
１８０１３ ６月２１日 小雨 重 （２１阪神３）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５９ サクラナスカ 牝３黒鹿５４ 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４３２＋１４１：１２．２ ４．７�

６１１ ビ バ エ ル フ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１２＋ ４１：１２．３� ２７．２�
５１０ モ ア 牝３黒鹿５４ 野元 昭嘉 �北星村田牧場 飯田 明弘 新冠 北星村田牧場 ４４０± ０１：１２．５１� ２０．６�
４７ アートオブダンサー 牝３鹿 ５４ 田村 太雅岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４８－ ４１：１２．８１� ３．８�
７１３ スズカスコール 牝３栗 ５４ 芹沢 純一永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４６８＋ ２１：１３．０１� ４．７�
６１２ ク ン チ ャ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲大下 智久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６０－ ２１：１３．１� ７３．３	
２３ グレンチェック 牝３芦 ５４ 角田 晃一藤本 直弘氏 宮本 博 日高 藤本 直弘 ４５２＋ ８１：１３．２クビ ２５．２

１１ フォルクスオーパー 牝３栗 ５４ 吉田 稔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８２－ ６１：１３．５１� ７．０�
（愛知）

７１４ トロピカルマドンナ 牝３鹿 ５４
５３ ☆藤岡 康太小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４８２－１６１：１３．７１� ９３．９�

８１５ プルマージュ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５０－ ６ 〃 ハナ １１．８
２４ カツヨグラッチェ 牝３栗 ５４ 北村 宏司丹羽 茂文氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 ４４２－ ２１：１３．８クビ １０．４�
４８ ラッキーパズル 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三玉井 宏和氏 谷 潔 日高 白井牧場 B４２２＋ ４ 〃 クビ １１５．３�
８１６ テイエムフラメンコ 牝３栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ

ファーム ４５６＋ ２１：１４．５４ ４５．３�
３６ ラガージャンプ 牝３栗 ５４

５１ ▲松山 弘平奥村 啓二氏 北出 成人 静内 今 牧場 ４５８ ―１：１５．１３� １５３．３�
１２ メモリーバンダ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 ４６８ ―１：１５．５２� ２１．８�
３５ メイショウユウカ 牝３栗 ５４ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４４８ ―１：１５．８２ ６６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８３５，１００円 複勝： ２４，３６４，６００円 枠連： １５，３２０，８００円

普通馬連： ４８，５３９，０００円 馬単： ３４，２４１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６１４，０００円

３連複： ７１，０７６，０００円 ３連単： ９５，５５７，５００円 計： ３２３，５４８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２２０円 � ５００円 � ６１０円 枠 連（５－６） ３，７８０円

普通馬連 �� ６，５１０円 馬 単 �� ９，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７１０円 �� ２，０００円 �� ５，５５０円

３ 連 複 ��� ３６，４３０円 ３ 連 単 ��� １９０，６００円

票 数

単勝票数 計 １４８３５１ 的中 � ２５０７５（３番人気）
複勝票数 計 ２４３６４６ 的中 � ３６２５２（３番人気）� １１９１６（７番人気）� ９４０８（９番人気）
枠連票数 計 １５３２０８ 的中 （５－６） ２９９８（１７番人気）
普通馬連票数 計 ４８５３９０ 的中 �� ５５０３（２５番人気）
馬単票数 計 ３４２４１８ 的中 �� ２８０９（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６１４０ 的中 �� ２８５９（２０番人気）�� ２４２７（２５番人気）�� ８５４（５３番人気）
３連複票数 計 ７１０７６０ 的中 ��� １４４０（１０８番人気）
３連単票数 計 ９５５５７５ 的中 ��� ３７０（５６６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．１―１１．９―１２．０―１２．８

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラナスカ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．７ 京都２着

２００６．６．３生 牝３黒鹿 母 サクラコンドル 母母 ローラローラ ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エアガルニエ号
※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。



１８０１４ ６月２１日 曇 重 （２１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５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３４ ウイニングショット 牡３鹿 ５６ 上村 洋行上田 宗義氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド ４７２－ ４１：５３．３ ２４．９�

５８ オデットシチー 牝３黒鹿５４ 川島 信二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４７４＋ ４１：５３．５１� ５．４�
４６ カセドラルパレス 牡３芦 ５６ 太宰 啓介小林 量氏 清水 出美 新冠 松浦牧場 ４６２－ ８１：５３．８２ ７３．５�
６９ ワキノブライアン 牡３栗 ５６ 和田 竜二脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８４＋ ２１：５４．０１� ２．３�
３３ シャイニーキング 牡３鹿 ５６ 吉田 稔小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ５０４－ ４ 〃 クビ １１．２�

（愛知）

１１ カイテキゴーゴー 牡３鹿 ５６
５３ ▲国分 恭介国本 勇氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４１４－ ４１：５４．４２� ６．４�

７１１ メイショウダイクン 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ４９２＋ ２１：５４．５� １３．１	
８１３ マイネルカルツェ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 浦河 信岡牧場 ５４４－ ２ 〃 クビ １５．３

４５ メイショウマナスル 牝３鹿 ５４ 田村 太雅松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４８２＋ ８１：５４．６� ２３１．０�
７１２ バリアントバイオ 牡３栗 ５６

５３ ▲松山 弘平バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４６２－ ４１：５４．８１� ２７４．５�
５７ シルクナトゥール 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文有限会社シルク山内 研二 新ひだか 上村 清志 ４９６－ ４１：５５．５４ ７０．８
６１０ サンライズウィル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 ４７２－ ６１：５６．２４ １５．９�
８１４ シゲルコマガタケ 牡３栗 ５６ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 日高 川島 良一 ５０６＋１８１：５６．４１� ２４０．９�
２２ サザンオーカン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ５０４± ０１：５６．６１� ９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，０１４，０００円 複勝： １９，７４９，６００円 枠連： １１，４６５，９００円

普通馬連： ４０，９８３，８００円 馬単： ３０，４１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７０６，１００円

３連複： ５８，０５８，３００円 ３連単： ８３，７５３，１００円 計： ２７２，１４９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４９０円 複 勝 � ７５０円 � ２００円 � １，４８０円 枠 連（３－５） ２，１３０円

普通馬連 �� ６，３００円 馬 単 �� １７，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� ９，１７０円 �� ４，６５０円

３ 連 複 ��� ９５，４３０円 ３ 連 単 ��� ８２４，１４０円

票 数

単勝票数 計 １２０１４０ 的中 � ３８０３（９番人気）
複勝票数 計 １９７４９６ 的中 � ６１４６（９番人気）� ３３９６６（２番人気）� ２９４２（１０番人気）
枠連票数 計 １１４６５９ 的中 （３－５） ３９７７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４０９８３８ 的中 �� ４８０３（２４番人気）
馬単票数 計 ３０４１８８ 的中 �� １２４９（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７０６１ 的中 �� ２０５３（２４番人気）�� ４１６（５１番人気）�� ８２８（３９番人気）
３連複票数 計 ５８０５８３ 的中 ��� ４４９（１４４番人気）
３連単票数 計 ８３７５３１ 的中 ��� ７５（９１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１３．３―１２．６―１２．９―１２．３―１２．８―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３７．０―４９．６―１：０２．５―１：１４．８―１：２７．６―１：４０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウイニングショット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００８．１２．７ 阪神１０着

２００６．３．３１生 牡３鹿 母 アマートベン 母母 スマートギニー ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。



１８０１５ ６月２１日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１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４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
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３：２５．０良・良

４６ ドングラシアス 牡５黒鹿６０ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５２４＋１４３：２６．６ ４．０�

１１ タマモヴィグラス 牡４鹿 ６０ 小坂 忠士タマモ� 川村 禎彦 新冠 芳住 革二 ４８２± ０ 〃 クビ ２．６�
５８ ワンダーハヤブサ 牡８黒鹿６０ 北沢 伸也山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ １４．７�
７１２ ハストラング 牡５鹿 ６０ 仲田 雅興岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４８０± ０３：２６．９１� ９．４�
５７ エリモマキシム �１０鹿 ６０ 西谷 誠山本 菊一氏 坂口 正則 えりも えりも農場 ４７６＋ ２３：２７．４３ ７．６�
７１１ ウォータートリトン 牡６鹿 ６０ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 門別 ファーミングヤナキタ ４４８－ ２３：２７．６１� １１８．６�
３４ ランドベスト 牡７栗 ６０ 植野 貴也木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５１４＋ ８３：２７．７クビ ５５．８	
６１０� アラメダキング 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米

Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４７８＋ ８３：２８．４４ ２４．３

６９ プライドイズハート 牡５鹿 ６０ 石神 深一水谷 精吾氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ３３．０�
４５ オンワードアリーテ 牝５鹿 ５８ 柴田 大知�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４９２－ ４３：２８．７２ ２５．４�
２２ � アポロノサトリ 牡６芦 ６０ 平沢 健治菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &

Lawana Low ４５２－ ２３：２９．６５ ９．３
３３ マイネルスパークル 牡６青鹿６０ 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 三石 川端牧場 ５０８－ ２３：３０．２３� ３８．２�
８１４ ワイズタイクーン 牡７鹿 ６０ 林 満明井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５０６－ ６３：３０．８３� １７３．１�
８１３ ナイトフライヤー 牡１０鹿 ６２ 高田 潤吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ４９６± ０３：３２．８大差 ２５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，８４８，０００円 複勝： １７，０５３，５００円 枠連： １３，３４５，０００円

普通馬連： ３８，５２７，５００円 馬単： ３０，０７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１９４，４００円

３連複： ５９，４９２，３００円 ３連単： ８５，８２７，６００円 計： ２７１，３６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（１－４） ４７０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ７３０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ９，０４０円

票 数

単勝票数 計 １２８４８０ 的中 � ２５４２５（２番人気）
複勝票数 計 １７０５３５ 的中 � ２５３８８（２番人気）� ４８７１２（１番人気）� １２００３（５番人気）
枠連票数 計 １３３４５０ 的中 （１－４） ２０９７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８５２７５ 的中 �� ６３３８７（１番人気）
馬単票数 計 ３００７５２ 的中 �� １９３０３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１９４４ 的中 �� １６５３０（１番人気）�� ４３２１（８番人気）�� ６２７０（５番人気）
３連複票数 計 ５９４９２３ 的中 ��� １９０２４（４番人気）
３連単票数 計 ８５８２７６ 的中 ��� ７０１２（１６番人気）

上り １マイル １：４６．４ ４F ５２．３－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドングラシアス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００６．１２．３ 阪神１０着

２００４．２．２９生 牡５黒鹿 母 ヤワラブライト 母母 ロイヤルクロス 障害：１０戦２勝 賞金 ４８，２７６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ハマノオラトリオ号・マンノレーシング号・メイショウラダック号
（非抽選馬） １頭 アウトオブサイト号



１８０１６ ６月２１日 曇 良 （２１阪神３）第２日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

１１ ダノンパッション 牡２青鹿５４ 武 豊�ダノックス 池江 泰郎 新ひだか 矢野牧場 ４６０ ―１：３９．４ １．２�

８８ シ ャ イ ン 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４５２ ―１：３９．５� ３１．８�
３３ ポートサンダー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二水戸眞知子氏 岩元 市三 新冠 パカパカ

ファーム ４３０ ―１：３９．７１� １０．６�
２２ セレスロンディー 牡２青 ５４ 岩田 康誠岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４５４ ―１：３９．８� ２４．６�
７７ � エーシンテュポーン 牡２鹿 ５４ 福永 祐一平井 宏承氏 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４６４ ― 〃 ハナ ７．８�
４４ リワードクラウン 牡２栗 ５４ 吉田 稔宮崎忠比古氏 鶴留 明雄 浦河 有限会社

リワード ４９０ ―１：４０．１２ １７．５�
（愛知）

６６ クレスコサンデー 牡２青鹿５４ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ２０．０	
５５ ナムラジョイ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 ４８４ ―１：４０．４１� ４６．５


（８頭）

売 得 金

単勝： ３２，１４２，６００円 複勝： ５０，２００，０００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４５，４６２，１００円 馬単： ５４，７１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５１８，１００円

３連複： ４９，７６５，６００円 ３連単： １６５，６３０，４００円 計： ４１４，４３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ５６０円 � ２００円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ２１０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 ��� １１，２８０円

票 数

単勝票数 計 ３２１４２６ 的中 � ２１３８３７（１番人気）
複勝票数 計 ５０２０００ 的中 � ３６６５２１（１番人気）� ６８９０（７番人気）� ２８１５１（３番人気）
普通馬連票数 計 ４５４６２１ 的中 �� １８５０７（６番人気）
馬単票数 計 ５４７１３６ 的中 �� １８４４４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５１８１ 的中 �� ５７３４（８番人気）�� ２４２７１（２番人気）�� ２１５７（１９番人気）
３連複票数 計 ４９７６５６ 的中 ��� １１４２２（１１番人気）
３連単票数 計１６５６３０４ 的中 ��� １０８３７（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．７―３７．４―５０．７―１：０４．１―１：１６．１―１：２７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３５．３
３ ・（３，４）７（１，２，８）（５，６） ４ ・（３，４）（７，８）（１，２）６，５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンパッション �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman 初出走

２００７．２．５生 牡２青鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



１８０１７ ６月２１日 曇 稍重 （２１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４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１４ バイオレントナイト 牡３鹿 ５６
５３ ▲松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４３８－ ４１：５２．８ ３．７�

２３ ゴーアップドラゴン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠元屋地文明氏 矢作 芳人 日高 新井 昭二 ４６２± ０１：５３．１２ ６．０�
５８ ハジメレンジャー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７０－ ４ 〃 クビ ２．７�
５９ シゲルアサマヤマ 牡３青鹿５６ 幸 英明森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４６２± ０１：５３．９５ ３２．８�
２２ ウィズインウエク 牡３栗 ５６ 吉田 稔内藤 耕造氏 福島 信晴 新冠 ビッグレッドファーム ４９６－ ６１：５４．９６ １４．８�

（愛知）

４６ テイエムカゲトラ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 荻伏三好フ
アーム ４５２－ ２１：５５．３２� ２３．７�

３５ エイシンスペシャル 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 恭介平井 豊光氏 中尾 秀正 浦河 鮫川フアーム ４７６± ０１：５５．５１� １０７．３	

６１０ パ ボ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４０８＋ ２ 〃 ハナ ４６．３

８１５ ニホンピロリーベル 牡３栗 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 静内 福岡 清 ４４２－ ８１：５６．４５ １４．３�
４７ ムーヴィンオン 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 ４４２－ ２１：５６．８２� １７２．７�
７１３ タイトーキャップ 牡３青鹿５６ 熊沢 重文後藤 進氏 木原 一良 浦河 浦河日成牧場 ４２２－ ４ 〃 アタマ １０９．４
３４ カリズマクレスト 牡３栗 ５６ 角田 晃一加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ４９２－ ４１：５６．９クビ ５．６�
６１１ ザバトルケンタ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦宮川 秋信氏 高木 登 浦河 多田 善弘 ４９４－ ６１：５７．２２ ２５４．９�
１１ ファイアストリーム 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ２１：５７．６２� １５５．８�
７１２ シゲルアタゴヤマ 牝３鹿 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４６０± ０２：０３．３大差 ２１６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，５５９，１００円 複勝： １９，８８７，２００円 枠連： １６，９８７，６００円

普通馬連： ４４，３４４，４００円 馬単： ３４，０６４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１６７，７００円

３連複： ６２，６３０，１００円 ３連単： ９４，０５３，１００円 計： ３０４，６９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（２－８） ７４０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２００円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ６，９５０円

票 数

単勝票数 計 １５５５９１ 的中 � ３３８９８（２番人気）
複勝票数 計 １９８８７２ 的中 � ３９８２８（２番人気）� ２８１９１（３番人気）� ４８３５０（１番人気）
枠連票数 計 １６９８７６ 的中 （２－８） １７０４８（３番人気）
普通馬連票数 計 ４４３４４４ 的中 �� ２６８３２（４番人気）
馬単票数 計 ３４０６４４ 的中 �� １２２１５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１６７７ 的中 �� ８１９３（５番人気）�� ２５７５２（１番人気）�� １２８７３（２番人気）
３連複票数 計 ６２６３０１ 的中 ��� ５４６７９（１番人気）
３連単票数 計 ９４０５３１ 的中 ��� １００００（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１３．２―１２．６―１２．５―１２．９―１２．８―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３６．６―４９．２―１：０１．７―１：１４．６―１：２７．４―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バイオレントナイト �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１２．２７ 阪神２着

２００６．４．６生 牡３鹿 母 キョウワノメガミ 母母 ショウリノメガミ ６戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアタゴヤマ号は，平成２１年７月２１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。



１８０１８ ６月２１日 曇 良 （２１阪神３）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時１５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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ マイネルボーデン 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４７４ ―１：３５．８ ２６．８�

６１２ ワールドロレックス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：３５．９� ３．４�
２３ パラディーゾ 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４ ―１：３６．０� ７．３�
３６ タガノブリガデイロ 牡３青鹿５６ 安藤 勝己八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８２－ ４ 〃 ハナ ６．１�
５１０� エイシンダヴィンチ 牡３青鹿５４ 岩田 康誠平井 豊光氏 野中 賢二 新 R R McA-

nulty ４５８＋ ２１：３６．２１	 ３．０�
１２ クレバーアグネス 牡３栗 ５６ 幸 英明田	 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６４－１０１：３６．３クビ ７９．１

８１６ アーリースプリング 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１２－ ４１：３６．５１	 ６８．５�
７１５ コスモクリスタル 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 荒井ファーム ４６８＋ ２１：３６．６� ８．１�
８１８ スリーロゼット 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平永井商事� 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４１４－ ６１：３６．７クビ ２７．４
７１３ オートホワイティ 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ４１２－ ４ 〃 アタマ ２２１．４�
３５ ダンツクオリティ 牡３鹿 ５６ 吉田 稔山元 哲二氏 山内 研二 浦河 杵臼牧場 ４９０＋ ４１：３６．９１� ３２３．４�

（愛知）

５９ レインボーマリーン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太朽名 誠氏 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：３７．０� ７６．０�
２４ アキノビギニング 牡３栗 ５６ 上村 洋行山中 明広氏 昆 貢 新ひだか クドウファーム ４０６ ―１：３７．２１	 ３１１．２�
７１４ ア ク リ ボ ス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司藤田 孟司氏 中竹 和也 浦河 富田牧場 ５００＋１２１：３７．３� ２１５．３�
４７ ドロップミアライン 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６＋１６１：３７．４� ４２．７�
８１７ トシザレイクブルー 牝３栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４５８ ―１：３７．５クビ ２４．６�
６１１ マ ヤ コ マ リ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉�まの 野元 昭 日高 高山 博 ４１０－ ４１：３７．７１	 ３３５．９�
４８ メイショウマカルー 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４１０＋ ４１：３８．１２� ３３２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，９９１，５００円 複勝： ３２，１０４，６００円 枠連： １８，５１７，１００円

普通馬連： ６０，５８７，１００円 馬単： ４２，５７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７８０，５００円

３連複： ７９，０６９，８００円 ３連単： １２３，２４６，２００円 計： ４００，８７３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６８０円 複 勝 � ７６０円 � １６０円 � ３２０円 枠 連（１－６） ３，８１０円

普通馬連 �� ６，２５０円 馬 単 �� １７，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０２０円 �� ３，０３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １５，２２０円 ３ 連 単 ��� １３３，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２１９９１５ 的中 � ６４６８（７番人気）
複勝票数 計 ３２１０４６ 的中 � ８５４５（８番人気）� ７４５３８（１番人気）� ２３８３４（５番人気）
枠連票数 計 １８５１７１ 的中 （１－６） ３５８８（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６０５８７１ 的中 �� ７１６１（１９番人気）
馬単票数 計 ４２５７６９ 的中 �� １８０１（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７８０５ 的中 �� ２７４８（２０番人気）�� １８０７（３２番人気）�� ６７１０（８番人気）
３連複票数 計 ７９０６９８ 的中 ��� ３８３６（４４番人気）
３連単票数 計１２３２４６２ 的中 ��� ６８２（３５１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１２．２―１２．５―１２．４―１１．３―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３５．２―４７．７―１：００．１―１：１１．４―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルボーデン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Candy Stripes 初出走

２００６．５．１６生 牡３栗 母 マイネアイル 母母 Ocean Bay １戦１勝 賞金 ５，０００，０００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） ４頭 ゴールドキーパー号・マルブツロック号・メイショウケンロク号・ユーコーカズサ号
※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。



１８０１９ ６月２１日 曇 稍重 （２１阪神３）第２日 第７競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１５ メイショウセンゴク 牡４栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４６２＋ ６１：２３．９ ６．０�

５９ キ ア ー ロ 牝４栗 ５５ 渡辺 薫彦 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６０＋ ８ 〃 クビ １７．４�
６１１ イースタンリバー 牡４栗 ５７ 上村 洋行千明牧場 鈴木 伸尋 門別 千明牧場 ４７８＋ ２１：２４．０クビ ３３９．７�
３６ エーシンビートロン 牡３黒鹿５４ 武 豊平井 宏承氏 西園 正都 静内 服部 牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ １．７�
２３ ペプチドアトム 牡４鹿 ５７ 和田 竜二沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８２＋ ４ 〃 アタマ ４．０�
７１４ ファイアナカヤマ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介�中山牧場 服部 利之 浦河 中山牧場 ５１４＋ ８１：２４．１� １１．５	
６１２ アンクルトップ 牡４栗 ５７ 石橋 守�有能 鹿戸 明 三石 猪野毛牧場 ４５４－ ６１：２４．２� ２８６．９

７１３ ハイデフィニション 牝４鹿 ５５ 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 ４９０± ０１：２４．９４ １１２．７�
５１０ アグネスシグマ 牡５栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ５２０＋ ４１：２５．０� １１４．８�
８１６� ダノンマーチャン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９８－ ６１：２５．３２ ７６．７
１２ イイデソユーズ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �アールエスエーカントリ北出 成人 静内 フジワラフアーム ４４２± ０１：２５．５１ ９５．３�
４８ � シーシャトー 牡４鹿 ５７

５４ ▲大下 智藤田 宗平氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ４４８＋ ２１：２５．７１� ２２５．４�
４７ � ドンペトリュス 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 静内（有）石川牧場 ４８８＋１０ 〃 ハナ ７１．５�
３５ � ブルーラピス 牝５鹿 ５５ 金折 知則�イクタ 松元 茂樹 鵡川 フラット牧場 ４５４＋ ２１：２６．１２� ４２２．９�
１１ エーティードン 牡４鹿 ５７

５５ △田中 健荒木 徹氏 木原 一良 門別 法理牧場 ４８６－ ６１：２６．５２� ５９．８�
２４ � ブライティアパール 牝４栗 ５５ 橋本 美純小林 昌志氏 梅田 康雄 門別 細川牧場 ４２４＋ ４１：２８．３大差 ４８５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９４０，２００円 複勝： ４１，１３３，３００円 枠連： ２０，２３０，２００円

普通馬連： ７１，３１１，８００円 馬単： ６３，１２５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７８０，５００円

３連複： ９９，５１０，５００円 ３連単： １９６，５００，７００円 計： ５４５，５３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２３０円 � ３９０円 � ４，５４０円 枠 連（５－８） ２，６６０円

普通馬連 �� ３，１６０円 馬 単 �� ６，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ８，８９０円 �� １７，１６０円

３ 連 複 ��� １２７，９５０円 ３ 連 単 ��� ５２５，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２６９４０２ 的中 � ３５５６９（３番人気）
複勝票数 計 ４１１３３３ 的中 � ５６８０８（３番人気）� ２８０９４（５番人気）� １９４５（１３番人気）
枠連票数 計 ２０２３０２ 的中 （５－８） ５６２８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７１３１１８ 的中 �� １６６７５（１０番人気）
馬単票数 計 ６３１２５７ 的中 �� ７４７２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７８０５ 的中 �� ８３８９（８番人気）�� ７２１（５０番人気）�� ３７２（６０番人気）
３連複票数 計 ９９５１０５ 的中 ��� ５７４（１３４番人気）
３連単票数 計１９６５００７ 的中 ��� ２７６（５６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．４―４６．４―５８．６―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウセンゴク �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００７．１１．３ 京都８着

２００５．４．２５生 牡４栗 母 ミスムーンライト 母母 ダイナスターライト ２２戦３勝 賞金 ３８，７５５，０００円
※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。
（非当選馬） ４頭 ドリームゼロワン号・トーホウボガード号・ファイトシーン号・ホクザンヴィアンド号
（非抽選馬） ３頭 アンプレシオネ号・ホッコーキングオー号・ワイドヒリュウ号



１８０２０ ６月２１日 曇 良 （２１阪神３）第２日 第８競走 ��
��１，４００�

ま い こ

舞 子 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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１３ トシザコジーン 牝４芦 ５５ 安藤 勝己上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 B４７８± ０１：２２．６ ３．３�

６１１� アイスカービング 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４６６± ０１：２２．７� １０．４�
３５ ナリタスレンダー 	４鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４６８－ ６ 〃 ハナ ５．３�
７１４� サクラネクスト 牡５栗 ５７ 上村 洋行�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４６８± ０１：２２．８
 ９７．９�
２４ ラ ベ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０＋１０ 〃 クビ ９．１	
３６ ネバーチェンジ 牡５黒鹿５７ 芹沢 純一山本 慎一氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４８８＋ ２１：２２．９クビ ９８．８

８１７� フ ァ ル ク ス 牡４鹿 ５７ 浜中 俊永田 和彦氏 村山 明 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ８ 〃 クビ １９．２�
４８ グッドルッキング 牝３芦 ５２ 秋山真一郎長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ２１：２３．０クビ １１．４�
５９ シルクナデシコ 牝３栗 ５２ 藤岡 康太有限会社シルク宮 徹 浦河 笹地牧場 ４０８＋ ２１：２３．３１� １６．７
５１０ トップフリーダム 牡３鹿 ５４ 和田 竜二横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４４２－１４１：２３．４� ３３．６�
６１２ ランスロットル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 B５６４± ０１：２３．５� ４．３�
８１６ ライセンシー 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５２０± ０１：２３．６クビ ６５．９�
１１ � メイショウリビエラ 牝４鹿 ５５ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ １９５．０�
１２ スマートストーム 牝５栗 ５５ 赤木高太郎大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４６６－１２１：２３．９１� ４９．９�
７１５ アスカルディ 牝３鹿 ５２ 熊沢 重文上野 武氏 作田 誠二 新ひだか 片山牧場 ４０８－ ６ 〃 クビ ２５０．２�
４７ � スプリングプラハ 牡４栗 ５７ 鮫島 良太加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ４７２－１２１：２４．０
 ３４６．５�
８１８�� アグネスレイザー 牡４鹿 ５７ 武 豊渡辺 孝男氏 森 秀行 米 R. D. Hubbard &

Dr. E. C. Allred ４８４＋１８ 〃 クビ ３６．２�
２３ � コーザンソナタ 牝３鹿 ５２ 吉田 稔塩� 圭司氏 荒巻 透 浦河 東栄牧場 ４１８＋ ８ 〃 アタマ ３４３．２�

（愛知） （愛知）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，８２１，９００円 複勝： ４５，６０６，２００円 枠連： ２８，２８２，９００円

普通馬連： １１１，７６７，０００円 馬単： ６５，６９５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，０２４，６００円

３連複： １３６，６６０，７００円 ３連単： ２２５，８５４，０００円 計： ６７４，７１２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � １７０円 枠 連（６－７） ５００円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ４２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，５９０円 ３ 連 単 ��� １２，６００円

票 数

単勝票数 計 ２６８２１９ 的中 � ６４７５３（１番人気）
複勝票数 計 ４５６０６２ 的中 � ９１２３６（１番人気）� ４１６７０（４番人気）� ７２８２１（３番人気）
枠連票数 計 ２８２８２９ 的中 （６－７） ４１８４２（１番人気）
普通馬連票数 計１１１７６７０ 的中 �� ４８９８６（４番人気）
馬単票数 計 ６５６９５１ 的中 �� １６９０１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４０２４６ 的中 �� １３６１７（４番人気）�� ２１４８９（２番人気）�� １０９２２（８番人気）
３連複票数 計１３６６６０７ 的中 ��� ３９０８３（４番人気）
３連単票数 計２２５８５４０ 的中 ��� １３２２９（１９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１２．１―１２．２―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．７―４６．８―５９．０―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシザコジーン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２００８．３．９ 阪神１着

２００５．５．５生 牝４芦 母 トシメロディー 母母 サツマリーベ １４戦３勝 賞金 ３３，８８１，０００円
〔制裁〕 ライセンシー号の騎手北村宏司は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナショナルヒーロー号
（非抽選馬） ６頭 エリモラフィーネ号・ハイフィールド号・マイネルプルート号・マックスロザリー号・ムーヴ号・

メイショウルシェロ号
※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。



１８０２１ ６月２１日 曇 良 （２１阪神３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

み き

三 木 特 別
発走１５時００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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．２
１：４４．１

良

良

３３ シ ル ポ ー ト 牡４鹿 ５７ 福永 祐一後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９２－ ４１：４６．０ ７．４�

６６ ロードアリエス 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０８－ ４１：４６．７４ １．８�
８１０� サザンギャラクシー 牡４鹿 ５６ 武 豊吉田 和美氏 橋田 満 新 Jungle Pocket

Pty Ltd ５００＋ ２ 〃 ハナ ３．４�
２２ ナリタシリカ 牝３黒鹿５２ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４３０＋ ２１：４７．０１� １５．９�
１１ マルティンスターク 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �キャロットファーム 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４３２± ０１：４７．２� ７．３�
５５ � ライオングラス 	５栗 ５７ 川田 将雅山本 英俊氏 角居 勝彦 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４８４－ ４１：４７．７３ ４７．３	
７７ ワキノパワー 	５鹿 ５７ 赤木高太郎脇山 良之氏 坪 憲章 門別 下河辺牧場 ４２４－ ２１：４８．１２
 ５２．５

４４ サイレンスゴールド 	８青鹿５７ 渡辺 薫彦山本 慎一氏 沖 芳夫 えりも えりも農場 ４９２－ ６１：４８．３１� １９３．２�
７８ アドマイヤダーリン 牡６栃栗５７ 吉田 稔近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９８± ０ 〃 アタマ ４１．１�

（愛知）

８９ マジックアワー 	６青鹿５７ 幸 英明前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ６１：４９．６８ １７３．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３４，８８１，４００円 複勝： ７１，９８９，０００円 枠連： ２５，２５５，７００円

普通馬連： １１０，９９１，５００円 馬単： ９４，９６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，７５４，５００円

３連複： １５４，０９９，２００円 ３連単： ３８７，９７９，５００円 計： ９１５，９１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－６） ５７０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３３０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� ４，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３４８８１４ 的中 � ３７４６０（４番人気）
複勝票数 計 ７１９８９０ 的中 � ５８３４７（４番人気）� ４０６３１０（１番人気）� １２０５４３（２番人気）
枠連票数 計 ２５２５５７ 的中 （３－６） ３３２０４（２番人気）
普通馬連票数 計１１０９９１５ 的中 �� １３７１９０（２番人気）
馬単票数 計 ９４９６１１ 的中 �� ３９２８５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５７５４５ 的中 �� ３７０１１（３番人気）�� １９９８７（５番人気）�� １０００５２（１番人気）
３連複票数 計１５４０９９２ 的中 ��� ２６２４８３（２番人気）
３連単票数 計３８７９７９５ 的中 ��� ６７２０８（１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．０―１１．７―１１．８―１２．２―１０．８―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３５．１―４６．８―５８．６―１：１０．８―１：２１．６―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ル ポ ー ト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．２７ 京都３着

２００５．３．２４生 牡４鹿 母 スペランツァ 母母 フ ジ ャ ブ １５戦４勝 賞金 ５５，８３５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。



１８０２２ ６月２１日 晴 良 （２１阪神３）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�第１４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，２０．６．２１以降２１．６．１４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 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００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

１１ コスモプラチナ 牝６鹿 ５３ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４２４－ ６２：００．２ ２２．１�

５１０ ニシノブルームーン 牝５鹿 ５２ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６４－ ２２：００．５１� ６．６�
８１６ リトルアマポーラ 牝４黒鹿５６．５ 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ６２：００．６� ５．４�
３５ ベッラレイア 牝５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 ４６８－ ２２：００．７� ３．４�
２４ レッドアゲート 牝４黒鹿５４ 武 豊ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４４６＋ ６ 〃 クビ ２５．０�
６１１ セラフィックロンプ 牝５青鹿５３ 角田 晃一井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９２＋ ２２：００．８クビ ８３．６�
５９ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５２ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５４± ０２：００．９� ２０．０	
８１５ ムードインディゴ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス
 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋１０２：０１．０クビ ９．８�

４７ マイネレーツェル 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４１８＋ ８ 〃 クビ １９．０�

２３ ザ レ マ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６ 〃 ハナ ５．９
３６ マイネカンナ 牝５栗 ５３ 幸 英明 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４２２－１０２：０１．１クビ ７４．５�
７１４ ビエンナーレ 牝６鹿 ５３ 佐藤 哲三松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４００－１０２：０１．３１� ８８．６�
７１３ クラウンプリンセス 牝５鹿 ５３ 吉田 稔臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９２＋１６２：０２．１５ ４３．６�

（愛知）

１２ ニシノマナムスメ 牝５青鹿５４ 浜中 俊西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ４１．７�
６１２ ブーケフレグランス 牝４栗 ５３ 上村 洋行 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２ 〃 ハナ ２４．７�
４８ レインダンス 牝５栗 ５５ 藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６ 〃 ハナ ２１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４９，３６７，３００円 複勝： ２０９，７３１，０００円 枠連： ２０９，１８９，１００円

普通馬連： ９２６，１８８，８００円 馬単： ４５９，６８８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４０，６３１，５００円

３連複： １，２８５，１３３，８００円 ３連単： ２，４３７，１４６，０００円 計： ５，９１７，０７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ７４０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（１－５） ２，７３０円

普通馬連 �� ５，２００円 馬 単 �� １１，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７５０円 �� ３，７６０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� １８，３８０円 ３ 連 単 ��� １２４，２２０円

票 数

単勝票数 計１４９３６７３ 的中 � ５３３２０（９番人気）
複勝票数 計２０９７３１０ 的中 � ６１０４２（１１番人気）� ２７８３４９（３番人気）� ２６５５３７（４番人気）
枠連票数 計２０９１８９１ 的中 （１－５） ５６５９５（１２番人気）
普通馬連票数 計９２６１８８８ 的中 �� １３１６２７（１６番人気）
馬単票数 計４５９６８８４ 的中 �� ２８８４２（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４０６３１５ 的中 �� ３３７８２（１８番人気）�� １５３２９（４７番人気）�� ６３７１２（８番人気）
３連複票数 計１２８５１３３８ 的中 ��� ５１６２５（６１番人気）
３連単票数 計２４３７１４６０ 的中 ��� １４４８０（３９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１２．６―１２．４―１２．２―１２．２―１２．０―１２．０―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．１―３５．７―４８．１―１：００．３―１：１２．５―１：２４．５―１：３６．５―１：４７．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモプラチナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００５．６．１８ 阪神２着

２００３．４．２０生 牝６鹿 母 グレースマリヤ 母母 ミホグレース ３９戦６勝 賞金 １２３，５３８，０００円
〔制裁〕 マイネカンナ号の騎手幸英明は，馬場入場に遅れたことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アメジストリング号・ヴィクトリアアイ号・ウインシンシア号・タガノティアーズ号・メイショウベルーガ号
※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。



１８０２３ ６月２１日 晴 稍重 （２１阪神３）第２日 第１１競走 ��１，８００�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 ７，４００，０００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

７１４� マイエンブレム 牡４鹿 ５７ 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：５１．５ ２．８�

３５ アドマイヤアゲイン 牡３青鹿５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：５１．６クビ ６．１�
６１１ メイショウロッコー 牡３栗 ５４ 北村 宏司松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５００＋１０１：５２．０２� １３．９�
３６ ドリームアライブ �３黒鹿５４ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ４１：５２．２１ ３．６�
７１３ シゲルカイノセ 牡６栗 ５７

５５ △田中 健森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 村下農場 ５００＋ ４１：５２．５１� ２２６．０�
８１５ ナリタチャレンジ 牡５鹿 ５７ 川島 信二�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４９０± ０１：５３．１３� ６．２	
１１ ベルモントゴラッソ 牡４鹿 ５７ 吉田 稔 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ５２８－ ６１：５３．２クビ ９．２

（愛知）

８１６ カ シ ノ ネ ロ 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７６＋ ２１：５３．３� １０７．８�
２４ カシノヨウスケ 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ５２６± ０１：５３．４� １６２．２�
６１２� サクラアメージング 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 恭介�さくらコマース村山 明 静内 谷岡牧場 ５１４－２４１：５３．７２ １４０．８
１２ � ヒシマウンテン 牡４栗 ５７ 赤木高太郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 カミイスタット ５３６－ ２ 〃 ハナ ８６．９�
５１０ ワイルドキング �５芦 ５７ 酒井 学小川 勲氏 作田 誠二 鵡川 清水ファーム ４８０－ ６１：５５．３１０ １３４．３�
２３ テイエムカイザー 牡４栗 ５７ 高井 彰大竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 須崎牧場 ４９４＋ ４１：５５．８３ ５７．６�
４７ � カシノマルス 牡４鹿 ５７ 高野 容輔柏木 務氏 福永 甲 門別 竹島 幸治 ５２０＋ ６１：５６．４３� ６８．９�
５９ � マルイチシンゲキ 牡４鹿 ５７ 角田 晃一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 B４７０－ ４１：５６．７１� ５６．０�
４８ � キョウタロウ 牡４鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太菅藤 宗一氏 目野 哲也 門別 野口牧場 ５４８－ ４１：５６．９１	 ４５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９１０，４００円 複勝： ４９，６６９，９００円 枠連： ４１，９２４，５００円

普通馬連： １３８，８１２，８００円 馬単： ８５，５３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４６５，３００円

３連複： １６９，０５０，８００円 ３連単： ３３６，９５２，４００円 計： ９０２，３２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（３－７） ３６０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ７２０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ３，８４０円 ３ 連 単 ��� １４，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３９９１０４ 的中 � １１２５７２（１番人気）
複勝票数 計 ４９６６９９ 的中 � １０４２４５（１番人気）� ６６４５２（３番人気）� ３９３９１（６番人気）
枠連票数 計 ４１９２４５ 的中 （３－７） ８７６４１（１番人気）
普通馬連票数 計１３８８１２８ 的中 �� ９５１００（３番人気）
馬単票数 計 ８５５３５２ 的中 �� ４２３７６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４６５３ 的中 �� ２３６８７（３番人気）�� １３６６９（８番人気）�� ８８５２（１５番人気）
３連複票数 計１６９０５０８ 的中 ��� ３２５６３（１３番人気）
３連単票数 計３３６９５２４ 的中 ��� １７３１０（３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１２．６―１２．２―１２．８―１２．５―１２．８―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．４―３６．０―４８．２―１：０１．０―１：１３．５―１：２６．３―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�マイエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ダンシングブレーヴ

２００５．２．２７生 牡４鹿 母 ベリーリズミック 母母 ブラッシングキャティ ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 カシノヨウスケ号の調教師須貝彦三は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルイチシンゲキ号・キョウタロウ号は，平成２１年７月２１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キシュウグラシア号・ファンドリゲット号
（非抽選馬） ２頭 テイエムリュウジン号・ピエナエイム号
※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。



１８０２４ ６月２１日 晴 稍重 （２１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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１２� エーシンブイムード 牝４青鹿５５ 安藤 勝己平井 宏承氏 野中 賢二 米 R. Warren Lyster
& Jeanne Lyster ４４２－ １１：１０．７ ６．５�

６１１ ハードリレー 牡５栗 ５７ 浜中 俊津田 一男氏 福永 甲 静内 漆原 武男 ４５６－ ６１：１１．１２� １１．４�
８１６ ディアアゲイン 牡４栗 ５７

５４ ▲松山 弘平村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５４＋ ８１：１１．３１	 １０．８�
７１３ リバータウン 牡４青鹿５７ 和田 竜二後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９６＋ ６１：１１．４
 ９．９�
５９ タマモクリエイト 牡４鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１２＋ ２１：１２．２５ ２３．８�
８１５ ファイナルパンチ 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４７２＋ ８１：１２．５１
 ２４５．４�
４８ � ド ス ラ イ ス 牡３栗 ５４ 武 豊小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５２０－１０ 〃 クビ ３．９	
１２ � ギンザナイト 牡４栗 ５７ 川田 将雅齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ４９６＋ ８１：１２．６クビ ４６．１

４７ メイショウタカチホ 牡３栗 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４６４－１２１：１２．８１	 ９４．９�
７１４ マイティーストーム 牡４鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ５２４＋ ４ 〃 ハナ １０．９�
１１ オーミレイライン 牡３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 幾千世牧場 ５０２＋ ２１：１２．９クビ ２９．２
３５ ナンヨーナイト 牝４鹿 ５５ 福永 祐一中村 �也氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ５０２± ０１：１３．２１
 ３６．１�
２４ メイショウラフログ 牡４青鹿５７ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 村下 明博 ４６６－１２１：１３．６２� ６．８�
５１０ シゲルクラマヤマ 牡３鹿 ５４ 吉田 稔森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４４４＋ ２１：１３．８１	 ２３．６�

（愛知）

３６ ラストダンス 牝３栗 ５２
５０ △田中 健田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４４４＋ ２１：１４．６５ １７９．８�

２３ � フロムスクラッチ 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ
ジメント 沖 芳夫 米 John C.

Oxley ４８６－ ６ 〃 クビ ６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，６７９，７００円 複勝： ６０，１３３，９００円 枠連： ５０，０４０，５００円

普通馬連： １７０，１９３，４００円 馬単： ９３，８９２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，５８３，９００円

３連複： ２２４，１２２，５００円 ３連単： ４１３，１２３，１００円 計： １，１０６，７６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２６０円 � ３４０円 � ２９０円 枠 連（６－６） ４，９００円

普通馬連 �� ５，１２０円 馬 単 �� ８，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� １，２２０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� １３，５９０円 ３ 連 単 ��� ７７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ４４６７９７ 的中 � ５４５６６（２番人気）
複勝票数 計 ６０１３３９ 的中 � ６５５６８（４番人気）� ４５４３２（７番人気）� ５５０７６（５番人気）
枠連票数 計 ５００４０５ 的中 （６－６） ７５３９（２２番人気）
普通馬連票数 計１７０１９３４ 的中 �� ２４５５４（２２番人気）
馬単票数 計 ９３８９２８ 的中 �� ７８５２（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０５８３９ 的中 �� ７４７９（２２番人気）�� １０３３６（１１番人気）�� ８２５０（１６番人気）
３連複票数 計２２４１２２５ 的中 ��� １２１７８（４８番人気）
３連単票数 計４１３１２３１ 的中 ��� ３９５５（２５０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．６―１２．３―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３４．１―４６．４―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンブイムード �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 You and I デビュー ２００８．６．７ 中京４着

２００５．４．２生 牝４青鹿 母 Val U Me 母母 Valenza １２戦２勝 賞金 １６，６５０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ウイニングヒロオー号・エーシンクールディ号・カネトシヴィゴーレ号
（非抽選馬） ２頭 テンシノボストン号・メイショウユリシス号
※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。



（２１阪神３）第２日 ６月２１日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４５，２５０，０００円
２，１３０，０００円
１３，６８０，０００円
１，８６０，０００円
２５，０９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，９９２，５００円
５，５４８，８００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
４３１，９９１，２００円
６４１，６２２，８００円
４５０，５５９，３００円
１，８０７，７０９，２００円
１，０８８，９８９，０００円
５３４，２２１，１００円
２，４４８，６６９，６００円
４，６４５，６２３，６００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 １２，０４９，３８５，８００円

総入場人員 ２２，１９９名 （有料入場人員 ２０，８３９名）




