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１６０２５ ６月１１日 雨 不良 （２３阪神３）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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
１：４７．８

重

重

４４ ビーチパレード 牝３黒鹿５４ 川島 信二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：５２．９ １０．６�

７１１ ブラックアテナ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６ 〃 クビ １．７�
３３ ロブストニケ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４５８－ ２１：５３．１１� １１．３�
４５ シーズガレット 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４５２± ０１：５４．１６ ８．３�
６９ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４ 武 豊海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４５２－ ２１：５４．２� １０．４�
５７ ベリーフィールズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４６４ ―１：５４．４１� ３６．５�
１１ テ フ テ フ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ターフ・スポート村山 明 浦河 大北牧場 ４３２± ０１：５４．６１� ８９．８	
２２ エピデンドラム 牝３黒鹿５４ 小牧 太名古屋友豊
 作田 誠二 日高 白井牧場 ４５８－ ２１：５４．８１� ３２．２�
７１０ マイティーオーク 牝３栗 ５４ 北村 友一 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０６± ０１：５４．９� ９２．７�
８１３ メイショウモンシロ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５０６－ ２１：５５．１１� ４７．５
８１２ テイエムオニキス 牝３黒鹿５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８６＋ ４１：５６．１６ ６．６�
５６ アメージングティナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２ ―１：５６．８４ １７１．０�

６８ トウカイルミナス 牝３鹿 ５４ 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４６８ ―１：５７．４３� ６９．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，４７７，７００円 複勝： ３０，３９１，１００円 枠連： ７，４２１，２００円

馬連： ２９，０５６，９００円 馬単： ２３，４７３，３００円 ワイド： １３，０３８，０００円

３連複： ４５，２０５，３００円 ３連単： ７８，７２９，７００円 計： ２３８，７９３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � ２９０円 枠 連（４－７） ３３０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ９３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� １６，６３０円

票 数

単勝票数 計 １１４７７７ 的中 � ８５６５（５番人気）
複勝票数 計 ３０３９１１ 的中 � １８３８５（４番人気）� １８１０５１（１番人気）� １２９４９（６番人気）
枠連票数 計 ７４２１２ 的中 （４－７） １６８９３（１番人気）
馬連票数 計 ２９０５６９ 的中 �� ２３９８３（５番人気）
馬単票数 計 ２３４７３３ 的中 �� ５９８９（１０番人気）
ワイド票数 計 １３０３８０ 的中 �� １０６９２（３番人気）�� ３１１２（１４番人気）�� ８８０９（４番人気）
３連複票数 計 ４５２０５３ 的中 ��� １６９０５（８番人気）
３連単票数 計 ７８７２９７ 的中 ��� ３４９４（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３８．０―５０．８―１：０３．９―１：１６．４―１：２８．６―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビーチパレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．１２．４ 阪神２着

２００８．５．２２生 牝３黒鹿 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag ８戦１勝 賞金 １２，２００，０００円

１６０２６ ６月１１日 曇 不良 （２３阪神３）第３日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時２５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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

８１５ サカジロゴールド 牡３鹿 ５６ 武 豊ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５００－ ４１：２５．２ ２．２�

２３ ペガサスプリンス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊松岡 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 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ７．７�

７１４ マコトポセイドン 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ８ 〃 ハナ ３３．３�
２４ � レディワシントン 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 鳴戸 雄一氏 池江 泰寿 米 Yuichi Na-

ruto ４４８＋ ２１：２５．４１� ６．８�
（豪）

４８ ニホンピロエラリー 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８２± ０ 〃 アタマ ９．１�
５９ エーシンリボルバー 牡３栗 ５６ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム ５１６＋１２１：２５．５� ４９．２�
３５ � シ ー ザ シ ー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 松永 幹夫 米 Thomas

Bachman ４８４ ―１：２５．７１� ４．１	
１２ スズノウルフ 牡３鹿 ５６ 川島 信二阿部 雅子氏 佐藤 正雄 鹿児島 徳重 正幸 B４３４－ ６１：２６．２３ ２０９．５

５１０ マスターイーグル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�三嶋牧場 北出 成人 様似 中脇 一幸 ４４２ ― 〃 アタマ ３１６．９�
１１ ダイシンライン 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 大八木信行氏 友道 康夫 新ひだか 松本牧場 ４５０＋ ８１：２６．３クビ １２１．８

（伊）

４７ ロッキーラクーン 牡３栗 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４３６－１８１：２６．４	 ２８９．６�
３６ エーシンベルリナー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 新ひだか 城地 清満 ４６６＋ ８１：２６．６１� ５１．５�
８１６� アップヒルティガー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 松田 博資 米 R & R King

Stable ４９０± ０１：２６．８１� ２０．３�
６１２ ヤマカツエイト 牡３鹿 ５６ 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 日高 竹島 幸治 ４４６－ ２ 〃 ハナ ８５．０�
６１１ ハッピーメール 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介飯田 正剛氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 B４６８－ ２１：２６．９クビ ２５３．６�
７１３ アレンスキー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作高浦 正雄氏 吉田 直弘 日高 中前牧場 ４５２－ ４１：２７．７５ ８３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７６４，４００円 複勝： ２２，９６０，３００円 枠連： ９，００８，７００円

馬連： ３２，４７６，５００円 馬単： ２３，８００，３００円 ワイド： １４，９８６，１００円

３連複： ４５，６０２，９００円 ３連単： ７５，８６１，５００円 計： ２４０，４６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ８９０円 枠 連（２－８） ３５０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １，５００円 �� ３，６１０円

３ 連 複 ��� ９，０１０円 ３ 連 単 ��� ２８，３８０円

票 数

単勝票数 計 １５７６４４ 的中 � ５８０８４（１番人気）
複勝票数 計 ２２９６０３ 的中 � ８００４１（１番人気）� ２３７１５（５番人気）� ４１４０（９番人気）
枠連票数 計 ９００８７ 的中 （２－８） １９５２８（１番人気）
馬連票数 計 ３２４７６５ 的中 �� ３０１８４（３番人気）
馬単票数 計 ２３８００３ 的中 �� １４６７８（４番人気）
ワイド票数 計 １４９８６１ 的中 �� １１０７２（４番人気）�� ２３４１（１５番人気）�� ９４４（３４番人気）
３連複票数 計 ４５６０２９ 的中 ��� ３７３６（２３番人気）
３連単票数 計 ７５８６１５ 的中 ��� １９７３（７５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．８―１２．４―１２．４―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．４―４７．８―１：００．２―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカジロゴールド �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 Daylami デビュー ２０１０．８．１５ 小倉５着

２００８．３．１２生 牡３鹿 母 ローランデイラミ 母母 Sarissa １６戦１勝 賞金 ２２，３５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回　阪神競馬　第３日



１６０２７ ６月１１日 曇 不良 （２３阪神３）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

４４ ゼ ロ セ ン �３鹿 ５６ 酒井 学長谷川光司氏 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム ４５０＋２４１：５３．４ １１．９�

８１３ トウカイパスカル �３鹿 ５６
５３ ▲国分 優作内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 ４７０－ ４１：５３．６１� ３９．４�

５７ ウォーターメイ 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ９０．３�
７１１ クレバーステージ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 B４７２－１４ 〃 ハナ １４．６�
３３ キューダスバンブー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史�バンブー牧場 沖 芳夫 浦河 バンブー牧場 ４７６± ０１：５４．０２� １６９．５�
６８ ノ ア ノ ア 牝３芦 ５４ C．ウィリアムズ M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９４＋１０１：５４．２１� ６．７	

（豪）

５６ ダノンクルソラ �３鹿 ５６ 北村 友一
ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B４９４＋ ８ 〃 ハナ ７．２�
２２ フィールドセブン 牡３鹿 ５６ 幸 英明地田 勝三氏 野村 彰彦 浦河 山田 昇史 ４９２＋ ２１：５４．９４ １．７�
４５ サンライズスター 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：５５．２２ ９．１
８１２ メイショウシンセイ �３栗 ５６ 芹沢 純一松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大西ファーム ４１８± ０１：５５．３クビ １６２．６�
７１０ メイショウタイタン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介松本 好雄氏 坂口 正則 安平 橋本 善太 ４６４＋ ８ 〃 クビ ８８．６�
１１ ランドヘラクレス 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４９４＋ ４１：５６．２５ ２６．２�
６９ テイエムヘイロー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 ４２８－ ８１：５６．５２ １９２．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，６６７，７００円 複勝： ３０，０５２，１００円 枠連： ７，８８１，１００円

馬連： ２９，３００，４００円 馬単： ２７，６８２，９００円 ワイド： １５，４５２，９００円

３連複： ４１，５８２，７００円 ３連単： ８５，５０２，８００円 計： ２５２，１２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ４００円 � １，１４０円 � ２，５５０円 枠 連（４－８） ５，４４０円

馬 連 �� １８，２４０円 馬 単 �� ３５，３５０円

ワ イ ド �� ３，８４０円 �� ５，５３０円 �� １３，７３０円

３ 連 複 ��� ２７４，０１０円 ３ 連 単 ��� １，６１７，９８０円

票 数

単勝票数 計 １４６６７７ 的中 � ９７７７（５番人気）
複勝票数 計 ３００５２１ 的中 � ２２１３７（４番人気）� ６６７９（９番人気）� ２８８２（１０番人気）
枠連票数 計 ７８８１１ 的中 （４－８） １０７１（１３番人気）
馬連票数 計 ２９３００４ 的中 �� １１８６（３１番人気）
馬単票数 計 ２７６８２９ 的中 �� ５７８（５６番人気）
ワイド票数 計 １５４５２９ 的中 �� ９９７（３３番人気）�� ６８９（３８番人気）�� ２７５（５５番人気）
３連複票数 計 ４１５８２７ 的中 ��� １１２（１８０番人気）
３連単票数 計 ８５５０２８ 的中 ��� ３９（９５２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１３．１―１２．５―１２．７―１２．６―１２．３―１２．６―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３６．９―４９．４―１：０２．１―１：１４．７―１：２７．０―１：３９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．７
１
３

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

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

ゼ ロ セ ン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．６．２０ 阪神１２着

２００８．５．１３生 �３鹿 母 プレイザフィールド 母母 エンジェルマインド ９戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１６０２８ ６月１１日 曇 稍重 （２３阪神３）第３日 第４競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

３６ クリサンセマム 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４６６± ０２：２６．８ ６．１�

５１０ アルジェンタム 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：２７．１２ ６．３�
（豪）

７１５ ナムラオウドウ 牡３黒鹿５６ 北村 友一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４４０－ ４２：２７．４１� １５．７�
２４ コスモディセント 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中村 均 日高 中前牧場 ４３４＋ ６２：２７．５クビ ３．１�
６１１ アーセナルゴール 牡３鹿 ５６ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４２：２７．６� ５．７�
３５ メイショウカルロ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好	氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ２２：２７．７� ７．９

１２ トウカイカルド 牡３鹿 ５６ 川島 信二内村 正則氏 田所 秀孝 日高 古川 優 ４７２－ ８２：２８．４４ ２７７．２�
４７ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６ 幸 英明谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９６＋ ４ 〃 ハナ ４０．５�
７１３ ローザアルラヴィス 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４３０± ０２：２８．５クビ ６８．６
８１７ ダイヤモンドハウス �３黒鹿５６ N．ピンナ 原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２０－ ８２：２９．２４ １４０．９�

（伊）

８１６ レッドデセーオ 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４９２－ ２２：２９．４１� ２７．９�
６１２ テイエムライジン 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B４３２＋ ２２：３０．０３� １４．２�
２３ エメラルスカイ 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一高橋 勉氏 小野 幸治 新ひだか 出羽牧場 ４３２－ ４２：３０．３２ １７７．８�
１１ セルリアンディンゴ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４７２－１０２：３０．５１� １８．０�
４８ ヤマニンモンスター 牡３芦 ５６ 浜中 俊土井 薫氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４２４－ ８２：３１．０３ １１６．７�
８１８ ワンダージュネス 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム ４４６－ ２２：３１．１クビ １８０．７�
５９ トムコウクン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 新ひだか 福岡 清 B４６８－ ８２：３１．５２� ６９．５�
７１４ ナッティットール 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 ４３４－ ９２：３２．４５ ３４１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，２７９，９００円 複勝： ２５，８２８，２００円 枠連： １２，０２１，６００円

馬連： ３８，２０３，８００円 馬単： ２３，９３４，６００円 ワイド： １７，２４６，５００円

３連複： ５４，９１５，３００円 ３連単： ７８，３６４，６００円 計： ２６４，７９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２７０円 � ２６０円 � ４３０円 枠 連（３－５） １，４４０円

馬 連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� １，５６０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� １２，６２０円 ３ 連 単 ��� ６７，５７０円

票 数

単勝票数 計 １４２７９９ 的中 � １８４５６（３番人気）
複勝票数 計 ２５８２８２ 的中 � ２６７１３（４番人気）� ２８００９（３番人気）� １４３０４（６番人気）
枠連票数 計 １２０２１６ 的中 （３－５） ６１９７（６番人気）
馬連票数 計 ３８２０３８ 的中 �� １１２１８（１２番人気）
馬単票数 計 ２３９３４６ 的中 �� ３６８８（１９番人気）
ワイド票数 計 １７２４６５ 的中 �� ４４８９（１１番人気）�� ２７００（１９番人気）�� ２３６１（２４番人気）
３連複票数 計 ５４９１５３ 的中 ��� ３２１３（４３番人気）
３連単票数 計 ７８３６４６ 的中 ��� ８５６（２１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．３―２３．３―３５．３―４８．２―１：００．４―１：１２．６―１：２５．１―１：３７．７―１：５０．２―２：０２．４―２：１３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．６
１
３

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

２
４

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

クリサンセマム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Montjeu デビュー ２０１１．３．１９ 阪神９着

２００８．２．２１生 牡３黒鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナッティットール号は，平成２３年７月１１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 テイエムマジョ号・メイショウチルチェ号・ワンダーシモン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１６０２９ ６月１１日 曇 稍重 （２３阪神３）第３日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時１５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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

２４ プリティアクィーン 牝３鹿 ５４ 酒井 学�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ４４０－ ８１：２１．８ ９．０�

５９ シェルエメール 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８－ ４１：２１．９� ４．２�
２３ コアレスシルバー 牡３芦 ５６ 芹沢 純一小林 昌志氏 鹿戸 明 新ひだか 沖田 博志 ４７２－ ２１：２２．２２ ７．９�
６１２ オースミラバー 牡３黒鹿５６ 川島 信二�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４９２－ ６ 〃 アタマ ３８．９�
７１５ ハッピートゥデイ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２４± ０ 〃 ハナ １４．９�
８１８ アフォリズム 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４４４＋１２１：２２．３� ３９．７�
１１ カ ガ タ イ キ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４５８＋ ２１：２２．４クビ １３．１	
８１６ サンレイデューク 牡３鹿 ５６ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５６＋１０１：２２．６１� ３９６．８

３５ マハーバーラタ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４３２± ０１：２２．７� ５．２�
７１３ マ ー ル ー ト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか 有限会社石川牧場 ４４８－ ４ 〃 アタマ ４．２�
４８ エヴァートリニティ 牝３栗 ５４ 幸 英明山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４３６－ ４１：２２．８� ２８．３
８１７ トミケンアエラス 牝３栗 ５４

５３ ☆国分 恭介冨樫 賢二氏 的場 均 平取 高橋 啓 ４５２± ０１：２２．９クビ ３９０．６�
６１１ メイショウガルダ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６６ ―１：２３．９６ ３２６．４�
（メイショウゲンパツ）

４７ ゴールデンコマンド 牡３青 ５６ 秋山真一郎�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ４４．９�
１２ ニホンピロナナコ 牝３黒鹿５４ 北村 友一小林百太郎氏 田所 秀孝 浦河 ミルファーム ４１０－２０１：２５．０７ ２７４．７�
７１４ レッドフィアレス 牡３芦 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５０８－ ８１：２５．７４ １５．２�
５１０ キ ク ノ ル ナ 牝３芦 ５４

５１ ▲森 一馬菊池 五郎氏 牧田 和弥 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 B４２８＋ ４１：２６．３３� １８２．０�

３６ モ カ ビ ー ン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二岡田 隆寛氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４５４＋ ６１：２７．９１０ ６６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，８５９，６００円 複勝： ２９，９１９，９００円 枠連： １３，５０３，３００円

馬連： ４１，３１９，９００円 馬単： ２７，８０３，３００円 ワイド： １９，６６９，５００円

３連複： ６２，０９５，９００円 ３連単： ９３，９１９，０００円 計： ３０４，０９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（２－５） ９３０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ８７０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 ��� ２５，１４０円

票 数

単勝票数 計 １５８５９６ 的中 � １３８９２（５番人気）
複勝票数 計 ２９９１９９ 的中 � ２３４９０（５番人気）� ５２４６８（２番人気）� ３６１７１（４番人気）
枠連票数 計 １３５０３３ 的中 （２－５） １０７８２（４番人気）
馬連票数 計 ４１３１９９ 的中 �� １６２２６（７番人気）
馬単票数 計 ２７８０３３ 的中 �� ４５４７（１７番人気）
ワイド票数 計 １９６６９５ 的中 �� ６７６４（６番人気）�� ５４６９（９番人気）�� ８６８４（４番人気）
３連複票数 計 ６２０９５９ 的中 ��� １１００２（１２番人気）
３連単票数 計 ９３９１９０ 的中 ��� ２７５８（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３４．０―４５．７―５７．６―１：０９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．１
３ １０，１２，３，１８，７（５，１５）（４，９）１（８，１３）（６，１６）１１（２，１７）－１４ ４ ・（１０，１２）（３，１８）１５（５，７，９）４（１，１３）（８，１６）１７，１１＝６，２，１４

勝馬の
紹 介

プリティアクィーン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１０．１０．１７ 京都３着

２００８．４．３０生 牝３鹿 母 イアラスーベニア 母母 ダイヤノクビカザリ ７戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノルナ号・モカビーン号は，平成２３年７月１１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オオトリケンジャ号
（非抽選馬） １頭 ロイヤルインパクト号

１６０３０ ６月１１日 曇 稍重 （２３阪神３）第３日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５分 （芝・右）

５００万円以下；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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

７９ ア バ ウ ト 牡３栗 ５６ 芹沢 純一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５０８＋ ６２：０１．７ ５．１�

８１１ ハーキュリーズ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４２－ ２２：０１．９１� ５．３�
４４ カレンデイムーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４６８± ０２：０２．３２� １２０．２�
７１０ スズカファルコン 牡３青鹿５６ 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ３０．５�
１１ スマッシュスマイル 牡３栃栗５６ 岩田 康誠 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７８－ ８２：０２．４� ３．４�
３３ ヤマニンシバルリー 牡３青鹿５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７２± ０２：０２．９３ ７．２�
６７ スズカアンペール 牡３鹿 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ２５．４	
８１２ サクセスパシュート 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 高昭牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ４１．３

６８ サトノユリア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ４２：０３．０� ４．１�
２２ アサクサショパン 牡３黒鹿５６ 福永 祐一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４８２－１０２：０３．１� ２８．４�
５５ チャーミングダンス 牝３青鹿５４ 四位 洋文 ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか ケイアイファーム ４６２± ０ 〃 クビ ７７．２�
５６ ザ ル グ ー ン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８＋ ６２：０３．４１� ２４．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，３８３，１００円 複勝： ３３，６７３，０００円 枠連： １０，６１９，３００円

馬連： ４５，１６２，５００円 馬単： ２９，０２２，０００円 ワイド： ２１，３４４，２００円

３連複： ６０，９４２，９００円 ３連単： ９９，８６５，０００円 計： ３２２，０１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � ２，１３０円 枠 連（７－８） ９２０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ７，２２０円 �� １０，１４０円

３ 連 複 ��� ３１，７７０円 ３ 連 単 ��� １０４，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２１３８３１ 的中 � ３３３７５（３番人気）
複勝票数 計 ３３６７３０ 的中 � ５９６７６（２番人気）� ５０１２５（４番人気）� ２９５７（１２番人気）
枠連票数 計 １０６１９３ 的中 （７－８） ８６０６（４番人気）
馬連票数 計 ４５１６２５ 的中 �� ３１７５７（３番人気）
馬単票数 計 ２９０２２０ 的中 �� ９７４５（６番人気）
ワイド票数 計 ２１３４４２ 的中 �� １４６９８（２番人気）�� ６８１（５２番人気）�� ４８３（５５番人気）
３連複票数 計 ６０９４２９ 的中 ��� １４１６（８２番人気）
３連単票数 計 ９９８６５０ 的中 ��� ７０７（３２０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．７―１３．０―１２．６―１２．７―１２．５―１１．５―１０．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３６．５―４９．５―１：０２．１―１：１４．８―１：２７．３―１：３８．８―１：４９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア バ ウ ト �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１０．１１．２８ 京都４着

２００８．４．７生 牡３栗 母 ビューティフルゴールド 母母 Before Dawn ６戦２勝 賞金 １８，４２９，０００円

追 加 記 事（第3回京都競馬第 6日第 2競走）

〔その他〕　ランペデューサ号は，競走中に疾病〔左第 3中足骨々折〕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。



１６０３１ ６月１１日 曇 不良 （２３阪神３）第３日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

１１ レ コ メ ン ド 牡４鹿 ５７ N．ピンナ �アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 B４８０－ ４１：１０．４ ３．４�
（伊）

３５ � コーリングオブラブ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠飯田 正剛氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４７２± ０１：１０．８２� ４．８�
２４ � デュークワンダー 牡５栗 ５７ 福永 祐一伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B４９２＋ ４ 〃 アタマ １２．８�
３６ ル ー ニ ー 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 日高 森永 直幸 ４７０－ ８１：１０．９クビ ８．９�
１２ キクノアルバ 牝４鹿 ５５ 小牧 太菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６４－ ８１：１１．２２ ４．３�
４８ マルタカボーイス 牝５鹿 ５５ 石橋 守國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４６６－１４ 〃 クビ ６４．２�
６１１ ビ バ エ ル フ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅	高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４２２＋ ６１：１１．３クビ １０．５

６１２ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿５７ 北村 友一小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４７８－ ４１：１１．５１� ５７．０�
８１５ ラブエーヤン 牝４鹿 ５５ 酒井 学小林 祥晃氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７２＋ ４１：１１．６� １７３．１�
５９ ウィアーザスター 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作小田切有一氏 佐々木晶三 三石 木下牧場 ４５４－ ２１：１１．７クビ １７．２
７１３ ウォーターサウンド 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ 山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２１：１１．９１� ７０．０�

（豪）

５１０ ゴーオンホーマン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２－２８１：１２．０� ３７．９�
８１６� マルブツジャンボ 牡５芦 ５７ 幸 英明大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ５５４－ ４１：１２．２１� １１．８�
２３ テイエムハエゲナ 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４６０－ ２１：１２．３� ２４７．３�
４７ ピアノボレロ 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 片山牧場 ４３０＋ ２ 〃 アタマ １１０．１�
７１４� カサノヴァソルト 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介万波 健二氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０１：１２．５１ ２６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，００９，９００円 複勝： ２８，３１３，８００円 枠連： １５，３３３，４００円

馬連： ４８，４９７，４００円 馬単： ２８，６２７，５００円 ワイド： ２１，９１４，２００円

３連複： ６５，６４３，０００円 ３連単： ９７，４３５，１００円 計： ３２３，７７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � ３１０円 枠 連（１－３） ３７０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ８７０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 ��� １１，３００円

票 数

単勝票数 計 １８００９９ 的中 � ４２０７５（１番人気）
複勝票数 計 ２８３１３８ 的中 � ４７０９２（２番人気）� ４４９６２（３番人気）� ２０１７１（６番人気）
枠連票数 計 １５３３３４ 的中 （１－３） ３０７３８（１番人気）
馬連票数 計 ４８４９７４ 的中 �� ３６４４４（２番人気）
馬単票数 計 ２８６２７５ 的中 �� １１５８４（２番人気）
ワイド票数 計 ２１９１４２ 的中 �� １４４４６（２番人気）�� ５９５６（９番人気）�� ６９４７（７番人気）
３連複票数 計 ６５６４３０ 的中 ��� １７２６２（４番人気）
３連単票数 計 ９７４３５１ 的中 ��� ６３６９（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１１．４―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．１―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ コ メ ン ド �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２０１０．５．１６ 東京１３着

２００７．２．１６生 牡４鹿 母 ケイエイローズ 母母 Phydilla １０戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１６０３２ ６月１１日 曇 稍重 （２３阪神３）第３日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１２� ロードロックスター 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm ５０４＋ ２１：２１．２ ５．１�

４７ マックスバローズ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ
ファーム ４６２－ ６１：２１．４１� ４．８�

５９ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５３８＋ ６１：２１．５クビ ５．３�
２４ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７ 四位 洋文市川 義美氏 角田 晃一 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：２１．７１� １２．８�
１２ 	 サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４３２± ０１：２１．８クビ １６．７�
７１４ シエラデルタ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲国分 優作山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ３８．３�
７１５ ロードセイバー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５４－ ４１：２２．０１ １８．７	
４８ アイビーフォールド 牡４鹿 ５７ 幸 英明 
キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ５３．９�
５１０ インプレッシヴデイ 牡４芦 ５７ 川田 将雅藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５０４± ０ 〃 アタマ １４．１�
８１８ ローザペルラ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ３４７．２
３５ スズカサクセス 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４６４－ ６１：２２．１クビ ２２５．４�
８１７ ルアーズストリート 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５８＋１２１：２２．２� １９．６�
７１３	 タマモユニヴァース 牡５栗 ５７

５６ ☆国分 恭介タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ５０２＋ ２１：２２．４１� １３６．８�
６１１ サクラティアモ 牝４青 ５５ 北村 友一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４２８＋１０１：２２．５クビ ２３２．１�
１１ リッカスウィープ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８２± ０ 〃 ハナ ８．７�
８１６ ジャポニズム 
４鹿 ５７ C．ウィリアムズ 
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 ４６０－ ８ 〃 クビ ７．０�
（豪）

３６ 	 ユメノカケハシ 牝４青鹿５５ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４６－ １１：２２．６クビ ４５．９�
２３ ワイドロータス 牝５鹿 ５５ 武 豊幅田 昌伸氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ４４０± ０１：２２．７� １１０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，６１６，４００円 複勝： ３９，５６５，１００円 枠連： １７，８９１，０００円

馬連： ５８，２７０，０００円 馬単： ３３，６１５，７００円 ワイド： ２６，５４４，９００円

３連複： ８２，３３４，４００円 ３連単： １２３，３１５，２００円 計： ４０２，１５２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（４－６） １，４２０円

馬 連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ６５０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 ��� １２，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２０６１６４ 的中 � ３２４３８（２番人気）
複勝票数 計 ３９５６５１ 的中 � ４８１１８（３番人気）� ６７７３９（１番人気）� ５９３８１（２番人気）
枠連票数 計 １７８９１０ 的中 （４－６） ９３４０（７番人気）
馬連票数 計 ５８２７００ 的中 �� ３１３９５（２番人気）
馬単票数 計 ３３６１５７ 的中 �� ９１６４（３番人気）
ワイド票数 計 ２６５４４９ 的中 �� ９３５１（４番人気）�� ９９９６（３番人気）�� １５３１９（１番人気）
３連複票数 計 ８２３３４４ 的中 ��� ２６０３０（１番人気）
３連単票数 計１２３３１５２ 的中 ��� ７２５６（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１１．６―１１．３―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．５―５７．８―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．７
３ ・（１２，１３）（７，９，１６）（１０，１７，１４）５（８，１５）（１，４，１１）（２，１８）（６，３） ４ ・（１２，１３）１６（７，９，１７，１４）（５，１０）１５，８（１，４，１１）（２，１８）（６，３）

勝馬の
紹 介

�ロードロックスター �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Tony Bin デビュー ２００８．１１．３０ 京都１着

２００６．３．２２生 牡５鹿 母 Lady Pastel 母母 Pink Turtle １２戦３勝 賞金 ５３，２８７，０００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。
（非抽選馬） １頭 サニーベル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１６０３３ ６月１１日 曇 良 （２３阪神３）第３日 第９競走 ��
��１，６００�あ ず さ 賞

発走１４時２５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

７１５ ハッピーグラス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４３８－ ４１：３３．９ ５．０�

３５ ダ コ ー ル 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４± ０ 〃 クビ ２．１�
４８ ウインラーニッド 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８６－ ４１：３４．０クビ ８．９�
８１８ マ イ ネ マ オ 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ２２．１�

（豪）

７１４ サトノパンサー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８４＋ ２１：３４．１� １９．１�
５１０ ライトレール 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム ４６２＋ ４１：３４．２クビ １３２．４	
３６ キョウワジャンヌ 牝３栗 ５４ 飯田 祐史
協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ ２２．１�
５９ オースミマイカ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４２８－ ８１：３４．４１� １９．４�
６１１ カピオラニパレス 牡３芦 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ 〃 クビ １５．６
２４ オマワリサン 牡３鹿 ５６ 武 豊小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４９８－ ４１：３４．５� １９．４�
７１３ ノヴァグロリア 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：３４．６� ２５．３�
６１２ シードダイレクト 牡３黒鹿５６ 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５２４± ０１：３５．０２� ８９．１�
８１６ アドマイヤクーガー 牡３栗 ５６ 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 ４３８－１０１：３５．１� １５９．３�
８１７ カイシュウコロンボ 牡３青鹿５６ 国分 優作飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４７８＋ ８１：３５．５２� １９８．８�
１２ エーシンジェネシス 牝３鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４７８± ０１：３５．６� ６７．６�
１１ サンキストビーチ 牝３鹿 ５４ 幸 英明新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３６－ ２ 〃 アタマ ８０．８�
４７ トーセンケイトゥー 牡３栗 ５６ N．ピンナ 島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：３５．７� ２１．３�

（伊）

２３ ケンエンブレム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４４４＋ ２１：３５．９１� ４８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，７１１，２００円 複勝： ５９，７１４，７００円 枠連： ２７，１０８，４００円

馬連： １０３，４７５，４００円 馬単： ５９，９０５，１００円 ワイド： ４０，７０４，０００円

３連複： １４１，９９４，０００円 ３連単： ２２７，４１５，９００円 計： ６９３，０２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（３－７） ３６０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，０２０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３２７１１２ 的中 � ５１５７９（２番人気）
複勝票数 計 ５９７１４７ 的中 � ８３３６１（２番人気）� ２１００７７（１番人気）� ４８２８５（３番人気）
枠連票数 計 ２７１０８４ 的中 （３－７） ５５６０６（１番人気）
馬連票数 計１０３４７５４ 的中 �� １３４０５０（１番人気）
馬単票数 計 ５９９０５１ 的中 �� ３３４２９（２番人気）
ワイド票数 計 ４０７０４０ 的中 �� ４１８０８（１番人気）�� ８６３４（１１番人気）�� ２５７６３（２番人気）
３連複票数 計１４１９９４０ 的中 ��� ６９４２６（１番人気）
３連単票数 計２２７４１５９ 的中 ��� ２１２３５（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．９―１２．３―１２．２―１１．３―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．２―４７．５―５９．７―１：１１．０―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．２
３ ４，１０，１，８（５，１５）－（６，１８）（１１，１４，１６）（９，１２）１３，２，１７，３－７ ４ ４，１０（１，８）（５，１５）（６，１８，１６）１４（１１，１２，１３）（９，２，１７）７，３

勝馬の
紹 介

ハッピーグラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１０．３１ 京都２着

２００８．４．２７生 牝３鹿 母 ビッグハッピー 母母 モルゲンロート ８戦２勝 賞金 ３３，７５４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１６０３４ ６月１１日 曇 良 （２３阪神３）第３日 第１０競走 ��
��２，４００�

さ ん だ

三 田 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．６．１２以降２３．６．５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

４６ シャルルヴォア 牝４黒鹿５２ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B５０８＋ ２２：２７．４ ５．５�

３３ スズカスコーピオン 牡５鹿 ５４ C．ウィリアムズ 永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ９．７�
（豪）

３４ マームードイモン 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４３８＋ ２２：２７．８２� ２９．９�
４５ アクアブルーフライ 牡４栗 ５５ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４９８－ ６ 〃 ハナ １２．６�
５７ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５５ 福永 祐一土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４６６－ ２２：２７．９� ５．６�
７１１ パントクラトール 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８０＋２０ 〃 ハナ ７．５�
６９ ナリタジャングル 牡５黒鹿５５ 和田 竜二	オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ８２：２８．０� ３．８

６１０�	 ウィッシングデュー 牝７黒鹿５０ 酒井 学中村 浩章氏 増本 豊 米 Hopewell In-

vestments LLC ５００＋ ４２：２８．１クビ ３１．５�
７１２ ラッキーポケット 牡５鹿 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５０６＋１４２：２８．２� ６．０�
５８ マンノレーシング 牡８鹿 ５３ 幸 英明萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６８－ ２２：２８．６２� ２０８．２
８１３	 サンレイハスラー 牡５鹿 ５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５０４± ０２：２９．０２� １５４．３�
８１４ キーネプチューン 牡５鹿 ５３ 国分 恭介北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４７２－ ８２：２９．２１
 ９０．７�
１１ ハーマジェスティ 牝６鹿 ５２ 小林慎一郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B５０２＋ ６２：２９．４１ １１９．５�
２２ トレジャーハント 牡５栗 ５６ 武 豊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１２－ ８２：３０．３５ １６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，５２０，６００円 複勝： ４７，９７９，２００円 枠連： ２５，１９７，４００円

馬連： １０３，７９７，４００円 馬単： ５９，３１２，５００円 ワイド： ３６，３７４，６００円

３連複： １３２，６５４，０００円 ３連単： ２３０，６９１，８００円 計： ６６２，５２７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２５０円 � ３４０円 � ４６０円 枠 連（３－４） １，７８０円

馬 連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ５，８１０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ２，０１０円 �� ３，９４０円

３ 連 複 ��� ２５，０００円 ３ 連 単 ��� １１２，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２６５２０６ 的中 � ３８２９０（２番人気）
複勝票数 計 ４７９７９２ 的中 � ５７７８９（４番人気）� ３６４８７（６番人気）� ２５０７０（９番人気）
枠連票数 計 ２５１９７４ 的中 （３－４） １０４７６（９番人気）
馬連票数 計１０３７９７４ 的中 �� ２４０８９（１４番人気）
馬単票数 計 ５９３１２５ 的中 �� ７５４４（２５番人気）
ワイド票数 計 ３６３７４６ 的中 �� ９４２８（１３番人気）�� ４４４０（３０番人気）�� ２２１４（４０番人気）
３連複票数 計１３２６５４０ 的中 ��� ３９１６（７５番人気）
３連単票数 計２３０６９１８ 的中 ��� １５１８（３７４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．８―１２．９―１３．１―１２．６―１３．１―１２．７―１２．１―１１．２―１１．０―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�
１２．５―２４．０―３６．８―４９．７―１：０２．８―１：１５．４―１：２８．５―１：４１．２―１：５３．３―２：０４．５―２：１５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャルルヴォア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Fly So Free デビュー ２００９．１１．１ 京都１着

２００７．２．１生 牝４黒鹿 母 フリーヴァケイション 母母 Miami Vacation １１戦３勝 賞金 ３３，８２２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１６０３５ ６月１１日 晴 重 （２３阪神３）第３日 第１１競走 ��
��１，８００�

なだ

灘 ス テ ー ク ス
発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ メイショウダグザ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８６＋ ２１：４８．７ １２．２�

３５ �� クリュギスト 牡５鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave
Joint Venture ５１８－ ２１：４８．９１	 １．９�

６１１ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：４９．１１
 ９．１�
８１５ ヒラボクキング 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５２２－１６ 〃 ハナ １３．８�
７１４ ミッキーバラード 牡４鹿 ５７ 福永 祐一野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 ５２４＋ ２１：４９．２
 ２８．０�
６１２ キタノアラワシ 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５１０＋ ６１：４９．３クビ ３６．４�
１１ ソラメンテウナベス 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５０２－ ２１：４９．４� ５１．２	
２３ ジョーモルデュー 牡７鹿 ５７ 酒井 学上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４７０－ ２ 〃 ハナ ７４．５

３６ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：４９．６１	 ６．３�
２４ � プラチナメーン 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ 広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４９８± ０ 〃 クビ ６２．８�
（豪）

７１３ ポイマンドレース 牡５栗 ５７ N．ピンナ サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５３０＋ ２１：４９．９２ ８５．５�
（伊）

４７ ミダースタッチ 牡６栗 ５７ 藤田 伸二金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４８＋ ４１：５０．３２
 １３．５�

５１０ テイエムクレナイ 牝６栗 ５５ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８４－ ４ 〃 ハナ ６１．９�
４８ � マイエンブレム 牡６鹿 ５７ 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５３６－ ２１：５０．４クビ １４．９�
５９ タガノファントム 牡７栗 ５７ 国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８－１４ 〃 ハナ １８５．４�
８１６ シルクターンベリー 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４９０± ０ 〃 クビ １７９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，１７２，６００円 複勝： ８１，９９３，９００円 枠連： ６０，００５，９００円

馬連： ２２５，５１１，０００円 馬単： １２３，２３４，２００円 ワイド： ７２，０６５，６００円

３連複： ２９１，０６３，５００円 ３連単： ５４３，３３７，５００円 計： １，４４５，３８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（１－３） ７００円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，２５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４８１７２６ 的中 � ３１２５６（４番人気）
複勝票数 計 ８１９９３９ 的中 � ５６４７１（４番人気）� ２９５２３３（１番人気）� ８２６６９（３番人気）
枠連票数 計 ６０００５９ 的中 （１－３） ６３３８７（４番人気）
馬連票数 計２２５５１１０ 的中 �� １２６９０６（５番人気）
馬単票数 計１２３２３４２ 的中 �� ２４９４０（１１番人気）
ワイド票数 計 ７２０６５６ 的中 �� ３３７５８（３番人気）�� １２９３６（１５番人気）�� ５７４９６（２番人気）
３連複票数 計２９１０６３５ 的中 ��� ７０３４５（７番人気）
３連単票数 計５４３３３７５ 的中 ��� ２０９６５（５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１２．６―１２．０―１２．９―１２．４―１１．８―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３５．６―４７．６―１：００．５―１：１２．９―１：２４．７―１：３６．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウダグザ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．１２．７ 阪神１着

２００６．３．１０生 牡５黒鹿 母 ロイヤルリフ 母母 Royal Revels １８戦５勝 賞金 ７７，２２９，０００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 ピエナポパイ号・フォーティファイド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１６０３６ ６月１１日 晴 重 （２３阪神３）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ エアペイシェンス 牡５栗 ５７ 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：４９．６ ３．９�

６１１ ソルモンターレ 牡５鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４５４＋ ６１：４９．８１� １４．０�
２４ レオプレシャス 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介�レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４６２－１０１：５０．４３� ２．８�
６１２ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ３７．９�
７１４ ドリームマジシャン 牡４青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８２－ ４１：５０．５	 １２．９�
５９ マイネルパルティア 牡６鹿 ５７ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４９４－１０１：５０．７１� １８８．９	
（伊）

４８ マルティニーク 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：５０．８クビ ４．６

８１６ シークレバー 牡６鹿 ５７

５４ ▲国分 優作藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４９０＋ ４１：５０．９	 １７３．８�
１１ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５７ 北村 友一�ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ３１．８�
１２ 
 エーシンサンスター 牡６黒鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４７６＋ ６１：５１．１１� ９３．７
８１５ ギャザーロージズ �４芦 ５７ 浜中 俊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８１：５１．３１ １２．０�
４７ 
 トップジャイアンツ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４９６－ ２１：５１．５１ ２４６．９�
７１３ オーパスクイーン 牝４鹿 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 B５０２－１０ 〃 ハナ １２．２�
３６ ミ コ ノ ス 牝６芦 ５５ 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４３４－ ２１：５１．７１� １１７．２�
３５ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４６６－ ６１：５２．４４ ９５．９�
５１０ フルボディー 牡５黒鹿５７ 酒井 学深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 B４７８＋ ４ 〃 クビ ３０７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，６３９，６００円 複勝： ４８，３９８，８００円 枠連： ３１，０９２，９００円

馬連： １０５，４４４，９００円 馬単： ６４，５１９，０００円 ワイド： ４０，０９１，６００円

３連複： １３８，４１５，１００円 ３連単： ２６４，６４６，８００円 計： ７２４，２４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（２－６） ８９０円

馬 連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ２４０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １５，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３１６３９６ 的中 � ６４８６９（２番人気）
複勝票数 計 ４８３９８８ 的中 � ９３０９６（１番人気）� ３８７３７（６番人気）� ９０１５２（２番人気）
枠連票数 計 ３１０９２９ 的中 （２－６） ２５８５１（４番人気）
馬連票数 計１０５４４４９ 的中 �� ３３２３０（９番人気）
馬単票数 計 ６４５１９０ 的中 �� １３７９２（１１番人気）
ワイド票数 計 ４００９１６ 的中 �� １３４６２（５番人気）�� ４９１５８（１番人気）�� １２６６７（７番人気）
３連複票数 計１３８４１５１ 的中 ��� ４７８０８（３番人気）
３連単票数 計２６４６４６８ 的中 ��� １２９２１（３６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１２．７―１２．３―１２．５―１２．４―１２．２―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３５．７―４８．０―１：００．５―１：１２．９―１：２５．１―１：３７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エアペイシェンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１．１８ 京都４着

２００６．３．３生 牡５栗 母 エアシャキーラ 母母 サトルチェンジ １６戦４勝 賞金 ３９，７７０，０００円
〔その他〕 ギャザーロージズ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 オリエンタルコール号・ファイナルパンチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３阪神３）第３日 ６月１１日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８９，９１０，０００円
６，３９０，０００円
１２，９５０，０００円
１，５８０，０００円
１７，９３０，０００円
６５，８１９，０００円
４，８８８，０００円
１，８６１，２００円

勝馬投票券売得金
２７１，１０２，７００円
４７８，７９０，１００円
２３７，０８４，２００円
８６０，５１６，１００円
５２４，９３０，４００円
３３９，４３２，１００円
１，１６２，４４９，０００円
１，９９９，０８４，９００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 ５，８７３，３８９，５００円

総入場人員 １１，７４４名 （有料入場人員 １０，９５７名）


