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１５０１３ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

７１３ キ ー パ ッ プ 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志辰己 岩夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ４１：２６．０ ３３．７�

４７ マリントウショウ 牝３青鹿５４ 藤岡 康太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０－ ２１：２６．１� ３．３�
３５ ダンツスウィフト 牝３栗 ５４ 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１２－ ４ 〃 クビ ２１．４�
１１ ペプチドヒノトリ 牝３鹿 ５４ 尾島 徹沼川 一彦氏 新川 恵 平取 坂東牧場 B４５４＋ ６１：２６．２クビ ４．２�

（笠松）

５９ タイキベイビー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�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 B４３４＋ ８ 〃 ハナ ３０．１�

３６ ステップワイズ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥有限会社シルク千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ２１：２６．５２ ８．６	
８１５ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ４ 〃 ハナ ４．３

５１０ アズマセブンガール 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎東 哲次氏 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４８８± ０１：２７．０３ ７．２�
８１６ ブラックビスケット 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 ４１６＋ ７１：２７．２� １８０．１�
１２ カネトシロバスト 牝３鹿 ５４ 酒井 学兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 米田牧場 ４２２＋１６ 〃 クビ ６９．６
６１２ メイショウキヨヒメ 牝３黒鹿５４ 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 村下 明博 ４４４＋ ８１：２７．４１� １２９．５�
２３ サイレンスドリーム 牝３鹿 ５４ 中舘 英二藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４５２＋ ２１：２７．７２ １７．３�
６１１ ドリームスター 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二田島 政光氏 今野 貞一 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４２０＋１０１：２８．０１� ８１．１�

４８ スズカバビロン 牝３栗 ５４ 国分 恭介永井 啓弍氏 小野 幸治 浦河 辻 牧場 ４５０＋３０１：２８．１クビ １１９．４�
７１４ フルミナーレ 牝３鹿 ５４ 松田 大作西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 ４４６ ―１：２８．３１� １４４．４�
２４ ビコースピカ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�レジェンド 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４１４＋ ８１：２９．１５ ２０７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６３５，５００円 複勝： ２３，８５９，７００円 枠連： １１，１４３，９００円

馬連： ３８，２３０，０００円 馬単： ２６，６９２，１００円 ワイド： １９，３０４，８００円

３連複： ５７，１２０，７００円 ３連単： ９２，８０３，５００円 計： ２８１，７９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３７０円 複 勝 � ５４０円 � １５０円 � ５１０円 枠 連（４－７） ３，０７０円

馬 連 �� ３，８９０円 馬 単 �� １７，１９０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ６，３９０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２８，０５０円 ３ 連 単 ��� ２７６，１７０円

票 数

単勝票数 計 １２６３５５ 的中 � ２９５５（９番人気）
複勝票数 計 ２３８５９７ 的中 � ９５５８（７番人気）� ５７７０３（１番人気）� １０１４７（６番人気）
枠連票数 計 １１１４３９ 的中 （４－７） ２６８７（１２番人気）
馬連票数 計 ３８２３００ 的中 �� ７２６３（１６番人気）
馬単票数 計 ２６６９２１ 的中 �� １１４６（４８番人気）
ワイド票数 計 １９３０４８ 的中 �� ３９７９（１４番人気）�� ７１２（５０番人気）�� ５６３０（８番人気）
３連複票数 計 ５７１２０７ 的中 ��� １５０３（７３番人気）
３連単票数 計 ９２８０３５ 的中 ��� ２４８（５４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．８―４７．３―５９．９―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ー パ ッ プ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．２２ 京都４着

２００９．１．１４生 牝３鹿 母 サ ル ー ル 母母 シャルウォーカミーズ ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００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 デルマアメノウズメ号
（非抽選馬） ３頭 チキウミサキ号・ファーマプリンセス号・ホワイトドレス号
※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。

１５０１４ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ アクシーバンダム 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４５８－ ４１：５４．２ ２２．１�

４７ ローレルブレイズ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �ローレルレーシング 大久保龍志 新冠 松浦牧場 ４９８－ ７ 〃 クビ ３．８�
７１３ ヒミノオオワシ 牡３栗 ５６ 田中 健佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４９４－ ２１：５４．７３ ３６．９�
１２ ミッキージュピター 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４５４＋ ４ 〃 アタマ １０．０�
４８ スカイウエイ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦玉井 宏和氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム ５１８－ ４１：５５．１２� １８．０�
２４ ローレルハイウェイ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二 �ローレルレーシング 松永 幹夫 新冠 高瀬牧場 ４２４± ０１：５５．２� ２６８．７�
６１２ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４７８± ０１：５５．４� ２２４．６	
５１０ デンタルボーイ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 ４７８± ０１：５５．５� ６３．４

５９ チョウインパクト 牡３栗 ５６ 酒井 学丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 渡辺牧場 ４９６＋ ８１：５６．０３ ３６．７�
８１６ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ９．１�
２３ プレザントライフ 牡３青鹿５６ 中舘 英二 キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９８＋１２ 〃 ハナ ６．８�
８１５ シンゼンユメノスケ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４８０＋ ２１：５６．３１� １２３．８�
３５ ナムラコンカー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム ５１８－ ８１：５６．４� ２．６�
７１４ エーシンヴンダバー 牡３鹿 ５６ 尾島 徹�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 築紫 洋 ５１４＋２２ 〃 クビ １９．９�

（笠松）

６１１ ワンダージェニアル 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ５０４－ ６１：５６．６１� １３３．３�
１１ メイショウジプシー 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜松本 好雄氏 湯窪 幸雄 平取 赤石牧場 B４４２＋ ６１：５６．８１ ４２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７２６，１００円 複勝： ３２，６６０，３００円 枠連： １２，８２９，５００円

馬連： ４１，８８７，２００円 馬単： ２９，７５１，８００円 ワイド： ２３，５５４，５００円

３連複： ６５，０４９，４００円 ３連単： １００，２５８，１００円 計： ３２３，７１６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ３８０円 � １７０円 � ７９０円 枠 連（３－４） ４５０円

馬 連 �� ４，５３０円 馬 単 �� ９，３９０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ６，７７０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ３５，０００円 ３ 連 単 ��� １９２，１９０円

票 数

単勝票数 計 １７７２６１ 的中 � ６３２９（８番人気）
複勝票数 計 ３２６６０３ 的中 � ２０８４２（６番人気）� ６７７７１（２番人気）� ８７４４（１０番人気）
枠連票数 計 １２８２９５ 的中 （３－４） ２１４０１（１番人気）
馬連票数 計 ４１８８７２ 的中 �� ６８３５（１６番人気）
馬単票数 計 ２９７５１８ 的中 �� ２３４０（３４番人気）
ワイド票数 計 ２３５５４５ 的中 �� ５２１９（１１番人気）�� ８３２（５２番人気）�� ３３４５（２０番人気）
３連複票数 計 ６５０４９４ 的中 ��� １３７２（８８番人気）
３連単票数 計１００２５８１ 的中 ��� ３８５（４６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３７．０―５０．１―１：０３．０―１：１５．５―１：２８．０―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アクシーバンダム �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１１．１０．２２ 京都５着

２００９．２．２生 牡３黒鹿 母 グレイスケープ 母母 クイーンズバンダム ８戦１勝 賞金 ５，３００，０００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 ロゼッタストーン号
※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。

第３回 阪神競馬 第２日



１５０１５ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

１１ マイネルアイザック 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ２２：００．６ ２．６�

３５ マンノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６８＋ ６２：００．９２ ５．３�
２４ ガ ー ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２６± ０２：０１．１１� ２９．４�
３６ ビコーワンダフル 牝３栗 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４２８± ０ 〃 クビ １９３．８�
７１４� リトルリスキー 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真�ダイリン 大久保龍志 英 Aston

House Stud ４２４ ―２：０１．４２ ２７．３�
４８ メイショウゲンカイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８０＋１６ 〃 アタマ １５９．２	
８１６ エルマカロン �３鹿 ５６ 尾島 徹三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 ４４０－ ４２：０１．５� ８８．７


（笠松）

６１２ オリーブジュエル 牝３青鹿５４ 川須 栄彦 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４２：０１．７１ ２．８�
７１３� エ ク チ ュ ア 牡３鹿 ５６ 酒井 学前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock ４３８－ ２２：０２．８７ ４６．５�
５９ ウォーレンバローズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B４７４－ ４２：０３．０１	 １６１．２
８１５ トウカイボイジャー 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４６２ ―２：０３．２１� ８７．８�
５１０ エーシンクイチャー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４７２－ ６２：０３．３� ７１．５�
２３ サムライタム 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ １０．６�
１２ リアルブラック �３青鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 B４７２＋ ４２：０３．４
 ７１．７�
４７ クイーンロイド 牝３鹿 ５４ 国分 恭介中村 浩章氏 増本 豊 平取 高橋 啓 ４３２－ ２２：０４．２５ １３．８�
６１１ ツルミラトラーター 牡３黒鹿５６ 松山 弘平�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ４２：０５．０５ ３１１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３９８，５００円 複勝： ２５，００８，４００円 枠連： １３，０９７，９００円

馬連： ４２，２３３，０００円 馬単： ３１，５５５，０００円 ワイド： １９，９００，２００円

３連複： ５９，３０２，９００円 ３連単： １０２，５８３，４００円 計： ３１０，０７９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ５３０円 枠 連（１－３） ６１０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ９３０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 ��� １５，５４０円

票 数

単勝票数 計 １６３９８５ 的中 � ４９７３６（１番人気）
複勝票数 計 ２５００８４ 的中 � ６６０２６（１番人気）� ４０５７３（３番人気）� ８２４３（６番人気）
枠連票数 計 １３０９７９ 的中 （１－３） １５９９８（３番人気）
馬連票数 計 ４２２３３０ 的中 �� ５７１５４（２番人気）
馬単票数 計 ３１５５５０ 的中 �� ２２５５９（３番人気）
ワイド票数 計 １９９００２ 的中 �� ２２８７８（２番人気）�� ４８５４（１０番人気）�� ２５４２（１７番人気）
３連複票数 計 ５９３０２９ 的中 ��� １０６３７（１２番人気）
３連単票数 計１０２５８３４ 的中 ��� ４８７２（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２２．９―３４．９―４７．２―５９．３―１：１１．６―１：２４．０―１：３６．３―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
１
３
１２－５，７，１，２－８，６，１６（４，９）（３，１０）（１１，１４）－１３，１５
１２－５，７，１，２（６，９）（８，１６，３）（４，１０）（１１，１４）（１３，１５）

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

勝馬の
紹 介

マイネルアイザック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２０１１．１０．２３ 京都７着

２００９．４．１９生 牡３黒鹿 母 アイアイサクラ 母母 ラウレルシーダー ９戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔制裁〕 リアルブラック号の騎手菱田裕二は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

リアルブラック号の騎手菱田裕二は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シゲルメロン号・チュウキチ号・ラインレベッカ号
（非抽選馬） ３頭 スキピオ号・テイエムブルーミン号・ライトガイ号
※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。

１５０１６ ６月３日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４阪神３）第２日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

８１０ ヴァンダライズ 牡５栗 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７０－ ６３：２６．９ ２．０�

７８ タガノバッチグー 牡６鹿 ６１ 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４＋１２３：２７．０� ４．０�

３３ フサイチアソート �７栗 ６０ 植野 貴也岡田 牧雄氏 佐山 優 早来 ノーザンファーム ４５２± ０３：２８．４９ １８．０�
６６ エルチョコレート 牡６黒鹿６０ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４７０± ０３：３０．１大差 ５．３�
７７ マーブルジーン 牡８黒鹿６１ 今村 康成下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９２＋ ６３：３０．３１� ５５．７�
４４ アイティゴールド 牡４黒鹿６０ 五十嵐雄祐一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４７０－１０３：３０．４クビ ２６．５�
８９ サンレイランキング 牡５鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５６± ０３：３０．７１� ８４．７�
５５ ハ ツ カ リ 牡８青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８４＋ ８３：３２．９大差 １２７．４	
１１ タ フ �４芦 ６０ 田村 太雅
グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ６３：３８．８大差 ９．４�
２２ ア ヤ ナ ベ ル 牝６青鹿５８ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４７４＋ ６ （競走中止） １４．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，０９３，６００円 複勝： ２０，０９８，９００円 枠連： ９，１１１，６００円

馬連： ３２，０９０，８００円 馬単： ３１，２４９，９００円 ワイド： １６，４８０，４００円

３連複： ４９，０９０，７００円 ３連単： １１２，２６６，８００円 計： ２８６，４８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ３４０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ４９０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ３，７５０円

票 数

単勝票数 計 １６０９３６ 的中 � ６５８０３（１番人気）
複勝票数 計 ２００９８９ 的中 � ６１９８４（１番人気）� ３８７４６（２番人気）� １３５７８（６番人気）
枠連票数 計 ９１１１６ 的中 （７－８） １９８９１（１番人気）
馬連票数 計 ３２０９０８ 的中 �� ６３９５４（１番人気）
馬単票数 計 ３１２４９９ 的中 �� ３７３６５（１番人気）
ワイド票数 計 １６４８０４ 的中 �� ２４２４９（１番人気）�� ７５９１（５番人気）�� ４９６２（１０番人気）
３連複票数 計 ４９０９０７ 的中 ��� ２５４４１（３番人気）
３連単票数 計１１２２６６８ 的中 ��� ２２１３４（７番人気）

上り １マイル １：４４．３ ４F ５２．８－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴァンダライズ 
�
父 ダンスインザダーク 

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００９．１０．１８ 東京４着

２００７．５．１生 牡５栗 母 ピンクタートル 母母 Turtle Cove 障害：３戦２勝 賞金 ２１，８００，０００円
〔競走中止〕 アヤナベル号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。
〔その他〕 タフ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タフ号は，平成２４年７月３日まで出走できない。



１５０１７ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時１０分 （芝・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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

７８ タガノハピネス 牝２鹿 ５４ 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４４０ ―１：１０．０ ６．２�

６６ エーシンセノーテ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４０８ ―１：１０．２１� １１．２�
１１ アウトシャイン 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４３８ ―１：１０．７３ ３．０�
２２ ダンツレパード 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４６０ ― 〃 クビ ３．３�
７９ ゴーインググレート 牡２栗 ５４ 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４４０ ―１：１１．３３� ６．４�
６７ セルリアンルーベラ �２鹿 ５４ 国分 優作�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４１８ ― 〃 ハナ ２２．９	
８１０ ウイングリート 牡２鹿 ５４ 川須 栄彦�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 ４６４ ―１：１１．４� ９．９

４４ コスモコルデス 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 道見牧場 ４２４ ―１：１１．８２� ２８．８�
５５ カシノパシオン 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４４６ ―１：１１．９クビ ８５．６�
８１１ イセノロマン 牝２栗 ５４ 酒井 学大橋 堯格氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４１６ ―１：１２．１１� １１０．９
３３ シゲルラシンバンザ 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 ４４６ ―１：１２．３１� ６９．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，３７８，４００円 複勝： ２７，６２５，３００円 枠連： １１，８４３，６００円

馬連： ４２，１００，０００円 馬単： ３４，３１４，４００円 ワイド： １８，７８２，９００円

３連複： ５６，１７２，８００円 ３連単： １０４，３８９，５００円 計： ３１３，６０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（６－７） ９３０円

馬 連 �� ２，７００円 馬 単 �� ５，４９０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ３７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� ２４，３７０円

票 数

単勝票数 計 １８３７８４ 的中 � ２３６４８（３番人気）
複勝票数 計 ２７６２５３ 的中 � ３９２４３（３番人気）� ２０３２０（６番人気）� ６７７３９（１番人気）
枠連票数 計 １１８４３６ 的中 （６－７） ９４９３（４番人気）
馬連票数 計 ４２１０００ 的中 �� １１５１７（１２番人気）
馬単票数 計 ３４３１４４ 的中 �� ４６１３（２６番人気）
ワイド票数 計 １８７８２９ 的中 �� ４６７５（１３番人気）�� １３７２８（３番人気）�� ８２２２（７番人気）
３連複票数 計 ５６１７２８ 的中 ��� １３８９０（１０番人気）
３連単票数 計１０４３８９５ 的中 ��� ３１６２（８７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１１．９―１１．６―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．８―３５．７―４７．３―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノハピネス �
�
父 タガノゲルニカ �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

２０１０．５．２９生 牝２鹿 母 タガノラフレシア 母母 スプリンターキャット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１５０１８ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・右・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１７ クイーンキセキ 牝３黒鹿５４ 松田 大作林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２８± ０１：４６．８ ３０．２�

１１ クイーンギムレット 牝３栗 ５４ 古川 吉洋飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 ４１４－１６１：４７．０１� ２１．７�
７１３ タマモクロステッチ 牝３芦 ５４ 松山 弘平タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ３８４± ０ 〃 ハナ ２４．０�
７１４ クレバーピルエット 牝３栗 ５４ 和田 竜二田� 正明氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 ４７２＋ ２１：４７．１� ４．０�
２３ カレンシェリーメイ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ３９４－ ８１：４７．３１� ３．２�
１２ フ ィ リ ラ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４± ０ 〃 ハナ ２５．７	
５１０ シーズオブタイム 牝３黒鹿５４ 中舘 英二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４１６＋ ８１：４７．４� １３．０

４７ テーオーヴィーナス 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４２２± ０ 〃 クビ １０．０�
４８ ビューティサフラン 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４３２－ ４１：４７．７１� ５．８�
６１２ ヤマニンフルーリー 牝３栗 ５４ 荻野 琢真土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ ６７．５
３６ フェアブルーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二下河�行雄氏 橋口弘次郎 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ８１：４７．８� ２１５．２�
５９ エレガントカクテル 牝３鹿 ５４ 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４４２± ０１：４８．０１� １０．９�
６１１ ルンバビーン 牝３青鹿５４ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４７８＋ ２１：４８．１� １３８．７�
３５ ガラアフェアー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �サンデーレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ４１６－ ６１：４８．９５ ２７．７�
２４ イソノジャスト 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂磯野 俊雄氏 野村 彰彦 えりも 能登 浩 ３９２＋ ４１：４９．１１� ４４９．４�
８１５ ワンダーブロタール 牝３栗 ５４ 尾島 徹山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 永田 克之 ４４４＋ ２１：４９．３１� １８１．９�

（笠松）

８１６ アラビアンパール 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６± ０１：４９．４クビ ４６．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，５８７，３００円 複勝： ３８，５９２，６００円 枠連： １８，２２２，９００円

馬連： ５０，９３１，４００円 馬単： ３４，２１２，７００円 ワイド： ２６，５６７，０００円

３連複： ７９，８１１，２００円 ３連単： １２２，０３０，７００円 計： ３９０，９５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０２０円 複 勝 � ７２０円 � ７２０円 � ７８０円 枠 連（１－８） ６，８８０円

馬 連 �� ２１，０２０円 馬 単 �� ５５，５００円

ワ イ ド �� ５，１９０円 �� ７，９００円 �� ５，５４０円

３ 連 複 ��� １１６，６４０円 ３ 連 単 ��� ７２０，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２０５８７３ 的中 � ５３７８（１１番人気）
複勝票数 計 ３８５９２６ 的中 � １４２５７（７番人気）� １４２０１（８番人気）� １２９７５（９番人気）
枠連票数 計 １８２２２９ 的中 （１－８） １９５７（２５番人気）
馬連票数 計 ５０９３１４ 的中 �� １７８９（５４番人気）
馬単票数 計 ３４２１２７ 的中 �� ４５５（１１８番人気）
ワイド票数 計 ２６５６７０ 的中 �� １２６４（５１番人気）�� ８２５（６８番人気）�� １１８２（５５番人気）
３連複票数 計 ７９８１１２ 的中 ��� ５０５（２３９番人気）
３連単票数 計１２２０３０７ 的中 ��� １２５（１３８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３４．７―４７．０―５９．３―１：１１．５―１：２３．２―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．９．２５ 阪神４着

２００９．２．２５生 牝３黒鹿 母 ダンスミュージカル 母母 メタモルフォース ９戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
※出走取消馬 ポーズ号（疾病〔感冒〕のため）
※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 トーホウフレアー号
（非抽選馬） １頭 エリモフェアリー号
※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。



１５０１９ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

７１４ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９２＋ ２２：０５．１ １０．５�

２３ マーベラスバロン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９２＋ ４２：０５．５２� １６．３�
４７ シゲルダイセン 牡６鹿 ５７ 国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ １１．９�
５１０ コウエイチャンス 牡３鹿 ５４ 秋山真一郎伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６４± ０２：０５．６クビ ３．９�
６１２ ブライトジェム 牡４栗 ５７ 大野 拓弥栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４９０＋ ２２：０５．７� １９．３�
４８ トシザツンツン 牡４芦 ５７ 中舘 英二上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４９２＋１６ 〃 ハナ ６．４�
６１１ レットミーノー 牡４鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４７２＋ ４２：０５．８クビ ２３．６�
１２ イ ー グ ル 牡５栗 ５７ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４９２＋ ２２：０６．３３ ３１．６	
３６ バンブーチェルシー 牡４青鹿５７ 松田 大作
バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ４１．５�
２４ アスールアラテラ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦 
サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４３６± ０２：０６．５� ７０．６�
７１３ ラインレグルス 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８６－ ２ 〃 クビ ５．８
１１ ドリームシガー 牡５黒鹿５７ 松山 弘平セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 対馬 正 ５４０＋ ２２：０７．３５ ７２．９�
５９ クレバーペガサス 牡３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４６８＋ ２２：０７．４� ３０．６�

８１５� オグリシュンコー 牡４芦 ５７
５４ ▲菱田 裕二小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 中村農場 ４７８＋ ２２：０８．３５ ２９６．９�

３５ ディープルマン 牡４鹿 ５７ 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 ５１２＋ ６２：０８．７２� ４．５�
８１６� スーパーマリン 牝３鹿 ５２ 尾島 徹
ホースケア 南 輝幸 新ひだか 荒木 貴宏 ３９４＋ １２：１３．６大差 ３７８．０�

（笠松） （笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７７６，７００円 複勝： ３８，９３７，４００円 枠連： ２０，７９６，６００円

馬連： ６３，３０１，６００円 馬単： ３７，３７８，４００円 ワイド： ２９，５９１，５００円

３連複： ９０，４５８，９００円 ３連単： １３５，２８０，８００円 計： ４３７，５２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ４４０円 � ４３０円 � ３９０円 枠 連（２－７） ３，４２０円

馬 連 �� １０，０５０円 馬 単 �� １８，７６０円

ワ イ ド �� ３，０７０円 �� ２，４６０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� ４７，５２０円 ３ 連 単 ��� ２４６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２１７７６７ 的中 � １６４４６（５番人気）
複勝票数 計 ３８９３７４ 的中 � ２３２６５（８番人気）� ２３７８２（６番人気）� ２７４１２（５番人気）
枠連票数 計 ２０７９６６ 的中 （２－７） ４４８８（１８番人気）
馬連票数 計 ６３３０１６ 的中 �� ４６５２（４１番人気）
馬単票数 計 ３７３７８４ 的中 �� １４７１（７２番人気）
ワイド票数 計 ２９５９１５ 的中 �� ２３７２（４１番人気）�� ２９７０（３１番人気）�� ２５０５（３９番人気）
３連複票数 計 ９０４５８９ 的中 ��� １４０５（１５７番人気）
３連単票数 計１３５２８０８ 的中 ��� ４０５（８０８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．３―１３．４―１３．３―１３．０―１２．５―１２．３―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．８―３５．１―４８．５―１：０１．８―１：１４．８―１：２７．３―１：３９．６―１：５２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァンヌーヴォー �
�
父 Cherokee Run �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１２．２５ 阪神３着

２００９．５．１生 牡３鹿 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline ７戦２勝 賞金 １７，５００，０００円
〔制裁〕 イーグル号の騎手鮫島良太は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーマリン号は，平成２４年７月３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１５０２０ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ３６０，０００
３６０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１８ アイムヒアー 牝４鹿 ５５ 飯田 祐史 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４６８± ０１：２０．８ １３．５�

４７ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５４ 国分 恭介松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４７４＋１０ 〃 ハナ １０．１�
５９ アルティシムス 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ４１：２０．９� ５．２�
８１７ ドレッドノート �４栗 ５７ 佐藤 哲三�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６０－ ２１：２１．０	 ３．４�
１１ パワフルキリシマ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４４－ ４ 〃 クビ ６．４�
３６ タツストロング 牡３栗 ５４ 松山 弘平鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４９０＋ ４ 〃 同着 ５．４�
７１５
 シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 和田 竜二森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ５０４± ０ 〃 ハナ ３６．０	
２３ ミヤジシェンロン 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４４８± ０１：２１．１クビ ２８．３

６１２ パイクスピーク 牝４鹿 ５５ 村田 一誠 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５０６－ ６ 〃 クビ ３６．０�
８１６ ユキノサイレンス 牡５鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二ロイヤルパーク 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６６－１０１：２１．２	 ２６．０�
７１３ ディアエンデバー 牡６黒鹿５７ 松田 大作寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：２１．４	 １５．１
６１１ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 鮫島 良太東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８８± ０１：２１．６１� ９８．０�
３５ 
 テラノイーグル 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜寺田 寿男氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ １１７．１�
１２ アスターウィング 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４５２＋ ４１：２１．８１� ３６３．７�
２４ カナエチャン 牝４青鹿５５ 国分 優作長井 純一氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４４４± ０１：２２．２２� ２０８．１�
５１０ キングヒーロー 牡３黒鹿５４ 藤岡 康太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ５０４＋ ４ 〃 ハナ ９７．６�
７１４
 シ ル ダ リ ア 牡４黒鹿５７ 渡辺 薫彦幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４６８－ ２１：２２．３	 ２３０．８�
４８ グリューネワルト 牝５青鹿５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B４７６± ０１：２２．５１� ４１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，９６６，１００円 複勝： ４２，６８９，０００円 枠連： ２４，６５７，１００円

馬連： ７１，３４８，４００円 馬単： ４１，３００，３００円 ワイド： ３２，７３０，２００円

３連複： ９９，４５４，８００円 ３連単： １５３，２８８，２００円 計： ４８７，４３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ４５０円 � ３４０円 � ２１０円 枠 連（４－８） １，０６０円

馬 連 �� ６，３６０円 馬 単 �� １３，６００円

ワ イ ド �� ２，０５０円 �� １，６１０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� １３，０８０円 ３ 連 単 ��� １０２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２１９６６１ 的中 � １２８２７（６番人気）
複勝票数 計 ４２６８９０ 的中 � ２２３４２（７番人気）� ３２０５８（５番人気）� ６４２４５（３番人気）
枠連票数 計 ２４６５７１ 的中 （４－８） １７２３３（６番人気）
馬連票数 計 ７１３４８４ 的中 �� ８２８０（２４番人気）
馬単票数 計 ４１３００３ 的中 �� ２２４２（５１番人気）
ワイド票数 計 ３２７３０２ 的中 �� ３８８０（２５番人気）�� ５００５（１８番人気）�� ７７１７（１２番人気）
３連複票数 計 ９９４５４８ 的中 ��� ５６１５（４４番人気）
３連単票数 計１５３２８８２ 的中 ��� １１０９（３２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．４―１１．０―１１．６―１１．６―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．８―３３．８―４５．４―５７．０―１：０８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイムヒアー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２０１０．１２．５ 小倉４着

２００８．５．６生 牝４鹿 母 イケイケモンチッチ 母母 モ ン チ ッ チ １５戦２勝 賞金 ２６，４８８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。
（非抽選馬） ３頭 オースミラバー号・ミスネバー号・ロードエアフォース号



１５０２１ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

み き

三 木 特 別
発走１４時１５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
三木市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２２ エスカナール 牝４黒鹿５５ 和田 竜二下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 ４７６＋１２１：４６．２ ４．０�

１１ ア バ ウ ト 牡４栗 ５７ 松山 弘平副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１６＋ ４ 〃 クビ ２．６�
３３ カネトシディオス 牡５黒鹿５７ 大野 拓弥兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４４６－ ８１：４６．３クビ ５．１�
８９ テーオーケンジャ 牡５栗 ５７ 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５１０± ０１：４６．６１� １４．１�
５５ � ゲットアヘッド 牡５黒鹿５７ 村田 一誠武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７８＋ ８１：４７．０２	 ２８．６�
６６ アドマイヤプリンス 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５４２＋１０１：４７．１	 ２６．４�
４４ パワーエース 牡６鹿 ５７ 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９８＋ ４１：４７．３１
 １４３．７	
８８ フェブスカイ 牡５鹿 ５７ 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４８＋ ４１：４７．８３ ７６．４

７７ リトルダーリン 牝４黒鹿５５ 中舘 英二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１２－ ２１：４７．９� ３．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３０，７８３，２００円 複勝： ３８，９６１，２００円 枠連： １５，１５２，３００円

馬連： ８１，８４１，４００円 馬単： ６０，０３３，２００円 ワイド： ２７，６５２，６００円

３連複： ９０，４１４，７００円 ３連単： ２４０，０５３，０００円 計： ５８４，８９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（１－２） ５４０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３５０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ３，５００円

票 数

単勝票数 計 ３０７８３２ 的中 � ６１３４７（３番人気）
複勝票数 計 ３８９６１２ 的中 � ７７７２３（２番人気）� ９６４０３（１番人気）� ６６４４７（４番人気）
枠連票数 計 １５１５２３ 的中 （１－２） ２０７３４（２番人気）
馬連票数 計 ８１８４１４ 的中 �� １１９４８７（２番人気）
馬単票数 計 ６００３３２ 的中 �� ４３３１８（４番人気）
ワイド票数 計 ２７６５２６ 的中 �� ２９２９９（２番人気）�� １８２９４（６番人気）�� ２５３２３（４番人気）
３連複票数 計 ９０４１４７ 的中 ��� １００８９５（２番人気）
３連単票数 計２４００５３０ 的中 ��� ５０７３８（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．２―１２．６―１２．１―１１．５―１１．１―１０．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．５―４９．１―１：０１．２―１：１２．７―１：２３．８―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．０―３F３３．５
３ １（２，８）７（３，９）６，５，４ ４ １，７，２（８，９）３，６，５，４

勝馬の
紹 介

エスカナール 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 Edgy Diplomat デビュー ２０１０．１１．７ 京都５着

２００８．３．１生 牝４黒鹿 母 エ ス カ ニ ア 母母 Carezza １３戦４勝 賞金 ５５，８７５，０００円

１５０２２ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

た か と り

鷹 取 特 別
発走１４時５０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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１０ グッドマイスター 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：５１．６ １．５�

８１２ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５４－ ２１：５１．９１� ５．７�
６９ テイエムハエンカゼ 牡３栗 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６０＋ ２１：５２．３２� １４８．９�
５６ 	 イーサンジャンパー 牡６栗 ５７ 酒井 学国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ５０６＋ ６ 〃 クビ ６２．３�
３３ ト リ ノ 牡４栗 ５７ 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９８＋ ６１：５２．５１ ６．９�
６８ サンマルボス 牡５鹿 ５７ 松田 大作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ５６．８�
５７ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４３６－ ４１：５２．６� １１．４	
４４ ウインベルカント 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三
ウイン 佐々木晶三 新ひだか 原口牧場 ４８４－ ８１：５２．７クビ １９．５�
４５ 
 キャッツインブーツ 牡７栗 ５７ 和田 竜二山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５３０－ ４１：５２．８� ９２．６�
２２ ブリリアントシチー 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦 
友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５３２＋ ２ 〃 クビ １９７．２
１１ ボーカリスト 牡６鹿 ５７ 国分 優作増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 アタマ ４８．２�
８１３ コウユーヒーロー 牡５青 ５７ 国分 恭介加治屋康雄氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 ５３０－ ４１：５２．９クビ ２３．７�
７１１ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７ 小坂 忠士中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０４－１２１：５４．５１０ ３２３．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４６，６１４，６００円 複勝： ７６，１３１，１００円 枠連： ２８，２９５，３００円

馬連： １２８，０２２，３００円 馬単： ９４，８５６，８００円 ワイド： ５０，８５４，２００円

３連複： １６０，２５０，０００円 ３連単： ３７４，２３５，８００円 計： ９５９，２６０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １，９５０円 枠 連（７－８） ２９０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２，７６０円 �� ８，１２０円

３ 連 複 ��� １１，８１０円 ３ 連 単 ��� ３２，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４６６１４６ 的中 � ２５１１０４（１番人気）
複勝票数 計 ７６１３１１ 的中 � ３５２０４０（１番人気）� ９５８５９（２番人気）� ４７３６（１１番人気）
枠連票数 計 ２８２９５３ 的中 （７－８） ７４０７４（１番人気）
馬連票数 計１２８０２２３ 的中 �� ２４９３６０（１番人気）
馬単票数 計 ９４８５６８ 的中 �� １３７６４６（１番人気）
ワイド票数 計 ５０８５４２ 的中 �� ７９８２６（１番人気）�� ３８８３（３０番人気）�� １２９６（４６番人気）
３連複票数 計１６０２５００ 的中 ��� １００１７（３２番人気）
３連単票数 計３７４２３５８ 的中 ��� ８５５８（８９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１３．２―１３．０―１３．１―１２．５―１２．０―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３７．３―５０．３―１：０３．４―１：１５．９―１：２７．９―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
１
３
１２（３，１０）（９，７）－（１，６）８，５，４，１１（２，１３）
１２，１０，７（９，３）８（１，６）（４，５）（２，１３）１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドマイスター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．１１．６ 新潟３着

２００９．２．３生 牡３鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite ８戦３勝 賞金 ４１，３４１，０００円
〔制裁〕 テイエムハエンカゼ号の騎手芹沢純一は，決勝線手前での御法について戒告。

２レース目



１５０２３ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�ストークステークス

発走１５時３０分 （芝・右・外）
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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

４４ スマートシルエット 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：３３．７ ２．５�

１１ ミカエルビスティー 牡５黒鹿５７ 高倉 稜備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：３４．０１� １８．１�
８９ オールアズワン 牡４黒鹿５７ 村田 一誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８４－ ８１：３４．２１ ４．６�
２２ ベストクルーズ 牝５芦 ５５ 川須 栄彦飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ ３．９�
３３ シェーンヴァルト �６黒鹿５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４６８－１４ 〃 アタマ ５．７�
８８ グローリールピナス 牝６栃栗５５ 小坂 忠士大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６４－ ２１：３４．７３ ２８．２�
５５ ブルースターキング 牡６黒鹿５７ 和田 竜二 	ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０± ０１：３４．８クビ １０４．６

６６ フェイマステイル 牡６鹿 ５７ 松山 弘平 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ ３３．１�
７７ ユジェニックブルー 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三 	ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３０± ０ 〃 アタマ １４．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３６，４８６，５００円 複勝： ４９，２０２，０００円 枠連： ２７，２２２，７００円

馬連： １３４，５０２，４００円 馬単： ９５，４２４，５００円 ワイド： ４０，３４８，２００円

３連複： １６１，３９５，９００円 ３連単： ４４８，８２２，２００円 計： ９９３，４０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（１－４） １，８３０円

馬 連 �� １，９３０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ３１０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� １３，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３６４８６５ 的中 � １１８２５６（１番人気）
複勝票数 計 ４９２０２０ 的中 � １３７８９３（１番人気）� ２９７５７（５番人気）� ８１５８２（３番人気）
枠連票数 計 ２７２２２７ 的中 （１－４） １０９７９（８番人気）
馬連票数 計１３４５０２４ 的中 �� ５１４９１（８番人気）
馬単票数 計 ９５４２４５ 的中 �� ２５８１４（１３番人気）
ワイド票数 計 ４０３４８２ 的中 �� １４０２３（８番人気）�� ３６１９４（３番人気）�� ７６８９（１７番人気）
３連複票数 計１６１３９５９ 的中 ��� ４５５９６（１０番人気）
３連単票数 計４４８８２２２ 的中 ��� ２４８３０（４６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．７―１１．９―１１．８―１１．８―１１．３―１０．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．８―３６．７―４８．５―１：００．３―１：１１．６―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートシルエット 
�
父 ファルブラヴ 

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００９．１１．７ 京都１１着

２００７．３．１２生 牝５鹿 母 ミズストライクゾーン 母母 Bat Prospector １６戦５勝 賞金 ９４，１９８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

１５０２４ ６月３日 曇 良 （２４阪神３）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

４７ � メモリーパーミット 牡５栗 ５７ 古川 吉洋�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５１６＋ ２１：２３．９ ６．４�

２４ アマノレインジャー 牡４栗 ５７
５６ ☆高倉 稜中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ５０８＋１８１：２４．０� ６．０�

７１３ キョウワダッフィー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４６６＋ ２１：２４．１	 ３．６�
２３ エリモフラッシュ 牡３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二山本 慎一氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４５２＋ ８１：２４．７３� ２８．３�
６１１ ミレニアムゴールド 牡３芦 ５４ 村田 一誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４５８－ ８ 〃 クビ １３．８�
３５ ゴールデンジャガー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二西村 憲人氏 大根田裕之 新ひだか 萩澤 俊雄 ４９６－ ２１：２４．９	 ２．８	
５１０
 ウインミネルヴァ 牝４青鹿５５ 松山 弘平�ウイン 大久保龍志 米 Shadai Cor-

poration ４７８＋１２１：２５．６４ ２２．０

８１５ トルネードミノル 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７６－ ６１：２５．７� １３９．５�
４８ ジョウノメジャー 牡３栗 ５４ 藤田 伸二小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ３０．１�
６１２ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７ 畑端 省吾内藤 耕造氏 吉村 圭司 新ひだか 原口フアーム ４５６－１０１：２５．８	 ２７５．２
５９ エリモサプライズ �５鹿 ５７ 尾島 徹山本 敏晴氏 宮本 博 えりも エクセルマネジメント ５４０＋ ６１：２５．９クビ ２９．５�

（笠松）

７１４
 ジョーマダガスカル 牡３鹿 ５４ 渡辺 薫彦上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.
Hertrich III ５０６＋ ４１：２６．２１	 ２０７．２�

３６ � クールオーシャン 牡４栗 ５７ 国分 恭介川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 ４９８－１６ 〃 クビ １６５．５�
１１ 
 ミリオンヴォルツ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC ４７２＋ ２１：２６．３� ２２．４�
１２ � マックスコヒヌール 牡６栗 ５７ 松田 大作田所 英子氏 庄野 靖志 日高 天羽牧場 ４３４－２４１：２７．３６ ２３４．６�
８１６ メイショウビリーヴ 牡３黒鹿５４ 川須 栄彦松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５４－ ８１：２７．７２� １３１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，１２９，１００円 複勝： ６９，８５０，７００円 枠連： ４２，８７２，６００円

馬連： １５３，１００，５００円 馬単： ９５，６９９，４００円 ワイド： ５８，３３４，３００円

３連複： ２０３，２００，５００円 ３連単： ４１７，５８９，４００円 計： １，０８６，７７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � １５０円 枠 連（２－４） １，３２０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，７７０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ４４０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� １６，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４６１２９１ 的中 � ５７３１６（４番人気）
複勝票数 計 ６９８５０７ 的中 � ９２６１５（３番人気）� ８８７７８（４番人気）� １４６５６７（２番人気）
枠連票数 計 ４２８７２６ 的中 （２－４） ２４１２１（５番人気）
馬連票数 計１５３１００５ 的中 �� ６０２７８（６番人気）
馬単票数 計 ９５６９９４ 的中 �� １８７３９（１４番人気）
ワイド票数 計 ５８３３４３ 的中 �� １９４１９（７番人気）�� ３３９５１（４番人気）�� ２４８２２（５番人気）
３連複票数 計２０３２００５ 的中 ��� ５９９２６（４番人気）
３連単票数 計４１７５８９４ 的中 ��� １８３３５（４１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．４―１２．２―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．８―５９．０―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メモリーパーミット �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 アーミジャー

２００７．５．２９生 牡５栗 母 メモリージュエル 母母 バ ラ ワ キ １０戦１勝 賞金 １３，２００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 メモリーパーミット号の騎手古川吉洋は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番・１５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 ペガサスフォース号
※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。

４レース目



（２４阪神３）第２日 ６月３日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７頭 本 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

１９７，９６０，０００円
７，３４０，０００円
１，１２０，０００円
１７，９４０，０００円
５７，５２８，５００円
４，８２４，０００円
１，６０３，２００円

勝馬投票券売得金
３０５，５７５，６００円
４８３，６１６，６００円
２３５，２４６，０００円
８７９，５８９，０００円
６１２，４６８，５００円
３６４，１００，８００円
１，１７１，７２２，５００円
２，４０３，６０１，４００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 ６，４５５，９２０，４００円

総入場人員 ２０，０７４名 （有料入場人員 １８，８１３名）


