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１６０３７ ６月１２日 曇 重 （２３阪神３）第４日 第１競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１３ ガールズストーリー 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１８＋ ６１：１１．５ ８．３�

２４ アンティークカラー 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 優作太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４５８＋ ４１：１２．３５ ５．５�

３５ フェイスバンブー 牝３鹿 ５４ 武 豊�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４３８＋ ２１：１２．６２ ２．６�
８１６ ビッグゴーゴー 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�ビッグ 五十嵐忠男 浦河 今井 秀樹 ４３６＋ ２１：１２．７クビ ４４．１�
４８ ハリエットビート 牝３鹿 ５４ 小牧 太門野 重雄氏 吉田 直弘 新ひだか 原口牧場 ３９０± ０１：１３．０２ ２９．６�
３６ タマモビーナス 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４２２＋ ８１：１３．２１� １３６．１	
２３ シェリーパーティー 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム ４５６＋１０１：１３．３クビ ７５．６

１１ エーシンメンフィス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ４９８ ―１：１３．４� ５．４�
４７ ビ ハ ク 牝３黒鹿５４ 酒井 学岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 出羽牧場 ４１２－ ２ 〃 ハナ ３８４．４�
６１１ エーシンジャイヴ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 小島牧場 ４６４± ０１：１３．７１� ７．３
７１４ マルサンアップル 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 高橋フアーム ４４０＋ ８１：１３．８� ５４．８�
６１２ メイショウヘレン 牝３黒鹿５４ 中村 将之松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４２８＋ ６１：１４．１２ ６０４．１�
５９ サツマフラワー 牝３栗 ５４ 和田 竜二蛭川 年明氏 鈴木 孝志 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４９０ ―１：１４．４２ ４８．２�
５１０ ソ ー ニ 牝３青鹿５４ 四位 洋文平井 裕氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４４２－１０ 〃 ハナ ８．９�
１２ クニサキシンシン 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上牧場 ４４４－ ２１：１４．８２� ２４７．１�
８１５ オールザヴォーグ 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 飯田 正剛氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４０８± ０１：１７．１大差 ２５８．７�

（豪）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９５０，４００円 複勝： ２２，５０３，７００円 枠連： ７，９３１，４００円

馬連： ３３，７９３，２００円 馬単： ２６，２６７，０００円 ワイド： １４，７７８，３００円

３連複： ５０，５０６，０００円 ３連単： ７８，９４８，９００円 計： ２４８，６７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � １２０円 枠 連（２－７） １，６３０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ４，４８０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ３７０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� １４，６１０円

票 数

単勝票数 計 １３９５０４ 的中 � １３３７４（５番人気）
複勝票数 計 ２２５０３７ 的中 � ２３２８１（４番人気）� ３０１３５（３番人気）� ７１２６４（１番人気）
枠連票数 計 ７９３１４ 的中 （２－７） ３５９４（７番人気）
馬連票数 計 ３３７９３２ 的中 �� １４３５８（８番人気）
馬単票数 計 ２６２６７０ 的中 �� ４３３５（１９番人気）
ワイド票数 計 １４７７８３ 的中 �� ５５６８（９番人気）�� １０２０９（３番人気）�� １１９６２（２番人気）
３連複票数 計 ５０５０６０ 的中 ��� ２２７９１（３番人気）
３連単票数 計 ７８９４８９ 的中 ��� ３９８９（４２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．５―１１．８―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．４―４７．２―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガールズストーリー �
�
父 シックスセンス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．７．２４ 小倉３着

２００８．２．６生 牝３黒鹿 母 ウインクドリーム 母母 ウインクルビー ９戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 エーシンジャイヴ号の騎手川田将雅は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールザヴォーグ号は，平成２３年７月１２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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シゲルチョウカン号・ミヤコレッドローズ号・リボルトレイダー号
（非抽選馬） １頭 インテンスラン号
※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。

１６０３８ ６月１２日 曇 重 （２３阪神３）第４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

４５ ディープルマン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５１０＋ ４１：５１．５ ３．８�

８１３ ネバーミスザマーク 牡３鹿 ５６ 石橋 守畑佐 博氏 河内 洋 浦河 北光牧場 B５０６－ ２１：５２．８８ ６．６�
５８ ネオファッショ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４８２＋ ８１：５２．９クビ ５．２�
６１０� ダンスオブウォー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley ５１０± ０１：５３．０� ２．８�
６９ アドマイヤリボー 牡３栗 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ４１：５３．２１� ２８．７�
１１ � ゼ マ テ ィ ス 牝３鹿 ５２ 酒井 学吉田 和美氏 吉田 直弘 新

Jungle Pocket Pty
Ltd & Rich Hill
Thoroughbreds Ltd

４２４－ ４ 〃 クビ １３．４�
２２ ロングコウテイ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一中井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４２４＋ ２１：５３．３クビ ２２７．９	
８１４ グリモワール 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム ５２０－ ８１：５３．４	 １７．７

３３ エタニティフレーム 牡３栗 ５６ 鷹野 宏史吉田 和美氏 沖 芳夫 日高 待兼牧場 ５２０－ ８１：５３．５クビ １５７．５�
５７ 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 B４３０－ ４１：５３．７１� １７４．１
４６ レイクキャスケード 牡３青鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂伊藤 仁氏 藤沢 則雄 日高 白井牧場 ４６４－ ２１：５４．５５ ３０．１�
３４ レールスプリッター 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００－１２１：５４．７１� ２３．２�
７１２ スカイプラネット 牝３鹿 ５４ 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ４１０－ ６ 〃 アタマ １５０．０�
７１１ テイエムギンリュウ 牡３芦 ５６ 安藤 光彰竹園 正繼氏 新川 恵 日高 加藤牧場 ４９８－１０ 〃 クビ ４１．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，０８４，８００円 複勝： １９，２３０，５００円 枠連： ８，６４９，７００円

馬連： ３２，２６４，２００円 馬単： ２３，８０３，６００円 ワイド： １３，８２４，０００円

３連複： ４８，４９５，１００円 ３連単： ７９，１６１，０００円 計： ２３７，５１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（４－８） ８６０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ３３０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� １０，１２０円

票 数

単勝票数 計 １２０８４８ 的中 � ２５５６８（２番人気）
複勝票数 計 １９２３０５ 的中 � ４０８７８（２番人気）� ２２８００（４番人気）� ２８７９６（３番人気）
枠連票数 計 ８６４９７ 的中 （４－８） ７４８３（５番人気）
馬連票数 計 ３２２６４２ 的中 �� １８８８６（５番人気）
馬単票数 計 ２３８０３６ 的中 �� ７２２２（８番人気）
ワイド票数 計 １３８２４０ 的中 �� ６２５４（５番人気）�� １１２８６（３番人気）�� ４５２７（８番人気）
３連複票数 計 ４８４９５１ 的中 ��� １７４５６（５番人気）
３連単票数 計 ７９１６１０ 的中 ��� ５７７８（２０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．６―１１．９―１２．５―１２．９―１３．０―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３６．０―４７．９―１：００．４―１：１３．３―１：２６．３―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディープルマン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．４．１０ 阪神７着

２００８．３．１５生 牡３鹿 母 プロフェシーライツ 母母 ストームザミント ５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
※出走取消馬 テンシノイツル号（疾病〔右寛跛行〕のため）

第３回　阪神競馬　第４日



１６０３９ ６月１２日 曇 良 （２３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００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

７１３ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５０２＋ ６１：４６．７ ６．２�

７１４ フクラムサイフ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ２６．１�
６１２ コアレスドラード 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４６＋１２１：４６．８クビ ８．７�
１２ ミラグロッサ 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋１０ 〃 クビ ２１．５�
７１５ ダノンウィスラー 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ �ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４６０－ ８１：４６．９クビ ２．２�

（豪）

６１１ ストリートマジック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠幅田 京子氏 藤原 英昭 浦河 バンダム牧場 ４２４－ ２１：４７．２１� ７．３	
３５ エーシンギガウイン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 多田 善弘 ５１０＋ ２１：４７．４１� ７．０

４８ アメイジングアスク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４２８＋１２ 〃 アタマ １９．３�
５９ グッドスピード 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４６４－ ２１：４７．５� ２３．６�
１１ クリノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 高橋 亮栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４０－ ４１：４７．６� ４５．４
２４ ハナサクテーラー 牝３芦 ５４ 小坂 忠士中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４７８＋ ２１：４７．８１� ３２０．１�
４７ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６４＋１０ 〃 ハナ ５１．８�
８１７ ダンスインザスカイ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ ５００．４�
３６ キョウワパフューム 牝３鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４３８－ ４１：４８．０１� １６７．９�
８１６ カペレチーマ 牡３鹿 ５６ 幸 英明�樽さゆり氏 北出 成人 浦河 向別牧場 ４５４ ―１：４８．１クビ １３５．９�
５１０ ディアウィキッド 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４３０＋ ８１：４８．３１� １７０．７�
２３ シルクゴーオン 牡３青鹿５６ 長谷川浩大有限会社シルク西浦 勝一 新冠 秋田牧場 ４８６＋ ６１：４９．１５ ２０９．０�
８１８ スポーティンライフ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 新ひだか 元道牧場 ４６８－ ２１：５０．１６ ８５３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，５７１，０００円 複勝： ２９，５３７，７００円 枠連： １４，４６４，６００円

馬連： ３９，８３８，８００円 馬単： ２８，９８１，５００円 ワイド： １８，６４８，１００円

３連複： ６０，７００，５００円 ３連単： ９１，８９９，８００円 計： ３００，６４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２２０円 � ６２０円 � ２５０円 枠 連（７－７） ５９０円

馬 連 �� ７，２４０円 馬 単 �� １３，１１０円

ワ イ ド �� ２，０１０円 �� １，０００円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� １８，４３０円 ３ 連 単 ��� １１８，５８０円

票 数

単勝票数 計 １６５７１０ 的中 � ２１３９０（２番人気）
複勝票数 計 ２９５３７７ 的中 � ４１５２６（２番人気）� １０４６４（８番人気）� ３２３１１（５番人気）
枠連票数 計 １４４６４６ 的中 （７－７） １８３５０（２番人気）
馬連票数 計 ３９８３８８ 的中 �� ４０６６（２６番人気）
馬単票数 計 ２８９８１５ 的中 �� １６３２（４１番人気）
ワイド票数 計 １８６４８１ 的中 �� ２２６５（２２番人気）�� ４７４４（１０番人気）�� １９４９（３０番人気）
３連複票数 計 ６０７００５ 的中 ��� ２４３１（６０番人気）
３連単票数 計 ９１８９９８ 的中 ��� ５７２（３４３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．２―１１．７―１１．８―１２．０―１１．９―１１．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３４．６―４６．３―５８．１―１：１０．１―１：２２．０―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルリジチョウ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．８．８ 小倉６着

２００８．３．２９生 牡３鹿 母 オグリウェルズ 母母 カディザデー １３戦１勝 賞金 １１，６００，０００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） ３頭 エーシンチェロキー号・タイアップ号・メイショウゴモン号
（非抽選馬） １頭 ポレモス号
※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。

１６０４０ ６月１２日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２３阪神３）第４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

６８ エーシンダードマン 牡７青鹿６０ 西谷 誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５０２－１０３：１９．４ ７．１�

５６ アグネスジルバ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４５４－ ６３：１９．７１� ２１．５�
７９ トムウィンズ 牡６芦 ６０ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 ４７２－ ２３：２１．２９ ８９．８�
８１２ アラタマポケット 牡５鹿 ６０ 難波 剛健荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ２２１．１�
２２ モ チ 牡７青鹿６０ 高田 潤小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５１８－ ４３：２１．５１� ６．０�
７１０ グレイトロータリー 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志前田 幸治氏 宮本 博 新ひだか グランド牧場 ５２６＋ ８３：２１．６クビ ８．２�
４４ � ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 林 満明栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２３：２３．１９ ６２．６	
６７ フサイチアソート �６栗 ６０ 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４ 〃 クビ ５．６

８１１ ディープスピリット 牡７鹿 ６０ 熊沢 重文深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４６２＋ ２３：２３．４２ １．９�
５５ トウケイウッドマン 牡４青 ６０ 今村 康成木村 信彦氏 北出 成人 新ひだか 坂本 智広 ４５４－ ６３：２３．７１� １２３．６�
１１ サトノハピネス 牡６栗 ６０ 横山 義行里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 ５１６－ ６３：２４．０１� ２７．２
３３ カシマパステル 牝４鹿 ５８ 高野 和馬松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４４＋ ４３：２８．０大差 ２５６．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，１８３，７００円 複勝： １６，５９２，８００円 枠連： ９，６６４，７００円

馬連： ２７，８２５，３００円 馬単： ２７，４４４，５００円 ワイド： １２，５４２，３００円

３連複： ４４，３７２，０００円 ３連単： ８５，３２５，５００円 計： ２３６，９５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２４０円 � ４８０円 � １，５７０円 枠 連（５－６） ２，８７０円

馬 連 �� ５，４９０円 馬 単 �� １０，９９０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� ４，５６０円 �� ６，１９０円

３ 連 複 ��� ６３，２２０円 ３ 連 単 ��� ３０８，６８０円

票 数

単勝票数 計 １３１８３７ 的中 � １４６８５（４番人気）
複勝票数 計 １６５９２８ 的中 � ２１５７５（４番人気）� ８８３１（６番人気）� ２３７９（９番人気）
枠連票数 計 ９６６４７ 的中 （５－６） ２４８９（９番人気）
馬連票数 計 ２７８２５３ 的中 �� ３７４６（１８番人気）
馬単票数 計 ２７４４４５ 的中 �� １８４３（３１番人気）
ワイド票数 計 １２５４２３ 的中 �� ２０２６（１７番人気）�� ６７１（３４番人気）�� ４９２（３６番人気）
３連複票数 計 ４４３７２０ 的中 ��� ５１８（８９番人気）
３連単票数 計 ８５３２５５ 的中 ��� ２０４（４１２番人気）

上り １マイル １：４４．７ ４F ５１．０－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンダードマン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００６．１２．１６ 中京８着

２００４．５．３１生 牡７青鹿 母 エイシンマッカレン 母母 Ladanum 障害：３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円



１６０４１ ６月１２日 曇 重 （２３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２０分 （ダート・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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ ゴールデンジャガー 牡３鹿 ５６ 北村 友一西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 ４９８－ ２１：５０．５ ５．６�

３６ スカイスクレイパー 牡３栗 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ４１：５０．８２ ４．５�
４８ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４８－ ６１：５１．０１� ７．３�

（豪）

５９ ボストンリョウマ 牡３青鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８－ ２１：５１．２１� ５６．３�
１１ スプリングシーズン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０６± ０１：５１．３� ８．９�
７１３ スズカルーセント 牡３鹿 ５６ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６± ０１：５１．７２� ３．５�
４７ � ロージーライト 牡３青鹿５６ 酒井 学栗本 博晴氏 谷 潔 日高 メイプルファーム ４６４± ０ 〃 ハナ ２８３．４	
２４ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５２０＋１０１：５２．０１	 ３７．８

７１４
 アウグーリオ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.
Duffel ４３２＋ ４ 〃 クビ ６１．８�

１２ タガノプリンス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５０－ ６１：５２．３１	 ５１．６�

６１１ キンショーオーロラ 牝３青 ５４
５３ ☆国分 恭介礒野日出夫氏 中村 均 新ひだか 本桐牧場 ４３４－ ２１：５２．４クビ １２．６

５１０ ジョーアポロン 牡３芦 ５６ 岩田 康誠上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ４８６－ ６１：５２．５	 ５６．６�

６１２ マイネルティンラン 牡３栗 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ４１：５２．７１� ９１．２�

２３ クレセントシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４４６＋ ２１：５２．８クビ ２５．６�

８１６ マコトローゼンボー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４４８± ０１：５３．２２� ３８．４�
８１５ グレートディール 牡３青鹿５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 飯田 雄三 日高 待兼牧場 ５０２＋ ２１：５６．９大差 １６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２９６，７００円 複勝： ３３，０５８，１００円 枠連： １６，６３３，８００円

馬連： ４６，０６８，４００円 馬単： ３０，１６４，４００円 ワイド： ２２，９５２，３００円

３連複： ７１，３１４，３００円 ３連単： １００，１４８，０００円 計： ３３７，６３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（３－３） １，２４０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ８５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，５００円 ３ 連 単 ��� １２，０７０円

票 数

単勝票数 計 １７２９６７ 的中 � ２４６０９（３番人気）
複勝票数 計 ３３０５８１ 的中 � ４６５５９（４番人気）� ６５８２２（１番人気）� ４６６６４（３番人気）
枠連票数 計 １６６３３８ 的中 （３－３） ９９１７（５番人気）
馬連票数 計 ４６０６８４ 的中 �� ２９３０４（３番人気）
馬単票数 計 ３０１６４４ 的中 �� １０４９１（５番人気）
ワイド票数 計 ２２９５２３ 的中 �� １５４２５（２番人気）�� ６２２７（８番人気）�� １２７１１（３番人気）
３連複票数 計 ７１３１４３ 的中 ��� ２１１００（３番人気）
３連単票数 計１００１４８０ 的中 ��� ６１２７（１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１２．７―１２．２―１２．５―１２．６―１２．５―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２２．８―３５．５―４７．７―１：００．２―１：１２．８―１：２５．３―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．７
１
３
１１－５，６（１，４）１３，１５（７，９，１０）１６（２，８，１４）－１２，３
１１＝５（１，６）（９，１３）４（８，１０，１５）７（１４，１６）２（３，１２）

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ゴールデンジャガー �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．８．７ 小倉１０着

２００８．３．１２生 牡３鹿 母 ニシノパイレーツ 母母 レディアドミラル ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔調教再審査〕 グレートディール号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 グレートディール号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

１６０４２ ６月１２日 曇 良 （２３阪神３）第４日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

７１３ ミスターマスタード 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４４６＋ ４１：０９．１ ５６．１�

７１４ アグネスアンジュ 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４５６＋ ８ 〃 ハナ ４７．７�

２４ シゲルヒラシャイン 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 安藤牧場 ４４２＋ ２１：０９．２� ２２３．４�

５１０ ナムラドリーミー 牝３鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４６４－ ６１：０９．３� ６．２�

１２ リーサムハーツ 牝３鹿 ５４ 武 豊平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４７０＋ ２ 〃 アタマ １．５�
８１５ ウエストエンド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８＋ ４１：０９．４� １９．１�
３５ エーティーガンダム 牡３栗 ５６ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ７．４�
２３ トウケイカガヤキ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４４２± ０１：０９．５� ３４２．９	
１１ ラブリイステラ 牝３芦 ５４ 熊沢 重文
リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド ４７４－ ２１：０９．６� １１６．８�
６１１ マーベラスビジン 牝３栗 ５４ 秋山真一郎笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６８± ０１：０９．７� ８４．７�
５９ ナチュラルライツ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：０９．８� １７．７
８１６ トップモデル 牝３鹿 ５４ 北村 友一間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４２８＋ ８１：１０．０１� ３４．４�
４７ アスターウィング 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４３０－ ２１：１０．２１ ２５．５�

（豪）

６１２ ジェットストリーム 牡３黒鹿５６ 中村 将之馬場 幸夫氏 浅見 秀一 むかわ 上水牧場 ４７６－ ８１：１０．３� ３０３．５�
４８ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ５００＋１６１：１０．９３� １１９．８�
３６ ストロングノヴァ 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ ８３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１４９，０００円 複勝： ５２，６５６，９００円 枠連： １３，６３１，２００円

馬連： ４６，３５１，３００円 馬単： ４１，２２５，０００円 ワイド： ２１，５６６，４００円

３連複： ６２，９０９，３００円 ３連単： １２９，８２２，９００円 計： ３９２，３１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６１０円 複 勝 � ２，０５０円 � １，１５０円 � ４，５９０円 枠 連（７－７） ２８，４２０円

馬 連 �� ２７，５００円 馬 単 �� ８３，５９０円

ワ イ ド �� ６，３９０円 �� ３３，０１０円 �� １０，９９０円

３ 連 複 ��� ４７３，７５０円 ３ 連 単 ��� ４，５６２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２４１４９０ 的中 � ３３９４（９番人気）
複勝票数 計 ５２６５６９ 的中 � ６７５４（１０番人気）� １２３６６（６番人気）� ２９４５（１４番人気）
枠連票数 計 １３６３１２ 的中 （７－７） ３５４（３２番人気）
馬連票数 計 ４６３５１３ 的中 �� １２４４（４５番人気）
馬単票数 計 ４１２２５０ 的中 �� ３６４（９２番人気）
ワイド票数 計 ２１５６６４ 的中 �� ８３５（４８番人気）�� １６０（９９番人気）�� ４８３（６４番人気）
３連複票数 計 ６２９０９３ 的中 ��� ９８（３４２番人気）
３連単票数 計１２９８２２９ 的中 ��� ２１（２３４５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．１―１１．４―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．４―４４．８―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスターマスタード �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１１．１３ 京都３着

２００８．４．２２生 牡３鹿 母 マッキーヴォーグ 母母 オギティファニー ８戦２勝 賞金 １３，８００，０００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 ハノハノ号
※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。



１６０４３ ６月１２日 曇 重 （２３阪神３）第４日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３４ ハリウッドスター 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：５０．６ ２．３�

４６ � ボリュームゾーン 牡４鹿 ５７ 北村 友一加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ５００＋ ２ 〃 クビ ７．４�
６１０ ボーカリスト 牡５鹿 ５７ 小牧 太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：５０．７クビ ７２．９�
８１４ サ ー ノ 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ １１：５１．０２ ７３．９�
６９ マーリンシチー 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ８．３�
７１１ オールザワールド 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋ ６１：５１．２１ ８．２�
５８ エクセルフラッグ 牡４鹿 ５７ 幸 英明橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０２－ ２１：５１．５１� ２６．０	
７１２ ブリリアントシチー 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５１０＋ ４ 〃 クビ ２０２．７

２２ ライブリシーラ 牡４栗 ５７ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５２０＋ ４１：５２．４５ ６．５�
３３ テ ラ ボ ル ト 	４鹿 ５７ 武 幸四郎青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム ４７２＋ ４１：５２．７１� ４３．３�
１１ � スウィングダンス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４２０－ ４１：５３．０１� ３８０．０
４５ � シンボリアミアン 	４鹿 ５７ 和田 竜二シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ５２２＋ ７１：５３．２１
 ３１．０�
８１３ ブラックゼット 牡４黒鹿５７ 川田 将雅�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 水上 習孝 ４７２－ ６１：５３．８３� ６．２�
５７ メイショウコブシ 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４８４＋２０１：５４．２２� １２８．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，１９２，５００円 複勝： ３５，０１９，８００円 枠連： １１，９４８，２００円

馬連： ５１，８２２，１００円 馬単： ３４，０２３，３００円 ワイド： ２１，０５７，５００円

３連複： ６６，９１６，５００円 ３連単： １０９，５３３，３００円 計： ３５３，５１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ９５０円 枠 連（３－４） ５５０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド �� ４００円 �� １，５３０円 �� ３，１３０円

３ 連 複 ��� １４，０１０円 ３ 連 単 ��� ４５，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２３１９２５ 的中 � ７９８９７（１番人気）
複勝票数 計 ３５０１９８ 的中 � ８６９９５（１番人気）� ４９６５６（２番人気）� ６４８８（１０番人気）
枠連票数 計 １１９４８２ 的中 （３－４） １６１１８（１番人気）
馬連票数 計 ５１８２２１ 的中 �� ４３９１６（１番人気）
馬単票数 計 ３４０２３３ 的中 �� １６５７０（２番人気）
ワイド票数 計 ２１０５７５ 的中 �� １４７７４（２番人気）�� ３２４８（１９番人気）�� １５３９（３５番人気）
３連複票数 計 ６６９１６５ 的中 ��� ３５２６（４５番人気）
３連単票数 計１０９５３３３ 的中 ��� １７８２（１５５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．４―１２．７―１２．１―１２．５―１２．６―１２．９―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．０―３５．７―４７．８―１：００．３―１：１２．９―１：２５．８―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ハリウッドスター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Stately Don デビュー ２００９．１２．２７ 中山６着

２００７．５．１７生 牡４鹿 母 ド ナ ス タ ー 母母 Prospector’s Star １６戦２勝 賞金 ３４，１６０，０００円
〔制裁〕 ボリュームゾーン号の騎手北村友一は，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３０，０００円。（１３番への進

路影響）

１６０４４ ６月１２日 小雨 良 （２３阪神３）第４日 第８競走 ��２，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （芝・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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

１１ サンライズローマ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 北陽ファーム ４８６＋ ２２：１４．４ ７．９�

６１１ シンボリニース 牡４鹿 ５７ C．ウィリアムズシンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５１８－ ６２：１４．５� ３２．３�
（豪）

５９ タマモグランプリ �４鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４３２＋ ２ 〃 アタマ ４．６�
７１２ ジャングルストーン 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介 �スカイツリーレーシング 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ
シントンファーム ４６８± ０２：１４．８１� １１．８�

５８ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４４８－ ４ 〃 ハナ ３．８�

４７ アドマイヤショット 牡５青鹿５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２２－ ２ 〃 ハナ ５．０	
３５ マイネヴィント 牝４栗 ５５

５２ ▲国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ ５３．１


２２ ファイブイーグル 牡４鹿 ５７
５４ ▲森 一馬�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５１６＋ ４２：１４．９クビ １６９．８�

４６ � ローレルクラシック 牡４栗 ５７ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４７２－２２ 〃 クビ ９．６�
３４ セータミスタ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２－１０２：１５．０� ２３．４
８１５ スイートテン 牝４栗 ５５ 武 豊青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５０６－ ４２：１５．１クビ ７．０�
２３ � ブ レ イ ク 牡４鹿 ５７ 幸 英明河合實貴男氏 服部 利之 日高 シンボリ牧場 ４６０－ ２２：１５．３１	 １３９．０�
８１４� リッカタキシード 牡４黒鹿５７ 酒井 学立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ２４６．０�
６１０ マルカゴクウ 牡４鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム B４６６－ ６２：１５．６１� ３１１．４�
７１３ シゲルタカカゲ 牡４鹿 ５７ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 坂元 芳春 ４５４－ ６２：１６．２３� １２５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０６，９００円 複勝： ３５，３３５，７００円 枠連： １７，３４２，４００円

馬連： ５９，７６６，７００円 馬単： ３７，４００，９００円 ワイド： ２３，２５９，１００円

３連複： ７７，９０３，１００円 ３連単： １２８，６８２，１００円 計： ４００，１９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ４１０円 � ６００円 � １９０円 枠 連（１－６） １８，１６０円

馬 連 �� １６，６２０円 馬 単 �� ２９，９７０円

ワ イ ド �� ３，７６０円 �� １，２８０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ２９，５８０円 ３ 連 単 ��� ２１９，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０６９ 的中 � ２０４６６（５番人気）
複勝票数 計 ３５３３５７ 的中 � ２１０２８（６番人気）� １３２４１（９番人気）� ６００５５（２番人気）
枠連票数 計 １７３４２４ 的中 （１－６） ７０５（２５番人気）
馬連票数 計 ５９７６６７ 的中 �� ２６５５（３７番人気）
馬単票数 計 ３７４００９ 的中 �� ９２１（７２番人気）
ワイド票数 計 ２３２５９１ 的中 �� １４８８（３５番人気）�� ４５７４（１５番人気）�� ３８０４（１９番人気）
３連複票数 計 ７７９０３１ 的中 ��� １９４４（７９番人気）
３連単票数 計１２８６８２１ 的中 ��� ４３３（５０３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．６―１３．５―１３．０―１２．９―１２．９―１２．６―１１．８―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２２．８―３４．４―４７．９―１：００．９―１：１３．８―１：２６．７―１：３９．３―１：５１．１―２：０２．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンライズローマ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．５．８ 京都３着

２００７．４．２８生 牡４栗 母 イブキスタイリスト 母母 アンバーネツクレス ３戦２勝 賞金 １３，７００，０００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。



１６０４５ ６月１２日 小雨 良 （２３阪神３）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

７１１ セイクリッドセブン 牡４栗 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋１４１：３４．９ １４．７�

４４ セイルラージ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ２ 〃 クビ １．７�

４５ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５７ 田嶋 翔山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８２± ０ 〃 ハナ １７．０�
６９ ル ナ キ ッ ズ 牡５栗 ５７ 酒井 学畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７８＋ ２１：３５．０� ５３．１�
６８ ベルベットロード 牡５栗 ５７ 安藤 勝己�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７８－１０１：３５．１� ３．７�
１１ ティアップゴールド 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７６＋ ２１：３５．２クビ ８．４�
８１３ スズカスパーク 牡６芦 ５７ 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 スガタ牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ２３．１	
２２ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 佐藤 哲三田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４０－ ４１：３５．４１ ４３．８

７１０ フェイズシフト 牝５黒鹿５５ 渡辺 薫彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ５３．８�
５７ ブライダルベール 牝５鹿 ５５ C．ウィリアムズ �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 ４００－ ６１：３５．５クビ １３３．２
（豪）

８１２ パッシングマーク 牡８鹿 ５７ 田中 健 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：３５．６� ３１２．９�
３３ アグネスサクラ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２ 〃 ハナ ４１．１�
５６ ネオポラリス �４栗 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４１：３５．８１� ９３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，７１１，７００円 複勝： ５６，５７５，９００円 枠連： ２０，６４１，２００円

馬連： ９３，３９７，４００円 馬単： ６７，６８４，８００円 ワイド： ３４，４６７，９００円

３連複： １１４，９１０，５００円 ３連単： ２５５，１４１，３００円 計： ６７５，５３０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３２０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（４－７） ７９０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ４，０４０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ２，５１０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ４，５４０円 ３ 連 単 ��� ３９，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３２７１１７ 的中 � １７５５２（４番人気）
複勝票数 計 ５６５７５９ 的中 � ２９１５１（５番人気）� ２５０１５３（１番人気）� ３３０７６（４番人気）
枠連票数 計 ２０６４１２ 的中 （４－７） １９３２７（３番人気）
馬連票数 計 ９３３９７４ 的中 �� ５２９８７（４番人気）
馬単票数 計 ６７６８４８ 的中 �� １２３７９（１３番人気）
ワイド票数 計 ３４４６７９ 的中 �� １６０７７（５番人気）�� ３１０３（２３番人気）�� １８７９３（４番人気）
３連複票数 計１１４９１０５ 的中 ��� １８６９７（１２番人気）
３連単票数 計２５５１４１３ 的中 ��� ４７９９（１０１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．５―１２．５―１２．３―１１．３―１０．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３６．１―４８．６―１：００．９―１：１２．２―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．０
３ ９，７（２，４）１１（１，８）１３，１２（３，１０，６）－５ ４ ・（９，７）４（２，１１）（８，６）（１，１３）（１２，１０）３，５

勝馬の
紹 介

セイクリッドセブン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．１２ 阪神４着

２００７．３．８生 牡４栗 母 グレースランド 母母 ゴールデンサッシュ １５戦３勝 賞金 ３５，９８７，０００円
〔発走状況〕 ベルベットロード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻１分遅延。
〔調教再審査〕 ベルベットロード号は，発走調教再審査。
※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。

１６０４６ ６月１２日 小雨 重 （２３阪神３）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�あおぎりステークス

発走１５時００分 （ダート・右）

３歳，１０００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ タガノロックオン 牡３栗 ５６ 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５００± ０１：４９．５ １８．４�

１１ テイエムドンマイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ４９８＋ ２１：４９．９２� １８．３�
５５ ジ ャ ン ナ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ８１：５０．２２ １１１．７�
７９ パ ク サ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５３８－ ２１：５０．３� １０．１�
８１１ シルクシュナイダー 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ２１：５０．５１� ２．９�
（豪）

３３ アマノレインジャー 牡３栗 ５６ 四位 洋文中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４７８± ０１：５０．９２� ２６．６�
６８ � サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners ５１６＋ ２１：５１．２１� ４．４�
２２ ドリームボルケーノ 牡３青鹿５６ 熊沢 重文セゾンレースホース	 木原 一良 新冠 対馬 正 ５２６－ ２１：５１．４１	 １６．３

５６ ピエナオリオン 牡３黒鹿５６ 武 豊本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４４６－１０１：５１．６１	 ４．８�
７１０ グ ラ ン ス 牝３鹿 ５４ 小牧 太吉田 千津氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４１：５１．８１� ９．５�
８１２ ビービーアックス 牡３鹿 ５６ 和田 竜二坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４６４＋ ６１：５１．９� ２０．７�
６７ クラウンリバー 牝３鹿 ５４ 北村 友一矢野 悦三氏 飯田 雄三 宮崎 田上 勝雄 ４７４－ ６２：０６．３大差 ２７９．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４０，７０７，７００円 複勝： ５８，３７３，９００円 枠連： ２５，５００，５００円

馬連： １４２，６２０，２００円 馬単： ８０，７５２，４００円 ワイド： ４４，８９８，９００円

３連複： １５８，４５８，４００円 ３連単： ３０５，３４０，１００円 計： ８５６，６５２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ６６０円 � ５４０円 � ２，５１０円 枠 連（１－４） １２，８２０円

馬 連 �� １６，２３０円 馬 単 �� ２７，７９０円

ワ イ ド �� ４，０５０円 �� １２，５２０円 �� １４，０６０円

３ 連 複 ��� ２２０，６５０円 ３ 連 単 ��� １，３０２，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４０７０７７ 的中 � １７４５５（８番人気）
複勝票数 計 ５８３７３９ 的中 � ２３８３７（９番人気）� ２９８７６（６番人気）� ５７０７（１１番人気）
枠連票数 計 ２５５００５ 的中 （１－４） １４６９（２６番人気）
馬連票数 計１４２６２０２ 的中 �� ６４８７（３８番人気）
馬単票数 計 ８０７５２４ 的中 �� ２１４５（７４番人気）
ワイド票数 計 ４４８９８９ 的中 �� ２７５３（４１番人気）�� ８７９（５５番人気）�� ７８２（５８番人気）
３連複票数 計１５８４５８４ 的中 ��� ５３０（１７１番人気）
３連単票数 計３０５３４０１ 的中 ��� １７３（９５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．９―１２．１―１２．１―１２．５―１２．３―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３６．４―４８．５―１：００．６―１：１３．１―１：２５．４―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

タガノロックオン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．７．２５ 小倉１２着

２００８．５．４生 牡３栗 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise ８戦３勝 賞金 ２９，１８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 クラウンリバー号の騎手北村友一は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔調教再審査〕 クラウンリバー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 クラウンリバー号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

１レース目



１６０４７ ６月１２日 雨 良 （２３阪神３）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�第４７回C B C 賞（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，２２．６．１２以降２３．６．５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

CBC賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

６１１ ダッシャーゴーゴー 牡４鹿 ５８．５ 川田 将雅�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５２２－１２１：０８．１ ３．５�

２３ ヘッドライナー �７鹿 ５７．５ 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８± ０１：０８．２� ８．６�

１１ タマモナイスプレイ 牡６黒鹿５６ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８± ０１：０８．３クビ ４７．４�
４８ グランプリエンゼル 牝５栃栗５４ C．ウィリアムズ 北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４４６± ０１：０８．４� ９．１�

（豪）

３５ エーシンホワイティ 牡４鹿 ５６ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋ ２１：０８．５クビ ５．９	
４７ エーシンリジル 牝４鹿 ５２ 浜中 俊�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ １２．２

５１０� アーバニティ 牡７黒鹿５７．５ 四位 洋文 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９６－ ６１：０８．６	 １５．７�
７１３ ツルマルレオン 牡３鹿 ５２ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５１０＋ ４１：０８．８１	 ５．１�
７１４ ジェイケイセラヴィ �７鹿 ５７ 和田 竜二小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８６－ ６ 〃 クビ ３９．７
１２ エイシンタイガー 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ５００－ ４ 〃 アタマ ２０．７�
８１６ スカイノダン 牝５黒鹿５３ 国分 優作江 賦晨氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ４ 〃 アタマ ２８．９�
６１２ アーバンストリート 牡７芦 ５５ 秋山真一郎佐藤 幸彦氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４４８－ ２１：０８．９クビ １６０．８�
２４ サンダルフォン 牡８鹿 ５７ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３８－ ８１：０９．６４ ５７．５�
３６ アーリーロブスト 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４９６－ ６１：１０．２３	 ２９．３�
５９ シゲルキョクチョウ 牡３鹿 ５１ 武 豊森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４５０＋ ８１：１０．８３	 ２０．７�
８１５ シゲルハスラット 牡６栗 ５３ 長谷川浩大森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４６０± ０１：１１．１２ ３４６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１９，５３３，７００円 複勝： １６０，５２７，８００円 枠連： １００，１７１，１００円

馬連： ５７８，９９４，５００円 馬単： ３０１，２６３，３００円 ワイド： １７０，６０３，６００円

３連複： ８４６，４７７，５００円 ３連単： １，５７７，７４６，９００円 計： ３，８５５，３１８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １９０円 � ３３０円 � １，０２０円 枠 連（２－６） １，７８０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ２，８１０円 �� ５，３４０円

３ 連 複 ��� ２７，９４０円 ３ 連 単 ��� １１１，６１０円

票 数

単勝票数 計１１９５３３７ 的中 � ２７０６４２（１番人気）
複勝票数 計１６０５２７８ 的中 � ２７４６０４（１番人気）� １２４４９５（５番人気）� ３３５７１（１３番人気）
枠連票数 計１００１７１１ 的中 （２－６） ４１６７４（８番人気）
馬連票数 計５７８９９４５ 的中 �� ２４１３６７（４番人気）
馬単票数 計３０１２６３３ 的中 �� ７３７２８（７番人気）
ワイド票数 計１７０６０３６ 的中 �� ５８８３４（５番人気）�� １４６６１（４０番人気）�� ７６０５（６０番人気）
３連複票数 計８４６４７７５ 的中 ��� ２２３６１（９７番人気）
３連単票数 計１５７７７４６９ 的中 ��� １０４３３（３７４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．２―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．０―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．３
３ ３（１，６，９）（２，７，１４）（８，１５）５（１１，１６）（１０，１２）１３，４ ４ ３（１，６）（７，９，１４）（２，８，１１，１５）（５，１６）１０（１２，１３）４

勝馬の
紹 介

ダッシャーゴーゴー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Miswaki デビュー ２００９．７．２６ 小倉１着

２００７．３．２２生 牡４鹿 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer １５戦５勝 賞金 ２１８，７０８，０００円
〔制裁〕 エーシンリジル号の騎手浜中俊は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番・５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 サクラベル号
※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。

１６０４８ ６月１２日 雨 重 （２３阪神３）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３５ シゲルカサギヤマ 牡５栗 ５７ 北村 友一森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４９０－１０１：１０．３ ５５．８�

１１ ナックルパート 牡７鹿 ５７ 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９６－ ２ 〃 ハナ １７．２�
７１４� コパノカチーノ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５１８－ ２ 〃 クビ ４．５�
５１０ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ４９６－ ６１：１０．４クビ ５６．３�
４７ ヒシコモンズ 牡５栗 ５７ 武士沢友治阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８０＋ ６ 〃 クビ １４０．６�
３６ ワンダーキラメキ 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４８８－ ４１：１０．５クビ ７．５�
２３ マヤフィオーレ 牝５栗 ５５ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４４４＋ ６１：１０．８１� ７５．０	
４８ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 武 豊水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５００－１０ 〃 ハナ ７．４

６１２ コウエイフラッシュ 	５鹿 ５７ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４６６－２６ 〃 クビ ４６．３�
７１３ スコッツブラフ 牡４芦 ５７ 幸 英明 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４８２－ ８１：１０．９クビ １４０．１�
６１１ サダムテンジン 牝５栗 ５５

５２ ▲国分 優作大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４６２＋ ４１：１１．０� ３．０
１２ ディアアゲイン 牡６栗 ５７

５４ ▲森 一馬村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４６４± ０１：１１．１
 １７８．６�
８１６� ヒシアカデミー 牡５青鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介阿部雅一郎氏 河内 洋 米
Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５１０＋ ４１：１１．４１� １７．２�
２４ ニホンピロシュラブ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４６６＋ ６１：１１．５� １１．３�
５９ マイティーストーム 牡６鹿 ５７ 石橋 守小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５２０＋ ２ 〃 アタマ ４２．０�
８１５ リバーアゲイン 牡６栗 ５７ 小牧 太河越 武治氏 作田 誠二 三石 沖田 忠幸 ４７８＋ ６１：１７．９大差 ８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，１６１，８００円 複勝： ５４，３４０，２００円 枠連： ３２，１３７，９００円

馬連： １３１，６７３，０００円 馬単： ７５，７６４，０００円 ワイド： ４６，２６０，２００円

３連複： １７３，２７９，１００円 ３連単： ３２２，６６５，５００円 計： ８７２，２８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５８０円 複 勝 � １，１３０円 � ５３０円 � ２２０円 枠 連（１－３） ５，４５０円

馬 連 �� ３４，２６０円 馬 単 �� ８３，５８０円

ワ イ ド �� ８，８６０円 �� ４，５３０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ６６，９２０円 ３ 連 単 ��� ６７６，５００円

票 数

単勝票数 計 ３６１６１８ 的中 � ５１１４（１１番人気）
複勝票数 計 ５４３４０２ 的中 � １０７９４（１２番人気）� ２５０６１（８番人気）� ８２８９８（２番人気）
枠連票数 計 ３２１３７９ 的中 （１－３） ４３５９（２３番人気）
馬連票数 計１３１６７３０ 的中 �� ２８３７（６６番人気）
馬単票数 計 ７５７６４０ 的中 �� ６６９（１４３番人気）
ワイド票数 計 ４６２６０２ 的中 �� １２６６（７１番人気）�� ２４９８（３９番人気）�� ７１７０（２０番人気）
３連複票数 計１７３２７９１ 的中 ��� １９１１（１５９番人気）
３連単票数 計３２２６６５５ 的中 ��� ３５２（１２６２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１１．６―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．８―４５．４―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルカサギヤマ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００８．７．１９ 新潟３着

２００６．２．１２生 牡５栗 母 ジョーベアトリチェ 母母 ジョーエスペランス ２８戦４勝 賞金 ５８，９９０，０００円
〔調教再審査〕 リバーアゲイン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 リバーアゲイン号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アグネスラナップ号

４レース目



（２３阪神３）第４日 ６月１２日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 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

２４７，９７０，０００円
１１，０５０，０００円
１，６６０，０００円
２３，４４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，６２２，０００円
５，４７８，４００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
３７０，０４９，９００円
５７３，７５３，０００円
２７８，７１６，７００円
１，２８４，４１５，１００円
７７４，７７４，７００円
４４４，８５８，６００円
１，７７６，２４２，３００円
３，２６４，４１５，３００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 ８，７６７，２２５，６００円

総入場人員 １６，５８９名 （有料入場人員 １５，６０７名）



平成２３年度 第３回阪神競馬 総計

競走回数 ４８回 出走延頭数 ６８１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

８５７，９２０，０００円
１５，９７０，０００円
４３，９７０，０００円
５，５１０，０００円
８０，７００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

２４０，０１７，５００円
１９，８５７，８００円
６，７４１，９００円

勝馬投票券売得金
１，１５０，５７６，５００円
１，８７２，８６５，６００円
８７４，８５８，３００円
３，７６６，６３７，４００円
２，３３５，９９４，２００円
１，３７４，８００，９００円
５，００４，８１０，１００円
９，２３４，２０５，５００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 ２５，６１４，７４８，５００円

総入場延人員 ６５，４６３名 （有料入場延人員 ６１，６５５名）


