
１７０１３ ６月２２日 曇 不良 （２０阪神３）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５１０ イコールパートナー 牝３栗 ５４ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ
ジメント 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ６１：５３．０ ３．５�

６１２ キュンキュンハート 牝３鹿 ５４
５１ ▲船曳 文士 �イースターサンデー 羽月 友彦 浦河 山春牧場 ４２２－ ４１：５３．２１ １７．６�

２４ ウォーターリメイン 牝３栗 ５４ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４０８－ ４１：５３．５１� ８９．４�
３５ マックリーン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�柏台牧場 羽月 友彦 大樹 柏台牧場 ４７４－ ４１：５３．６� ８６．０�
８１６ スリーマーチャン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文永井商事� 中村 均 三石 斉藤スタッド ４３２＋ ６１：５３．９２ ５３．０�
７１３ グランチャーム 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ５００＋１０１：５４．１１� １８．８	
１１ プリティエスト 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�ターフ・スポート松田 国英 浦河 大成牧場 B４７８＋２０１：５４．２クビ １３．９

５９ シゲルキボウ 牝３芦 ５４ 角田 晃一森中 蕃氏 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム B４５４＋ ４１：５４．３� ４．５�
１２ ゼットフウリン 牝３黒鹿 ５４

５２ △藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：５４．７２� ９．０�
３６ ハローオンザヒル 牝３青鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊�下河辺牧場 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４８－１０ 〃 ハナ ３．５
４７ マリエングローリー 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己林 進氏 田所 秀孝 浦河 鵜木 唯義 ４２８＋１２１：５４．９１� １５８．９�
２３ ラ ウ ニ カ 牝３鹿 ５４ 橋本 美純 �キャロットファーム 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ８１：５５．１� １１０．７�
６１１ アイスキャスケード 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 克典 �キャロットファーム 中竹 和也 早来 ノーザンファーム ４６０ ―１：５６．１６ ６４．０�
４８ リュウセイペガサス 牝３栗 ５４ 太宰 啓介本郷 善隆氏 柴田 政見 静内 船越 英治 ４６６－１２１：５６．４１� ８７．９�
８１５ ユ ウ ズ ツ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦田邉 廣己氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４４２＋ ２１：５６．５クビ ４５．１�
７１４ カ ツ ラ コ 牝３青 ５４ 川田 将雅�原源一郎氏 領家 政蔵 新冠 武田牧場 ４９０－ ２２：０２．８大差 １５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５１６，４００円 複勝： １７，１３１，１００円 枠連： １９，９６１，１００円

普通馬連： ５１，８３８，３００円 馬単： ５３，１９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６６０，６００円

３連複： ８９，２５８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２６１，５６０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ４９０円 � １，５５０円 枠 連（５－６） １，７２０円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ２，８５０円 �� １０，４００円

３ 連 複 ��� ５３，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２５１６４ 的中 � ２８４２０（１番人気）
複勝票数 計 １７１３１１ 的中 � ３６０９０（１番人気）� ８１３１（８番人気）� ２２８２（１３番人気）
枠連票数 計 １９９６１１ 的中 （５－６） ８５８７（７番人気）
普通馬連票数 計 ５１８３８３ 的中 �� １１１２１（１５番人気）
馬単票数 計 ５３１９４６ 的中 �� ７８５４（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６６０６ 的中 �� ３９４５（１６番人気）�� １５１７（２９番人気）�� ４０７（７１番人気）
３連複票数 計 ８９２５８５ 的中 ��� １２４２（１３１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１３．１―１２．１―１３．１―１２．９―１２．７―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３６．１―４８．２―１：０１．３―１：１４．２―１：２６．９―１：３９．８

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

イコールパートナー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．１１．１０ 京都４着

２００５．２．２２生 牝３栗 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン ５戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔その他〕 カツラコ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 カツラコ号は，平成２０年７月２２日まで出走できない。
※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 オーナーラヴ号



１７０１４ ６月２２日 曇 不良 （２０阪神３）第２日 第２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 ライコウテンユウ 牡３栗 ５６ 小牧 太内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ４７８－ ８１：１１．２ ２．４�

２４ マイティーストーム 牡３鹿 ５６
５４ △藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５２６ ―１：１１．５２ ９．１�

３６ ラ ケ ナ リ ア 牝３黒鹿５４ 福永 祐一吉田 和子氏 小崎 憲 三石 広田牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １２．０�
６１１ カシノデンシロ 牡３芦 ５６ 白坂 聡柏木 務氏 須貝 彦三 門別 長谷川牧場 ４５６－ ４１：１１．６� １５７．２�
５９ グレイホーク 牡３青鹿５６ 川田 将雅後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 鵡川 宇南山牧場 ４９４＋１６１：１１．９２ ８．８�
１２ ゲイリーリバイバル 牝３栗 ５４ 秋山真一郎中村 浩章氏 増本 豊 平取 高橋 啓 ４４４＋ ２ 〃 ハナ ２６．８�
４８ スナークストーム 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 健杉本仙次郎氏 川村 禎彦 静内 見上牧場 ５０２＋ ８１：１２．０クビ ２５．６�
１１ デンコウマーチン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 メイタイ牧場 ４８２＋ ６１：１２．１� ８９．９	
５１０ カネトシロフティ 牡３黒鹿５６ 今村 康成兼松 利男氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７４－１２１：１２．５２� ４７．３

７１４ ドリームガールズ 牝３栗 ５４ 川島 信二山本 慎一氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４３８＋ ４１：１３．１３� ６１．９�
８１６ スリーサンビーム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典永井商事� 野村 彰彦 新冠 海馬沢 明 ４８２ ―１：１３．２クビ ８６．６
７１３ テイエムハヤテオー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 三枝牧場 ４７２－ ８１：１３．６２� ２．７�
６１２ マッキージャッカル 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎薪浦 亨氏 中尾 秀正 門別 富川牧場 ４９２＋ ２１：１３．９２ ２０３．７�
４７ マルブツタイシ 牡３栗 ５６ 岡部 誠大澤 毅氏 加用 正 三石 本桐牧場 ５３０ ―１：１４．５３� １７２．５�

（愛知）

３５ グローバルアイ 牝３鹿 ５４ 宇田登志夫小林 保一氏 須貝 彦三 熊本 吉村 功 ４３０＋１８ 〃 クビ ２２７．８�
８１５ カネトシブレーニー 牡３黒鹿５６ 生野 賢一兼松 利男氏 中村 均 門別 前川 義則 ４５６－ ４ 〃 アタマ ２８６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３９５，４００円 複勝： １９，７１９，８００円 枠連： １８，０７９，０００円

普通馬連： ５９，５７７，９００円 馬単： ６３，３０１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３２２，６００円

３連複： ９６，２６７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２９３，６６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � ２９０円 枠 連（２－２） １，０９０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ５７０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ３，８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３９５４ 的中 � ５７８６８（１番人気）
複勝票数 計 １９７１９８ 的中 � ６０４０２（１番人気）� １７９９５（３番人気）� １３７８１（５番人気）
枠連票数 計 １８０７９０ 的中 （２－２） １２３１８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５９５７７９ 的中 �� ３９３９２（２番人気）
馬単票数 計 ６３３０１７ 的中 �� ２６５９９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３２２６ 的中 �� ９２７３（４番人気）�� ８５７２（６番人気）�� ２５０３（１９番人気）
３連複票数 計 ９６２６７１ 的中 ��� １８３８３（１１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．１―１１．７―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．８―４５．５―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．４
３ ６－（３，９）１４（２，１１，１６）（１，１０）８（４，１３）－１５－７（５，１２） ４ ６（３，９）（２，１１）－（１，１４，１６）１０－８－４－１３，１５（７，５）１２

勝馬の
紹 介

ライコウテンユウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー ２００７．９．９ 阪神１２着

２００５．４．１４生 牡３栗 母 アフロテンユウ 母母 デーエスローマン ９戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
［他本会外：２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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 サイキョウケンザン号・ショパン号・ニホンピロジパング号・フジヤマオペラ号・ブライトティース号・

ブルーミングガール号・メイショウアレグロ号
（非抽選馬） ２頭 ウイズインタフネス号・ホクザンアントルメ号
※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。



１７０１５ ６月２２日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（２０阪神３）第２日 第３競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０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，J・GⅠ競走１着馬５�増，J・
GⅡ競走１着馬３�増，J・GⅢ競走１着馬１�増，収得賞金４００万円以下の馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２５．２良・良

４６ バトルブレーヴ 牡６芦 ５９ 菊地 昇吾宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５３６± ０３：２６．１ ３．０�

５７ カネトシパワフル 牡５鹿 ５９ 熊沢 重文兼松 利男氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４８２＋ ６３：２６．６３ ９．３�
７１１ メイショウタロー �９栗 ６０ 白浜 雄造松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４７２± ０３：２７．１３ ３．８�
６９ ブラックレディ 牝４青鹿５７ 石神 深一鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 新冠 カミイスタット ４７８＋ ６３：２８．８大差 ３７．７�
３４ アインオーセン 牡７鹿 ６０ 林 満明�アイナカ商事 崎山 博樹 静内 フジワラフアーム ５１４－ ２３：２９．２２� ３７．９�
７１２ マルブツトップ 牡８栗 ６０ 西谷 誠大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４８６－ ２３：３０．５８ ５．５�
８１４ クールジョイ 牡１０栗 ６１ 高田 潤菱田 健氏 松元 茂樹 浦河 久保 時夫 ４８８＋２２ 〃 クビ ３１．４	
２２ エプソムフォルテ 牡５黒鹿５９ 佐久間寛志 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４４０－１２３：３０．８１� １１０．０

５８ ジ ュ レ ッ プ �７鹿 ５９ 横山 義行 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５２－１６３：３０．９� ９．８�
３３ � ヒ シ バ ト ル �６鹿 ５９ 今村 康成阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４４８－１０３：３１．２２ ５９．４
１１ デイトレーダー 牡５鹿 ５９ 出津 孝一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 青森 諏訪牧場 ４７４－ ２３：３１．３クビ ２７．５�
６１０ ヘンリーゴンドーフ �４栗 ５９ 黒岩 悠 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４３：３２．５７ ２０．２�
４５ リスティアダーリン 牡７鹿 ５９ 田中 剛村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ５０４－１２３：３３．５６ １８．１�
８１３ フォレストダンス 牡６栗 ５９ 江田 勇亮丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６０－ ４ （競走中止） １２４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，２３４，６００円 複勝： １３，８６９，１００円 枠連： １８，３３２，５００円

普通馬連： ４８，１５４，８００円 馬単： ４８，７４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８５０，６００円

３連複： ９２，５７６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２４８，７６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（４－５） ５７０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ３００円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２２３４６ 的中 � ３３２０３（１番人気）
複勝票数 計 １３８６９１ 的中 � ２９２９３（１番人気）� １４３９５（４番人気）� ２８８４２（２番人気）
枠連票数 計 １８３３２５ 的中 （４－５） ２３７５６（２番人気）
普通馬連票数 計 ４８１５４８ 的中 �� ２８２９０（３番人気）
馬単票数 計 ４８７４８０ 的中 �� １７６６２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８５０６ 的中 �� ７２６７（４番人気）�� １３４３０（１番人気）�� ５８５０（６番人気）
３連複票数 計 ９２５７６２ 的中 ��� ４３２４８（２番人気）

上り １マイル １：４３．９ ４F ５１．１－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

バトルブレーヴ �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００４．１０．３０ 京都９着

２００２．４．２０生 牡６芦 母 ユ ニ バ ー ス 母母 ベルシェリー 障害：６戦２勝 賞金 ３６，６００，０００円
〔発走状況〕 ジュレップ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔競走中止〕 フォレストダンス号は，３号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジュレップ号は，平成２０年６月２３日から平成２０年７月１３日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※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 ジンデンバリュー号・ユウカージナル号・ローレルハンバーバ号



１７０１６ ６月２２日 小雨 稍重 （２０阪神３）第２日 第４競走 ��１，２００�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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

６７ シルクドミニオン 牡２栗 ５４
５３ ☆浜中 俊有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４３８ ―１：１１．８ ４．８�

４４ ヨシノアツヒメ 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉吉永 清人氏 野元 昭 青森 一山牧場 ４６４ ―１：１２．３３ ９．０�
５６ アンジュアイル 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 赤田牧場 ４４６ ―１：１２．４� １３．７�
６８ ドリームクラフト 牡２栗 ５４ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４３０ ― 〃 クビ １０．０�
７９ ナタリーローズ 牝２芦 ５４ 武 豊後藤 繁樹氏 坂口 正則 新冠 パカパカ

ファーム ４４０ ―１：１２．５クビ １５．２�
３３ ナリタホウショウ 牡２青鹿５４ 幸 英明�オースミ 木原 一良 浦河 岡本 昌市 ４６４ ― 〃 クビ ２５．１�
７１０ クールヴァンクル 牡２芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４４ ―１：１２．７１� ２２．５	
２２ キングスレガリア 牡２鹿 ５４ 福永 祐一 
サンデーレーシング 中竹 和也 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５８ ―１：１２．８� ３．８�
５５ サチノパパイヤ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅佐藤 幸彦氏 中尾 正 新冠 新冠橋本牧場 ４４６ ―１：１３．３３ ５．１�
８１２ エーシンタウォーズ 牡２栗 ５４ 武 幸四郎平井 宏承氏 武 邦彦 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５２ ―１：１３．８３ ９．３
１１ ゼットホーオー 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠
フォーレスト 山内 研二 静内 フジワラフアーム ４５４ ―１：１３．９� ２５．５�
８１１ ア ス テ ー ル 牝２鹿 ５４ 石橋 守重松 國建氏 藤岡 範士 静内 漆原 一也 ４０８ ―１：１４．１１� ９７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，４１６，５００円 複勝： ２０，９５２，３００円 枠連： １７，７３５，５００円

普通馬連： ６４，００６，３００円 馬単： ６２，５４８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３３０，３００円

３連複： ９５，３５６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２９７，３４６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � ４００円 枠 連（４－６） １，３３０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ３，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� １，０００円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� １０，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４１６５ 的中 � ３０６４１（２番人気）
複勝票数 計 ２０９５２３ 的中 � ３４２０４（２番人気）� １７２４１（６番人気）� １２３２３（７番人気）
枠連票数 計 １７７３５５ 的中 （４－６） ９８５３（５番人気）
普通馬連票数 計 ６４００６３ 的中 �� ２１６７７（８番人気）
馬単票数 計 ６２５４８８ 的中 �� １１６０６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３３０３ 的中 �� ５１０３（８番人気）�� ４５６０（１０番人気）�� ３３０１（１８番人気）
３連複票数 計 ９５３５６５ 的中 ��� ６６０１（４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１１．５―１１．９―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．５―３５．０―４６．９―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．８
３ ４（７，９）１２（６，１０）（１，８）－２（３，５）１１ ４ ４（７，９）１２（６，１０）８（１，３）２，５－１１

勝馬の
紹 介

シルクドミニオン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Soviet Star 初出走

２００６．４．２３生 牡２栗 母 ボヘミアグラス 母母 リーディングロウル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



１７０１７ ６月２２日 曇 稍重 （２０阪神３）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：４５．３
１：４４．１

良

良

４７ � ドリームストライド 牡３鹿 ５６ 武 豊セゾンレースホース� 飯田 雄三 英 Cheveley Park
Stud Ltd ４８６－１０１：４９．１ ５．２�

１２ アルトップラン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９４＋ ２１：５０．１６ ６．３�
１１ オースミツルギ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ４１：５０．２� １６．８�
６１１ トミケンプライム 牡３栗 ５６

５５ ☆浜中 俊冨樫 賢二氏 田島 良保 静内 落合 一巳 ３９６＋ ２１：５０．３クビ ２０．６�
７１４ エアジャメヴー 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド松田 博資 千歳 社台ファーム ４７２－ ６ 〃 クビ ５．１�
２４ メイショウグラード 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４８２－ ４１：５０．４クビ ２．７	
８１８ シゲルアンビシャス 牡３栗 ５６ 角田 晃一森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４７６－ ８１：５０．６１� ２１４．６

３６ ロ ザ リ オ 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４３０－１６１：５０．９２ １０．０�
２３ パワーチャンス 牡３鹿 ５６ 岡部 誠西村新一郎氏 境 直行 鵡川 貞広 賢治 ４７４－２２１：５１．０� ５３．６�

（愛知）

７１３ マチカネカミカゼ 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４７６ ―１：５１．１クビ ６３．２
６１２ ジャングルゼット 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 克典�フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ４９４－ ６ 〃 アタマ ４８．８�
５９ エーシンディーエス 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９２＋ ８ 〃 ハナ ９１．０�
４８ エーシンピークブイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 健平井 宏承氏 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４３２＋ ４１：５１．５２	 ４５．４�
８１７ トップオブオペラ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文横瀬 兼二氏 田所 清広 えりも 上島牧場 ４９８± ０１：５１．８１� ２７０．５�
７１５ ハギノリーデル 牡３栗 ５６ 上村 洋行日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ５０４－１２１：５２．２２	 １０７．３�
５１０ トウカイメリッサ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ４７４＋１２１：５２．５２ ６７．６�
３５ � トーホウサルー 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦東豊物産� 白井 寿昭 米

John Kapinos, An-
thony Haynes &
William Snowden

B４８８－ ２１：５３．９９ １２７．７�
８１６ トヨサンヨッシャー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎豊田 一致氏 吉田 直弘 浦河 小椋 智 ４８２ ―１：５４．１１� １１７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，５２５，６００円 複勝： ２７，２１６，０００円 枠連： １９，５０８，０００円

普通馬連： ７２，９２４，８００円 馬単： ６５，８７７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７２５，０００円

３連複： １１９，５３０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，３０６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � ３４０円 枠 連（１－４） １，１００円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １，３１０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ７，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５２５６ 的中 � ３１２４２（３番人気）
複勝票数 計 ２７２１６０ 的中 � ３６８８５（３番人気）� ３６６０８（４番人気）� １８３６８（７番人気）
枠連票数 計 １９５０８０ 的中 （１－４） １３１８０（５番人気）
普通馬連票数 計 ７２９２４８ 的中 �� ３０２８４（７番人気）
馬単票数 計 ６５８７７０ 的中 �� １５０８９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７２５０ 的中 �� ８５２１（６番人気）�� ４２１８（１５番人気）�� ３５５１（１８番人気）
３連複票数 計１１９５３０１ 的中 ��� １１４２２（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．９―１：００．８―１：１３．４―１：２５．６―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．７
３ ７，１０（２，１２）（１，９，１７）（３，４，１４，１５）（５，６，１３，１１）－（１６，８）－１８ ４ ７（１０，１２）（２，９，１７）（１，１４，１５）（３，４，１３，１１）（５，６，８）（１６，１８）

勝馬の
紹 介

�ドリームストライド �
�
父 Medicean �

�
母父 Swain デビュー ２００７．１１．４ 京都３着

２００５．２．１１生 牡３鹿 母 Summer Daze 母母 Summer Dance ７戦１勝 賞金 １０，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーホウサルー号・トヨサンヨッシャー号は，平成２０年７月２２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 ハマノオラトリオ号
※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。



１７０１８ ６月２２日 曇 重 （２０阪神３）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

５７ ゴッドエンブレム 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８８－１２１：５０．９ ６．９�

７１２� カネトシヴィゴーレ 牝３栗 ５２ 佐藤 哲三兼松 利男氏 矢作 芳人 豪 Arrowleave
Joint Venture ４２８＋ ２１：５１．０� １．４�

５８ スリーサンカリスマ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７８± ０ 〃 クビ １５．５�
８１３ ホープフルスター 牡３黒鹿５６ 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 静内 橋本牧場 ５３６－ ４１：５１．３１� ２９．４�
６９ � エーシンエスレボー 牡３黒鹿５６ 武 豊平井 宏承氏 野中 賢二 米 Winches-

ter Farm ４９６＋ ６１：５１．６２ ２６．８�
６１０ ウイニングコウイチ 牡３栗 ５６ 和田 竜二杉元 四男氏 柴田 光陽 静内 漆原 武男 ４６０－ ２１：５１．９１� ７０．１�
７１１ フ ァ ル ク ス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅永田 和彦氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４１：５２．５３� ３０．３	
８１４ メイショウシシリー 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 赤田牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １２．９

４５ � グランカナリア 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太�下河辺牧場 角居 勝彦 米 Shimok-

obe Farm ４８０－ ２１：５２．６� １０７．７�
４６ マイネルレッチーノ 牡３鹿 ５６ 小牧 太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７２－ ８１：５３．０２� ６９．４
３３ オーナーラヴ 牝３鹿 ５４ 川島 信二佐々木実子氏 荒川 義之 浦河 オーナー牧場 ４１６＋ ４１：５３．７４ ２４４．８�
２２ � アルティマモード 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文広尾レース� 山内 研二 愛 Southern

Bloodstock B５０４＋ ２１：５４．７６ ５４．２�
３４ � ゴールドバルザック 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �ゴールドレーシング 松永 幹夫 英 The Kingwood

Partnership ４９４－ ４ 〃 アタマ １１．３�
１１ カ シ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大下 智柏木 務氏 梅内 忍 熊本 向後 栄治 ４４２＋ ２１：５５．１２� ２３７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，８３６，８００円 複勝： ４５，６９４，８００円 枠連： ２１，１１４，８００円

普通馬連： ６９，５１６，６００円 馬単： ８２，９７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６８６，５００円

３連複： １１６，６５４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３８０，４８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（５－７） ３００円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ９６０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８３６８ 的中 � ２５０４０（２番人気）
複勝票数 計 ４５６９４８ 的中 � ４１８８８（２番人気）� ２７６１０７（１番人気）� １４８７１（８番人気）
枠連票数 計 ２１１１４８ 的中 （５－７） ５２６８４（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９５１６６ 的中 �� ９９７１２（１番人気）
馬単票数 計 ８２９７７２ 的中 �� ４２３１９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６８６５ 的中 �� ２７２９４（１番人気）�� ５１３３（１１番人気）�� １０８２１（５番人気）
３連複票数 計１１６６５４５ 的中 ��� ４６５２５（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１３．０―１２．３―１２．８―１２．６―１２．１―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３６．２―４８．５―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．０―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
１
３
１２（７，９）１１（４，１４）（１，２，８，１０）－３（５，６）－１３
１２，９，７（８，１１）１４，１０（４，２，６）５（１，３，１３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴッドエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．２．１０ 京都１４着

２００５．３．３生 牡３鹿 母 セシルカット 母母 ダイナカール ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※オーナーラヴ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１７０１９ ６月２２日 曇 稍重 （２０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５０分 （芝・右）

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

１：５８．１
１：５６．４

良

良

４４ ノーザンシャトル 牝４栗 ５５ 川田 将雅松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４３６＋ ２２：０３．５ １１．６�

６８ マイネトゥインクル 牝３鹿 ５２ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４２４－ ２２：０３．６� ３６．５�

２２ グリッツェルン 牝３青鹿 ５２
５０ △藤岡 康太水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B４８０－ ８２：０３．８１� ６．０�

５７ ギ ー ニ ョ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８２－ ６ 〃 アタマ ７．５�

８１３ ティアラプリンセス 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４６８± ０２：０３．９� ８．０�
８１２� タガノトゥーリ 牝４栗 ５５ 福永 祐一八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３８± ０２：０４．１１ ２８．２�
５６ エーシンサーフィン 牝４栗 ５５ 武 豊平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６６＋ ６２：０４．２� １．９	
４５ マイネアプレイザー 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 静内 谷岡 正次 ４４４＋ ８２：０４．６２� ３０．５


１１ アンテヴォルテ 牝５鹿 ５５ 幸 英明 �キャロットファーム 吉田 直弘 白老 ノーザンファーム ４１８－ ６２：０４．９１� ４４．６�
６９ オースミマコ 牝３鹿 ５２

４９ ▲田中 克典�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム ４６６－１０２：０５．３２� １３７．８
７１１ ウェーブクイーン 牝４栗 ５５ 小牧 太万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ４４４－ ４２：０５．９３� ９４．７�
３３ � クリノラブダンス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲田中 健栗本 博晴氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４７４－ ４２：０７．２８ ２１６．７�
７１０ スーパーレインボー 牝４栗 ５５ 岡部 誠後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ４８４＋ ８２：１２．０大差 １５．９�

（愛知）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，３９８，０００円 複勝： ２９，９８９，５００円 枠連： ２２，７７０，６００円

普通馬連： ８７，９３５，０００円 馬単： ９３，７５２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４６９，８００円

３連複： １３８，９１８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４２４，２３３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３７０円 � ５９０円 � ２６０円 枠 連（４－６） ７，６９０円

普通馬連 �� １８，２９０円 馬 単 �� ３５，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４７０円 �� １，４９０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ２５，９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３９８０ 的中 � １５９４９（５番人気）
複勝票数 計 ２９９８９５ 的中 � ２１４９９（５番人気）� １２１９１（８番人気）� ３３９８０（３番人気）
枠連票数 計 ２２７７０６ 的中 （４－６） ２１８７（１７番人気）
普通馬連票数 計 ８７９３５０ 的中 �� ３５５０（４０番人気）
馬単票数 計 ９３７５２４ 的中 �� １９２９（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４６９８ 的中 �� １４８９（３８番人気）�� ４６４５（１５番人気）�� ３０３７（２３番人気）
３連複票数 計１３８９１８６ 的中 ��� ３９４５（６４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．６―１２．９―１２．４―１２．７―１２．６―１２．１―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３５．７―４８．６―１：０１．０―１：１３．７―１：２６．３―１：３８．４―１：５０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーザンシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１．２７ 小倉８着

２００４．３．２６生 牝４栗 母 ノーザンサンライズ 母母 ディスタントムーン １２戦３勝 賞金 ２３，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーレインボー号は，平成２０年７月２２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。



１７０２０ ６月２２日 曇 稍重 （２０阪神３）第２日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５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

６１０ オリオンスターズ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ２１：１０．２ １．８�

２２ シャトルタテヤマ 牝４鹿 ５５ 小牧 太辻 幸雄氏 安田伊佐夫 静内 藤沢牧場 ４８６＋１２ 〃 ハナ １８．０�
５９ ボストンオー 牡３芦 ５４ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７６＋ ４１：１０．６２� １５．５�
５８ エーシンビーエル 牡４鹿 ５７ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５３０＋ ４１：１０．７クビ １３．７�
１１ トーセンイマジゲン 牡４栗 ５７ 武 豊島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 クビ ３．２�
３５ ヴ ェ ン テ ィ 牝３栗 ５２ 佐藤 哲三 	ノースヒルズマネ

ジメント 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７８＋ ２１：１１．０２ ３５．９

８１５ パナマックス 牝３芦 ５２ 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 ４４２－ ６１：１１．１� ３８．１�
７１３ プラチナムペスカ 牡４芦 ５７

５５ △藤岡 康太ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ４８４－ ２１：１１．２� １１．０�
８１４ ナリタトパーズ 牝４黒鹿５５ 河北 通�オースミ 小野 幸治 新冠 大栄牧場 ４４２－ ６１：１１．５２ ３０４．５
４６ レミーエンジェル 牝４栗 ５５

５２ ▲大下 智大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８２± ０１：１１．６クビ １０２．８�
４７ ワンモアグリッター 牝３栗 ５２ 岡部 誠松井 一三氏 安田 隆行 新冠 長浜 秀昭 ４４８－ ６１：１１．７� ２２１．０�

（愛知）

７１２ マッキーバクシン 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 早来 吉田 三郎 B４４４－ ４ 〃 クビ ４９．７�
３４ トーワスキャット 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲田中 健齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４２４－ ４１：１２．３３� １５７．２�
２３ � ポートカンパーニュ 牝４栗 ５５ 角田 晃一水戸眞知子氏 高橋 成忠 浦河 中脇 満 ４４４－ ６１：１２．４� １５４．７�
６１１ マイティマイロード 牡４鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅世賀 聖啓氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５１０－１０１：１３．２５ ３０３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，１７６，５００円 複勝： ３６，０００，３００円 枠連： ２９，２８２，２００円

普通馬連： １１８，２５９，７００円 馬単： １２０，２７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６５４，１００円

３連複： １８１，６９１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５５０，３３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ３５０円 � ２７０円 枠 連（２－６） １，６００円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ４８０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� ４，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１１７６５ 的中 � １３７５１１（１番人気）
複勝票数 計 ３６０００３ 的中 � １２１４７９（１番人気）� １９４５０（６番人気）� ２７７８８（５番人気）
枠連票数 計 ２９２８２２ 的中 （２－６） １３５５９（５番人気）
普通馬連票数 計１１８２５９７ 的中 �� ５４３８４（５番人気）
馬単票数 計１２０２７１０ 的中 �� ４１１４８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６５４１ 的中 �� １２８３８（６番人気）�� １８３８３（３番人気）�� ４３１３（２０番人気）
３連複票数 計１８１６９１１ 的中 ��� ２７９４４（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１１．６―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．１―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンスターズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００７．７．８ 阪神２着

２００４．５．８生 牡４黒鹿 母 ユーワジョイナー 母母 サシマサンダー ７戦３勝 賞金 ２３，８００，０００円
※出走取消馬 タニノバロン号（疾病〔疝痛〕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。
（非抽選馬） ２頭 セフティービヨンド号・モンルージュ号
※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。



１７０２１ ６月２２日 小雨 重 （２０阪神３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

き の さ き

城 崎 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１３ アイノレグルス 牡３鹿 ５４ 上村 洋行田中 一成氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６８－ ４１：５０．０ ５．４�

２２ ト ム ト ッ プ 牡４栗 ５７ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 三石 乾 皆雄 ４６６－ ４１：５０．３１� １３１．０�
５７ � マルブツセンター 牡４栗 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 白井 寿昭 米

G. Watts Hum-
phrey Jr. & Lou-
ise I. Humphrey

B４６４＋ ４１：５０．４	 ２．３�
７１１ シゲルカイノセ 牡５栗 ５７ 福永 祐一森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 村下農場 ４９６－ ４１：５０．５� ６７．２�
６８ アールヌーヴォー 牝４栗 ５５ 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 静内 千代田牧場 B４５０－ ４ 〃 クビ ４．６�
８１２ ナムラフューチャー 牡３鹿 ５４ 赤木高太郎奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 中田 浩美 ４５８＋ ４１：５０．６	 ５．９�
３３ ハードシーキング 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９６＋ ２ 〃 アタマ ３８．５�
１１ マイネルカンターレ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモビューファーム ４７８± ０１：５０．７クビ ３０．７

４５ オーミチェリッシュ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太岩� 僖澄氏 宮 徹 浦河 野表 春雄 ４２４＋ ５１：５０．８	 ６８．５�
７１０ スリーベイダー 
４黒鹿５７ 太宰 啓介永井商事	 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４５８－１８１：５１．１１� １０．３�
５６ � シンコーセヴン 牡３鹿 ５４ 岡部 誠豊原 正嗣氏 山内 和明 浦河 赤田牧場 ４６２－ ７１：５１．２� １６０．９

（愛知） （愛知）

４４ �� カネトシソレイユ 牡４鹿 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪
Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４８８＋ ８１：５１．４１	 ３５．９�
６９ バイオレットピース 牡４栗 ５７ 小牧 太中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B４６２＋ ２１：５３．３大差 ６５．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，９６９，８００円 複勝： ４０，５２３，９００円 枠連： ３４，５４９，６００円

普通馬連： １４０，１７９，８００円 馬単： １０１，７４５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，７２８，４００円

３連複： １５０，８９５，３００円 ３連単： ４０８，２０８，２００円 計： ９４２，８００，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � １，９２０円 � １２０円 枠 連（２－８） １２，２９０円

普通馬連 �� ３６，５６０円 馬 単 �� ６２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，５７０円 �� ３２０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� ２２，７８０円 ３ 連 単 ��� ２３３，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２９９６９８ 的中 � ４４１２４（３番人気）
複勝票数 計 ４０５２３９ 的中 � ４７２３３（３番人気）� ３１９５（１２番人気）� １４３３９５（１番人気）
枠連票数 計 ３４５４９６ 的中 （２－８） ２０７５（２１番人気）
普通馬連票数 計１４０１７９８ 的中 �� ２８３０（５０番人気）
馬単票数 計１０１７４５６ 的中 �� １１９９（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６７２８４ 的中 �� ９５７（５７番人気）�� ３３２７３（２番人気）�� ２５３７（３２番人気）
３連複票数 計１５０８９５３ 的中 ��� ４８８９（５７番人気）
３連単票数 計４０８２０８２ 的中 ��� １２８９（４６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．２―３６．２―４８．６―１：００．８―１：１２．９―１：２５．０―１：３７．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイノレグルス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 クリエイター デビュー ２００８．３．８ 阪神１着

２００５．２．２６生 牡３鹿 母 スノーブライダル 母母 デーエスエイカン ４戦２勝 賞金 １９，３９２，０００円
※出走取消馬 ユウキタイティ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



１７０２２ ６月２２日 雨 重 （２０阪神３）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�第１３回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
牝，３歳以上，１９．６．１６以降２０．６．１５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

賞 品
本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

６８ トーホウシャイン 牝５黒鹿４８ 高野 容輔東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４７８－ ２２：０３．５ １１６．３�

２２ � ピースオブラヴ 牝６黒鹿５２ 福永 祐一橘 八重子氏 加藤 敬二 静内 見上牧場 ４３４± ０２：０３．７１� ４０．１�
４４ ソリッドプラチナム 牝５黒鹿５３ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４３０－ ４２：０３．９１� １１．７�
５６ ブリトマルティス 牝４鹿 ５３ 武 豊吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４３８± ０２：０４．４３ ４．９�
５５ ベッラレイア 牝４鹿 ５６ 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５２± ０２：０５．１４ ２．５�
８１１ ザ レ マ 牝４栗 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２６－ ２２：０６．１６ ４．２�
１１ ブローオブサンダー 牝５鹿 ４８ 畑端 省吾吉田 勝己氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４２：０６．４２ ２８．０	
７９ ウインシンシア 牝５黒鹿５０ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７０＋ ４２：０６．６１� ３７．８

７１０ トウカイルナ 牝６青鹿５１ 岡部 誠内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４３０＋ ２２：０６．８１� ５４．８�

（愛知）

８１２ レインダンス 牝４栗 ５５ 武 幸四郎吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６２：０７．６５ ９．９�
６７ � ホウショウループ 牝４鹿 ５１ 上村 洋行芳賀 吉孝氏 友道 康夫 米 Green

Gates Farm ４８２＋ ２２：０８．２３	 １４．０
３３ サンレイジャスパー 牝６鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４９０＋１８ 〃 クビ ２３．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２８，０１９，４００円 複勝： １４３，８７３，９００円 枠連： １４１，２３８，６００円

普通馬連： ８０９，２８６，１００円 馬単： ５０６，２３５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７１，７１６，４００円

３連複： ９２７，５８６，７００円 ３連単： ２，３７７，６１５，３００円 計： ５，２０５，５７１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，６３０円 複 勝 � ２，８６０円 � ８６０円 � ３３０円 枠 連（２－６） １１，６２０円

普通馬連 �� ７４，０００円 馬 単 �� １８０，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３，７１０円 �� ９，１２０円 �� ２，９９０円

３ 連 複 ��� １７８，３７０円 ３ 連 単 ��� １，９３０，３５０円

票 数

単勝票数 計１２８０１９４ 的中 � ８６７６（１２番人気）
複勝票数 計１４３８７３９ 的中 � １１９６５（１２番人気）� ４２４８３（９番人気）� １３０７１８（４番人気）
枠連票数 計１４１２３８６ 的中 （２－６） ８９７４（２４番人気）
普通馬連票数 計８０９２８６１ 的中 �� ８０７２（６４番人気）
馬単票数 計５０６２３５４ 的中 �� ２０６６（１３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７１７１６４ 的中 �� ３０５９（６５番人気）�� ４６１３（６１番人気）�� １４３４３（３７番人気）
３連複票数 計９２７５８６７ 的中 ��� ３８３８（２０２番人気）
３連単票数 計２３７７６１５３ 的中 ��� ９０９（１２７８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３６．３―４８．８―１：０１．１―１：１３．８―１：２６．２―１：３８．５―１：５０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウシャイン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００６．３．１２ 阪神２着

２００３．５．１７生 牝５黒鹿 母 ホークズフォーチュン 母母 Pooka ２２戦３勝 賞金 ７１，０８４，０００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。



１７０２３ ６月２２日 雨 重 （２０阪神３）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�

さんのみや

三 宮 特 別
発走１６時１０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
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ４，８００，０００
４，８００，０００

円
円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円

付 加 賞 ３７１，０００円 ８０，０００
８０，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ アドマイヤヘッド 牡４芦 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４６２± ０１：３５．４ ３０．４�

２４ テイエムアタック 牡４栗 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８８± ０１：３５．７１� ２．４�
４７ タガノグラマラス 牝４鹿 ５５ 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５４－ ２ 〃 同着 ６．６�
８１６ シルバーブレイズ 牡４鹿 ５７ 角田 晃一 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５２－ ８ 〃 クビ ６．５�
６１２ マイネルクラッチ 牡４鹿 ５７ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ５００＋ ６１：３６．５５ ７．０�
５１０ ダイアモンドヘッド �５鹿 ５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ４８２＋ ２１：３６．６	 ４７．９	
４８ カネトシリベルテ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一兼松 昌男氏 田中 章博 平取 清水牧場 ４５０－ ８ 〃 クビ １６．０

５９ クラウンプリンセス 牝４鹿 ５５ 上村 洋行臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：３６．７クビ １２．１�
３６ クレバージェフリー 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４４＋ ６１：３７．０１� ６９．５
１２ 
 エイシンインパール 牡６芦 ５７ 小牧 太平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５０８－ ２１：３７．４２	 ４７．３�
７１３ シャイナムスメ 牝４黒鹿５５ 浜中 俊�飛野牧場 坂口 正大 静内 飛野牧場 ４６６＋１６１：３７．５クビ １４．５�
６１１ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５４＋ ４１：３７．６� ２５．２�
１１ シルクシャープネス 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎有限会社シルク鮫島 一歩 門別 ヤナガワ牧場 ４５０＋ ２１：３８．３４ ７０．７�
２３ ニホンピロファイブ 牡５栗 ５７ 岡部 誠小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４９０－ ６１：３８．６２ １４１．８�

（愛知）

７１４ ビッグファルコン 牡７栗 ５７ 熊沢 重文小林 昌志氏 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４５２＋ ２１：３８．９１� １５５．１�
８１５ インプレッション �６黒鹿５７ 幸 英明前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０－１０１：３９．１１� ８０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，９３１，７００円 複勝： ６２，３３７，９００円 枠連： ５６，７９２，６００円

普通馬連： ２５２，１７９，３００円 馬単： １５７，８２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，１１０，８００円

３連複： ２８２，９９１，８００円 ３連単： ６６８，４５７，３００円 計： １，５９３，６２４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０４０円 複 勝 � ６００円 �
�

１５０円
２４０円 枠 連（２－３）（３－４）

１，７１０円
２，２２０円

普通馬連 ��
��

２，２５０円
３，９００円 馬 単 ��

��
６，１６０円
８，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】

��
��

１，５９０円
２，６７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ８，９９０円 ３ 連 単 ���
���

３４，９８０円
３７，６１０円

票 数

単勝票数 計 ５０９３１７ 的中 � １３２０５（９番人気）
複勝票数 計 ６２３３７９ 的中 � ２０１００（９番人気）� １５４１８８（１番人気）� ６６６４１（４番人気）
枠連票数 計 ５６７９２６ 的中 （２－３） １２３３４（１６番人気）（３－４） ９４１９（１９番人気）
普通馬連票数 計２５２１７９３ 的中 �� ４１７３０（１８番人気）�� ２３７０９（２９番人気）
馬単票数 計１５７８２３１ 的中 �� ９４７６（４５番人気）�� ６７９４（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２１１０８ 的中 �� ９１７９（２０番人気）�� ５３７１（３２番人気）�� ４１５７１（２番人気）
３連複票数 計２８２９９１８ 的中 ��� ２３２４２（２７番人気）
３連単票数 計６６８４５７３ 的中 ��� ７０５４（２０５番人気） ��� ６５５９（２１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３４．９―４６．８―５８．７―１：１０．５―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤヘッド �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００６．８．２７ 札幌１着

２００４．３．１７生 牡４芦 母 スイートミトゥーナ 母母 アンジユレスイート １５戦２勝 賞金 ５８，１０７，０００円
〔騎手変更〕 タガノグラマラス号の騎手岩田康誠は，第９競走での入線後の落馬負傷のため高田潤に変更。
※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。



１７０２４ ６月２２日 曇 不良 （２０阪神３）第２日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時４０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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

４８ メ ガ リ ス 牡４黒鹿 ５７
５５ △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 ５００＋ ２１：１０．２ ２．４�

８１５ メイショウフウライ 牡５栗 ５７ 鮫島 良太松本 好雄氏 飯田 明弘 静内 寺越 政幸 B４８４－１４１：１０．５２ ２７．３�
２３ アトラスシーダー 牡３芦 ５４ 佐藤 哲三 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４９６＋１２ 〃 クビ ２８．２�
３５ シュウボンバー 牡３栗 ５４

５１ ▲田中 健小田 吉男氏 坂口 正則 三石 折手牧場 B４９８－１０１：１０．６クビ ３１．４�
６１１ ライフストリーム 牡４栗 ５７ 武 豊林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４９６＋ ８１：１０．８１� ４．０�
２４ ローランバーク 牡４栗 ５７ 小牧 太斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ５．９�
１１ ハードリレー 牡４栗 ５７

５６ ☆浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４３６－ ８１：１１．０� ３４．８	
７１３ ダイナミックターン 牡５栗 ５７ 石橋 守小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４７８＋ ６１：１１．１� ３０．９

６１２ ベルモントヤマユリ 牝３鹿 ５２ 岡部 誠 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム B５５６＋１８１：１１．２� ５２．０�
（愛知）

４７ ド モ ナ ラ ズ 牡３栗 ５４ 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４５２＋ ６１：１１．３クビ ４３．８�
５１０ キンシニューストン 牡３栗 ５４ 福永 祐一若草クラブ 浅見 秀一 浦河 冨岡牧場 ４６４＋１０ 〃 ハナ １００．９
７１４ ラスカルデューク 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３４－１０ 〃 ハナ ２５．６�
８１６� デンコウニンジャ 牡５鹿 ５７ 角田 晃一田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 ４１０－ ４１：１１．４� ９１．２�
５９ ラ ジ ョ リ ー 牝４鹿 ５５ 橋本 美純浅野多喜男氏 大橋 勇樹 浦河 大道牧場 ４７２＋１０１：１１．８２� １４８．５�
１２ ネヴァシャトル 牡４栗 ５７ 上村 洋行�ティーエイチ 野中 賢二 静内 藤原牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ７．７�
３６ シゲルバヤルララア 牝４栗 ５５

５２ ▲船曳 文士森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 長浜 秀昭 ４２８＋ ８ 〃 ハナ １３４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，２３３，０００円 複勝： ６６，７６６，１００円 枠連： ６６，９２２，７００円

普通馬連： ２４４，７９５，４００円 馬単： １７３，４０３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，８２５，８００円

３連複： ２７９，４１３，７００円 ３連単： ７０６，７３１，７００円 計： １，６６１，０９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ４６０円 � ６２０円 枠 連（４－８） ２，３１０円

普通馬連 �� ２，５８０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� １，４２０円 �� ５，８５０円

３ 連 複 ��� ２０，６３０円 ３ 連 単 ��� ７８，９１０円

票 数

単勝票数 計 ５５２３３０ 的中 � １８７３６９（１番人気）
複勝票数 計 ６６７６６１ 的中 � １７９７６１（１番人気）� ３０８３９（５番人気）� ２１９２８（９番人気）
枠連票数 計 ６６９２２７ 的中 （４－８） ２１３９１（１０番人気）
普通馬連票数 計２４４７９５４ 的中 �� ７０２７９（８番人気）
馬単票数 計１７３４０３４ 的中 �� ３４９０６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７８２５８ 的中 �� １７４１３（８番人気）�� １１８９３（１３番人気）�� ２７５３（５４番人気）
３連複票数 計２７９４１３７ 的中 ��� １００００（６４番人気）
３連単票数 計７０６７３１７ 的中 ��� ６６１０（２２９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．６―１１．６―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．９―４５．５―５７．５

コーナー
通過順位

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

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４黒鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini １４戦３勝 賞金 ３２，３３０，０００円
〔騎手変更〕 ローランバーク号の騎手岩田康誠は，第９競走での入線後の落馬負傷のため小牧太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 シルクストライカー号・トキノムテキ号・ナリタファントム号・バトルスクワート号・フェザーウイング号・

リトルマーメード号・ワンダーシアー号
※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。



（２０阪神３）第２日 ６月２２日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
不良一時重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２４５，２５０，０００円
２１，１８０，０００円
１，７４１，０００円
２６，０４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，１７６，０００円
５，４２８，８００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
４２１，６５３，７００円
５２４，０７４，７００円
４６６，２８７，２００円
２，０１８，６５４，０００円
１，５２９，８７８，２００円
５１５，０８０，９００円
２，５７１，１４０，１００円
４，１６１，０１２，５００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 １２，２０７，７８１，３００円

総入場人員 ２０，４５４名 （有料入場人員 １９，３１２名）




