
１７０３７ ６月２４日 雨 不良 （１９阪神３）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ �� シルバージャンパー 牝３芦 ５４
５２ △中村 将之岡田 牧雄氏 松永 昌博 浦河 鎌田 正嗣 ４８４－ ８１：２７．２ ４．４�

４８ � クリノラプソディー 牝３鹿 ５４ 五十嵐冬樹栗本 博晴氏 田中 章博 門別 沖田牧場 ４９２＋ ８１：２７．９４ ２．９�
（北海道）

５１０ ベターデイズ 牝３鹿 ５４ 川島 信二鷹野 馨氏 安藤 正敏 浦河 永田 克之 B４３０＋ ６１：２８．０クビ ２４．０�
５９ サイキョウヒカリ 牝３栗 ５４

５１ ▲浜中 俊奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４３０＋ ８１：２８．４２� １０９．４�
４７ ケンチャメワン 牝３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真谷口 貞保氏 大久保龍志 新冠 グラッドホースパーク ４４８＋２８１：２８．６１� １２．０�
３６ プレシュウズ 牝３青鹿５４ 池添 謙一�イクタ 浜田 光正 池田 高橋 正三 ４２２－１２１：２９．０２� ３４．４�
２３ アステリオン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ６１：２９．２１� ３．０	
６１２�� メイショウヴィータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典松本 好雄氏 武田 博 浦河 赤田牧場 ４００± ０１：２９．６２� １８１．７

７１３� スズカポリッシュ 牝３栗 ５４ 生野 賢一永井 啓弍氏 橋本 寿正 門別 賀張三浦牧場 ４６８＋ ６１：２９．８１� １２４．０�
３５ � メイショウレッド 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５４６ ―１：３０．５４ ２８．０�
６１１� マキハタスリリング 牝３青鹿５４ 高井 彰大�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４６０－ ８１：３０．８２ １５７．９
８１６ カゼノフウカ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 浦河 吉田 隆 ４３６ ―１：３１．１２ ７１．０�
７１４ ウインクルハード 牝３青鹿 ５４

５１ ▲田中 健�有能 木原 一良 三石 猪野毛牧場 ４１０＋ ４１：３１．２クビ １７８．９�
１１ �� ロ ザ ン ナ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅�瀬 真尚氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 ４６２ ―１：３４．７大差 １１．８�
２４ � シーグレイス 牝３栗 ５４ 太宰 啓介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６２ ―１：３７．２大差 ３４．３�

（１５頭）
８１５� オートクレール 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，２５８，３００円 複勝： １２，６２３，３００円 枠連： １８，５９８，５００円

普通馬連： ５１，２４５，０００円 馬単： ５１，３４５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１７０，１００円

３連複： ７９，１１３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２４０，３５３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ４８０円 枠 連（１－４） ４１０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ９８０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １３２５８３（返還計 ２３０９） 的中 � ２４０６１（３番人気）
複勝票数 差引計 １２６２３３（返還計 １０２９） 的中 � １９８３１（３番人気）� ３２９８４（１番人気）� ４７３２（６番人気）
枠連票数 差引計 １８５９８５（返還計 １５） 的中 （１－４） ３４１２７（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ５１２４５０（返還計 ８８９９） 的中 �� ６１４９８（２番人気）
馬単票数 差引計 ５１３４５１（返還計 ７３１５） 的中 �� ２６２６８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４１７０１（返還計 ２１９５） 的中 �� １４６７８（２番人気）�� ３２６１（１２番人気）�� ３８３９（９番人気）
３連複票数 差引計 ７９１１３２（返還計 ２１０７８） 的中 ��� １６８２０（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１２．７―１２．８―１２．８―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．３―４８．０―１：００．８―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．９―３F３９．２
３ ２，１０（６，８）４，３－（７，１６，９）（１４，１３）－１１－１２，５＝１ ４ ２，１０，８，６－（３，９）－７，１３，１６（４，１４，５）１１，１２＝１

勝馬の
紹 介

�
�
シルバージャンパー �

�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Shaadi デビュー ２００６．８．２７ 小倉７着

２００４．４．２９生 牝３芦 母 フックライン 母母 Hooked Bid １３戦１勝 賞金 １０，７５０，０００円
〔出走取消〕 オートクレール号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロザンナ号・シーグレイス号は，平成１９年７月２４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。



１７０３８ ６月２４日 雨 不良 （１９阪神３）第４日 第２競走 ��２，０００�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

２：０３．９
２：０１．６

良

不良

７７ � エアデュード 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �ラッキーフィールド松田 博資 千歳 社台ファーム ５１８－ ４２：０８．６ ３．１�

５５ � タイムオブデライト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６２：０８．７� ６．２�
６６ グランドバイオ 牡３鹿 ５６ 武 豊バイオ� 崎山 博樹 門別 日高大洋牧場 ４７２＋ ２２：０９．０２ ２．２�
８８ � シルクイグニション 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 健有限会社シルク川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８４＋ ８２：０９．９５ １６．１�
２２ シルクストラーダ 牡３黒鹿５６ 角田 晃一有限会社シルク中村 均 新冠 堤 牧場 ５０２＋ ６２：１０．８５ ３７．２�
４４ � エクスペクトワン 牡３鹿 ５６ 幸 英明櫻井 正氏 谷 潔 浦河 小倉牧場 ４５８± ０２：１１．８６ ５．６�
３３ ア ガ シ イ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４３４＋ ６２：１２．５４ ４２．４	
１１ テイエムヒトツボシ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 静内 千代田牧場 ４２４＋ ２２：１５．１大差 ６５．７


（８頭）

売 得 金

単勝： １６，７１４，０００円 複勝： １１，５６７，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ５６，３９６，５００円 馬単： ７２，７９１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，９８５，３００円

３連複： ７１，８０９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２４３，２６４，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １００円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １３０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７１４０ 的中 � ４３３６５（２番人気）
複勝票数 計 １１５６７７ 的中 � ２７５０５（２番人気）� １９４９２（３番人気）� ３７６９２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５６３９６５ 的中 �� ４１４２３（４番人気）
馬単票数 計 ７２７９１８ 的中 �� ３７１００（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３９８５３ 的中 �� １０１８８（４番人気）�� ３４３８８（１番人気）�� １８５７８（２番人気）
３連複票数 計 ７１８０９１ 的中 ��� １５３６４２（１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１２．０―１４．１―１３．４―１２．９―１２．９―１２．８―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．５―３６．５―５０．６―１：０４．０―１：１６．９―１：２９．８―１：４２．６―１：５５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．８
１
３
１，７，６，２（３，８）４，５・（７，６，８）（１，２，５）－（３，４）

２
４
１，７（２，６）８，３，４，５・（７，６）５，８－２（３，４）－１

勝馬の
紹 介

�エアデュード �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．４．８ 阪神１１着

２００４．４．９生 牡３栗 母 ファッションショー 母母 サニースルー ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヒトツボシ号は，平成１９年７月２４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ファルーシュ号（疾病〔左肘部挫創〕のため）



１７０３９ ６月２４日 小雨 不良 （１９阪神３）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

２３ � メ ガ リ ス 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０± ０１：１３．２ ７．４�

４８ � スズノトップレディ 牝３鹿 ５４
５１ ▲浜中 俊阿部 雅子氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４２６＋ ４１：１３．５１� ２３．７�

２４ セトノジェネシス 牡３栗 ５６ 赤木高太郎難波 澄子氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８８＋ ８１：１３．９２� ３．４�
４７ 	 レッドザボックス 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠山本 慎一氏 中竹 和也 米 Frank

Hopewell ５７８± ０ 〃 ハナ ５．９�
６１２
 テイエムテムジン 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 静内 佐竹 学 B４７６± ０１：１４．５３� １１．６�
５９ � メイショウビヨンド 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ３７６－ ２ 〃 クビ ２９５．５�
６１１� ヤマニンキュリオ 牡３栗 ５６ 武 豊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４９０＋ ２１：１４．８１� ２．７	
１１ � ブルースパークル 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智 
荻伏レーシング・クラブ 服部 利之 三石 加野牧場 ４４４－ ６１：１５．１２ ６０．１�
１２ タマモディファイ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一タマモ
 柴田 政見 新冠 小泉牧場 ４８０＋ ６１：１５．２クビ ５７．４�
７１３	 マチカネエベッサン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一細川 益男氏 藤岡 健一 愛 Machi-

kane Farm ４６２－ ６ 〃 クビ １３．５
３６ コウエイスター 牡３鹿 ５６ 金折 知則西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５２＋ ８ 〃 アタマ ２６４．６�
８１６ ヴィクローザ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 桑田フアーム ４７６－１０１：１５．３� ２８０．９�
５１０ マルタカキングス 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉高橋 義和氏 昆 貢 浦河 鵜木 唯義 B４５０ ―１：１６．０４ ２００．６�
３５ シゲルダンヤバード 牝３鹿 ５４ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ４４８＋ ４１：１６．４２� ４５．０�
８１５� イダテンムスメ 牝３栗 ５４

５１ ▲荻野 琢真西村新一郎氏 梅田 康雄 三石 小河 豊水 ４５０± ０ 〃 ハナ １９５．０�
７１４ スリーシャレード 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健永井商事
 武 宏平 静内 武 牧場 ４００± ０１：１８．４大差 ２８８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２１１，３００円 複勝： １９，１１７，１００円 枠連： ２４，２１８，１００円

普通馬連： ７５，２３５，８００円 馬単： ７２，３３２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１７３，０００円

３連複： １０８，２９４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３４１，５８２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２６０円 � ４７０円 � １５０円 枠 連（２－４） ５１０円

普通馬連 �� ６，６９０円 馬 単 �� １２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７１０円 �� ４００円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ６，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２１１３ 的中 � ２１６８１（４番人気）
複勝票数 計 １９１１７１ 的中 � １７９３７（４番人気）� ８４６８（７番人気）� ４４３１２（２番人気）
枠連票数 計 ２４２１８１ 的中 （２－４） ３５１９０（２番人気）
普通馬連票数 計 ７５２３５８ 的中 �� ８３１０（２２番人気）
馬単票数 計 ７２３３２３ 的中 �� ４４５０（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１７３０ 的中 �� ２９９８（２０番人気）�� １５０６１（４番人気）�� ５０１７（１３番人気）
３連複票数 計１０８２９４４ 的中 ��� １２１４６（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．９―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．８―１：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．３
３ ８（４，５）３（１２，１３，１４）１，１１－（２，９）７，６，１６－１０－１５ ４ ８（４，５）３，１２（１，１１，１３，１４）（２，９）７，６，１６＝１０－１５

勝馬の
紹 介

�メ ガ リ ス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．４．８ 阪神１２着

２００４．３．２７生 牡３黒鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーシャレード号は，平成１９年７月２４日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 マチカネエベッサン号・スリーシャレード号は，平成１９年７月２４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 シルクルーヴル号



１７０４０ ６月２４日 小雨 不良 （１９阪神３）第４日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５６ ハギノエントラータ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３４－ ４１：５４．９ ２．２�

４４ ツルマルシルバー 牡３芦 ５６ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４７２＋ ４１：５５．６４ １１．９�
２２ � マヤノビャッコ 牡３芦 ５６ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ５０２－ ２１：５５．７クビ １６．８�
６８ � カ ミ ツ キ 牡３栗 ５６ 小牧 太昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９２－ ６１：５６．２３ ４．０�
８１２ マニフィーク 牡３栗 ５６ 高橋 亮 �エクセルマネジメント高橋 隆 えりも エクセルマネジメント ４６０－１２１：５６．６２� １６．０�
６９ � タイセイユニオン 牡３黒鹿５６ 川島 信二田中 成奉氏 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ４２４＋ ４ 〃 クビ ２４．８�
８１３ ハードインパルス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三芹澤 精一氏 武 宏平 浦河 松栄牧場 ４６６ ―１：５６．８１� ５９．２	
４５ セオソフィア 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎 U.M.K. 南井 克巳 新冠 清水 克則 ５０８－ ２１：５７．２２� ２５．５

３３ � モ ン デ フ ィ 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３８± ０１：５７．９４ ２２０．６�
７１０ クイーンナイサー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介加藤 守氏 松元 茂樹 静内 タイヘイ牧場 ４３８－ ８１：５８．１１� １２０．０�
７１１� メイショウシキブ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ２１：５８．５２� ８２．７
１１ � タイカーリアン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４６０＋ ２１：５８．７１� ４．８�
５７ ジダンヘッド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海田畑 法賢氏 崎山 博樹 門別 坂戸 節子 ５２２ ―２：０１．４大差 ７９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０２，０００円 複勝： ２１，６３５，８００円 枠連： ２０，２１５，２００円

普通馬連： ７６，２４２，５００円 馬単： ７４，８８７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０３７，９００円

３連複： １０７，０９８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３４３，８１９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ３３０円 枠 連（４－５） ９４０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ６００円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ４，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７０２０ 的中 � ８２７９９（１番人気）
複勝票数 計 ２１６３５８ 的中 � ６５６２５（１番人気）� ２１４３７（４番人気）� １２９１３（５番人気）
枠連票数 計 ２０２１５２ 的中 （４－５） １５９６０（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６２４２５ 的中 �� ４６４９３（４番人気）
馬単票数 計 ７４８８７６ 的中 �� ２９１６７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０３７９ 的中 �� １１２９０（４番人気）�� ８８３３（５番人気）�� ３５１９（１９番人気）
３連複票数 計１０７０９８４ 的中 ��� １９０９０（１５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１４．１―１３．５―１２．５―１２．５―１２．５―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３７．９―５１．４―１：０３．９―１：１６．４―１：２８．９―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．５
１
３
５，１３（２，１１）（１０，８）（１，３，１２）７，９，４＝６・（５，１３）８，６（２，１１，１２）１０（３，４）９（１，７）

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

勝馬の
紹 介

ハギノエントラータ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．１６ 阪神１１着

２００４．２．２８生 牡３黒鹿 母 ハギノトニーレディ 母母 サベージレディ １１戦１勝 賞金 １２，６００，０００円
〔発走状況〕 タイカーリアン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タイセイユニオン号の騎手川島信二は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔その他〕 ジダンヘッド号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔３走成績による出走制限〕 メイショウシキブ号は，平成１９年７月２４日まで平地競走に出走できない。



１７０４１ ６月２４日 小雨 稍重 （１９阪神３）第４日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

３３ � ユウアールシー 牝２芦 ５４ 四位 洋文�アイテツ 田中 章博 浦河 杵臼牧場 ４６２ ―１：２４．３ １０．０�

４４ � ランチボックス 牡２鹿 ５４ 武 豊馬場 幸夫氏 浅見 秀一 静内 矢野牧場 ４８８ ―１：２４．４� １．５�
７７ � レディーファースト 牝２青 ５４ 横山 典弘 �エクセルマネジメント森 秀行 えりも エクセルマネジメント ４６０ ―１：２５．１４ ９．５�
２２ � リチャードバローズ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ５０４ ― 〃 アタマ ２８．１�
１１ � アンヴェイル 牡２栗 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８ ―１：２５．３１� ８．４�
８８ � カネトシロフティ 牡２黒鹿５４ 飯田 祐史兼松 利男氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６６ ―１：２５．４� ９．１	
６６ � アイザックスリナー 牝２栗 ５４ 佐久間寛志小笹 公也氏 鹿戸 明 静内 橋谷 折 ４３８ ―１：２６．１４ ４３．３

５５ � コンゴウマイヒメ 牝２栗 ５４ 和田 竜二金岡 久夫氏 山内 研二 静内 出羽牧場 ４９４ ―１：２６．６３ １０．６�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２８，８９０，３００円 複勝： １７，７０７，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７６，０６１，３００円 馬単： １０５，６６１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，００４，１００円

３連複： ９５，５３１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３４１，８５６，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ２１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ８５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８８９０３ 的中 � ２２９２３（５番人気）
複勝票数 計 １７７０７９ 的中 � １８４５１（５番人気）� ６６８８５（１番人気）� １６４２８（６番人気）
普通馬連票数 計 ７６０６１３ 的中 �� ９８３３６（３番人気）
馬単票数 計１０５６６１５ 的中 �� ３９８１４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８００４１ 的中 �� １８７５４（３番人気）�� ４４８０（１６番人気）�� １５８１３（５番人気）
３連複票数 計 ９５５３１１ 的中 ��� ４９９４０（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．３―１２．２―１２．０―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３６．１―４８．３―１：００．３―１：１２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ ４，６，３，８（２，５）１－７ ４ ・（４，６）（３，８）－２，５，１－７
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�ユウアールシー �

父 ク ロ フ ネ �


母父 Nijinsky 初出走

２００５．４．５生 牝２芦 母 バレットルッセ 母母 Mariella １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 エーシンプリリード号（疾病〔キ甲部フレグモーネ〕のため）



１７０４２ ６月２４日 小雨 稍重 （１９阪神３）第４日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

７１３ ロングキャニオン 牡３栗 ５６ 池添 謙一中井 敏雄氏 沖 芳夫 浦河 斉藤 英 ４９２－１４２：０２．７ ４０．５�

６１１ マヤノバルトーク 牡３鹿 ５６
５３ ▲浜中 俊田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８８－ ４ 〃 ハナ ３．０�

４７ � テイエムウミナリ 牡３鹿 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 川越ファーム ４６６－ ６２：０３．３３� ６．４�
５１０�� マッキーサムソン 牡３黒鹿５６ 石橋 守薪浦 亨氏 梅田 康雄 浦河 金石牧場 ４４４± ０２：０３．５１	 ５７．６�
８１５ ウォータートスカ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 畔高牧場 ４４０＋ ４２：０３．７１ ２６．９�
４８ シュトラーレン 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ２９．０�
２４ メイショウアルペン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 三嶋牧場 ４１０－ ２２：０３．８
 １０５．１	
２３ � ホッコーサンライズ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 浜田 光正 新冠 小泉 学 ４３６－ ６ 〃 アタマ １１．５

７１４� ヴァンタリエル 牡３栗 ５６ 五十嵐冬樹 �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 ハナ ２５．７�

（北海道）

１１ � ミリオンキング 牡３黒鹿５６ 武 豊青山 洋一氏 池江 泰郎 米 Dr. Masa-
take Iida ４９６＋ ２２：０４．０１� ２．７

８１６ スピードボーイ 牡３鹿 ５６
５３ ▲田中 健山田 英男氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６６－ ２ 〃 クビ ２２１．２�

５９ � アドマイヤシズカ 牝３黒鹿５４ 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 ４４６－１６２：０４．３２ ６３．４�

３６ ジョリーレイジ 牡３鹿 ５６
５４ △中村 将之�三嶋牧場 松永 昌博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５２－１０２：０４．４クビ １６９．１�

３５ � シルクブロンクス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己有限会社シルク鮫島 一歩 浦河 桑田フアーム ４９４ ― 〃 クビ １５．７�
１２ � メルシーマック 牡３芦 ５６ 高野 容輔永井 康郎氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ４３８－ ４２：０４．６１	 ３４２．６�
６１２� タガノアサヒ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７８ ―２：０４．９１
 ２１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６０６，４００円 複勝： ２２，２１５，６００円 枠連： ２２，３９０，３００円

普通馬連： ８５，０３９，０００円 馬単： ８０，８５２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６３７，０００円

３連複： １２５，７０１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８０，４４１，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４，０５０円 複 勝 � ６９０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（６－７） １，８３０円

普通馬連 �� ４，１７０円 馬 単 �� １３，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ２，５００円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ５，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１６０６４ 的中 � ４２０４（１０番人気）
複勝票数 計 ２２２１５６ 的中 � ５３０６（１０番人気）� ６６９８８（１番人気）� ３２０２０（３番人気）
枠連票数 計 ２２３９０３ 的中 （６－７） ９０６２（７番人気）
普通馬連票数 計 ８５０３９０ 的中 �� １５０７１（１６番人気）
馬単票数 計 ８０８５２１ 的中 �� ４４５３（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６３７０ 的中 �� ３３８７（２１番人気）�� ２０３２（３０番人気）�� ２０７４１（２番人気）
３連複票数 計１２５７０１２ 的中 ��� １５６６７（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．０―１２．３―１２．１―１２．８―１３．２―１２．６―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．４―３５．４―４７．７―５９．８―１：１２．６―１：２５．８―１：３８．４―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ロングキャニオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００６．１１．２６ 京都８着

２００４．３．９生 牡３栗 母 ロングオードリイ 母母 タケノコーリー ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ヴァンタリエル号・アドマイヤシズカ号・メルシーマック号は，平成１９年７月２４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キングプロテア号・スカイリュウホー号・ナムラウイング号
※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。



１７０４３ ６月２４日 小雨 不良 （１９阪神３）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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
１：４８．４

重

重

３５ �� スリーキセキ 牝４青鹿５５ 熊沢 重文永井商事� 橋本 寿正 静内 岡野牧場 ４５６＋ ４１：５３．６ ９３．４�

８１６�� マルタカタキオン 牡４栗 ５７ 池添 謙一高橋 義和氏 池添 兼雄 新冠 北星村田牧場 ４７４－ ６ 〃 ハナ ３．２�
７１４ ブライアンズエッセ 牡４栗 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ４．０�
５９ メイショウチョイス 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５４６－ ２１：５３．７クビ １２．７�
１２ � エイシンイッパツ 牡３鹿 ５４

５２ △中村 将之平井 豊光氏 松永 昌博 浦河 丸幸小林牧場 ４８８－ ２１：５４．２３ ６．４�
４７ サンライズタイム 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 羽月 友彦 門別 浜本牧場 ４８４＋ ４１：５４．３クビ ６．９�
２４ � エーケーリープ 牡４鹿 ５７

５４ ▲田中 健桂土地� 五十嵐忠男 静内 高橋 修 ４６０－ ２ 〃 アタマ ３４．７	
１１ ニシオハンセル 牡３栗 ５４ 高橋 亮西尾 午郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４５６± ０１：５５．０４ ２２．６

３６ ワイルドライフ 牡５鹿 ５７

５４ ▲浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９２－１４１：５５．６３� ３５．０�
７１３�� マイネルアンツーク 牡４黒鹿５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坪 憲章 宮城 遊佐 武俊 ４６８－ ８１：５５．８１ ３１．２
６１１� ティリブルティート 牡４栃栗 ５７

５４ ▲藤岡 康太小林 博雄氏 松田 国英 新冠 北星村田牧場 ５００＋ ４１：５５．９	 ５０．５�
８１５� ナムラクック 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４６８－１２１：５７．０７ １０．９�
５１０� アグネスラッセル 牡４鹿 ５７ 横山 典弘渡辺 孝男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４８４＋１０１：５７．３１	 ５３．２�
４８ エビスグリーン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ５２６＋ ６ 〃 ハナ ４０．５�
２３ �� メディアスナイパー 牡４栗 ５７ 五十嵐冬樹平井 卓也氏 清水 出美 伊達 高橋農場 ４６０＋ ４１：５８．１５ ７８．２�

（北海道）

６１２� カシノオウジャ 牡４鹿 ５７ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４８０－ ４１：５８．２クビ １５１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５２８，８００円 複勝： ２５，１９７，４００円 枠連： ３１，７５３，２００円

普通馬連： １０２，８９６，７００円 馬単： ８４，５７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２５６，５００円

３連複： １４９，１８８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４４３，３９１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ９，３４０円 複 勝 � ２，３５０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（３－８） ４，４１０円

普通馬連 �� ２７，５２０円 馬 単 �� ８４，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６３０円 �� ８，７７０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ３４，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２５２８８ 的中 � １９０２（１５番人気）
複勝票数 計 ２５１９７４ 的中 � １８９５（１５番人気）� ５４７９３（１番人気）� ３７１３４（３番人気）
枠連票数 計 ３１７５３２ 的中 （３－８） ５３２５（１４番人気）
普通馬連票数 計１０２８９６７ 的中 �� ２７６０（６５番人気）
馬単票数 計 ８４５７０２ 的中 �� ７４０（１４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２５６５ 的中 �� ９４６（６４番人気）�� ７１３（７２番人気）�� １９０２７（１番人気）
３連複票数 計１４９１８８６ 的中 ��� ３２１２（１０７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１３．６―１２．８―１２．６―１２．５―１２．８―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３７．０―４９．８―１：０２．４―１：１４．９―１：２７．７―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
スリーキセキ �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トウシヨウボーイ

２００３．５．２７生 牝４青鹿 母 スリーリッチ 母母 スリーリオン １５戦１勝 賞金 ８，６５０，０００円
初出走 JRA

※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 アマゾンリリー号・インカム号
※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。



１７０４４ ６月２４日 小雨 稍重 （１９阪神３）第４日 第８競走 ��
��２，４００�

い く た

生 田 特 別
発走１３時５０分 （芝・右・外）

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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

２２ �� テンシノゴールド 牡４鹿 ５７ 小牧 太杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４６８＋ ２２：２８．１ ２．３�

８１３ ウイドーハンター 牡４鹿 ５７ 武 豊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８６－ ２２：２８．２	 ４．４�
５６ ダイシンハーバー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠大八木信行氏 松田 博資 静内 矢野牧場 ４６４－ ６２：２８．４１
 ７．３�
７１０� ブリトマルティス 牝３鹿 ５１ 酒井 学吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４３６－ ２ 〃 クビ ６２．１�
７１１� ウインバーディクト 牡３鹿 ５３ 石橋 守�ウイン 河内 洋 三石 木下牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ １４．３�
８１２� マイネインティマ 牝３黒鹿５１ 五十嵐冬樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 ４２８＋ ４２：２８．６１	 ７２．９�
（北海道）

４４ � ドリームフライト 牡３栗 ５３ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４８８± ０２：２８．８１
 ４２．１	
６８ � アグネスヨジゲン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４６２－ ６２：２８．９	 ６．０

５７ サンライズグラス 牡３栗 ５３ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４８４± ０ 〃 ハナ １８．０�
３３ クニノヤマト 牡４黒鹿５７ 角田 晃一國立 治氏 松永 昌博 浦河 谷口牧場 ４８４＋ ２２：２９．１１	 ４８．８�
１１ キクノプログレッソ 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５００± ０２：２９．４２ ３５．８
４５ �� シゲルイサイダカ 牡４鹿 ５６ 和田 竜二森中 蕃氏 坪 憲章 豪 Boxgrove

Pastoral Co ５２０＋ ２２：２９．６１	 ８９．１�
６９ � フィフスアベニュー 牝３青鹿５１ 上村 洋行 �エクセルマネジメント清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５００＋ ８２：２９．７クビ ２２．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，８６７，９００円 複勝： ３５，５２３，３００円 枠連： ３１，２４１，１００円

普通馬連： １３３，９８８，０００円 馬単： １２２，９８２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３２２，７００円

３連複： １９４，４９４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５８２，４１９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（２－８） ６００円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３７０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０８６７９ 的中 � １０９０５７（１番人気）
複勝票数 計 ３５５２３３ 的中 � １１２５９１（１番人気）� ４９８１３（３番人気）� ４０１８５（４番人気）
枠連票数 計 ３１２４１１ 的中 （２－８） ３８９６０（２番人気）
普通馬連票数 計１３３９８８０ 的中 �� １６００７９（２番人気）
馬単票数 計１２２９８２５ 的中 �� ８５５８９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３２２７ 的中 �� ３１３９５（２番人気）�� ２２５５１（３番人気）�� １１８１０（７番人気）
３連複票数 計１９４４９４４ 的中 ��� １０４８６４（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２４．４―３７．４―５０．４―１：０３．４―１：１６．４―１：２９．５―１：４２．０―１：５４．０―２：０４．９―２：１６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
テンシノゴールド �

�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００５．１０．９ 京都２着

２００３．４．２６生 牡４鹿 母 デイムキリー 母母 Take Your Mark １９戦３勝 賞金 ６３，３８０，０００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。



１７０４５ ６月２４日 小雨 稍重 （１９阪神３）第４日 第９競走 ��１，６００�
えびすばし

戎 橋 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４８ ビッグカポネ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４５６＋ ２１：３４．１ ３．７�

１２ キクカラヴリイ 牝３鹿 ５２ 池添 謙一飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４０± ０１：３４．５２� ３０．３�
３６ ファイトザパワー �５鹿 ５７ 福永 祐一山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４７０－ ２１：３４．７１� １２．０�
４７ �� ラブアクチュアリー 牝４鹿 ５５ 武 豊 �エクセルマネジメント武 邦彦 門別 棚川牧場 ４８６＋ ６１：３４．８� ５．２�
５９ グロースベルベット 牝３鹿 ５２ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 静内 武岡牧場 ４１８－ ４ 〃 クビ １３４．５�
２４ � カワキタラプラタ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅川島 吉男氏 白井 寿昭 新冠 高瀬牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ６３．４	
７１４� フミノウインダム 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎谷 二氏 西浦 勝一 門別 豊郷牧場 ４５２± ０１：３４．９クビ ４．０

２３ レジェンダロッサ 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４ 〃 ハナ ４８．６�
８１６	 マザーレイク 牝５青鹿５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６± ０１：３５．１１
 ８３．４�
５１０ ブラウンキャット 牝３栗 ５２ 後藤 浩輝キャピタルクラブ 安田 隆行 大樹 大樹ファーム ４１０－ ２ 〃 アタマ ４５．４
１１ � キャッスルトン 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 追分 追分ファーム ４２８－ ６１：３５．３１ １１．４�
６１１ ダイシンパーティー 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６± ０ 〃 ハナ ９．９�
３５ �	 ピースメーカー 牡４芦 ５７ 幸 英明橘 八重子氏 加藤 敬二 三石 土田農場 ４８２＋ ８１：３５．６２ １５１．７�
７１５� トップエクセレント 牝３黒鹿５２ 上村 洋行中井 敏雄氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６６± ０１：３６．２３� １５．９�
７１３� シゲルメルシ 牡３鹿 ５４ 田中 勝春森中 蕃氏 沖 芳夫 新冠 長浜 秀昭 ４６４＋ ６１：３６．３� ５０．２�
８１７ ミズホユウセイ 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介�王蔵牧場 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 ４２４－１０１：３６．４� １４５．３�
６１２ ニホンピロファイブ 牡４栗 ５７ 赤木高太郎小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４７４＋ ６１：３６．５� １９．４�
８１８�� プリティアンブレラ 牝４鹿 ５５ 五十嵐冬樹金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６ 〃 ハナ ６６．１�
（北海道）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，７１７，５００円 複勝： ３９，０８９，２００円 枠連： ５３，８９０，６００円

普通馬連： １８２，１５９，８００円 馬単： １１３，３６３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，０５１，６００円

３連複： １８５，２２５，９００円 ３連単： ４１３，５００，２００円 計： １，０６４，９９８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ７２０円 � ３５０円 枠 連（１－４） ８２０円

普通馬連 �� ５，７６０円 馬 単 �� ９，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０００円 �� ７６０円 �� ３，２７０円

３ 連 複 ��� １５，２４０円 ３ 連 単 ��� ９０，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３５７１７５ 的中 � ７６８０７（１番人気）
複勝票数 計 ３９０８９２ 的中 � ７９７３６（１番人気）� １１４４６（９番人気）� ２７４５１（６番人気）
枠連票数 計 ５３８９０６ 的中 （１－４） ４８７９１（２番人気）
普通馬連票数 計１８２１５９８ 的中 �� ２３３５４（２２番人気）
馬単票数 計１１３３６３９ 的中 �� ８７８８（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２０５１６ 的中 �� ５０９９（２２番人気）�� １４４０２（４番人気）�� ３０６９（３５番人気）
３連複票数 計１８５２２５９ 的中 ��� ８９７３（５０番人気）
３連単票数 計４１３５００２ 的中 ��� ３３７７（２８０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．６―１１．９―１２．０―１１．３―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．２―３４．８―４６．７―５８．７―１：１０．０―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグカポネ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００５．９．１０ 阪神４着

２００３．４．２２生 牡４鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン ２１戦３勝 賞金 ６０，６５８，０００円
〔発走状況〕 キャッスルトン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 ミズホユウセイ号は，平成１９年７月２４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。
（非抽選馬） １頭 スマイリングルーラ号
※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。



１７０４６ ６月２４日 小雨 稍重 （１９阪神３）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

み な づ き

水 無 月 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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

４５ � メイショウトッパー 牡４黒鹿５７ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７８－ ４１：０９．６ ２．０�

１１ � タムロスターディ 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 静内 高橋 誠次 B４５０± ０１：１０．０２	 ７．４�
３３ ランドベスト 牡５栗 ５７ 中村 将之木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０６± ０ 〃 クビ １４０．９�
５８ カントリースタイル 牝７鹿 ５５ 橋本 美純津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 ４３８＋ ４１：１０．１	 ３１．１�
７１１
� ブライティアアイ 牝５鹿 ５５ 田中 克典小林 昌志氏 須貝 彦三 米 Masashi

Kobayashi ４８４＋ ６ 〃 ハナ １２８．１�
２２ � コスモラヴアゲイン 牡５青鹿５７ 赤木高太郎 �ビッグレッドファーム 佐々木晶三 静内 泊 寿幸 ４８４－ ４１：１０．２� ４３．９�
５７ � リガードシチー 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎 	友駿ホースクラブ 岡田 稲男 静内 片岡牧場 ５０４＋ ２ 〃 ハナ １２．８

４６ �� ミッキーコマンド 牝４鹿 ５５ 和田 竜二三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４６２＋２２１：１０．４１	 １００．１�
６１０ シゲルガンバレ 牡６鹿 ５７ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ５０．９�
３４ ゴッドスマイルユー 牡４芦 ５７ 武 豊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５２－ ６１：１０．５クビ ２．９
８１３� ビッグサクセス 牡６栗 ５７ 浜中 俊百万 武夫氏 中尾 正 新冠 村田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ２１３．９�
６９ メイショウイッテキ 牡７鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 安田伊佐夫 門別 有限会社

ジィワンファーム B４９４－ ２１：１０．６	 ５５．４�
８１４�� メイショウホクシン 牡５黒鹿５７ 横山 典弘松本 好雄氏 増本 豊 三石 片山 修 ５０８－ ６ 〃 クビ １７．１�
７１２ マザーズウィッシュ 牝３栗 ５２ 五十嵐冬樹	アカデミー 鮫島 一歩 新冠 清水 克則 ４５２± ０１：１１．０２	 ３６．６�

（北海道）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，８５１，０００円 複勝： ３７，２３５，１００円 枠連： ４３，７１２，５００円

普通馬連： １８６，２８２，６００円 馬単： １４９，５１８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，１２３，２００円

３連複： １８１，７５６，１００円 ３連単： ５００，３１９，２００円 計： １，１７９，７９８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ２，２９０円 枠 連（１－４） ７１０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ５，０３０円 �� １０，５８０円

３ 連 複 ��� ２８，５００円 ３ 連 単 ��� ８４，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３７８５１０ 的中 � １４９３０２（１番人気）
複勝票数 計 ３７２３５１ 的中 � １１４６２６（１番人気）� ４２５８９（３番人気）� ２６４５（１３番人気）
枠連票数 計 ４３７１２５ 的中 （１－４） ４６０６７（３番人気）
普通馬連票数 計１８６２８２６ 的中 �� １８５９８１（２番人気）
馬単票数 計１４９５１８４ 的中 �� １２０１４７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３１２３２ 的中 �� ３５０４４（２番人気）�� １９５５（３８番人気）�� ９２１（５９番人気）
３連複票数 計１８１７５６１ 的中 ��� ４７０７（６８番人気）
３連単票数 計５００３１９２ 的中 ��� ４３７８（２０７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．５―１１．６―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．５―４６．１―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウトッパー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．２．２６ 阪神２着

２００３．５．１４生 牡４黒鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition ８戦４勝 賞金 ５３，５１５，０００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。



１７０４７ ６月２４日 小雨 稍重 （１９阪神３）第４日 第１１競走 ��
��２，２００�第４８回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右）
３歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除３歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５８�，牝馬２�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

［参考記録］

２：１０．９
２：１０．１
２：１１．１
２：１０．２

良

良

良

稍重 （京都）

３６ アドマイヤムーン 牡４鹿 ５８ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ８２：１２．４ ６．７�

８１７ メイショウサムソン 牡４鹿 ５８ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ５１８＋ ２２：１２．５� ４．２�
３５ ポップロック 牡６鹿 ５８ 武 豊吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ８２：１２．８２ ６．９�
５９ � アドマイヤフジ 牡５黒鹿５８ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１８± ０２：１２．９クビ ５９．８�
７１３� ファストタテヤマ 牡８鹿 ５８ 小牧 太辻 幸雄氏 安田伊佐夫 新冠 秋田牧場 ４７０± ０２：１３．０� １５３．３�
４７ � カワカミプリンセス 牝４鹿 ５６ 武 幸四郎 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４９４＋ ６２：１３．２１� １０．２�
４８ � インティライミ 牡５鹿 ５８ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７６± ０２：１３．３� ４７．４	
１２ � ウ オ ッ カ 牝３鹿 ５１ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４８４＋ ２２：１４．０４ ３．５

６１２ トウカイトリック 牡５鹿 ５８ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４３４－ ２２：１４．３２ ９５．５�
２４ � マキハタサイボーグ 	５鹿 ５８ 和田 竜二�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ４９６－ ４２：１５．１５ １７４．５�
８１６
 コスモバルク 牡６鹿 ５８ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５１６＋ ２２：１５．２クビ ５１．１

（北海道） （北海道）

６１１ ダイワメジャー 牡６栗 ５８ 安藤 勝己大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１６－１６２：１５．８３� ７．０�
１１ スウィフトカレント 牡６青鹿５８ 横山 典弘 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４２：１５．９� ４６．９�
７１４ シャドウゲイト 牡５黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：１６．０� ２３．７�
７１５ アサクサキングス 牡３鹿 ５３ 松岡 正海田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６２：１７．３８ ５５．５�
２３ � マイソールサウンド 牡８栗 ５８ 角田 晃一佐野 清氏 西浦 勝一 門別 長田ファーム ４７８＋ ２２：１７．５１� １８３．７�
５１０ アドマイヤメイン 牡４栗 ５８ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム B５０２－ ２２：１８．２４ ５８．２�
８１８ ローエングリン 牡８栗 ５８ 後藤 浩輝 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８６－ ６２：２０．６大差 １１９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７６４，８２３，４００円 複勝： ６０７，９１２，２００円 枠連： １，０２４，６６１，２００円

普通馬連： ４，３５９，１１８，３００円 馬単： ２，７０３，２１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８０９，９０８，６００円

３連複： ４，６３９，６２６，９００円 ３連単： １０，３５４，３３９，４００円 計： ２５，２６３，６０８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（３－８） ７００円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ５１０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� １５，５７０円

票 数

単勝票数 計７６４８２３４ 的中 � ９０７８２１（３番人気）
複勝票数 計６０７９１２２ 的中 � ８１３９９６（４番人気）� １１４５９９３（１番人気）� ８２４６５５（３番人気）
枠連票数 計１０２４６６１２ 的中 （３－８）１０８２５０９（２番人気）
普通馬連票数 計４３５９１１８３ 的中 �� ２２０７２２８（７番人気）
馬単票数 計２７０３２１８８ 的中 �� ６２８７８３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計８０９９０８６ 的中 �� ３８１００８（５番人気）�� ３９４８８０（３番人気）�� ４４７７１１（２番人気）
３連複票数 計４６３９６２６９ 的中 ���１２６１９１７（７番人気）
３連単票数 計１０３５４３３９４ 的中 ��� ４９１０８０（３６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．９―１２．１―１２．３―１２．７―１３．０―１２．３―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４５．４―５７．５―１：０９．８―１：２２．５―１：３５．５―１：４７．８―２：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３６．９
１
３

１８，１０，１５－（１４，７）１６（２，１１）（８，１７）３，６，１２，５，９－（４，１３）１
１８，１０（３，１５，１４）７（１１，１６）（１２，２）（８，１７）６，５（９，１３）（１，４）

２
４

１８，１０－１５－１４，７（３，１１，１６）（２，８，１７）－（１２，６）５，９（４，１３）１
７（１４，１６，１７）２（１８，１１，６）３，８（１２，１０，５）（９，１３）（１，１５，４）

勝馬の
紹 介

アドマイヤムーン �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．１０ 函館１着

２００３．２．２３生 牡４鹿 母 マイケイティーズ 母母 ケイティーズファースト １２戦８勝 賞金 ４８６，６８２，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔制裁〕 カワカミプリンセス号の騎手武幸四郎は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金５０，０００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。



１７０４８ ６月２４日 小雨 不良 （１９阪神３）第４日 第１２競走 ��
��２，０００�

た か と り

鷹 取 特 別
発走１６時２０分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１８．６．２４以降１９．６．１７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０３．９
２：０１．６

良

不良

４７ � キングトップガン 牡４鹿 ５７．５ 安藤 勝己池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９０± ０２：０５．６ ３．７�

７１３ ク リ ー ン 牡３鹿 ５３ 横山 典弘小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５７２＋１２２：０６．２３� １６．１�
５９ デポジットブック 牡５黒鹿５４ 中村 将之 �サンデーレーシング 松元 茂樹 追分 追分ファーム ４７０± ０２：０６．４１ ６７．５�
６１１ ナリタブラック 牡５芦 ５５ 後藤 浩輝�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４９０＋ ８２：０６．７１� １９．０�
４８ ゼンノコーラル 牡６鹿 ５７ 福永 祐一大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ １６．５�

２３ �	 フォグキャスケード 牡５鹿 ５５ 渡辺 薫彦伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム B４８０＋ ６２：０７．１２� ６０．０	
（７９７４）

１１ テイエムヘネシー 牡６栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 静内 矢野牧場 ４５２＋ ２２：０７．３１
 ４０．０

８１６ ゲットアウト 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０－１４２：０７．４� ８．７�
３５ オースミナイス 牡５黒鹿５４ 川田 将雅�オースミ 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８４＋ ２２：０７．５� ５２．３�
３６ � ピサノフィリップ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 田所 清広 静内 クドウファーム ４９８± ０２：０７．６クビ ６．４
１２ クリアヴィジョン 牡６栗 ５５ 幸 英明吉田 勝己氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ６ 〃 ハナ ３０．２�
８１５ ツルマルスリー 牡４栗 ５８ 和田 竜二鶴田 任男氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 ４５８＋１０２：０７．９２ ２２．７�
２４ ホーマンラフィット 牡５栗 ５３ 上村 洋行久保 久人氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 ４６２－１２２：０８．４３ １２４．９�
５１０ サンシーズン 牡５鹿 ５７ 四位 洋文竹内十志夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ５０４－ ２２：０８．５� ８．５�
６１２� ビクトリーテツニー 牡３栗 ５４ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４７０ ２：０８．６クビ ３．９�
７１４�� ストロングドン 牡７鹿 ５２ 小原 義之新木 鈴子氏 小原伊佐美 千歳 社台ファーム ５２６± ０２：０９．３４ １２８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８０，５０１，５００円 複勝： ９７，２１０，２００円 枠連： １０３，３１７，６００円

普通馬連： ４１６，７７７，０００円 馬単： ２５４，０９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０１，３１８，９００円

３連複： ４２８，５２５，５００円 ３連単： ９３６，４７５，３００円 計： ２，４１８，２２５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ４８０円 � ２，０３０円 枠 連（４－７） １，９３０円

普通馬連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ５，０２０円 �� １１，９４０円

３ 連 複 ��� ８４，４５０円 ３ 連 単 ��� ３２７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ８０５０１５ 的中 � １７４４７６（１番人気）
複勝票数 計 ９７２１０２ 的中 � １８５８４０（１番人気）� ４９１２３（８番人気）� ９９９９（１４番人気）
枠連票数 計１０３３１７６ 的中 （４－７） ３９５９２（９番人気）
普通馬連票数 計４１６７７７０ 的中 �� １１４６７０（９番人気）
馬単票数 計２５４０９９２ 的中 �� ４１４９８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０１３１８９ 的中 �� ２１３９８（１０番人気）�� ４９０１（６１番人気）�� ２０４３（９４番人気）
３連複票数 計４２８５２５５ 的中 ��� ３７４５（２３９番人気）
３連単票数 計９３６４７５３ 的中 ��� ２１１０（９８９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．１―１４．０―１３．１―１３．０―１２．６―１２．３―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．２―３６．３―５０．３―１：０３．４―１：１６．４―１：２９．０―１：４１．３―１：５３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キングトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．６．１０ 中京４着

２００３．４．２４生 牡４鹿 母 グリタリングフラワ 母母 カシマアロー ７戦４勝 賞金 ４１，０１４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マコトスパルビエロ号



（１９阪神３）第４日 ６月２４日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

４２２，５５０，０００円
６，７１０，０００円
１７，１２０，０００円
１，６９０，０００円
７，５１０，０００円
４７，８２０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６１，２１６，０００円
５，１１２，０００円
１，７２７，１００円

勝馬投票券売得金
１，０９５，６７２，４００円
９４７，０３４，８００円
１，３７３，９９８，３００円
５，８０１，４４２，５００円
３，８８５，６２３，４００円
１，１６８，９８８，９００円
６，３６６，３６４，８００円
１２，２０４，６３４，１００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 ３２，８４３，７５９，２００円

総入場人員 ６３，５８０名 （有料入場人員 ６１，３７１名）




