
１８０３７ ６月２８日 曇 良 （２１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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２４ エルメスグリーン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ５０２－１２１：２４．８ ９．８�

６１２ ジニオマッジョーレ 牝３栗 ５４ 松岡 正海畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８４＋３２１：２５．９７ ７．４�
６１１ サンデーローズ 牝３鹿 ５４ 武 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋１２１：２６．２２ ２．５�
１２ テラノチャンス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介寺田 寿男氏 清水 出美 平取 坂東牧場 ４３２＋ ８１：２６．３� １９５．４�
８１５ テイエムミチシオ 牝３栗 ５４ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ４２６－ ２１：２６．４� １９．３�
５１０ ネオイユドゥレーヌ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：２６．５クビ ４．５�
１１ シ ェ ダ ル 牝３鹿 ５４ 小牧 太	ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 酒井牧場 ４６６＋ ２１：２６．６� ９．９

７１４ シーガルプリンセス 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎森本 悳男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：２７．４５ １２．４�
３６ ドゥボンヌール 牝３黒鹿５４ 角田 晃一中村 昭博氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ４５２＋１２１：２７．５� １６８．３�
７１３ テイエムテキーラ 牝３栗 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 松田 三千雄 ４４８－ ６１：２８．１３� １２２．６
８１６ フロルアンディーナ 牝３芦 ５４ 佐藤 哲三 	サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：２８．４１� ２２０．１�
５９ ボーセジュール 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド ４６２＋１８１：２８．８２� ５２．７�
４７ リバーポンキー 牝３栗 ５４

５３ ☆藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 様似 林 時春 ４３２＋１８１：２９．７５ １４８．６�
３５ エイシンペリー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４２２－ ４ 〃 ハナ １０６．９�
４８ メイショウアルテア 牝３栗 ５４ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 三嶋牧場 ４５２ ―１：３０．８７ １０．２�
２３ プリンセスミカ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊冨沢 敦子氏 増本 豊 新ひだか 高橋 誠次 ４５８－ ４１：３１．１２ １８４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４８９，８００円 複勝： ２４，７２３，３００円 枠連： １５，４１３，５００円

普通馬連： ５２，９５５，５００円 馬単： ４１，５９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７６９，４００円

３連複： ７５，７５３，２００円 ３連単： １０６，４８９，６００円 計： ３５５，１９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２７０円 � ２６０円 � １４０円 枠 連（２－６） １，２６０円

普通馬連 �� ３，７２０円 馬 単 �� ９，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ６２０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� ３１，５７０円

票 数

単勝票数 計 １８４８９８ 的中 � １４９０５（４番人気）
複勝票数 計 ２４７２３３ 的中 � ２００８２（６番人気）� ２１５２７（４番人気）� ６６６６６（１番人気）
枠連票数 計 １５４１３５ 的中 （２－６） ９０２９（７番人気）
普通馬連票数 計 ５２９５５５ 的中 �� １０５１１（１６番人気）
馬単票数 計 ４１５９６８ 的中 �� ３３８５（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７６９４ 的中 �� ３５７９（１７番人気）�� ７９９８（６番人気）�� １０４２２（２番人気）
３連複票数 計 ７５７５３２ 的中 ��� １５４１７（１２番人気）
３連単票数 計１０６４８９６ 的中 ��� ２４９０（９４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．８―１２．５―１２．７―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．８―４７．３―１：００．０―１：１２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
３ １３，１２（４，１４）（１，５，１１）（３，１０）２（１６，８，７）１５（６，９） ４ １３，１２，１４（４，１１）１，１０（２，５）（１６，３，１５）（６，８，７）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エルメスグリーン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．５．２３ 中京１０着

２００６．４．９生 牝３鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ボーセジュール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウアルテア号・プリンセスミカ号は，平成２１年７月２８日まで平地競走に出走できない。



１８０３８ ６月２８日 曇 良 （２１阪神３）第４日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ メイショウシンドウ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松本 好雄氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７８＋ ２１：５４．４ ２．３�

４７ ミステリアスガイ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５３４－ ８１：５４．６１� １１３．０�
３５ ヤマニンスクワール 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 恭介土井 肇氏 安田 隆行 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ２１：５５．０２� １２．２�
４６ レインボーマジック 牡３鹿 ５６ 小牧 太山本 英俊氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 アタマ ７．４�
５９ サザンオーカン 牡３鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４９６－ ８１：５５．３２ １１２．９�
８１４ テイケイメルベイユ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 北光牧場 ４９６± ０１：５５．８３ １２．７�
７１３ マッキーガリウム 牡３黒鹿５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４４８－ ４１：５６．３３ ３５．１�
２３ ト モ ダ チ 牡３鹿 ５６ 生野 賢一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４７０＋２８ 〃 アタマ ３７．２	
２２ ニシノプライスレス 牡３鹿 ５６ 武 豊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４５４＋ ２１：５６．７２� ３．６

３４ シルクナトゥール 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士有限会社シルク山内 研二 新ひだか 上村 清志 ４９８＋ ２１：５７．０２ ２６２．５�
８１５ サイキックシチー 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 池添 兼雄 浦河 アイオイファーム ４８４－ ２１：５７．１クビ １１．１
７１２ キーオーカン 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 ４５８－ ４１：５８．１６ ３４６．８�
６１１ ア ク リ ボ ス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅藤田 孟司氏 中竹 和也 浦河 富田牧場 ４９８－ ２１：５８．２� ５０．８�
６１０ ゴールドキーパー 牡３栗 ５６ 太宰 啓介加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 浦河土肥牧場 ５３２－ ６１：５８．３クビ １８．５�
５８ ブレーヴキャンター 牡３黒鹿５６ 石橋 守前田 榮生氏 境 直行 大樹 メムブリーディ

ングシステム ５３８－ ２１：５８．５１� ３０１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，０５２，２００円 複勝： ２９，２８０，７００円 枠連： １６，２１５，４００円

普通馬連： ５５，０７６，６００円 馬単： ４３，７００，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３２５，１００円

３連複： ７６，０６４，０００円 ３連単： １１５，５４０，９００円 計： ３７５，２５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １，７７０円 � ３２０円 枠 連（１－４） ７７０円

普通馬連 �� １４，６５０円 馬 単 �� １５，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８２０円 �� ５５０円 �� １０，１７０円

３ 連 複 ��� ４１，７７０円 ３ 連 単 ��� １６８，５２０円

票 数

単勝票数 計 １９０５２２ 的中 � ６６５４５（１番人気）
複勝票数 計 ２９２８０７ 的中 � １０７４４１（１番人気）� ２６７６（１１番人気）� １８８９８（６番人気）
枠連票数 計 １６２１５４ 的中 （１－４） １５５７５（３番人気）
普通馬連票数 計 ５５０７６６ 的中 �� ２７７５（３１番人気）
馬単票数 計 ４３７００６ 的中 �� ２０９４（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３２５１ 的中 �� １２６０（３２番人気）�� １００１０（５番人気）�� ４６７（５２番人気）
３連複票数 計 ７６０６４０ 的中 ��� １３４４（８８番人気）
３連単票数 計１１５５４０９ 的中 ��� ５０６（３９４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１３．８―１３．２―１３．１―１２．３―１２．７―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３７．６―５０．８―１：０３．９―１：１６．２―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４F５０．５―３F３８．２
１
３
７，１０（１，１１）（５，１４）８（３，１５）（６，１２）（２，９，１３）４・（７，１０，１４）（１１，１５）１，５，９（３，１３）６（２，８）（４，１２）

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

勝馬の
紹 介

メイショウシンドウ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 タイキブリザード デビュー ２００８．９．２８ 阪神７着

２００６．３．２８生 牡３鹿 母 ア ヤ ト リ 母母 トライハーベスト １２戦１勝 賞金 １２，１００，０００円



１８０３９ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

１：４５．２
１：４４．１

良

良

５１０ カンファーバトル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠奥村 清晴氏 清水 出美 新ひだか 上村 清志 ４９４－ ６１：４７．８ ３．２�

３６ トップサンダー 牡３栗 ５６ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８８± ０１：４７．９� ２８．０�
８１８ タケカジョウオー 牝３鹿 ５４

５１ ▲松山 弘平池永 靖子氏 武 宏平 新冠 小泉牧場 ４０４＋ ２ 〃 クビ ３７．６�
６１２ ミヤコトップガン 牡３栗 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４４４－ ６１：４８．１１� ５．７�
１２ ユ ウ リ ョ ク 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�アイテツ 田中 章博 安平 �橋本牧場 ４４０± ０１：４８．２� ２１．９�
７１５ ゴールデンゴール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 三好牧場 ４３４－ ６１：４８．３	 ４．６	
２４ メイショウケンロク 牡３鹿 ５６ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中島牧場 ５００± ０１：４８．５１� ２２．２

８１７ ジ ュ メ イ ラ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太安原 浩司氏 清水 久詞 浦河 上田 五十詞 ４２６＋２４１：４８．６� ２３１．４�
８１６
 クリニエルドゥオル 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry
D. Williams ４６８ ― 〃 クビ １０．７�

４７ ルナフライト 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４９６ ―１：４８．８１� ８６．９
７１４ フライトクラウン 牡３青鹿５６ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 三石 三石川上牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ２８１．２�
７１３ サルヴェイション 牡３鹿 ５６ 幸 英明吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６２－ ４１：４９．１２ １５１．７�
５９ ハ ナ ゴ ロ モ 牝３黒鹿５４ 赤木高太郎小菅 定雄氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２ 〃 ハナ ２１．８�
４８ トーセンウーノ 牝３鹿 ５４ 武 豊島川 �哉氏 高橋 成忠 新ひだか 岡田スタツド ４８６－ ６ 〃 ハナ ５．５�
２３ トロピカルキング 牡３栗 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 新冠 パカパカ
ファーム ４５６ ―１：４９．２クビ ２３．０�

１１ シャイニーガバナー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５０４－ ６１：４９．４１ ２４１．３�
６１１ マルサンマウジー 牡３鹿 ５６ 小原 義之松井三千年氏 小原伊佐美 新ひだか 富岡 廣光 ４５４－ ２１：４９．５� ２２９．１�
３５ ベ ラ ノ ッ テ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一栗山 良子氏 牧浦 充徳 平取 北島牧場 ４７２＋ ６ 〃 クビ ３２０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，０８５，２００円 複勝： ３２，１４０，８００円 枠連： １５，７９４，９００円

普通馬連： ６２，５４５，７００円 馬単： ４３，０５２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３２３，３００円

３連複： ８４，６８２，１００円 ３連単： １１８，５２１，２００円 計： ４００，１４６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ６７０円 � ８７０円 枠 連（３－５） ４，３５０円

普通馬連 �� ５，６５０円 馬 単 �� ８，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６３０円 �� ２，５２０円 �� １３，６３０円

３ 連 複 ��� ４９，９６０円 ３ 連 単 ��� ２１９，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２００８５２ 的中 � ４９６４４（１番人気）
複勝票数 計 ３２１４０８ 的中 � ６５２４５（１番人気）� １０６９４（９番人気）� ８０９２（１１番人気）
枠連票数 計 １５７９４９ 的中 （３－５） ２６８０（２０番人気）
普通馬連票数 計 ６２５４５７ 的中 �� ８１８３（２１番人気）
馬単票数 計 ４３０５２９ 的中 �� ３９４３（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３２３３ 的中 �� ３６１０（１９番人気）�� ２２９１（２９番人気）�� ４１２（７２番人気）
３連複票数 計 ８４６８２１ 的中 ��� １２５１（１１８番人気）
３連単票数 計１１８５２１２ 的中 ��� ３９８（５５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．４―３５．０―４７．４―５９．７―１：１２．２―１：２４．０―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンファーバトル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．６．１３ 中京４着

２００６．４．１４生 牡３鹿 母 アイアンブリッジ 母母 パイナップルスター ２戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※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 アルティマタレント号・ラブイズモネ号



１８０４０ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１１．０
１：１０．９

良

不良

８１５ ゴーオンホーマン 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６０ ―１：１２．４ ８０．６�

３５ キンショーダンデー 牡２栗 ５４ 浜中 俊礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４４６ ―１：１２．９３ ３２．８�
５１０� コスモファントム 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ４９６ ―１：１３．７５ ４．３�
１２ エーシンホワイティ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一平井 宏承氏 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４７６ ―１：１３．９１� ３．３�
４７ トミケンパルテイ 牡２鹿 ５４ 武 豊冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４６０ ―１：１４．２１� ４．５�
４８ タイキフレンチキス 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３４ ―１：１４．６２� １１１．０�
１１ ドラゴンゼファー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 ４３４ ―１：１５．０２� ４１．６	
３６ ゼットセブン 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ４９８ ―１：１５．１� ５．１

６１１ シルクアーネスト 牡２栗 ５４ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４６６ ―１：１５．４１� １７．５�
２３ ナンゴクトップガン 牡２栗 ５４ 小牧 太渡 義光氏 武 宏平 青森 長谷地 義正 ４５８ ―１：１５．５� ２９．０�
７１３ ファイブイーグル 牡２鹿 ５４ 横山 典弘�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４９４ ― 〃 ハナ ２８．０
７１４ コスモディエス 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 豊浦 飯原牧場 ４６２ ―１：１５．７１� １５８．６�
５９ タガノキャプテン 牡２栗 ５４ 蛯名 正義八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８ ―１：１６．１２� ３４．１�
２４ シゲルオカメノカタ 牝２栗 ５４ 赤木高太郎森中 蕃氏 小野 幸治 浦河 安原 実 ４３８ ―１：１６．７３� ２１３．２�
８１６ ファンドリトレイン 牡２鹿 ５４ 幸 英明水戸 富雄氏 田中 章博 平取 雅 牧場 ４４６ ―１：１７．５５ ２０．６�
６１２ クニサキロンチー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 ４５８ ―１：１７．９２� ２１５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１２６，９００円 複勝： ２２，１８７，４００円 枠連： １５，６１９，２００円

普通馬連： ５２，７８８，２００円 馬単： ３９，３４７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９２２，１００円

３連複： ６５，４０８，５００円 ３連単： １０１，７４１，７００円 計： ３３５，１４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，０６０円 複 勝 � １，８５０円 � ６４０円 � １９０円 枠 連（３－８） ３，４００円

普通馬連 �� １４５，９１０円 馬 単 �� ４３９，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８，５１０円 �� ７，５２０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� １７８，１３０円 ３ 連 単 ��� １，２９４，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２０１２６９ 的中 � １９７０（１２番人気）
複勝票数 計 ２２１８７４ 的中 � ２５８９（１２番人気）� ８１６８（９番人気）� ３９５８８（２番人気）
枠連票数 計 １５６１９２ 的中 （３－８） ３３９４（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５２７８８２ 的中 �� ２６７（９９番人気）
馬単票数 計 ３９３４７１ 的中 �� ６６（２１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９２２１ 的中 �� １５２（９９番人気）�� ５８１（６０番人気）�� ２８３４（１７番人気）
３連複票数 計 ６５４０８５ 的中 ��� ２７１（２３３番人気）
３連単票数 計１０１７４１７ 的中 ��� ５８（１５０４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１２．０―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．５―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーオンホーマン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ジョリーズヘイロー 初出走

２００７．４．２生 牡２鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンドリトレイン号・クニサキロンチー号は，平成２１年７月２８日まで平地競走に出走できない。



１８０４１ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

４８ ニホンピロララバイ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 B４７０＋ ６１：２５．４ ３．５�

８１５ ディアエンデバー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ５１２ ―１：２５．６１� １７．０�
６１２ ワンダースル 牝３青鹿５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４４６－ ４１：２６．４５ ９７．０�
３６ スナークレナード 牡３鹿 ５６

５３ ▲松山 弘平杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４８２－ ４１：２６．５� １６．０�
４７ ドリームバンブー 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４１８－ ６１：２６．６� １４３．４�
６１１ スズカアリュール 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４７６＋ ４１：２７．２３� １４．２�
３５ シェヴァルフォルテ 牡３鹿 ５６ 幸 英明浅野多喜男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４６２± ０１：２７．３� １３６．１	
７１４ クールヴァンクル 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２８＋ ２１：２７．４� ２２．９

５９ 	 エーシンフラクタル 牝３栗 ５４ 岩田 康誠平井 宏承氏 中尾 秀正 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４２－ ６１：２７．６１� １．９�
２４ メイショウイーガー 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 磯野牧場 ４４８－ ６１：２７．７クビ １４５．８�
５１０	 ソニックファイヤー 牡３青 ５６ 川田 将雅齋藤 文男氏 小崎 憲 愛

M. Doyle &
Christy Ryan &
Morton Bloodstock

５１６± ０ 〃 クビ ４１．１
２３ シゲルマヤサン 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 ４６０＋１０１：２７．９１ ２１３．４�
８１６ ロングプレジデント 牡３青 ５６ 福永 祐一中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４６８－ ２１：２８．１１� １３．４�
１２ ローズタトゥ 牝３鹿 ５４ 佐久間寛志昴ホースクラブ 鹿戸 明 新ひだか 土田 扶美子 ４５６＋ ４ 〃 ハナ ２６１．１�
７１３	 キャンディームーン 牝３栗 ５４ 上村 洋行吉田 好雄氏 野中 賢二 米 Merry Go－Round

Co., Ltd. ４９６ ―１：２８．５２� １４．５�
１１ サインオブブラフ 牡３栗 ５６ 荻野 要大原 詔宏氏 境 直行 新冠 有限会社

大原ファーム ４４２－ ４１：３０．８大差 ２３１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９８０，３００円 複勝： ３６，１０４，３００円 枠連： １８，９９２，４００円

普通馬連： ５７，４８６，２００円 馬単： ４７，２９１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６１６，８００円

３連複： ７３，４１５，７００円 ３連単： １２８，４９５，２００円 計： ４０２，３８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １９０円 � ６４０円 � ２，５２０円 枠 連（４－８） １，４４０円

普通馬連 �� ３，９３０円 馬 単 �� ６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ４，０８０円 �� １９，７８０円

３ 連 複 ��� ６７，８２０円 ３ 連 単 ��� ２７０，９５０円

票 数

単勝票数 計 １８９８０３ 的中 � ４２８１８（２番人気）
複勝票数 計 ３６１０４３ 的中 � ６７０６３（２番人気）� １３２２２（６番人気）� ３０４３（１０番人気）
枠連票数 計 １８９９２４ 的中 （４－８） ９７８８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７４８６２ 的中 �� １０８１２（１３番人気）
馬単票数 計 ４７２９１２ 的中 �� ５７６７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６１６８ 的中 �� ４８１２（１１番人気）�� １２９１（３２番人気）�� ２６２（６５番人気）
３連複票数 計 ７３４１５７ 的中 ��� ７９９（１１０番人気）
３連単票数 計１２８４９５２ 的中 ��� ３５０（４７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．４―１２．５―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．６―４８．０―１：００．５―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロララバイ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．１２．２０ 阪神３着

２００６．３．２７生 牡３鹿 母 ニホンピロビオラ 母母 ニホンピロピュアー ９戦１勝 賞金 １４，７００，０００円
・・・〔制裁〕 サインオブブラフ号の騎手荻野要は，発走直後の御法（右あぶみを踏み外した）について過怠金１０，０００円。

・・・〔その他〕 サインオブブラフ号は，発走直後に騎手が右あぶみを踏み外したため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



１８０４２ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・右・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．２
１：４４．１

良

良

３６ ハ ー リ カ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 中本 隆志 ４６８－ ４１：４７．１ ４．８�

２４ ラ ル ー チ ェ 牝３芦 ５２ 岩田 康誠植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４７６－ ６１：４７．５２� １４．８�
８１６ プティマカロン 牝４青鹿５５ 横山 典弘伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４４８－ ２１：４７．６� １７．８�
３５ リーガルアミューズ 牝４栗 ５５ 川田 将雅有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ７．３�
１２ ハギノトラスト 牝３栃栗５２ 松岡 正海安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３２－ ４ 〃 アタマ ４．０�
７１３ アンプレシオネ 牝４芦 ５５ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４４８＋１０１：４７．７� １１６．４�
８１７ ディープキッス 牝４鹿 ５５ 小牧 太岸田 勝宏氏 田所 秀孝 新冠 ハクツ牧場 ４３６－ ２１：４７．８� ５０．５	
４８ マヤノカピオラニ 牝３栗 ５２ 武 豊田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ４．４

５９ スマートレディー 牝４鹿 ５５ 池添 謙一大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４４＋１２１：４７．９� ７２．１�
６１２ エーシンサーフィン 牝５栗 ５５ 福永 祐一平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７２± ０１：４８．０� ３２．８�
４７ ローザブランカ 牝４芦 ５５ 上村 洋行 サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６０＋１２１：４８．２１� ２９．８�
７１４ カ イ ゼ リ ン 牝４青鹿５５ 安藤 勝己 キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６６＋１６１：４８．３� ５．７�
１１ ミキノクレシェンド 牝３栗 ５２

５１ ☆藤岡 康太谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４５８± ０ 〃 クビ １６７．９�
８１５ トゥザハッスル 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲国分 恭介吉田 和美氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：４８．４クビ ８６．４�
６１１ ステラフィッサ 牝４青 ５５ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 静内 橋本牧場 ４２６－ ８ 〃 アタマ ２１５．３�
５１０� ム ー ヴ 牝４鹿 ５５ 金折 知則池住 安信氏 福永 甲 浦河 三栄牧場 ４２６± ０１：４８．６１� ２５１．１�
２３ ロングキャロル 牝３鹿 ５２ 和田 竜二中井 敏雄氏 梅内 忍 浦河 高野牧場 B４３２－ ２１：４８．７� １９６．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２４，６９２，７００円 複勝： ３８，４３１，０００円 枠連： ２１，８００，７００円

普通馬連： ８２，８０８，６００円 馬単： ５１，６５３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７０３，６００円

３連複： １０１，４８２，８００円 ３連単： １５２，６８１，５００円 計： ４９９，２５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ３２０円 � ４３０円 枠 連（２－３） １，７００円

普通馬連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ９４０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ８，７３０円 ３ 連 単 ��� ４７，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２４６９２７ 的中 � ４１１０３（３番人気）
複勝票数 計 ３８４３１０ 的中 � ６９８４８（１番人気）� ２９８３７（６番人気）� ２００９２（７番人気）
枠連票数 計 ２１８００７ 的中 （２－３） ９４６５（７番人気）
普通馬連票数 計 ８２８０８６ 的中 �� ２０９４６（１２番人気）
馬単票数 計 ５１６５３２ 的中 �� ７８６９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７０３６ 的中 �� ８２１１（８番人気）�� ６８３１（１３番人気）�� ３４８３（２１番人気）
３連複票数 計１０１４８２８ 的中 ��� ８５８７（３０番人気）
３連単票数 計１５２６８１５ 的中 ��� ２３９０（１５０番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．５―１２．５―１２．７―１２．４―１１．６―１１．４―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．１―４７．６―１：００．３―１：１２．７―１：２４．３―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３４．４
３ ８（２，３）（１，５，１３）（４，１０，７）６，１４（９，１６）（１５，１１）１２，１７ ４ ８（２，３，１３）（１，５，７）（４，６，１０，１４）（９，１６，１１）（１２，１５，１７）

勝馬の
紹 介

ハ ー リ カ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．２．３ 京都６着

２００５．３．２９生 牝４黒鹿 母 デ ィ マ ー 母母 Kalikala １５戦２勝 賞金 ２６，２０６，０００円



１８０４３ ６月２８日 晴 良 （２１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５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ ディアプリンシパル 牡４青 ５７ 蛯名 正義寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４６４＋ ６１：５２．５ １０．８�

３５ マチカネカミカゼ 牡４栗 ５７ 武 豊細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４７８＋ ２１：５２．７１� ２．６�
６１０ キャトルキャール 牝４栗 ５５ 小牧 太吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４４０＋１２１：５３．０２ ６４．７�
４６ ヨ ク バ リ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４５６－ ６１：５３．１� ３．６�
５８ 	 ファイトシーン 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５６－ ２１：５３．３１� １６３．６�
８１４
 セレスブレイク �４鹿 ５７ 浜中 俊岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Newbyth

Stud Farm ４８８± ０１：５３．７２� １０９．４�
３４ カタンジャレ 牡３栗 ５４ 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ４９２＋ ２１：５３．８クビ １６２．２�
８１５
 ケイアイダイコク 牡３栗 ５４ 岩田 康誠 	啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米

B & B Zietz Stables, Inc.,
Bruce Henry Zietz &
Beverly Kay Zietz

４６８± ０１：５４．１１� ４．８

２３ 
 カネトシヴィゴーレ 牝４栗 ５４ 小林慎一郎兼松 利男氏 矢作 芳人 豪 Arrowleave

Joint Venture ４４２± ０１：５４．２� １６．４�
６１１ ゴールドチェンジ 牡５芦 ５７ 鮫島 良太スター・ホースメンズクラブ 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：５４．３� ２４．８�
７１２ レプラコーン 牡４栗 ５７ 和田 竜二 社台レースホース池江 泰寿 三石 片山 修 ４８４－ ２１：５４．７２� １３．５�
５９ マーブルデイビー 牡３栗 ５４ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４６８－ ８ 〃 クビ ５１．３�
２２ フジノアリオン 牡４黒鹿５７ 幸 英明藤井 五三氏 川村 禎彦 浦河 冨岡牧場 ５００－ ９１：５４．９１ ３５．１�
４７ トーホウオーディン 牡３栗 ５４ 太宰 啓介東豊物産	 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６０－ ２１：５６．５１０ ３８．４�
７１３	 エーシンタウォーズ 牡３栗 ５４ 酒井 学河越 武治氏 作田 誠二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４８＋ ２１：５７．３５ ２４８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，０１２，５００円 複勝： ３２，６４７，４００円 枠連： ２０，６６９，２００円

普通馬連： ８７，３６４，５００円 馬単： ５６，２５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６２８，１００円

３連複： １０３，７３３，５００円 ３連単： １６７，９６１，８００円 計： ５２０，２７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２７０円 � １５０円 � ８３０円 枠 連（１－３） １，５８０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ４，５７０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� １７，４９０円 ３ 連 単 ��� ８８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２４０１２５ 的中 � １７６５５（４番人気）
複勝票数 計 ３２６４７４ 的中 � ２８８２７（４番人気）� ８３５１２（１番人気）� ７４９１（１０番人気）
枠連票数 計 ２０６６９２ 的中 （１－３） ９７０６（５番人気）
普通馬連票数 計 ８７３６４５ 的中 �� ４４７７４（４番人気）
馬単票数 計 ５６２５８５ 的中 �� １０８５０（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６２８１ 的中 �� １０８６７（４番人気）�� １４２３（４２番人気）�� ４０６７（１９番人気）
３連複票数 計１０３７３３５ 的中 ��� ４３７９（５１番人気）
３連単票数 計１６７９６１８ 的中 ��� １４０３（２５１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．４―１２．４―１２．７―１２．６―１２．８―１２．８―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．２―３５．６―４８．３―１：００．９―１：１３．７―１：２６．５―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．８
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアプリンシパル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１２．１ 阪神８着

２００５．３．３０生 牡４青 母 エリモアテナ 母母 エリモパッション １４戦３勝 賞金 ２３，６５０，０００円
〔制裁〕 ゴールドチェンジ号の騎手鮫島良太は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・１番への進路影

響）
※出走取消馬 ソニックブレード号（疾病〔右前挫跖〕のため）



１８０４４ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第８競走 ��１，６００�
な ん こ う

南 港 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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４７ ドリームゼニス 牡３栗 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ４１：３３．３ ２３．９�

５９ ストリートスタイル 牝４鹿 ５５ 武 豊下河辺隆行氏 坂口 正大 門別 下河辺牧場 ４２０－ ４１：３３．４� ４．６�
４８ ハンターキリシマ 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉西村新一郎氏 野元 昭 鹿児島 ニルキング牧場 ４３０＋ ６１：３３．６１� ３１．０�
６１２ スターリースカイ 牝３鹿 ５２ 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４３２＋ ２１：３３．７クビ ３８．４�
８１６ エアシャトゥーシュ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ２．２�
３６ マルカベンチャー 牡３栗 ５４ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：３４．０２ ６．３	
１２ スーパーウーマン 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４５８± ０１：３４．１� １６．７

７１４ メイショウルシェロ 牝４黒鹿５５ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４０８－ ２１：３４．２� １６．９�
８１５ マルカレガート 牡４鹿 ５７ 浜中 俊河長産業� 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４５６＋ ８１：３４．４１� １７４．３�
５１０ リバイバルシチー 牡５鹿 ５７ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５０２－ ８１：３４．５クビ ９４．８
８１７ オースミスパーク 牡４鹿 ５７ 幸 英明�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４５４＋ ４１：３４．７１� ７．４�
２３ � タ カ ラ ボ ス 牡５栗 ５７ 中村 将之栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４２０－ ４ 〃 クビ ２４６．５�
３５ プレサンティール 牝４栗 ５５ 鮫島 良太 �グリーンファーム 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：３４．８� ８７．９�
２４ ナショナルヒーロー 牡３鹿 ５４ 池添 謙一青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ６１：３５．２２� ４０．６�
７１３ ヒシジェントリー 牡３黒鹿５４ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 新冠 飛渡牧場 ４４０－ ６１：３５．７３ ３４８．７�
６１１� キクノフレア 牝４鹿 ５５ 角田 晃一菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 鮫川 啓一 ４６８＋ ３１：３６．３３� ２８０．０�
１１ キングアレキサンダ 牡３鹿 ５４ 赤木高太郎鳴戸 雄一氏 大根田裕之 静内 カタオカフアーム ４８８＋ ２１：３６．５１� ７１．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３３，１８２，３００円 複勝： ４７，５１８，５００円 枠連： ３０，６３２，７００円

普通馬連： １１０，４０５，６００円 馬単： ７１，００３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０４８，７００円

３連複： １３６，５６６，７００円 ３連単： ２３２，３１３，１００円 計： ６９７，６７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３９０円 複 勝 � ５６０円 � ２００円 � ６４０円 枠 連（４－５） ２，２５０円

普通馬連 �� ４，３７０円 馬 単 �� １２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� ３，８１０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２０，９００円 ３ 連 単 ��� １５１，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３３１８２３ 的中 � １０９６２（７番人気）
複勝票数 計 ４７５１８５ 的中 � ２０１１０（７番人気）� ７７３９４（２番人気）� １７２０７（９番人気）
枠連票数 計 ３０６３２７ 的中 （４－５） １００５０（９番人気）
普通馬連票数 計１１０４０５６ 的中 �� １８６５５（１５番人気）
馬単票数 計 ７１００３４ 的中 �� ４３６５（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０４８７ 的中 �� ５６１６（１７番人気）�� ２２８８（４０番人気）�� ５７３４（１５番人気）
３連複票数 計１３６５６６７ 的中 ��� ４８２３（６４番人気）
３連単票数 計２３２３１３１ 的中 ��� １１２９（４２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．２―１１．６―１１．７―１１．５―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．６―４６．２―５７．９―１：０９．４―１：２１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームゼニス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．７．６ 阪神４着

２００６．５．３生 牡３栗 母 スレンダーガール 母母 ビクトリアクラウン １１戦２勝 賞金 ２５，０６９，０００円
※出走取消馬 マックスロザリー号（疾病〔右肩跛行〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ジョウショーアロー号



１８０４５ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第９競走 ��
��２，０００�

た る み

垂水ステークス
発走１５時００分 （芝・右）
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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

５１０ テイエムアンコール 牡５芦 ５７ 浜中 俊竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 ４５８－ ２２：００．３ １２．１�

２３ アメジストリング 牝５黒鹿５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２２：００．６１� １８．５�
１１ ハ イ オ ン 牡５青鹿５７ 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８－ ８ 〃 アタマ １５．４�
４７ マルカハンニバル 牡５黒鹿５７ 角田 晃一河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４７８－ ８２：００．８１� １８．５�
３５ タガノヴァレオ 	４黒鹿５７ 和田 竜二八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１２＋ ４２：００．９
 １５．１�
４８ シゲルフセルト 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義森中 蕃氏 川村 禎彦 静内 石川 栄一 ４４２－ ８ 〃 クビ ３０．８	
８１６ ニュービギニング 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２２：０１．０クビ ２８．９

７１４ レインボーペガサス 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８４－ ８２：０１．１
 １．５�
２４ シゲルタック 牡５鹿 ５７ 小牧 太森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７６－ ４ 〃 クビ ４７．４�
１２ デンコウミサイル 牡６栗 ５７ 幸 英明田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０２－ ４２：０１．２クビ ５６．２
７１３ ヴィクトリアアイ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８± ０ 〃 アタマ ５８．９�
６１２ アペリティフ 	６鹿 ５７ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４９０－ ６２：０１．５１� １４．３�
６１１ シャインウェーヴ 牡５黒鹿５７ 川田 将雅臼田 浩義氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４７０± ０２：０１．６クビ １５１．３�
８１５ グロリアスウィーク 牡６鹿 ５７ 福永 祐一 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４７０± ０２：０１．７
 １０２．３�
３６ ウインシンシア 牝６黒鹿５５ 生野 賢一�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６＋１４ 〃 クビ １８０．６�
５９ オープンセサミ 牡６鹿 ５７ 武 豊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６＋１４２：０１．８クビ ４２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，６３０，７００円 複勝： ７４，６３４，９００円 枠連： ４１，４３１，２００円

普通馬連： １８５，６３３，４００円 馬単： １２８，６７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，４９２，１００円

３連複： ２１０，４４６，１００円 ３連単： ４１９，５８９，３００円 計： １，１６２，５２７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３６０円 � ４００円 � ５８０円 枠 連（２－５） ２，５８０円

普通馬連 �� ５，５７０円 馬 単 �� １４，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� １，９００円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ２３，３６０円 ３ 連 単 ��� １６０，７００円

票 数

単勝票数 計 ４９６３０７ 的中 � ３２３６５（２番人気）
複勝票数 計 ７４６３４９ 的中 � ５６７２５（３番人気）� ４９８７５（４番人気）� ３２０７５（７番人気）
枠連票数 計 ４１４３１２ 的中 （２－５） １１８５３（８番人気）
普通馬連票数 計１８５６３３４ 的中 �� ２４６３１（１６番人気）
馬単票数 計１２８６７０２ 的中 �� ６７５４（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２４９２１ 的中 �� ９５５４（１２番人気）�� ６８０１（１９番人気）�� ５７２５（２０番人気）
３連複票数 計２１０４４６１ 的中 ��� ６６４９（６６番人気）
３連単票数 計４１９５８９３ 的中 ��� １９２７（３８３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．０―１２．３―１２．２―１１．７―１２．１―１２．０―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３５．６―４７．９―１：００．１―１：１１．８―１：２３．９―１：３５．９―１：４７．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムアンコール �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．４．２８ 京都１３着

２００４．３．２６生 牡５芦 母 スナークサクセス 母母 ニジンスキーセンチメント ２７戦５勝 賞金 ９８，４２６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アヴェンティーノ号・タガノティアーズ号・チョウサンデイ号



１８０４６ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�第５０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 ３，０２４，０００円 ８６４，０００円 ４３２，０００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
厩務員賞 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）

６９ ドリームジャーニー 牡５鹿 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４－ ２２：１１．３ ７．１�

５８ サクラメガワンダー 牡６栗 ５８ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４９０± ０２：１１．６１� ８．３�
７１１ ディープスカイ 牡４栗 ５８ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５１６－ ８ 〃 クビ １．６�
８１４ カ ン パ ニ ー 牡８鹿 ５８ 岩田 康誠近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２２：１１．７� ３１．５�
６１０ スクリーンヒーロー 牡５栗 ５８ 横山 典弘吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７８－ ８２：１１．８� ２１．４�
５７ アルナスライン 牡５鹿 ５８ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４０－ ２ 〃 ハナ ９．６	
１１ マイネルキッツ 牡６栗 ５８ 松岡 正海 �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 B４８２－１２２：１２．０１	 １７．５

３３ スマートギア 牡４栗 ５８ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５６＋ ２２：１２．２１	 ４３．５�
７１２ モンテクリスエス 牡４鹿 ５８ 安藤 勝己毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５４４＋ ８２：１２．３クビ ５８．８�
３４ アドマイヤフジ 牡７黒鹿５８ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２２－１２ 〃 クビ ４４．１
４６ エリモエクスパイア 牡６鹿 ５８ 小牧 太山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５００± ０２：１２．７２� ２０４．６�
２２ インティライミ 牡７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 ４７４－ ４２：１２．９１	 ４５．９�
８１３
 コスモバルク 牡８鹿 ５８ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５０２－ ２２：１３．４３ １５９．９�

（北海道）

４５ ヒラボクロイヤル 牡５黒鹿５８ 鮫島 良太�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４８８－ ６２：１３．６１� ２４２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６０２，７０１，１００円 複勝： ７９０，４０８，９００円 枠連： ５３５，６５１，７００円

普通馬連： ２，５１０，２１６，７００円 馬単： １，９３０，６８９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６５２，８５４，９００円

３連複： ３，１１２，８０４，７００円 ３連単： ９，１５７，１１２，６００円 計： １９，２９２，４４０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（５－６） １，０８０円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ５，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２１０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 ��� １０，６３０円

票 数

単勝票数 計６０２７０１１ 的中 � ６７３２３１（２番人気）
複勝票数 計７９０４０８９ 的中 � ７５１２５２（２番人気）� ６０１６０６（４番人気）� ４５４１９７５（１番人気）
枠連票数 計５３５６５１７ 的中 （５－６） ３６６１５８（３番人気）
普通馬連票数 計２５１０２１６７ 的中 �� ７０５９４１（７番人気）
馬単票数 計１９３０６８９６ 的中 �� ２６８６０３（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６５２８５４９ 的中 �� ２３８８４９（５番人気）�� ８９８６３３（１番人気）�� ７４９９５８（２番人気）
３連複票数 計３１１２８０４７ 的中 ���３２２１４１５（１番人気）
３連単票数 計９１５７１１２６ 的中 ��� ６３６０４９（２８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．２―１２．２―１２．１―１２．７―１２．３―１２．１―１１．５―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．５―３４．７―４６．９―５９．０―１：１１．７―１：２４．０―１：３６．１―１：４７．６―１：５９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームジャーニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００６．９．３ 新潟１着

２００４．２．２４生 牡５鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート ２１戦８勝 賞金 ５５９，７５９，０００円



１８０４７ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�

た か と り

鷹 取 特 別
発走１６時２５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．６．２８以降２１．６．２１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ ボクノタイヨウ 牡４黒鹿５７．５ 岩田 康誠平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４９４＋ ４１：５１．１ ４．４�

１２ シーポラリス 牡３栗 ５３ 太宰 啓介藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４６０－ ２１：５１．３１� ８．５�
６１１ ホーマンクラフト 牡６鹿 ５５ 津村 明秀久保 博文氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４２４－ ２１：５１．４� ３０．１�
８１６ アバレダイコ 牡４栗 ５７ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５３０－ ８１：５１．５� １９．２�
４７ ダイシンオレンジ 牡４鹿 ５７．５ 川田 将雅大八木信行氏 庄野 靖志 門別 戸川牧場 ４９０± ０１：５１．７１� ４．３�
５９ フ リ ソ 牡３鹿 ５３ 上村 洋行藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４５２－ ８１：５１．８� ３１．８�
６１２ チャームナデシコ 牝４鹿 ５３ 蛯名 正義タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ ３８．６	
１１ アグネスヨジゲン 牡６鹿 ５５ 小牧 太渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４７４－ ４１：５１．９クビ ２４．６

５１０ タガノアッシュ 牡５鹿 ５４ 赤木高太郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７６± ０ 〃 クビ ２０５．５�
２４ 	 レッドゾーン 牡５栗 ５２ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７８－ ４１：５２．６４ ２４８．０�
７１４ ト シ セ ン ト 牡５栗 ５６ 横山 典弘上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ２６．０
８１５	 ナムラグローリー 牡５芦 ５４ 角田 晃一奈村 信重氏 野村 彰彦 門別 いとう牧場 ４８８－ ４１：５２．７クビ １６７．９�
７１３ ピエナポパイ 牡４栗 ５７ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ４８０－１６１：５３．２３ ２７．３�
２３ ビードラスティック 牡５黒鹿５５ 小坂 忠士吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４５０＋ ２１：５３．６２� ９４．８�
３５ オウケンマジック 牡３鹿 ５４ 武 豊福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ３．１�
４８ クリストフォルス 牡４栗 ５７ 福永 祐一広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５２８－ ２１：５３．７クビ １４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，５２２，７００円 複勝： ７７，５３３，９００円 枠連： ６３，７８８，２００円

普通馬連： ２３８，４９６，８００円 馬単： １４０，３９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，３９４，０００円

３連複： ２９１，２３９，９００円 ３連単： ５８６，７５３，０００円 計： １，５２０，１２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � ６５０円 枠 連（１－３） ６４０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ２，８５０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� １７，２７０円 ３ 連 単 ��� ６７，３８０円

票 数

単勝票数 計 ５４５２２７ 的中 � ９８２８４（３番人気）
複勝票数 計 ７７５３３９ 的中 � １２６６９５（３番人気）� ８０９００（４番人気）� ２５５９８（１０番人気）
枠連票数 計 ６３７８８２ 的中 （１－３） ７４０５４（２番人気）
普通馬連票数 計２３８４９６８ 的中 �� ８８２１７（５番人気）
馬単票数 計１４０３９７５ 的中 �� ２８７８６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７３９４０ 的中 �� ２１９０３（５番人気）�� ５６８８（３６番人気）�� ５９６６（３５番人気）
３連複票数 計２９１２３９９ 的中 ��� １２４４９（５８番人気）
３連単票数 計５８６７５３０ 的中 ��� ６４２７（１９１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１３．６―１２．３―１２．２―１２．１―１２．２―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．３―３６．９―４９．２―１：０１．４―１：１３．５―１：２５．７―１：３８．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボクノタイヨウ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．１６ 阪神４着

２００５．３．２生 牡４黒鹿 母 タルゴナイト 母母 ウインドフレスカ １２戦４勝 賞金 ５３，６６３，０００円
※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 タートルベイ号・フレアキャスケード号



１８０４８ ６月２８日 晴 良 （２１阪神３）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�

み な づ き

水 無 月 特 別
発走１６時５５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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

７１３ コパノオーシャンズ 牝５黒鹿５５ 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４２４＋ ２１：０９．０ ６．３�

３５ ルミナスハーバー 牝５鹿 ５５ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５８－１４ 〃 クビ ３．６�
６１０ セレブラール 牝５栗 ５５ 幸 英明 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４８８＋ ２１：０９．３１� ５６．２�
２３ ビーチアイドル 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：０９．５１ ３．０�
６１１ ニホンピロシェリー 牝５鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 B４６４－ ６ 〃 クビ ８２．２�
８１４ テンザンモビール 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４８６± ０１：０９．６クビ ７６．２�
７１２ エーティーホーオー 牡７鹿 ５７ 浜中 俊荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４２６－ ８１：０９．７� １７４．８	
８１５ メイショウバレーヌ 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ９．３

２２ ミリオンウェーブ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ５００＋ ４ 〃 アタマ ７．６�
１１ マヤノベンケイ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４６０－１２ 〃 ハナ ８．８�
４７ クリスティイモン 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介井門 敏雄氏 柴田 光陽 静内 前谷 武志 ４９４＋ ８１：０９．９１	 ５９．１
３４ ラブチャーミー 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４３８＋ ６１：１０．０� ６２．４�
５８ レミーエンジェル 牝５栗 ５５ 大下 智大井 京氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４８０－ ８１：１０．１� ２４２．４�
４６ プラチナムペスカ 牡５芦 ５７ 角田 晃一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ４９６＋ ６１：１０．３１ ２３．９�
５９ ナリタバクシン 牡７鹿 ５７ 上村 洋行�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６１：１０．４� １０３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５０，４９０，４００円 複勝： ６９，７２７，４００円 枠連： ５３，１２８，２００円

普通馬連： ２１４，５６７，９００円 馬単： １３７，９７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，３２０，７００円

３連複： ２５２，９４７，０００円 ３連単： ５８４，０８３，３００円 計： １，４２４，２４４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � １，０５０円 枠 連（３－７） １，０２０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ３，８００円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� １５，８８０円 ３ 連 単 ��� ８１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ５０４９０４ 的中 � ６３２７２（３番人気）
複勝票数 計 ６９７２７４ 的中 � １００５５３（３番人気）� １３０１８１（２番人気）� １２６８１（９番人気）
枠連票数 計 ５３１２８２ 的中 （３－７） ３８５４２（４番人気）
普通馬連票数 計２１４５６７９ 的中 �� １４６２９９（３番人気）
馬単票数 計１３７９７９９ 的中 �� ３５８０３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１３２０７ 的中 �� ３８００２（３番人気）�� ３７４３（３１番人気）�� ５５６１（２２番人気）
３連複票数 計２５２９４７０ 的中 ��� １１７６０（３７番人気）
３連単票数 計５８４０８３３ 的中 ��� ５３１７（２０４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．１―１１．３―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．０―４５．３―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．０
３ ・（７，１０）１５（１２，１３）（４，５）（３，２，１４）（１，８，１１）９－６ ４ ・（７，１０）（１２，１５）１３（４，５，１４）３（２，１１）（１，９）８－６

勝馬の
紹 介

コパノオーシャンズ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．２３ 阪神３着

２００４．３．２０生 牝５黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー １９戦３勝 賞金 ４９，７７６，０００円



（２１阪神３）第４日 ６月２８日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９１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

４４１，０７０，０００円
４，２６０，０００円
９，１４０，０００円
６，４９０，０００円
４８，３３０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６９，２１８，０００円
５，４８４，０００円
１，８９０，９００円

勝馬投票券売得金
９３５，９６６，８００円
１，２７５，３３８，５００円
８４９，１３７，３００円
３，７１０，３４５，７００円
２，７３１，６４０，９００円
１，０２６，３９８，８００円
４，５８４，５４４，２００円
１１，８７１，２８３，２００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 ２６，９８４，６５５，４００円

総入場人員 ６１，７４１名 （有料入場人員 ５９，４３３名）




