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１８０２５ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００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 ミラクルベリー 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：２５．５ ６．６�

１１ アンティークカラー 牝３栗 ５４ 川田 将雅太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４５８± ０１：２５．７１� ４．３�
４７ 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 ４６２＋ ２１：２６．１２� ２．７�
７１４ 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± ０１：２６．２� ７．９�
５９ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４ 武 豊海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４５４＋ ２１：２６．４１� １５．３�
２３ チュウワプリンセス 牝３青鹿５４ 浜中 俊中西 忍氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４＋ ２１：２６．８２� ６２．９	
６１２ ビューオペラ 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫キャピタルクラブ 坂口 正則 様似 能登ファーム ４００ ―１：２６．９クビ ３７６．６


（愛知）

２４ タマモダリア 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４２４＋ ６１：２７．０� ７．２�

５１０ プレシャスライン 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７２－ ４１：２７．３１� １４．０
（豪）

３６ デンコウマオ 牝３鹿 ５４ 北村 友一田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 山春牧場 ４００－１０１：２７．５１� ３２３．７�
４８ エスユニヴァース 牝３青 ５４ 幸 英明杉山 美惠氏 北出 成人 新ひだか 明治牧場 ４４４± ０１：２７．７１� ６４．５�
１２ ペプチドタカラブネ 牝３芦 ５４

５３ ☆高倉 稜沼川 一彦氏 新川 恵 新冠 大栄牧場 ４７４＋ ２１：２９．０８ ２６．６�
６１１ カディッシュ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦�ターフ・スポート松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４７８＋ ２１：２９．２� ３０９．８�
８１５ トウケイムーディ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志木村 信彦氏 鹿戸 明 新ひだか 坂本 智広 ４４２＋１０１：２９．５２ ４０８．６�
８１６ フィエラメンテ 牝３鹿 ５４ N．ピンナ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B４５８－ ２１：２９．９２� ５０．７�

（伊）

７１３ ロ シ ェ 牝３黒鹿５４ 小牧 太北畑 忍氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４０４＋１２１：３２．８大差 ３３８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６２２，３００円 複勝： ３０，９０６，４００円 枠連： ９，４２５，６００円

馬連： ３７，０７０，８００円 馬単： ２６，８４３，１００円 ワイド： １９，０３５，７００円

３連複： ５９，９９９，１００円 ３連単： ８９，０４３，９００円 計： ２８６，９４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（１－３） １，２２０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ３１０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ８，４４０円

票 数

単勝票数 計 １４６２２３ 的中 � １７６２８（３番人気）
複勝票数 計 ３０９０６４ 的中 � ３７６０６（４番人気）� ４９６１０（２番人気）� ９８０１３（１番人気）
枠連票数 計 ９４２５６ 的中 （１－３） ５７３７（６番人気）
馬連票数 計 ３７０７０８ 的中 �� １９０７９（５番人気）
馬単票数 計 ２６８４３１ 的中 �� ６５１３（１２番人気）
ワイド票数 計 １９０３５７ 的中 �� ７８１８（６番人気）�� １５４４３（３番人気）�� ２３８７７（１番人気）
３連複票数 計 ５９９９９１ 的中 ��� ４２１４８（２番人気）
３連単票数 計 ８９０４３９ 的中 ��� ７７９４（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．７―１２．３―１２．８―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．６―４６．９―５９．７―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルベリー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１．２２ 京都３着

２００８．２．１６生 牝３黒鹿 母 ミラクルワウ 母母 トリプルワウ ６戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔その他〕 ロシェ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロシェ号は，平成２３年７月２５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ニホンピロサーシャ号
※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。

１８０２６ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ アイファーソング 牡３青鹿 ５６
５５ ☆川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４７８－ ２１：５４．０ ５．４�

８１５ オーヴァージョイド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ６１：５４．３１� ３．１�
５９ ファンドリソフィア �３栗 ５６ 幸 英明水戸眞知子氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４６４－ ６１：５４．８３ ６．３�
３６ マスターオブライト 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 新ひだか カントリー牧場 ４６４＋ ２１：５６．６大差 ４．４�

（豪）

７１４ 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 ４７８－ ４１：５６．８１� ４．９�

２４ バンブーアーセナル 牡３鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ５１０＋１０１：５６．９クビ １４０．９�

６１２ ヤマニンモンスター 牡３芦 ５６ 安部 幸夫土井 薫氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３０＋ ６ 〃 クビ １９５．２	
（愛知）

５１０ プレストリガー 牡３青鹿５６ 安藤 光彰吉永 清美氏 目野 哲也 新冠 八木 常郎 ４０８－ ２１：５７．１１� １３４．６

７１３ ヤマカツエイト 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 日高 竹島 幸治 ４３４－１２１：５７．５２� ４５５．９�
２３ ダノンクルソラ �３鹿 ５６ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B４８０－１４１：５７．６� ２２．８
４７ ウォーターメイ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４８４＋ ４１：５７．９１� １７．８�
４８ セルリアンパルス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�イクタ 藤沢 則雄 池田 高橋 正三 ４８２－ ６１：５８．３２� ６４．０�
６１１ プリティスカイ 牝３鹿 ５４ 酒井 学長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４６２＋１６ 〃 クビ １５２．０�
３５ インテンション 牡３鹿 ５６ 石橋 守五影 慶則氏 松永 幹夫 新ひだか フジワラフアーム ４７２± ０１：５９．５７ ２９３．０�
８１６ ワンダーデビッド 牡３黒鹿５６ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか 米田牧場 ４５６ ―２：００．５６ １８４．６�
１２ 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 ４７２－ ２２：００．８２ ３６７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４２２，１００円 複勝： ２４，０６９，５００円 枠連： ９，３５７，０００円

馬連： ３３，９０８，８００円 馬単： ２４，２４２，１００円 ワイド： １５，９６７，３００円

３連複： ５３，８９７，３００円 ３連単： ７６，６１１，８００円 計： ２５１，４７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（１－８） ９６０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ５５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� １０，７３０円

票 数

単勝票数 計 １３４２２１ 的中 � １９８４７（４番人気）
複勝票数 計 ２４０６９５ 的中 � ３０４３１（５番人気）� ５５４８３（１番人気）� ３１７５１（４番人気）
枠連票数 計 ９３５７０ 的中 （１－８） ７２２７（４番人気）
馬連票数 計 ３３９０８８ 的中 �� ２５８８６（４番人気）
馬単票数 計 ２４２４２１ 的中 �� ８０２０（１０番人気）
ワイド票数 計 １５９６７３ 的中 �� ９１５８（５番人気）�� ６８６０（９番人気）�� １１２６９（３番人気）
３連複票数 計 ５３８９７３ 的中 ��� ２５１３８（６番人気）
３連単票数 計 ７６６１１８ 的中 ��� ５２７０（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３７．５―５０．３―１：０３．１―１：１５．８―１：２８．７―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．２
１
３

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

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

アイファーソング �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１３着

２００８．３．２１生 牡３青鹿 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 ウォーターメイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インテンション号・ワンダーデビッド号・テイエムタキシード号は，平成２３年７月２５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シルクゴーオン号
※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。

第４回　阪神競馬　第３日



１８０２７ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３５ アドマイヤカーリン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７４＋１４１：４６．６ １．９�

５１０ 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 ４４２－ ４ 〃 クビ ８．２�

２４ ゴットラウディー 牡３鹿 ５６ 武 豊後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４５６＋ ２１：４６．９１� ４．５�
３６ プレミアムカード �３鹿 ５６ 浜中 俊青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－１０ 〃 ハナ ３１．０�
８１８ スマートリバティー 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４３８－ ６１：４７．２１� １３．１�

（豪）

４８ スタニングミノル 牡３青鹿５６ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５０２＋２０１：４７．３� ４３．６�
５９ 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 ４５２＋ ４１：４７．４クビ １６．７	
４７ ヒットナンバー 牡３栗 ５６

５５ ☆松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７２－ ２１：４７．５� ３４．４

８１７ マイネルシャテール 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 落合 一巳 ４５８± ０１：４７．６� ９３．３�
８１６ ブライダルシャワー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４３０＋１６１：４７．７クビ ６３．３�
６１１ トーセンサイレンス 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠島川 哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：４７．９１� １０．４�
６１２ ウォーターワールド 牡３栗 ５６ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ３１７．３�
７１５ キョウワオリオン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４９８－ ２１：４８．３２� ２５９．９�
７１４ モンテモンド 牡３黒鹿５６ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４５４ ―１：４８．４� １１３．６�
１２ キャプテンピサ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介市川 義美氏 松永 幹夫 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６２－１０ 〃 ハナ ２５６．５�
７１３ ポートワイン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４３４＋ ４１：４８．５クビ ４０４．３�
２３ キンショーダッシュ 牡３栗 ５６ N．ピンナ 礒野日出夫氏 中村 均 青森 滝沢牧場 ４７８＋１０１：４８．７１� １１７．９�

（伊）

１１ マンテンマックス 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４４６－ ４１：４９．３３� ３８８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，２１１，０００円 複勝： ４２，３７８，１００円 枠連： １２，７２７，８００円

馬連： ４０，８７２，３００円 馬単： ３３，８４２，０００円 ワイド： ２３，４９０，８００円

３連複： ６５，９９８，３００円 ３連単： １０６，８４１，１００円 計： ３４６，３６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（３－５） ５４０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １８０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ３，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２０２１１０ 的中 � ８６９４４（１番人気）
複勝票数 計 ４２３７８１ 的中 � ２００８７５（１番人気）� ４１７９１（３番人気）� ６４２６５（２番人気）
枠連票数 計 １２７２７８ 的中 （３－５） １７６６１（２番人気）
馬連票数 計 ４０８７２３ 的中 �� ３８５３９（２番人気）
馬単票数 計 ３３８４２０ 的中 �� ２２９４５（３番人気）
ワイド票数 計 ２３４９０８ 的中 �� ２２５４３（２番人気）�� ４０８６４（１番人気）�� １１５９９（４番人気）
３連複票数 計 ６５９９８３ 的中 ��� ５９５４０（１番人気）
３連単票数 計１０６８４１１ 的中 ��� ２０９４７（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．０―１２．４―１２．３―１１．６―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．９―５９．３―１：１１．６―１：２３．２―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
３ １７－１（１５，１８）１６（４，７，１３）５（６，８）９，２，１０，１１，３（１２，１４） ４ １７－（１，１８）１５，１６，７（４，１３）（５，８）（６，９）（２，１１，１０）（１２，３）１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤカーリン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．６ 京都２着

２００８．３．２５生 牡３青鹿 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド ８戦１勝 賞金 １６，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 タマモエスプレッソ号・ディープロミオ号・トップシュール号・ペプチドパラス号
※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。

１８０２８ ６月２５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神４）第３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

６７ シャイニーブラック 牡４黒鹿６０ 熊沢 重文小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４７０＋ ２３：１９．０ ６．３�

７９ � 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± ０３：２１．０大差 ３．７�
３３ � 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 ４７２＋ ２３：２１．９５ ８．３�
８１１ ローレルリラ 牡５鹿 ６０ 金子 光希 �ローレルレーシング 根本 康広 日高 大西ステイブル ４５８＋ ２３：２４．２大差 ５８．７�
２２ ダイナミックグロウ 牡７鹿 ６０ 田嶋 翔小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６２－ ６３：２４．８３� ６．７�
８１０� シゲルゴユウサン 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４８８－ ８３：２５．０１� １８．９�
７８ ビジュアルフライト 牡４栗 ６０ 西谷 誠佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ５０８－ ２３：２７．１大差 ５４．０	
４４ 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 ４５２＋ ２３：２７．２� ５０．０

５５ オシャレキング 牡６鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５１２－ ６３：２９．０大差 ８．２�
１１ ナンゴクノゴルゴ 牡３鹿 ５８ 難波 剛健渡 義光氏 武 宏平 鹿児島 徳重 正幸 ４３６＋１６３：３１．９大差 １１５．７�
６６ 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± ０ （競走中止） ３．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： １０，２５７，８００円 複勝： １５，２８６，６００円 枠連： ８，９９１，４００円

馬連： ２７，０２４，３００円 馬単： ２１，５２２，５００円 ワイド： １１，３１５，６００円

３連複： ４５，０５８，３００円 ３連単： ７６，４１１，２００円 計： ２１５，８６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（６－７） ２７０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ７６０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� １２，３３０円

票 数

単勝票数 計 １０２５７８ 的中 � １２８４２（３番人気）
複勝票数 計 １５２８６６ 的中 � １８８９４（３番人気）� ３５７７７（２番人気）� １５７６５（５番人気）
枠連票数 計 ８９９１４ 的中 （６－７） ２４６２８（１番人気）
馬連票数 計 ２７０２４３ 的中 �� １８７４３（３番人気）
馬単票数 計 ２１５２２５ 的中 �� ７４００（８番人気）
ワイド票数 計 １１３１５６ 的中 �� ９０２４（２番人気）�� ３３８８（１１番人気）�� ６３５９（５番人気）
３連複票数 計 ４５０５８３ 的中 ��� １５０９４（８番人気）
３連単票数 計 ７６４１１２ 的中 ��� ４５７４（３９番人気）

上り １マイル １：４５．３ ４F ５１．４－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーブラック �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２００９．１２．１３ 中京６着

２００７．３．１６生 牡４黒鹿 母 ダイタクアズミット 母母 スプリングネヴァー 障害：３戦１勝 賞金 ８，０３０，０００円
〔競走中止〕 アグネスジルバ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２周目７号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

追 加 記 事（第4回阪神競馬第 1日第 5競走）

〔その他〕　ビゼンファイト号は，競走中に疾病〔右中間手根骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



１８０２９ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３日 第５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

７８ ローレルボルケーノ 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４８０ ―１：１４．２ ９．２�

４４ ストリートハンター 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：１４．３� ２．６�
５５ サハラブレイヴ 牡２栗 ５４ 小牧 太 �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：１４．６２ １１．７�
６６ エーシンビューティ 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 松本牧場 ４３０ ―１：１４．７クビ ５．８�
８９ タイキベイビー 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４３２ ―１：１５．８７ １４．７�

１１ スタンドバイミー 牡２鹿 ５４ 福永 祐一石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 ４３０ ―１：１６．６５ １１．９	
２２ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４５０ ―１：１６．９１� ６９．５

３３ シゲルクルミ 牡２鹿 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 三枝牧場 ４４６ ―１：１７．１１� ５５．７�
８１０ シゲルカボス 牝２青鹿５４ 北村 友一森中 蕃氏 武田 博 浦河 中村 雅明 ４０８ ―１：１８．７１０ １３１．９�
７７ ジャストザブレイン 牡２鹿 ５４ C．ウィリアムズ ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６０ ―１：２０．７大差 ３．２
（豪）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，６００，６００円 複勝： ２４，８５１，３００円 枠連： ８，８１７，１００円

馬連： ３６，９９９，６００円 馬単： ３０，６６７，８００円 ワイド： １６，８８３，９００円

３連複： ５１，２３４，８００円 ３連単： ９４，８７１，０００円 計： ２８４，９２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２５０円 � １４０円 � ３１０円 枠 連（４－７） ３４０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，２４０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 ��� ２５，５００円

票 数

単勝票数 計 ２０６００６ 的中 � １７７１４（４番人気）
複勝票数 計 ２４８５１３ 的中 � ２２８３２（４番人気）� ６３４０３（１番人気）� １７５６８（５番人気）
枠連票数 計 ８８１７１ 的中 （４－７） １９３１９（１番人気）
馬連票数 計 ３６９９９６ 的中 �� １９５９０（４番人気）
馬単票数 計 ３０６６７８ 的中 �� ５８８５（１５番人気）
ワイド票数 計 １６８８３９ 的中 �� ８７５５（４番人気）�� ３１６９（１７番人気）�� ７２１６（９番人気）
３連複票数 計 ５１２３４８ 的中 ��� １００５５（１４番人気）
３連単票数 計 ９４８７１０ 的中 ��� ２７４６（９８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．３―１２．３―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．２―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルボルケーノ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Salt Lake 初出走

２００９．４．２８生 牡２鹿 母 コンゴウエンジェル 母母 ジェニファーズルビー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャストザブレイン号は，平成２３年７月２５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。

１８０３０ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

８１５� エイシンエンブレム 牡３芦 ５６ 川田 将雅平井 豊光氏 松永 昌博 米 Helen Y.
Painter ４６８＋ ４１：２５．１ ２．５�

３５ タマモルーキー 牡３栗 ５６
５５ ☆松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４８８－ ２１：２６．０５ １２．２�

２３ � レディワシントン 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 鳴戸 雄一氏 池江 泰寿 米 Yuichi Na-
ruto ４４４－ ４１：２６．８５ ５．７�

（豪）

７１３ マコトポセイドン 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：２６．９� ６．１�
８１６ スズカルンバ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４４８－ ８１：２７．２２ ４２９．８�
１２ フィールザライト 牝３黒鹿５４ 幸 英明櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４３２＋１４ 〃 ハナ １０．４�
４７ グランプリワイルド 牡３青鹿５６ 岩田 康誠�グランプリ 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６１：２７．３クビ ４．１	
７１４ アスターファイター 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介加藤 久枝氏 木原 一良 浦河 絵笛牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ ４６１．５

１１ メイショウヨサク 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５００＋ ６１：２７．５１� ３４．２�
５１０ デラノーチェ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４４６－ ６１：２７．６クビ １５４．９�
３６ � アクアピューラ 牡３鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦 キャロットファーム 吉田 直弘 豪 Goldendale ４７２－ ４１：２７．８１ ７６．３�
６１１ ファイアーブレス 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫青芝商事� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ５３６ ―１：２８．３３ ８９．９�

（愛知）

４８ ア ラ ン ロ ド 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４２６＋ ６１：２８．４� １０５．７�
５９ セルリアンタイガー 牡３鹿 ５６ 中村 将之イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 ４８４－１２１：２８．５� １８０．５�
６１２ サントレメンドス 牡３鹿 ５６ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 平取 坂東牧場 ４６８ ―１：２８．８１� ７９．５�
２４ スズカセントレア 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４６８ ―１：３５．２大差 ２６０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４５１，９００円 複勝： ２６，７５０，１００円 枠連： １０，６６４，４００円

馬連： ３９，２９１，５００円 馬単： ２９，２０４，６００円 ワイド： １８，２０７，０００円

３連複： ５４，９２２，６００円 ３連単： ９３，３１８，６００円 計： ２８９，８１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １７０円 枠 連（３－８） １，１９０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２７０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� ９，１８０円

票 数

単勝票数 計 １７４５１９ 的中 � ５５５１１（１番人気）
複勝票数 計 ２６７５０１ 的中 � ７４７５０（１番人気）� １９１７１（６番人気）� ４１５６６（３番人気）
枠連票数 計 １０６６４４ 的中 （３－８） ６６２２（５番人気）
馬連票数 計 ３９２９１５ 的中 �� ２２９８６（６番人気）
馬単票数 計 ２９２０４６ 的中 �� １０６０１（８番人気）
ワイド票数 計 １８２０７０ 的中 �� ８９４３（７番人気）�� １８７４６（２番人気）�� ４９４４（１１番人気）
３連複票数 計 ５４９２２６ 的中 ��� ２１１０３（８番人気）
３連単票数 計 ９３３１８６ 的中 ��� ７５０６（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．２―５９．４―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンエンブレム �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Our Emblem デビュー ２０１０．１０．９ 京都６着

２００８．３．２１生 牡３芦 母 Xtra Emblem 母母 Nasty Sabina ８戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔制裁〕 タマモルーキー号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカセントレア号は，平成２３年７月２５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エドモンドシチー号・マイアイゼーレ号
※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。



１８０３１ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・右・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１６ ト シ ザ マ キ 牝４栗 ５５ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４６０－ ２１：４５．４ １６．９�

２３ クリスティロマンス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４５２＋ ８１：４５．６１� ３．４�
３５ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ２１．３�

６１２ コ ン カ ラ ン 牝４栗 ５５ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４６０± ０１：４５．７クビ ２．８�
２４ マ イ ネ マ オ 牝３鹿 ５２ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ ６．５�
３６ カスクドール 牝４鹿 ５５ 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 ４９６＋１２１：４５．９１� ５７．３	
５１０ フェリシダージ 牝４鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ２１：４６．０� １２０．５

１２ モスカートローザ 牝３鹿 ５２ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：４６．１� ８．４�

（豪）

７１３ タガノガルーダ 牝４栗 ５５ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５６＋ ４１：４６．３１� ３０．２�

１１ メイショウスズラン 牝４栗 ５５
５４ ☆松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ５０２＋２２１：４６．６１� １２４．９

４７ ワイドロータス 牝５鹿 ５５ 武 豊幅田 昌伸氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ４３６－ ４１：４６．９１� １１２．８�
５９ タガノパルムドール 牝４栗 ５５ 藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８６＋ ８１：４７．２１� ８５．６�
８１５� クリノソーニャ 牝６鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４５４－ ６１：４７．９４ ４４６．５�
７１４ シュプリームギフト 牝３青鹿５２ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：４８．５３� ８．５�
４８ イサミダンス 牝４芦 ５５

５２ ▲花田 大昂前田 哲郎氏 領家 政蔵 浦河 絵笛牧場 ４５０± ０１：４８．７１� ３８９．０�
６１１ エリモクイーン 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント B４５２－２０１：４９．１２� ６７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８６８，５００円 複勝： ３５，９０６，６００円 枠連： １４，９６８，４００円

馬連： ５７，９５８，２００円 馬単： ３５，４３４，６００円 ワイド： ２５，７８６，２００円

３連複： ７８，４０６，６００円 ３連単： １２５，６８９，０００円 計： ３９６，０１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ３５０円 � １７０円 � ４３０円 枠 連（２－８） １，９２０円

馬 連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ７，１１０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ３，０２０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １２，３８０円 ３ 連 単 ��� ９６，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２１８６８５ 的中 � １０２００（６番人気）
複勝票数 計 ３５９０６６ 的中 � ２４３０４（６番人気）� ７４０１９（２番人気）� １８８０４（７番人気）
枠連票数 計 １４９６８４ 的中 （２－８） ５７６２（１０番人気）
馬連票数 計 ５７９５８２ 的中 �� １４９８３（１２番人気）
馬単票数 計 ３５４３４６ 的中 �� ３６８０（２５番人気）
ワイド票数 計 ２５７８６２ 的中 �� ７０１３（１０番人気）�� ２０２２（２７番人気）�� ６８６５（１１番人気）
３連複票数 計 ７８４０６６ 的中 ��� ４６７６（３５番人気）
３連単票数 計１２５６８９０ 的中 ��� ９６３（２５８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．４―１１．８―１２．０―１２．１―１１．８―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３４．６―４６．４―５８．４―１：１０．５―１：２２．３―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ １１－５，８－３（１４，１６）（１，６，１２）（４，１３）（２，９，１０）７－１５ ４ １１，５，８，３，１６，１４（１，６，１２）（４，１３）２，１０，９，７，１５

勝馬の
紹 介

ト シ ザ マ キ �
�
父 デュランダル �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．７．５ 阪神２着

２００７．４．７生 牝４栗 母 ソルトレイクブルー 母母 ラツクオメガー ２０戦３勝 賞金 ３４，５７０，０００円
〔制裁〕 トシザマキ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１２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。

１８０３２ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３日 第８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

８１４ エ ン リ ル 牡３栃栗５４ 赤木高太郎前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ８１：５３．２ ４８．４�

３３ クラシカルノヴァ 牡３黒鹿５４ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４７６± ０１：５３．３� ３．９�
７１２ アドマイヤツバサ 牡４青鹿５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ８ 〃 アタマ ９．０�
４６ 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 ４６２－ ４１：５３．９３� １１．６�
７１１ ブルーモーメント 牝４鹿 ５５ 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 ４４８－ ２１：５４．０� ４．９�
５７ バイオレントナイト 牡５鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４４８－ ２１：５４．１� ８．６�
２２ サフランディライト 牡３鹿 ５４ 川田 将雅海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８０＋ ２１：５４．６３ １８．７	
８１３ ミ ゲ ー ル 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４７２－ ６１：５４．７� ３０２．１

３４ ジョーシンドバッド 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲国分 優作上田けい子氏 柴田 光陽 新ひだか 岡田スタツド ５０２－ ６１：５４．９１� ３７．４�
４５ ローレルジャブラニ 牡３鹿 ５４ 石橋 守 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５１４－ ６ 〃 クビ ５９．５
５８ ゼ ロ セ ン �３鹿 ５４ 酒井 学長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム ４４６－ ４１：５５．５３� ４９．６�
１１ ローズリパブリック 牡５芦 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：５５．６� １２６．０�
６９ マルティニーク 牡４鹿 ５７ C．ウィリアムズ �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：５６．２３� ３．１�

（豪）

６１０ ユウキオジョウー 牝３栗 ５２
４９ ▲花田 大昂ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４２８± ０１：５７．１５ ６１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，５４１，３００円 複勝： ３６，８１１，９００円 枠連： １５，８１２，８００円

馬連： ６０，２５５，７００円 馬単： ３７，６０１，７００円 ワイド： ２６，５１６，３００円

３連複： ７９，７０６，４００円 ３連単： １２９，９９４，６００円 計： ４０９，２４０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８４０円 複 勝 � １，０００円 � １８０円 � ２８０円 枠 連（３－８） ６，３００円

馬 連 �� ９，５８０円 馬 単 �� ２６，１３０円

ワ イ ド �� ２，５９０円 �� ４，６６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２６，８５０円 ３ 連 単 ��� ２２３，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２２５４１３ 的中 � ３６７２（９番人気）
複勝票数 計 ３６８１１９ 的中 � ７５３６（１１番人気）� ７０３７６（２番人気）� ３４１３０（５番人気）
枠連票数 計 １５８１２８ 的中 （３－８） １８５４（１８番人気）
馬連票数 計 ６０２５５７ 的中 �� ４６４４（２８番人気）
馬単票数 計 ３７６０１７ 的中 �� １０６２（６５番人気）
ワイド票数 計 ２６５１６３ 的中 �� ２４６０（２７番人気）�� １３５０（４０番人気）�� １０１３２（８番人気）
３連複票数 計 ７９７０６４ 的中 ��� ２１９１（８０番人気）
３連単票数 計１２９９９４６ 的中 ��� ４３０（５２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．７―１２．７―１３．１―１２．７―１２．４―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３７．５―５０．２―１：０３．３―１：１６．０―１：２８．４―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ン リ ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１０．３０ 京都６着

２００８．３．１５生 牡３栃栗 母 ラ イ ヴ 母母 Bint Pasha ４戦２勝 賞金 １２，４００，０００円
〔調教再審査〕 マルティニーク号は，最後の直線コースで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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。



１８０３３ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３日 第９競走 ��
��２，２００�

か す み

香 住 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

７１１ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５３ 小牧 太森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ４９８－ ４２：１３．４ １４．２�

８１３ 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± ０ 〃 アタマ ３．９�
６１０ 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 ５２０＋ ２２：１３．５� ８．５�

（豪）

７１２ デーヴァローカ 牡３栗 ５３ 北村 友一吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５００－ ８２：１３．６クビ ２０．４�
３３ クリサンセマム 牡３黒鹿５３ 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４６２－ ４ 〃 アタマ ４．１�
４６ カリスマミッキー 牡３栗 ５３ 国分 恭介三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４７２＋ ２２：１３．９２ ７．８�
１１ 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 ４４６－ ２２：１４．１１	 ５．９	
５８ ヴイブラッド 牡３青鹿５３ 福永 祐一北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４７０± ０２：１４．３１
 ４７．３

４５ � シルバーミスト 牡４芦 ５７ 武 幸四郎吉田 勝己氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム ４９４－１０２：１４．４
 １４３．２�
２２ シゲルタカカゲ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 坂元 芳春 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ２１４．７�
６９ � ブ レ イ ク 牡４鹿 ５７ 国分 優作河合實貴男氏 服部 利之 日高 シンボリ牧場 ４５８－ ２２：１４．７１� １３８．８
８１４� モエレウェバリング 牡３栗 ５３ 安部 幸夫�ホースケア 今津 博之 新ひだか 中村 和夫 ４４４－ ７２：１７．６大差 ３８４．５�

（愛知） （愛知）

３４ ヤマニンシバルリー 牡３青鹿５３ 武 豊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４６２－１０２：３６．８大差 １７．２�
５７ スズカファルコン 牡３青鹿５３ 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４５４± ０ （競走中止） ８．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，６６１，５００円 複勝： ５４，７３５，６００円 枠連： ２２，１０４，６００円

馬連： ９６，５９８，４００円 馬単： ５４，４８４，５００円 ワイド： ３７，７３７，３００円

３連複： １３５，１５４，５００円 ３連単： ２１２，４３６，３００円 計： ６４２，９１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ３３０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（７－８） １，４２０円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ６，５００円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� １，７２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ６，２００円 ３ 連 単 ��� ４１，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２９６６１５ 的中 � １６４７２（７番人気）
複勝票数 計 ５４７３５６ 的中 � ３８２８７（７番人気）� １０５５９１（１番人気）� ４９０６１（６番人気）
枠連票数 計 ２２１０４６ 的中 （７－８） １１４９３（６番人気）
馬連票数 計 ９６５９８４ 的中 �� ２３８０２（１５番人気）
馬単票数 計 ５４４８４５ 的中 �� ６１９２（３４番人気）
ワイド票数 計 ３７７３７３ 的中 �� ８８２１（１４番人気）�� ５１５７（２８番人気）�� １９８０２（３番人気）
３連複票数 計１３５１５４５ 的中 ��� １６１０３（２４番人気）
３連単票数 計２１２４３６３ 的中 ��� ３７３５（１６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．９―３５．８―４８．８―１：０１．２―１：１３．６―１：２６．１―１：３８．３―１：５０．１―２：０１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．１
１
３

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

・（８，１２）１（１０，１３）３（６，１１）（５，９）－７－１４－（４，２）・（８，１２）１３（１，９）（１０，１１）３，６，５，２＝１４＝４
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 １４戦２勝 賞金 ２２，４０８，０００円
〔競走中止〕 スズカファルコン号は，競走中に疾病〔左第１指骨粉砕骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔制裁〕 クリサンセマム号の騎手岩田康誠は，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３０，０００円。（１番への進路

影響）
〔調教再審査〕 ヤマニンシバルリー号は，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〕 ヤマニンシバルリー号は，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または施行団体名を表示している。

１８０３４ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�

きょうばし

京 橋 特 別
発走１５時００分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

８８ � アドマイヤコスモス 牡４栗 ５７ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４６０＋ ２２：００．４ １．６�

２２ ダノンスパシーバ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５００＋ ２ 〃 クビ ２．１�
７７ �� ウィッシングデュー 牝７黒鹿５５ 酒井 学中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ４９２－ ８２：０１．５７ ２９．６�
１１ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２７．２�
８９ � スリーキセキ 牝８青鹿５５ 和田 竜二永井商事� 村山 明 静内 岡野牧場 ４９２＋ ６２：０１．６クビ １２１．７�
６６ シークレバー 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４９４＋ ４２：０１．７	 １０３．２�
４４ � サンレイハスラー 牡５鹿 ５７ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５０２－ ２２：０２．１２
 ２４９．８	
３３ ハーマジェスティ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B５０２± ０２：０２．２
 ２２．７

５５ マーブルアロー 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ４８０＋ ２２：０２．４１� １３６．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４４，３７０，３００円 複勝： ６０，１８７，７００円 枠連： １７，６５７，０００円

馬連： ８２，９１２，３００円 馬単： ８４，８１７，６００円 ワイド： ４９，１３２，３００円

３連複： ９９，０７６，９００円 ３連単： ３６９，９２０，２００円 計： ８０８，０７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（２－８） １２０円

馬 連 �� １２０円 馬 単 �� １９０円

ワ イ ド �� １１０円 �� ３００円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� １，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４４３７０３ 的中 � ２２３４０６（１番人気）
複勝票数 計 ６０１８７７ 的中 � ２６４４２７（１番人気）� ２３１９５３（２番人気）� ２５７０２（５番人気）
枠連票数 計 １７６５７０ 的中 （２－８） １１２９５６（１番人気）
馬連票数 計 ８２９１２３ 的中 �� ５２３８４７（１番人気）
馬単票数 計 ８４８１７６ 的中 �� ３３３９７１（１番人気）
ワイド票数 計 ４９１３２３ 的中 �� ３１５６８３（１番人気）�� １６１４９（６番人気）�� １４４８７（７番人気）
３連複票数 計 ９９０７６９ 的中 ��� １６８５２７（３番人気）
３連単票数 計３６９９２０２ 的中 ��� ２６６９９５（４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１３．２―１２．６―１２．３―１２．３―１１．９―１１．１―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．３―３７．５―５０．１―１：０２．４―１：１４．７―１：２６．６―１：３７．７―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤコスモス �

父 アドマイヤマックス �


母父 Be My Guest

２００７．３．３生 牡４栗 母 アドマイヤラピス 母母 Elevate ４戦３勝 賞金 ４１，１４３，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１８０３５ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�

な る と

鳴門ステークス
発走１５時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２４ コンティネント 牡７鹿 ５７ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２１：２４．２ ４．８�

１２ ナムラカクレイ 牡５栗 ５７ 幸 英明奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４８２± ０１：２４．３� ７．０�
８１６� グリフィンゲート 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ５１２＋２４１：２４．４クビ ２４．０�
８１５ ルティラーレ 	６栗 ５７ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７２－ ６ 〃 アタマ １７．９�
６１１ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０２－ ２ 〃 クビ ６．４�
１１ フェイムロバリー 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 B４８８＋ ２１：２４．６１ ９．６�
５１０ メイショウイッキ 牡６鹿 ５７ 石橋 守松本 好	氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １７７．２

３６ � ギンザナイト 牡６栗 ５７ 安部 幸夫齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ５０６± ０１：２４．８１
 １０．２�
（愛知）

４７ インフィニットエア 	５黒鹿５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ６ 〃 アタマ １４．８

５９ トーホウチェイサー 牡４栗 ５７ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４７８－１２ 〃 クビ ４．６�
６１２ アンシャンレジーム 牡５鹿 ５７ 高倉 稜 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５４０± ０１：２４．９クビ １０．６�
２３ ダノンアスカ 牡６青鹿５７ 渡辺 薫彦�ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２６＋ ４ 〃 クビ ８７．４�
４８ � キャプテンルビー 牡６芦 ５７ 国分 優作�ターフ・スポート伊藤 大士 三石 ダイイチ牧場 B４６０－ ２１：２５．０クビ ４０．０�
７１３ ウインプレミアム 牡７芦 ５７ 浜中 俊�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４９０－ ６ 〃 アタマ １１８．３�
３５ � オーシャンカレント 牡５鹿 ５７ 小牧 太吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：２５．２１ ４６．４�
７１４� ディアヤマト 牡６栗 ５７ 太宰 啓介ディアレスト 高橋 裕 様似 小田牧場 ５２０＋１２１：２６．０５ １８４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，５３６，３００円 複勝： ８０，６５２，１００円 枠連： ５５，７０７，６００円

馬連： ２４１，３５８，０００円 馬単： １２１，９９２，６００円 ワイド： ７４，１８８，６００円

３連複： ３２５，２７４，１００円 ３連単： ５５７，４８３，０００円 計： １，５０４，１９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ７５０円 枠 連（１－２） ７２０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２，８６０円 �� ２，９８０円

３ 連 複 ��� １７，３４０円 ３ 連 単 ��� ８１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ４７５３６３ 的中 � ７８７９０（２番人気）
複勝票数 計 ８０６５２１ 的中 � １４３６０８（１番人気）� ９１３０３（３番人気）� ２２１２１（１０番人気）
枠連票数 計 ５５７０７６ 的中 （１－２） ５７４６３（１番人気）
馬連票数 計２４１３５８０ 的中 �� １３４０７８（２番人気）
馬単票数 計１２１９９２６ 的中 �� ３３７６１（３番人気）
ワイド票数 計 ７４１８８６ 的中 �� ３９４０３（１番人気）�� ６１００（３７番人気）�� ５８５１（３８番人気）
３連複票数 計３２５２７４１ 的中 ��� １３８５０（６５番人気）
３連単票数 計５５７４８３０ 的中 ��� ５０７７（３０４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．６―１２．３―１２．０―１２．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．６―４６．９―５８．９―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンティネント �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００６．１０．２２ 京都２着

２００４．２．３生 牡７鹿 母 ビ バ ノ ン ノ 母母 Cutlasee ３４戦５勝 賞金 １２８，２９９，０００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） ６頭 アイソトープ号・オオトリオウジャ号・ドリームスカイラブ号・ネオフリーダム号・ミステリアスバイオ号・

ロリンザーユーザー号
※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。

１８０３６ ６月２５日 晴 良 （２３阪神４）第３日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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

５８ チェリービスティー 牝３栗 ５２ 福永 祐一備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２４－ ２１：０８．２ ３．０�

８１３ ディアブラーダ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：０８．４１� ６．６�
６１０ ルアーズストリート 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ３０．５�
１１ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 角田 晃一 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：０８．５クビ ５．０�
５７ カイシュウコロンボ 牡３青鹿５４ 川田 将雅飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４７４－ ４ 〃 クビ １６．２�
４５ � ウイニングドラゴン 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４８＋ ４１：０８．７１� １３．０�
６９ マコトローゼンボー 牡３黒鹿５４ 安部 幸夫尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４４８± ０１：０８．９１� ２１４．８	

（愛知）

２２ メイショウヘミング 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲花田 大昂松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４４６＋１２ 〃 ハナ １２８．６


７１１ シンコープリンス 牡４青鹿５７ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ５．２�
４６ ハ ピ シ ン 牝３黒鹿５２ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド ４５２＋１０１：０９．０クビ ８．２�
３４ カシノピストン 牡４芦 ５７

５６ ☆松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４６２± ０１：０９．５３ １０１．９
８１４ スマイルバラッド 牡４栗 ５７

５４ ▲国分 優作��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ２６．５�
７１２ マキハタピンナップ 牝４青鹿５５ 太宰 啓介�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 B４５４＋１０１：０９．７� ５５．８�
３３ ラブイズモネ 牝５栗 ５５ 野元 昭嘉江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４２２－ ６１：１０．１２� ２８４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，６９０，５００円 複勝： ４４，４１７，２００円 枠連： ２６，３４０，６００円

馬連： １０８，９５９，６００円 馬単： ６６，２１６，４００円 ワイド： ３９，３６１，５００円

３連複： １３９，８７２，５００円 ３連単： ２６９，４３２，０００円 計： ７２６，２９０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ７９０円 枠 連（５－８） ７１０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２，３００円 �� ３，５７０円

３ 連 複 ��� １３，８００円 ３ 連 単 ��� ５１，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３１６９０５ 的中 � ８５６７９（１番人気）
複勝票数 計 ４４４１７２ 的中 � ８３５０８（１番人気）� ５２１９４（４番人気）� １１３７１（９番人気）
枠連票数 計 ２６３４０６ 的中 （５－８） ２７３９５（２番人気）
馬連票数 計１０８９５９６ 的中 �� ７４９４６（３番人気）
馬単票数 計 ６６２１６４ 的中 �� ２３６８７（５番人気）
ワイド票数 計 ３９３６１５ 的中 �� ２１６０１（４番人気）�� ４０５１（２６番人気）�� ２５７８（３４番人気）
３連複票数 計１３９８７２５ 的中 ��� ７４８３（４６番人気）
３連単票数 計２６９４３２０ 的中 ��� ３８３２（１８４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．８―１１．２―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．３―４４．５―５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．９
３ ２－６，８（５，１３）１４，９（７，１１）（１，１０）１２－４，３ ４ ２＝６，８（５，１３）（７，９，１４）１１（１，１０）１２，４，３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

チェリービスティー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Bering デビュー ２０１０．８．２２ 札幌５着

２００８．３．２４生 牝３栗 母 ミレニアムポップ 母母 Snowdrop １０戦２勝 賞金 ２１，３４５，０００円
※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。



（２３阪神４）第３日 ６月２５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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

１８７，６４０，０００円
６，４１０，０００円
７，３２０，０００円
１，３００，０００円
１７，７９０，０００円
５８，７７８，５００円
４，９５０，２００円
１，６８３，０００円

勝馬投票券売得金
２９４，２３４，１００円
４７６，９５３，１００円
２１２，５７４，３００円
８６３，２０９，５００円
５６６，８６９，５００円
３５７，６２２，５００円
１，１８８，６０１，４００円
２，２０２，０５２，７００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 ６，１６２，１１７，１００円

総入場人員 １７，４８７名 （有料入場人員 １６，５２９名）


