村 友一田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４８８＋ ４ 〃 クビ １２．７�
４６ マイネエレーナ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �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 ４２４－ ８１：２１．８１	 ６４．６�
６１０
 ミ ミ チ ャ ン 牝３鹿 ５４ 川原 正一名古屋一征氏 大石 省三 浦河 栄進牧場 ４３６－ ５１：２２．７５ １７６．８�

（兵庫） （兵庫）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，５５０，１００円 複勝： ３２，６３６，５００円 枠連： １３，２２３，５００円

馬連： ５１，７０９，３００円 馬単： ３３，５７８，０００円 ワイド： ２３，６６３，４００円

３連複： ６９，１０８，５００円 ３連単： １０８，８６８，５００円 計： ３５３，３３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６３０円 複 勝 � ９４０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（１－２） ７，１１０円

馬 連 �� ６，９６０円 馬 単 �� ２０，３２０円

ワ イ ド �� ２，４６０円 �� ５，０３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １７，５１０円 ３ 連 単 ��� １８８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２０５５０１ 的中 � ２４４４（１２番人気）
複勝票数 計 ３２６３６５ 的中 � ６１８１（１１番人気）� ８８１５０（１番人気）� ３７７７０（３番人気）
枠連票数 計 １３２２３５ 的中 （１－２） １３７４（２１番人気）
馬連票数 計 ５１７０９３ 的中 �� ５４８８（２４番人気）
馬単票数 計 ３３５７８０ 的中 �� １２２０（６５番人気）
ワイド票数 計 ２３６６３４ 的中 �� ２２７５（３３番人気）�� １０９５（５０番人気）�� １２９６１（３番人気）
３連複票数 計 ６９１０８５ 的中 ��� ２９１３（５７番人気）
３連単票数 計１０８８６８５ 的中 ��� ４２６（５３０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．０―１１．７―１１．４―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３４．４―４６．１―５７．５―１：０８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．９
３ ３，１４（８，１３）（１，１２）７，９（４，６，１１）－２，５－１０ ４ ・（３，１４）（８，１３）（１，７，１２）９（４，１１）（６，２）５－１０

勝馬の
紹 介

ジョーアカリン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２０１０．７．３ 函館１着

２００８．３．２５生 牝３黒鹿 母 ジョーマリコ 母母 ジョーセイバー ７戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※スマートオーシャン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

１６００８ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３５ � ネオシーサー 牡４青 ５７ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 ４３４－ ２１：２５．０ ２２．０�

６１１� コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝飯田 正剛氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋１２１：２５．１� ６．１�
７１２ サクラエクスプロー 牡４栗 ５７ 浜中 俊�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４５６＋ ２１：２５．３１� ３．２�
１１ � アキノワンツー 牝５芦 ５５

５２ ▲花田 大昂穐吉 正孝氏 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ５００＋ ６１：２５．４� ４４．９�
８１５ エリモレインボー 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４５４＋ ４ 〃 クビ １５．１�
７１３ カシノピストン 牡４芦 ５７

５４ ▲藤懸 貴志柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４６２－ ４１：２５．５クビ ２１．６�
８１４ イマカツタイガー 牡６栗 ５７ 柴原 央明今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４８６＋２０ 〃 ハナ ２１．７	
４７ 	� イメージレイナ 牝４青鹿５５ 高橋 亮岸田 勝宏氏 高橋 隆 米 Katsuhiro

Kishida ４４６＋ ２１：２５．６� １５６．０

３４ ダイシンサーベル 牡６黒鹿５７ 北村 友一大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６＋ ２１：２６．０２� ５．３�
２３ ライフストリーム 牡７栗 ５７

５６ ☆国分 恭介�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４９６＋ ８１：２６．１
 ４．８
６１０	� ミリオンデンジャー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二田� 正明氏 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ５１６＋ ２１：２６．９５ ９．６�
４６ � ネオスペチアーレ 牝４鹿 ５５ N．ピンナ 小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４５２－ ７１：２７．１１ ３８．５�

（伊）

５９ � サ ニ ー ベ ル 牡５鹿 ５７ 川原 正一円城 和男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４２４－ ６ 〃 アタマ ３２１．１�
（兵庫）

５８ � ヒストリッドタウン �４青鹿５７ 小林 徹弥名古屋友豊� 作田 誠二 新ひだか グランド牧場 ４９２± ０１：２７．３１� ７６．５�
２２ インタレスティング 牝４鹿 ５５ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 宮崎 田上 勝雄 ４４６－ ４１：２７．５
 １４９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，２１１，２００円 複勝： ２８，４７１，４００円 枠連： １４，５７２，６００円

馬連： ４９，５４４，８００円 馬単： ３１，１３１，３００円 ワイド： ２１，０９７，５００円

３連複： ６７，０２２，５００円 ３連単： １０６，６５８，２００円 計： ３３６，７０９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２００円 複 勝 � ３８０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（３－６） ８６０円

馬 連 �� ４，２５０円 馬 単 �� １０，０２０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� １，２９０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ４７，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８２１１２ 的中 � ６５２４（９番人気）
複勝票数 計 ２８４７１４ 的中 � １６０７６（６番人気）� ３８７３２（４番人気）� ５１９６４（２番人気）
枠連票数 計 １４５７２６ 的中 （３－６） １２６２０（４番人気）
馬連票数 計 ４９５４４８ 的中 �� ８６１５（１９番人気）
馬単票数 計 ３１１３１３ 的中 �� ２２９５（４５番人気）
ワイド票数 計 ２１０９７５ 的中 �� ３８２７（１９番人気）�� ３８６７（１７番人気）�� １３３９７（１番人気）
３連複票数 計 ６７０２２５ 的中 ��� ９５８７（１４番人気）
３連単票数 計１０６６５８２ 的中 ��� １６４２（１６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．８―４６．９―５９．２―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ネオシーサー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy

２００７．４．１８生 牡４青 母 シルバージョイ 母母 Joy of Myrtlewood １０戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
地方デビュー ２００９．８．３ 船橋 ［他本会外：２戦０勝］

※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。



１６００９ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第９競走 ��
��２，４００�か き つ ば た 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

６６ イ グ ア ス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２２：２６．５ ２．９�

１１ ゴットマスタング 牡３青鹿５６ 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 ４５８－ ８２：２６．６� １２．３�
７７ トウシンイーグル 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ２２：２６．８１� ２．７�
５５ デーヴァローカ 牡３栗 ５６ 北村 友一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２２：２７．３３ ２０．９�
２２ グッドカフェ 牡３青鹿５６ 福永 祐一杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ５．９�
８１０ スプリングルシオ 牡３栗 ５６ 国分 優作加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４７４－ ４２：２７．５１ ２６．８	
８９ ビ ー ム 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ４９８－ ４ 〃 ハナ １６．１

７８ バンブーチェルシー 牡３青鹿５６ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４６２－ ４２：２８．３５ ９２．３�
４４ ディアヴァンドーム 牡３栗 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４６０＋ ２２：２８．７２� １７．７�
３３ ピースフルアース 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４２：２９．５５ １３．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，２１８，６００円 複勝： ３１，６１６，７００円 枠連： １３，５４２，１００円

馬連： ６９，５３０，０００円 馬単： ４７，１０３，４００円 ワイド： ２７，３０７，２００円

３連複： ８４，２２２，３００円 ３連単： １８５，１２８，４００円 計： ４８２，６６８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（１－６） １，９８０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� １８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ８，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２４２１８６ 的中 � ６６４０３（２番人気）
複勝票数 計 ３１６１６７ 的中 � ６４２１０（２番人気）� ３１４６５（５番人気）� ７８９９１（１番人気）
枠連票数 計 １３５４２１ 的中 （１－６） ５０５５（８番人気）
馬連票数 計 ６９５３００ 的中 �� ２５５４１（７番人気）
馬単票数 計 ４７１０３４ 的中 �� １２１７３（９番人気）
ワイド票数 計 ２７３０７２ 的中 �� ７２８５（１１番人気）�� ５０１４６（１番人気）�� １２０２７（６番人気）
３連複票数 計 ８４２２２３ 的中 ��� ５３３５９（２番人気）
３連単票数 計１８５１２８４ 的中 ��� １６６９５（１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．６―１２．４―１２．４―１２．７―１２．９―１２．８―１２．４―１１．２―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．２―３６．８―４９．２―１：０１．６―１：１４．３―１：２７．２―１：４０．０―１：５２．４―２：０３．６―２：１４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．１
１
３
９，６（２，４）３（７，５）８－１，１０
９，６（２，３，４）（７，８，５）１０，１

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

勝馬の
紹 介

イ グ ア ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Potrillazo デビュー ２０１０．１１．６ 東京９着

２００８．２．３生 牡３黒鹿 母 ポトリザリス 母母 Chaldee ８戦２勝 賞金 １７，４７４，０００円

１６０１０ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第１０競走 ��
��２，０００�

み き

三 木 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
三木市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２２ � アドマイヤベルナ 牡４鹿 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ６１：５８．２ １．８�

７７ エクスペディション 牡４栗 ５７ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ２１：５９．１５ ２．７�

４４ パワーエース 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９２＋ ２２：００．４８ １０７．５�
８８ アマファソン 牝４黒鹿５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７２－１０ 〃 クビ ７．７�
５５ ナリタダイコク 牡６黒鹿５７ 北村 友一�オースミ 加藤 敬二 静内 カントリー牧場 ５００－ ２２：００．６１ ８．７�
６６ ポートスピード 牡６栗 ５７ 国分 優作水戸眞知子氏 田中 章博 三石 前川 清彦 ５１０－ ４２：００．８１ ５１．６	
３３ トップミノル 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６６－ ４２：０１．１２ ４６．９

１１ スペシャルイモン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８６± ０２：０１．８４ ９９．８�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３２，１１８，３００円 複勝： ４５，７６９，２００円 枠連： 発売なし

馬連： ７５，４８４，０００円 馬単： ６０，６９６，９００円 ワイド： ２３，０５８，２００円

３連複： ７８，５９９，２００円 ３連単： ２６７，７９６，４００円 計： ５８３，５２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １，１６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １９０円 馬 単 �� ３００円

ワ イ ド �� １５０円 �� ２，０５０円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� ５，１１０円 ３ 連 単 ��� １２，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３２１１８３ 的中 � １４７０５１（１番人気）
複勝票数 計 ４５７６９２ 的中 � １８１２６８（１番人気）� １６６２３６（２番人気）� ３１４６（８番人気）
馬連票数 計 ７５４８４０ 的中 �� ３０１２８６（１番人気）
馬単票数 計 ６０６９６９ 的中 �� １４９５５４（１番人気）
ワイド票数 計 ２３０５８２ 的中 �� ６１２１４（１番人気）�� ２０６８（１７番人気）�� １７０７（１８番人気）
３連複票数 計 ７８５９９２ 的中 ��� １１３６４（１２番人気）
３連単票数 計２６７７９６４ 的中 ��� １５４９４（３６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．５―１１．３―１１．４―１１．６―１１．６―１１．８―１１．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．１―３５．６―４６．９―５８．３―１：０９．９―１：２１．５―１：３３．３―１：４５．０

コーナー
通過順位

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

２
４
２＝５，７，８－３－１，６，４
２＝７，３，８，５－６，４－１

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�アドマイヤベルナ �

父 ファルブラヴ �


母父 サンデーサイレンス

２００７．２．１６生 牡４鹿 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート ６戦２勝 賞金 ２３，５５３，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 トップミノル号の騎手池添謙一は，病気のため後藤浩輝に変更。



１６０１１ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第１１競走 ��
��１，２００�

てんのうざん

天王山ステークス
発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５１�４歳以上５５�，牝馬
２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５１０ ワールドワイド 牡５芦 ５６ 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 ５００＋ ４１：１０．０ ５．４�

６１１ クリスタルボーイ 牡４芦 ５６ 和田 竜二ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４９４± ０１：１０．３１� １２．２�
１２ マルカベンチャー 牡５栗 ５５ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 ハナ ４．２�
３５ � アースサウンド 牝４栗 ５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way

Equine, LLC ４８４＋ ４ 〃 アタマ ２４．５�
１１ エ ノ ク 牡７栗 ５８ 浜中 俊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１２－ ４ 〃 クビ １６．９�
６１２ シルクフォーチュン 牡５鹿 ５６ N．ピンナ 有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４６０± ０１：１０．５１	 ４．３	

（伊）

３６ レディルージュ 牝５青鹿５４ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４５２± ０１：１０．６クビ ５．７

２４ エアティアーモ 牝４青鹿５４ 四位 洋文 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ １４．５�
８１５� エーシンクールディ 牝５芦 ５３ 国分 優作�栄進堂 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４９０－ ６１：１０．８１ ４８．２�
２３ ファイナルスコアー 牡６栗 ５５ 国分 恭介 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８８＋ ２ 〃 ハナ １０６．８
４７ � インオラリオ 牡６鹿 ５６ 酒井 学藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５１６± ０ 〃 クビ ２５．３�
７１４ マルカフリート 牡５鹿 ５６ 北村 友一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：１１．０１ ２６．０�
５９ カホマックス 牝４鹿 ５４ 川島 信二星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２１：１１．３２ ９１．９�
７１３� セントラルコースト 牡６鹿 ５５ 川原 正一�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.

& Robert N. Clay ５１６＋１０１：１２．１５ ４９．８�
（兵庫）

８１６ ケイアイテンジン 牡５栗 ５５ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７２± ０１：１２．２� ２８．３�
４８ メイショウセンゴク 牡６栗 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４７８＋ ２１：１２．６２	 ３５９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，４８７，２００円 複勝： ８９，２２７，９００円 枠連： ４７，７９８，５００円

馬連： ２４９，４４６，８００円 馬単： １２０，６３１，４００円 ワイド： ７５，０３０，７００円

３連複： ３０４，２３５，１００円 ３連単： ５２８，９７３，１００円 計： １，４６５，８３０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � ３３０円 � １７０円 枠 連（５－６） ８９０円

馬 連 �� ３，６６０円 馬 単 �� ６，９８０円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� ４００円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ３４，７９０円

票 数

単勝票数 計 ５０４８７２ 的中 � ７４１８６（３番人気）
複勝票数 計 ８９２２７９ 的中 � １５１８９２（３番人気）� ５６８８８（５番人気）� １６４６６０（１番人気）
枠連票数 計 ４７７９８５ 的中 （５－６） ３９７１０（４番人気）
馬連票数 計２４９４４６８ 的中 �� ５０３１０（１３番人気）
馬単票数 計１２０６３１４ 的中 �� １２７６４（２０番人気）
ワイド票数 計 ７５０３０７ 的中 �� １４２２７（１１番人気）�� ５１４８３（２番人気）�� １４４５０（１０番人気）
３連複票数 計３０４２３５１ 的中 ��� ４４８２０（１０番人気）
３連単票数 計５２８９７３１ 的中 ��� １１２２２（８０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．９―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．５―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドワイド �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００８．１２．２８ 中京１着

２００６．４．９生 牡５芦 母 エリモシンフォニー 母母 Let It Fly ２６戦６勝 賞金 １３８，３３７，０００円
〔騎手変更〕 カホマックス号の騎手池添謙一は，病気のため川島信二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 エーシンモアオバー号・エーブダッチマン号・グランドラッチ号・クリーン号・サウンドアクシス号・

ツルマルジュピター号・バーディバーディ号・プロセッション号・レインフォーレスト号・ワールドハンター号
※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。

１６０１２ ６月４日 晴 良 （２３阪神３）第１日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３３ � マジンプロスパー 牡４栗 ５７ 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ４９２－ ６１：１９．９ ５．５�

５６ リバーハイランド 牡４鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８０＋ ４１：２０．６４ ５．４�

２２ ナリタシリカ 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ２２．４�
８１２ テーブルスピーチ 牝４栗 ５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４４４－ ２１：２０．８１� ３．０�
７１０ ユメノキラメキ 牝４栗 ５５ 川島 信二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：２０．９	 ５．３�
５５ ニシノモレッタ 牝４栗 ５５ 浜中 俊西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４９２＋ ６１：２１．１１� ８．５�
６７ メイショウジェイ 牝６鹿 ５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 門別 浦新 徳司 ４３８－１０１：２１．２
 ９２．６	
７９ シンコープリンス 牡４青鹿 ５７

５４ ▲国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５４－ ２１：２１．３クビ １０．７

６８ トップアテンション 牡４鹿 ５７ 小牧 太�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４８０－１４１：２１．７２
 １０９．９�
４４ マンノレーシング 牡８鹿 ５７ 中村 将之萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ２１１．４
８１１ ミヤジシェンロン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４４４－ ４１：２２．０２ ２０．８�
１１ ドリームガードナー 牡６栗 ５７ 北村 友一セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：２２．１クビ ２６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，６３６，７００円 複勝： ４２，７３９，６００円 枠連： ２４，６１５，６００円

馬連： １０３，１９０，７００円 馬単： ６１，１２８，８００円 ワイド： ３５，８１５，０００円

３連複： １２３，８６８，６００円 ３連単： ２５１，５２０，３００円 計： ６７２，５１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � ３９０円 枠 連（３－５） １，１９０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，５８０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ８，２００円 ３ 連 単 ��� ３２，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２９６３６７ 的中 � ４２９２４（４番人気）
複勝票数 計 ４２７３９６ 的中 � ４９３２７（４番人気）� ６６０９４（３番人気）� ２５０９３（７番人気）
枠連票数 計 ２４６１５６ 的中 （３－５） １５２８５（５番人気）
馬連票数 計１０３１９０７ 的中 �� ５０１６３（５番人気）
馬単票数 計 ６１１２８８ 的中 �� １６７３２（８番人気）
ワイド票数 計 ３５８１５０ 的中 �� １７５１３（５番人気）�� ５４０４（２２番人気）�� ５９０４（１９番人気）
３連複票数 計１２３８６８６ 的中 ��� １１１５１（３１番人気）
３連単票数 計２５１５２０３ 的中 ��� ５７７２（１１８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．７―１１．３―１１．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．２―５７．５―１：０８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３３．７
３ ３，１０（２，５，１２）（９，１１）６，７－４，８，１ ４ ３，１０（２，１２）５（９，１１）（６，７）－４，８，１

勝馬の
紹 介

�マジンプロスパー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バブルガムフェロー

２００７．３．７生 牡４栗 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス ７戦２勝 賞金 ２１，１５０，０００円
初出走 JRA



（２３阪神３）第１日 ６月４日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５６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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９９，７８０，０００円
６，３６０，０００円
１２，６７０，０００円
１，１００，０００円
１８，５２０，０００円
５４，５２８，０００円
４，７３０，８００円
１，５４４，４００円

勝馬投票券売得金
２５６，３０３，１００円
４２７，２４９，５００円
１６３，１２５，９００円
７９８，３４０，６００円
５１０，９３２，９００円
２９５，４２４，２００円
１，００８，１５７，４００円
１，９８０，４７７，０００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 ５，４４０，０１０，６００円

総入場人員 １４，９２８名 （有料入場人員 １４，１６５名）


