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１８００１ ６月１８日 曇 重 （２３阪神４）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１４ レッドレジーナ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：５３．４ １．５�

４７ ホホヲヨセテ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ １６．７�
３６ サニーデイサンデー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅吉田 照哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３０－ ４１：５３．５� ２７．４�
３５ ヤマニンレジェール 牝３栗 ５４ 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 ４７２－ ２１：５３．８１� １１．７�
５１０ フィルハーマジック 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４５４± ０１：５４．５４ ７．８�
２４ ニシノフェイム 牝３鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４４２－ ６１：５４．６� １９．６	
５９ チ カ リ ン ダ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ８１：５４．７� ２６．６

４８ メイショウシモーヌ 牝３鹿 ５４ 幸 英明松本 好�氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４３８－ ８１：５４．８� １６．３�
６１２ クレーターズロード 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４３６－ ２１：５４．９� １５．１
２３ ク ッ カ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平飯田 正剛氏 池添 兼雄 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ２１：５５．２２ ２０９．１�
８１５ メイショウランタナ 牝３黒鹿５４ 北村 友一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 太陽牧場 ４０６± ０１：５５．３クビ ２０５．０�
１２ ホッコーレインボー 牝３栗 ５４ 藤岡 康太矢部 幸一氏 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４５０－ ２１：５５．６１� １５９．２�
６１１ ラブデービット 牝３鹿 ５４ 黒岩 悠増田 陽一氏 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 ４３４＋ ８１：５６．８７ ３０４．７�
１１ テイエムラブパワー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 ４９８＋ ８ 〃 クビ １４１．４�
８１６ エーシンチェロキー 牝３鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４４４－１０１：５９．２大差 １１２．４�
７１３ シ ゲ ル リ ジ 牝３芦 ５４

５１ ▲花田 大昂森中 蕃氏 服部 利之 新冠 守矢牧場 ４７８－１０１：５９．６２� ２７７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１０８，０００円 複勝： ３１，４９６，４００円 枠連： ９，２８５，６００円

馬連： ３１，３０９，７００円 馬単： ２７，０９４，５００円 ワイド： １５，８８６，４００円

３連複： ４８，４３１，８００円 ３連単： ８３，６７９，４００円 計： ２６０，２９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ６１０円 枠 連（４－７） ５１０円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ８１０円 �� ２，８８０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 ��� １６，０７０円

票 数

単勝票数 計 １３１０８０ 的中 � ７２５０１（１番人気）
複勝票数 計 ３１４９６４ 的中 � １９５３４７（１番人気）� １４５２２（４番人気）� ５５８１（９番人気）
枠連票数 計 ９２８５６ 的中 （４－７） １３５０２（３番人気）
馬連票数 計 ３１３０９７ 的中 �� ２４５９３（３番人気）
馬単票数 計 ２７０９４５ 的中 �� １８６３２（３番人気）
ワイド票数 計 １５８８６４ 的中 �� ９８３８（３番人気）�� ４８０４（９番人気）�� １２５６（３２番人気）
３連複票数 計 ４８４３１８ 的中 ��� ５９２６（２２番人気）
３連単票数 計 ８３６７９４ 的中 ��� ３８４３（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３７．６―５０．５―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．０―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

レッドレジーナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．５．２９ 京都３着

２００８．３．７生 牝３鹿 母 チケットトゥダンス 母母 River Missy ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンチェロキー号・シゲルリジ号は，平成２３年７月１８日まで平地競走に出走できない。

１８００２ ６月１８日 曇 重 （２３阪神４）第１日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１６ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 幸 英明山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３８－ ２１：１１．８ ２．３�

２４ ウォーターメジャー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４５８± ０１：１１．９� ５．６�
１１ アドマイヤクイーナ 牝３芦 ５４ 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８０－１４１：１２．２２ ５．０�
８１５ キンシゴールド 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜若草クラブ 浅見 秀一 浦河 有限会社
松田牧場 ４５８－ ２１：１２．３� １７．７�

４７ クリスワールド 牡３栗 ５６ 太宰 啓介加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６８－ ８ 〃 ハナ ４０．１�
７１４ ルレーヴドメール 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ４１：１２．４クビ ５１．１�
５１０ ツ ヨ イ コ 牝３栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 ４４２－ ６１：１３．０３� ７３．２	
５９ マスターアポイ 牡３栗 ５６ 福永 祐一�辻牧場 松田 国英 浦河 辻 牧場 B４８０－ ２ 〃 クビ ９．４

３５ � エーシンビショップ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米 Ron Stolich ５００＋ ４１：１３．３１� ４８．６�
２３ ホッコーハルマ 牡３栗 ５６

５３ ▲花田 大昂矢部 幸一氏 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４６４＋ ９１：１３．９３� ４９．７
１２ アイリスクイーン 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦平口 信行氏 日吉 正和 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３４－ ６ 〃 ハナ １３６．０�
３６ � ホウショウキング 牡３芦 ５６

５５ ☆川須 栄彦芳賀 吉孝氏 白井 寿昭 米 Green
Gates Farm ４５８－ ６１：１４．１１	 ３２．６�

７１３ エーシンチェイサー 
３黒鹿 ５６
５３ ▲森 一馬�栄進堂 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ５１２－ ２ 〃 クビ １２．２�

６１２ ノブアルコバレーノ 牡３鹿 ５６ 高田 潤前田 亘輝氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ２１：１４．２� ３０．０�
４８ メイショウオオダマ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 田中スタッド ４４８ ―１：１４．８３� ６１．３�
６１１ メインフォース 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉新木 鈴子氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４９２＋ ８１：１７．４大差 ５５３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，００９，２００円 複勝： ２３，２７０，８００円 枠連： １１，１５６，０００円

馬連： ３２，３１４，０００円 馬単： ２４，３９１，６００円 ワイド： １６，４３１，１００円

３連複： ４９，９７８，３００円 ３連単： ７８，４０１，０００円 計： ２４７，９５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（２－８） ５２０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ３７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ４，１５０円

票 数

単勝票数 計 １２００９２ 的中 � ４２７６３（１番人気）
複勝票数 計 ２３２７０８ 的中 � ６８１７６（１番人気）� ３５３９９（２番人気）� ３４２０９（３番人気）
枠連票数 計 １１１５６０ 的中 （２－８） １６１２４（１番人気）
馬連票数 計 ３２３１４０ 的中 �� ３６０１７（１番人気）
馬単票数 計 ２４３９１６ 的中 �� １７９１５（１番人気）
ワイド票数 計 １６４３１１ 的中 �� １９７２５（１番人気）�� １０４７６（２番人気）�� ８５６８（４番人気）
３連複票数 計 ４９９７８３ 的中 ��� ３００９０（１番人気）
３連単票数 計 ７８４０１０ 的中 ��� １３９４８（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．７―１２．０―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．１―４７．１―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーゴヴェルノ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 トワイニング デビュー ２０１０．１１．１３ 京都９着

２００８．４．１２生 牡３栗 母 オオシマセリーヌ 母母 オオシマエリーヌ １１戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔制裁〕 ホッコーハルマ号の騎手花田大昂は，３コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。
〔その他〕 エーシンビショップ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メインフォース号は，平成２３年８月１８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） ４頭 エドモンドシチー号・シゲルジョウム号・バーネット号・マイアイゼーレ号

第４回　阪神競馬　第１日



１８００３ ６月１８日 曇 重 （２３阪神４）第１日 第３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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２２ タッチドヘヴンリー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 ４９４＋ ２１：５２．６ １．７�

８１１ ホッコーロブロイ 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 丸幸小林牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ８．８�

３３ メジロビゼン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二岩� 伸道氏 宮本 博 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２± ０１：５３．３４ １８．２�
６７ アストロボーイ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜山上 和良氏 田島 良保 新冠 新冠伊藤牧場 ４８４＋ ６１：５３．５１� ３８．１�
７９ エアポートメサ 牡３栗 ５６

５５ ☆川須 栄彦新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４４０＋ ２１：５３．９２� ５．１�
５５ メイショウフウジン 牡３栗 ５６ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 三嶋牧場 ４４２± ０１：５４．３２� ５．０�
６６ バトルハイビッグ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 ５００＋ ４１：５４．５１� ３４７．１�
１１ タマモブルースカイ 牡３芦 ５６

５３ ▲森 一馬タマモ	 角田 晃一 新冠 守矢牧場 B４９２－ ６１：５５．０３ １５８．５

７８ クラッタリング 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３８± ０１：５５．６３� １８５．２�
４４ ユウキビバボーイ 牡３栗 ５６ 安藤 光彰ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４５８－ ８１：５６．０２� ４２．７
８１０ エメラルドコースト 牝３栗 ５４ 幸 英明木村 信彦氏 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 ５０８＋１２１：５７．８大差 ４８．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，６８５，４００円 複勝： ３８，３１０，３００円 枠連： ８，５１５，９００円

馬連： ３０，６１９，０００円 馬単： ２６，１５５，４００円 ワイド： １５，２８８，５００円

３連複： ４１，６２３，１００円 ３連単： ９５，２２８，６００円 計： ２６８，４２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ４１０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３８０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� ４，２１０円

票 数

単勝票数 計 １２６８５４ 的中 � ６１３１０（１番人気）
複勝票数 計 ３８３１０３ 的中 � ２４６３３９（１番人気）� ２９１０６（４番人気）� １５９０８（５番人気）
枠連票数 計 ８５１５９ 的中 （２－８） １５５１９（３番人気）
馬連票数 計 ３０６１９０ 的中 �� ４４３３９（３番人気）
馬単票数 計 ２６１５５４ 的中 �� ２７９５９（３番人気）
ワイド票数 計 １５２８８５ 的中 �� １５３６６（３番人気）�� １００８３（５番人気）�� ３４６９（１３番人気）
３連複票数 計 ４１６２３１ 的中 ��� １８１８７（６番人気）
３連単票数 計 ９５２２８６ 的中 ��� １６７０７（１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１３．１―１２．７―１２．８―１２．７―１２．４―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．３―３６．４―４９．１―１：０１．９―１：１４．６―１：２７．０―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

タッチドヘヴンリー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 シャーディー デビュー ２０１０．１１．６ 京都４着

２００８．４．１５生 牡３鹿 母 タニノマウナケア 母母 タニノターゲット １０戦１勝 賞金 １２，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エメラルドコースト号は，平成２３年７月１８日まで平地競走に出走できない。

１８００４ ６月１８日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２３阪神４）第１日 第４競走 ２，９７０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

６８ ゴールデンガッツ 牡６栗 ６０ 植野 貴也�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４９６－１２３：２１．８ ２．６�

２２ ワシャモノタリン 牡５黒鹿６０ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５０２－ ２３：２２．０１� １８．０�
７１０ メイショウロッコー 牡５栗 ６０ 黒岩 悠松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４９４－ ６３：２２．５３ １０．５�
８１２� シシャモフレンド 牝６鹿 ５８ 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４８６－ ６３：２２．７１� ７．１�
１１ ヤマカツセイリュウ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也山田 博康氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 ４８０＋ ２３：２３．０１� ２６．２�
５６ ダイナミックグロウ 牡７鹿 ６０ 田嶋 翔小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６８－ ８３：２３．３１� ４．１�
４４ ピエナグッドラック 牡７鹿 ６０ 西谷 誠本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７２－ ６３：２４．６８ ５．７	
８１１� コブラボール 牡７青鹿６０ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４７８－ ８ 〃 アタマ ９６．３

５５ チョウバクシン 牡４栗 ６０ 田村 太雅丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 ４６８＋ ２３：２５．５５ １０２．４�
６７ オンワードフレスコ 牝４栗 ５８ 今村 康成�オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 ４６０－ ８ 〃 アタマ １１１．０�
３３ テイエムチーター 牡６青鹿６０ 南井 大志竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 石郷岡 雅樹 ４５０－ ４３：２７．６大差 １３．２
７９ ツカサゲンキ 牡５鹿 ６０ 岩崎 祐己中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ４９４＋ ２３：２８．４５ ４１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，６４６，２００円 複勝： １５，２０７，９００円 枠連： ８，２１０，４００円

馬連： ２６，６８５，６００円 馬単： ２０，３３２，４００円 ワイド： １２，３５４，７００円

３連複： ４１，９３８，６００円 ３連単： ６９，７８９，５００円 計： ２０６，１６５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ３２０円 � ２７０円 枠 連（２－６） ２，３７０円

馬 連 �� １，９５０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ６６０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ６，０２０円 ３ 連 単 ��� ２７，５２０円

票 数

単勝票数 計 １１６４６２ 的中 � ３５４５５（１番人気）
複勝票数 計 １５２０７９ 的中 � ４１２１１（１番人気）� ９８４８（６番人気）� １２７８３（５番人気）
枠連票数 計 ８２１０４ 的中 （２－６） ２５６１（１０番人気）
馬連票数 計 ２６６８５６ 的中 �� １０１００（９番人気）
馬単票数 計 ２０３３２４ 的中 �� ５０１３（１１番人気）
ワイド票数 計 １２３５４７ 的中 �� ５７３６（４番人気）�� ４７３７（８番人気）�� １１５５（２７番人気）
３連複票数 計 ４１９３８６ 的中 ��� ５１４６（２０番人気）
３連単票数 計 ６９７８９５ 的中 ��� １８７２（８３番人気）

上り １マイル １：４７．５ ４F ５２．７－３F ３９．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンガッツ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Afleet デビュー ２００７．１１．１８ 京都１着

２００５．４．１４生 牡６栗 母 ゴールデンジャック 母母 コ マ ー ズ 障害：３戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
※コブラボール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１８００５ ６月１８日 曇 良 （２３阪神４）第１日 第５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

５５ コスモルーシー 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 ４３４ ―１：０９．６ １１．７�

４４ カシノラピス 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３２ ―１：０９．９１� ４．９�
６７ エーシンブランシュ 牝２芦 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４１０ ―１：１０．０� ８．５�
１１ シルクティソナ 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４７６ ― 〃 ハナ ３．４�
３３ シゲルスダチ 牡２芦 ５４ 小牧 太森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４０２ ― 〃 ハナ ６７．８�
７９ フランベルジェ 牡２黒鹿５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：１０．３２ ２．４	
８１０ ボーイフレンド 牡２栗 ５４ 川田 将雅北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４２４ ―１：１１．０４ １８．９

２２ トウケイロベルト 牡２黒鹿５４ 幸 英明木村 信彦氏 清水 出美 浦河 川越ファーム ４２０ ―１：１１．１� ２１７．０�
８１１ ユキノベアハート 牡２栗 ５４

５１ ▲国分 優作遠藤 宗義氏 領家 政蔵 浦河 昭和牧場 ４５４ ―１：１１．２� １８．１�
６６ テイエムハエハエ 牝２栗 ５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４０２ ―１：１２．７９ ２５６．２
７８ ビゼンファイト 牡２鹿 ５４ 浜中 俊藤井 五三氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 ４６４ ―１：１４．０８ １２８．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，８３９，３００円 複勝： ２６，３０７，２００円 枠連： １０，１９３，０００円

馬連： ３９，０８７，１００円 馬単： ３１，７６２，４００円 ワイド： １７，１５５，９００円

３連複： ５２，０９３，６００円 ３連単： ９９，８３５，９００円 計： ２９７，２７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � ２５０円 枠 連（４－５） ２，７９０円

馬 連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ７，０３０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，０６０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ７，６６０円 ３ 連 単 ��� ６５，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２０８３９３ 的中 � １４１１５（５番人気）
複勝票数 計 ２６３０７２ 的中 � ２５５１６（５番人気）� ４５７２６（３番人気）� ２５９９２（４番人気）
枠連票数 計 １０１９３０ 的中 （４－５） ２６９９（１１番人気）
馬連票数 計 ３９０８７１ 的中 �� １２７５９（１０番人気）
馬単票数 計 ３１７６２４ 的中 �� ３３３７（２７番人気）
ワイド票数 計 １７１５５９ 的中 �� ６２７７（９番人気）�� ３９３５（１４番人気）�� ４５２３（１２番人気）
３連複票数 計 ５２０９３６ 的中 ��� ５０１９（２５番人気）
３連単票数 計 ９９８３５９ 的中 ��� １１３３（１６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．４―１１．１―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３４．９―４６．０―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモルーシー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Acatenango 初出走

２００９．３．４生 牝２黒鹿 母 ジュリアクイーン 母母 オーシャンドリーム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビゼンファイト号は，平成２３年７月１８日まで平地競走に出走できない。

１８００６ ６月１８日 曇 重 （２３阪神４）第１日 第６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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

５１０ ト ラ バ ン ト 牡３栗 ５６ 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２０－１６１：２４．２ ７．１�

８１５ ミッキーホワイト 牡３黒鹿５６ 福永 祐一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：２４．９４ ５．５�
８１６ ボビーバローズ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか 乾 皆雄 ４４４＋ ２１：２５．１１� ９．５�
３５ タ イ ア ッ プ 牡３栗 ５６ 川田 将雅キャピタルクラブ 坂口 正則 日高 浜本 幸雄 ４３４＋ ２１：２５．３１� ３１．１�
２４ ウエリントンシチー 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４７２＋ ６１：２５．４� ４．１�
１１ オオトリケンジャ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 浦河 浦河育成牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ７．９�
（伊）

７１３ オーシャンパワー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ６６．５	
６１１ ロイヤルインパクト 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ ロイヤルファーム
 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４７８－１０１：２５．６１� ３．３�

（豪）

４８ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 小牧 太大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９２＋ ４１：２５．８１� ２１．９�
１２ ミスターガラメキ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂�野 哲氏 梅田 智之 新冠 村上 欽哉 ４２６＋ ４１：２６．０１� １６７．０
５９ アーティクラフティ 牡３鹿 ５６

５５ ☆川須 栄彦吉田 和美氏 白井 寿昭 日高 待兼牧場 ４９６ ―１：２６．６３� １２３．１�
３６ ロックフェアレディ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４３４ ―１：２６．７� ３７．４�
４７ ミ セ ス ボ ス 牝３黒鹿５４ 幸 英明
�昭牧場 武田 博 浦河 高昭牧場 ４５０－１０１：２６．９１� １６５．２�
７１４ クリスマスドリーム 牝３栗 ５４ 鷹野 宏史中井 敏雄氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 ４３０＋ ２１：２７．０クビ ４６３．５�
２３ ラグランドセーヌ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 
サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム ４４６－ ６１：２７．３２ １０５．３�
６１２ テイエムハエジャン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 本間牧場 ４６４＋ ２１：２８．３６ ４９９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２９０，２００円 複勝： ２７，１６３，７００円 枠連： １３，１２１，６００円

馬連： ３９，８６２，２００円 馬単： ２８，０３２，９００円 ワイド： １８，７０８，４００円

３連複： ５９，１３９，２００円 ３連単： ８７，１８５，５００円 計： ２９０，５０３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２２０円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（５－８） ９９０円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ４，１７０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，０２０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，３１０円 ３ 連 単 ��� ２７，１００円

票 数

単勝票数 計 １７２９０２ 的中 � １９３０７（４番人気）
複勝票数 計 ２７１６３７ 的中 � ３１８３２（５番人気）� ４０９１８（３番人気）� ３３１０４（４番人気）
枠連票数 計 １３１２１６ 的中 （５－８） ９８２９（４番人気）
馬連票数 計 ３９８６２２ 的中 �� １５３９５（１０番人気）
馬単票数 計 ２８０３２９ 的中 �� ４９６７（２１番人気）
ワイド票数 計 １８７０８４ 的中 �� ６７３２（１１番人気）�� ４３３７（１５番人気）�� ９３８１（３番人気）
３連複票数 計 ５９１３９２ 的中 ��� １０１３６（１５番人気）
３連単票数 計 ８７１８５５ 的中 ��� ２３７５（８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．８―４７．１―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ バ ン ト �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１１．１３ 京都８着

２００８．２．２生 牡３栗 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat ３戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔発走状況〕 ロイヤルインパクト号は，枠入り不良。
〔制裁〕 オオトリケンジャ号の騎手N．ピンナは，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（４番・５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウヨサク号
（非抽選馬） １頭 リアライズプラケオ号
※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。

追 加 記 事（第3回阪神競馬第 4日第 1競走）

〔その他〕　オールザヴォーグ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



１８００７ ６月１８日 曇 良 （２３阪神４）第１日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

５１０ サンライズマルス 牡３栗 ５６ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ２２：０１．２ ３．６�

１２ サクラアルディート 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４７６－ ６２：０１．５１� ６．６�
８１６ アドマイヤネアルコ 牡３芦 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４６６－ ４２：０２．０３ １１．１�
１１ ロ ッ セ 牡３芦 ５６

５５ ☆国分 恭介小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４４－ ８２：０２．２１� ２０．５�
８１５ ヴェルデライト 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４２：０２．５２ ４．１�
２４ マーティンジーン 牡３栗 ５６ 幸 英明大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４８６＋ ６２：０２．７１ ７１．７	
６１２ メイショウルピナス 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 鮫島 一歩 浦河 太陽牧場 ４３４－ ６ 〃 クビ １４．６

７１４ タガノキズナ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５０８＋ ２２：０２．８クビ ２０．１�

５９ ディープフィールド 牡３黒鹿５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７８－ ８ 〃 アタマ ５．２�
７１３ ホクセツタイガー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 新冠 ムラカミファーム ４５０＋ ６ 〃 クビ １５０．０
４７ ハギノギフト 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦安岡美津子氏 野中 賢二 浦河 村下 明博 ４１８－ ６２：０２．９� ２５０．３�
４８ ライジングサン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ４９８－ ４２：０３．０� ５３．２�
６１１ アンクルポケット 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 坂本 春雄 B４００－ ４ 〃 クビ １４３．６�
２３ スナークフルハウス 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作杉本仙次郎氏 野村 彰彦 新ひだか 見上牧場 ４７２－２４２：０３．１� ２７０．７�
３６ ダヴィンチバローズ 牡３鹿 ５６ 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 ４６４＋ ４２：０３．２� １３．３�
３５ メイショウチルチェ 牝３鹿 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４６２＋ ６２：０４．２６ ９５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７８４，２００円 複勝： ３８，０２７，６００円 枠連： １７，２２８，３００円

馬連： ４８，３７７，２００円 馬単： ３０，５５２，１００円 ワイド： ２３，４２０，２００円

３連複： ７２，２７９，５００円 ３連単： １０４，３８２，７００円 計： ３５４，０５１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ２４０円 � ３４０円 枠 連（１－５） ５７０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ７５０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ４，６６０円 ３ 連 単 ��� １８，８２０円

票 数

単勝票数 計 １９７８４２ 的中 � ４３４７６（１番人気）
複勝票数 計 ３８０２７６ 的中 � ７３３６２（１番人気）� ４００８１（４番人気）� ２５００９（６番人気）
枠連票数 計 １７２２８３ 的中 （１－５） ２２６４８（２番人気）
馬連票数 計 ４８３７７２ 的中 �� ２７９０２（３番人気）
馬単票数 計 ３０５５２１ 的中 �� ９０３８（７番人気）
ワイド票数 計 ２３４２０２ 的中 �� ９７５４（４番人気）�� ７８４０（６番人気）�� ３７９７（２１番人気）
３連複票数 計 ７２２７９５ 的中 ��� １１４５８（１２番人気）
３連単票数 計１０４３８２７ 的中 ��� ４０９５（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．９―４８．３―１：０１．０―１：１４．０―１：２６．７―１：３８．６―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．５
１
３
１０，１１（２，１６）７，１５（１，１４）（４，９）（３，１２）（６，１３）（５，８）
１０－１１（２，１６）１５，７（１，１４）（４，９）（３，１２，８）（６，１３，５）

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

勝馬の
紹 介

サンライズマルス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Nashwan デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神８着

２００８．２．１８生 牡３栗 母 ヴァルールーズ 母母 Valverda ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００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 テイエムマジョ号・ワンダーシモン号

１８００８ ６月１８日 曇 良 （２３阪神４）第１日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６９ アスタータイクーン �４栗 ５７ 幸 英明加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか カタオカフアーム ４６６－１０１：２１．３ ７３．９�

８１３ メイショウドナリオ 牡５栗 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２２－ ２１：２１．４� ７．７�
２２ ブラウンマシーン 牡３鹿 ５４ 小坂 忠士キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４５６－ ４１：２１．６１	 １６５．８�
１１ アルトゥバン 牡３栗 ５４ 北村 友一�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４７４＋ ４１：２１．８１� ２６．１�
５７ ホットチリペッパー 牡４芦 ５７ 佐藤 哲三 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５０２－ ８ 〃 クビ １４．７�
４４ ダノンハラショー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４５４± ０ 〃 ハナ １９．３	
３３ テーオールネサンス 牝４鹿 ５５ 浜中 俊小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 ４８２－ ２１：２１．９クビ １０．０

７１１ エ ト ピ リ カ 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ �協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４８＋２２ 〃 ハナ ２９．１�

（豪）

４５ アグネスウイッシュ 牡３黒鹿 ５４
５１ ▲国分 優作渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８６－１０１：２２．０� ５．２�

７１０
 マルブツジャンボ 牡５芦 ５７
５６ ☆国分 恭介大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ５５０－ ４１：２２．２１	 １７５．６

５６ テーブルスピーチ 牝４栗 ５５ 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５４＋１０１：２２．４１	 １．９�
８１２ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４２６－１２１：２２．５� ４５．９�
６８ キングシャーロット 牡４鹿 ５７ 福永 祐一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４６０± ０１：２２．６� １４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，２５７，３００円 複勝： ３６，２３６，１００円 枠連： １３，４９７，４００円

馬連： ５５，１８８，４００円 馬単： ４０，６８６，５００円 ワイド： ２３，８１９，８００円

３連複： ７４，１２６，７００円 ３連単： １３９，６４１，３００円 計： ４０６，４５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，３９０円 複 勝 � １，７７０円 � ２９０円 � ２，７７０円 枠 連（６－８） ４，０８０円

馬 連 �� ２１，１１０円 馬 単 �� ６９，６７０円

ワ イ ド �� ４，４８０円 �� ３４，２８０円 �� １６，１８０円

３ 連 複 ��� ６７５，３８０円 ３ 連 単 ��� ２，２４０，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２３２５７３ 的中 � ２４８３（１１番人気）
複勝票数 計 ３６２３６１ 的中 � ４９３６（１１番人気）� ３９９１０（３番人気）� ３１０１（１２番人気）
枠連票数 計 １３４９７４ 的中 （６－８） ２４４６（１４番人気）
馬連票数 計 ５５１８８４ 的中 �� １９３０（４５番人気）
馬単票数 計 ４０６８６５ 的中 �� ４３１（９５番人気）
ワイド票数 計 ２３８１９８ 的中 �� １３２０（４３番人気）�� １７０（７７番人気）�� ３６１（６７番人気）
３連複票数 計 ７４１２６７ 的中 ��� ８１（２７０番人気）
３連単票数 計１３９６４１３ 的中 ��� ４６（１４１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．３―４５．８―５７．３―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．５
３ ７－１３（２，３，９）４（１，１１，８）（５，６，１２）－１０ ４ ７－１３（２，９）３（１，４）（５，１１，８）（６，１２）１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アスタータイクーン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００９．１０．２４ 京都３着

２００７．２．２５生 �４栗 母 イーエルブロッサム 母母 エ ル プ ス １１戦２勝 賞金 １９，５００，０００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。



１８００９ ６月１８日 曇 重 （２３阪神４）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

き の さ き

城 崎 特 別
発走１４時２５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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６７ � パルラメンターレ 牡４鹿 ５７ C．ウィリアムズ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ４９４－ ２１：５０．５ ３．３�

（豪）

３３ スペシャルロード 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７６－ ６１：５０．７１� ３．３�
５５ ブ ル ロ ッ ク 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４７６－ ２１：５０．８クビ ３３．２�
８１１	 マキハタビリケン 牡４栗 ５７ 芹沢 純一�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ５４０－ ４１：５１．０１� ５．３�
６６ メイショウスクラム 牡５鹿 ５７ 川田 将雅松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４８６－ ２１：５１．４２� １２．６�
１１ サンマルボス 牡４鹿 ５７ 国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４７４－ ２１：５１．８２� ７．０	
４４ � グリッターテイル 牡３鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４６４± ０１：５１．９クビ ３６．９

２２ オーバーヘッド 牡３栗 ５４ 北村 友一水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８４＋ ４１：５２．４３ ２０８．４�
７９ オリエンタルコール 牡４鹿 ５７ 幸 英明棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４３４－ ６１：５２．５クビ １２．７�
７８ スマートアーサイト 牡４黒鹿５７ 小牧 太大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ４１：５２．９２� １５．３
８１０ スズノハミルトン 牡５鹿 ５７ 和田 竜二阿部 雅子氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４８４－ ６１：５３．４３ ３４．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，２８８，４００円 複勝： ４４，４１７，３００円 枠連： １８，６９７，７００円

馬連： ８０，３１０，２００円 馬単： ５０，３７９，８００円 ワイド： ２９，３７７，４００円

３連複： ９８，７５８，８００円 ３連単： １８９，１４８，１００円 計： ５３８，３７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ４９０円 枠 連（３－６） ４５０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，７８０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ５，２９０円 ３ 連 単 ��� １７，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２７２８８４ 的中 � ６６８１９（１番人気）
複勝票数 計 ４４４１７３ 的中 � ７４４１５（２番人気）� １０６４４２（１番人気）� １６４７１（８番人気）
枠連票数 計 １８６９７７ 的中 （３－６） ３１１２６（１番人気）
馬連票数 計 ８０３１０２ 的中 �� ９５５６８（１番人気）
馬単票数 計 ５０３７９８ 的中 �� ３１２９７（１番人気）
ワイド票数 計 ２９３７７４ 的中 �� ３３１２９（１番人気）�� ３６４０（２７番人気）�� ５９２１（１７番人気）
３連複票数 計 ９８７５８８ 的中 ��� １３７８２（１９番人気）
３連単票数 計１８９１４８１ 的中 ��� ８０５５（５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．３―１２．５―１２．３―１２．４―１２．１―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．２―４９．７―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．５―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パルラメンターレ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００９．１２．６ 阪神２着

２００７．４．１０生 牡４鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier ７戦３勝 賞金 ２９，６９２，０００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。

１８０１０ ６月１８日 曇 良 （２３阪神４）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

さんのみや

三 宮 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
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 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

３３ ミッキードリーム 牡４栗 ５７ 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：４７．０ １．６�

６６ シースナイプ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：４７．１� ６．３�
２２ ベストクルーズ 牝４芦 ５５ 小牧 太飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３６＋ ４１：４７．６３ ５．０�
５５ カネトシディオス 牡４黒鹿５７ 福永 祐一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ８．１�
８９ ハードダダンダン 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５８－ ６ 〃 クビ ２３．４�
７７ レッドスパークル 牡４栗 ５７ 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４８０＋ ４１：４７．７クビ ９２．３�
１１ パワーエース 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４９２± ０ 〃 アタマ １２０．４	
４４ レイナソフィア 牝５鹿 ５５ 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９０－ ８１：４７．８クビ １０７．７

８８ テ キ ー ラ 牡６鹿 ５７ N．ピンナ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西橋 豊治 静内 岡野牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １５．７�
（伊）

（９頭）

売 得 金

単勝： ４３，７１９，７００円 複勝： ９９，０７７，５００円 枠連： ２１，０５１，３００円

馬連： ９１，２５５，３００円 馬単： ７５，０１９，１００円 ワイド： ３９，７０９，６００円

３連複： １１６，６２２，８００円 ３連単： ３３８，８３６，５００円 計： ８２５，２９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－６） ３５０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� １５０円 �� １５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ３９０円 ３ 連 単 ��� １，３１０円

票 数

単勝票数 計 ４３７１９７ 的中 � ２２３１５６（１番人気）
複勝票数 計 ９９０７７５ 的中 � ５８９９４９（１番人気）� １１５１１１（２番人気）� １１４２０７（３番人気）
枠連票数 計 ２１０５１３ 的中 （３－６） ４５４０１（２番人気）
馬連票数 計 ９１２５５３ 的中 �� １８３９２３（２番人気）
馬単票数 計 ７５０１９１ 的中 �� １０７０３５（２番人気）
ワイド票数 計 ３９７０９６ 的中 �� ７８４７５（１番人気）�� ７６９５３（２番人気）�� ２７２８８（４番人気）
３連複票数 計１１６６２２８ 的中 ��� ２２４５９７（１番人気）
３連単票数 計３３８８３６５ 的中 ��� １９２３５２（２番人気）

ハロンタイム １３．４―１２．０―１２．３―１１．９―１２．２―１１．７―１１．４―１０．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２５．４―３７．７―４９．６―１：０１．８―１：１３．５―１：２４．９―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３３．５
３ ３（６，９）（２，５，８）－４，７，１ ４ ３，６（２，５，９）８，４，７，１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキードリーム 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２３ 小倉３着

２００７．２．５生 牡４栗 母 フローリッドコート 母母 スプリングコート １０戦３勝 賞金 ６０，１９０，０００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。



１８０１１ ６月１８日 曇 良 （２３阪神４）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�ストークステークス

発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．６．１９以降２３．６．１２まで１回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：３２．０
１：３１．４

良

良

２３ エアラフォン 牡４栗 ５８ N．ピンナ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：３３．２ ４．３�
（伊）

５８ エーシンリターンズ 牝４栗 ５６．５ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６２＋１６ 〃 クビ ４．５�
６１１ タガノエルシコ 牡６栗 ５７．５ 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４３０－ ４１：３３．３クビ １０．０�
４７ リーチコンセンサス 牝５鹿 ５５ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８ 〃 クビ ７．０�

（豪）

５９ カゼノグッドボーイ 牡５栗 ５４ 武 幸四郎深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４３４－ ８１：３３．５１� ７３．５�
３４ ドリームゼロワン 牡６栗 ５４ 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５１２－ ４１：３３．７１� １３．８	
２２ デリキットピース 牝５黒鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３２－ ６１：３３．８クビ １９．８

４６ ドリームトラベラー 牡６鹿 ５４ 太宰 啓介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４９４－ ４ 〃 クビ ７３．８�
７１２ ブレイブファイト 牡６鹿 ５７．５ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１８－ ２１：３３．９� ３．９�
６１０� スーパーワシントン 牡８鹿 ５４ 国分 恭介�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４７２＋ ２１：３４．０クビ １５６．４
８１４ マイネルプルート 牡７黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ３６．８�
７１３ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム B４８４＋ ４１：３４．１クビ ２５．０�
１１ マーベラスカイザー 牡３栗 ５２ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４７２－１０１：３４．３１� ３０．２�
３５ ダブルウェッジ 牡５鹿 ５６ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 B５２８－２０１：３４．４� ３２．７�
８１５ ピエナポパイ 牡６栗 ５４ 浜中 俊本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５０８－ ８１：３４．５� ８５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４８，８５７，９００円 複勝： ９７，１１３，７００円 枠連： ４５，７２７，５００円

馬連： ２５１，９２３，１００円 馬単： １３５，０９０，３００円 ワイド： ８３，２１０，９００円

３連複： ３５６，８９５，９００円 ３連単： ６６７，６９３，４００円 計： １，６８６，５１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（２－５） ９３０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，０７０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ３，９６０円 ３ 連 単 ��� １６，６９０円

票 数

単勝票数 計 ４８８５７９ 的中 � ９１２２３（２番人気）
複勝票数 計 ９７１１３７ 的中 � １７５４８８（２番人気）� １３５４２８（３番人気）� ７８５９２（５番人気）
枠連票数 計 ４５７２７５ 的中 （２－５） ３６５４１（３番人気）
馬連票数 計２５１９２３１ 的中 �� １５４０８３（４番人気）
馬単票数 計１３５０９０３ 的中 �� ４２６７７（８番人気）
ワイド票数 計 ８３２１０９ 的中 �� ４０５２１（４番人気）�� １８６３６（１０番人気）�� ２２５７１（９番人気）
３連複票数 計３５６８９５９ 的中 ��� ６６５４７（１１番人気）
３連単票数 計６６７６９３４ 的中 ��� ２９５３３（４２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．８―１１．７―１１．９―１１．３―１０．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３５．１―４６．８―５８．７―１：１０．０―１：２０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアラフォン �
�
父 デュランダル �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１１．２２ 京都１着

２００７．２．２生 牡４栗 母 プリティタイディ 母母 ミスタイモア １１戦５勝 賞金 ８０，３８１，０００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。

１８０１２ ６月１８日 曇 重 （２３阪神４）第１日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３５ シルバーキセキ 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 ４４８± ０１：２３．９ ４．０�

７１２ エリモレインボー 牝４鹿 ５５
５２ ▲国分 優作山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４５０－ ４１：２４．０� ２０．８�

４７ ヴィクトリーマーチ 牝４栗 ５５ 福永 祐一吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４５２＋ ２１：２４．１� ７．１�
２２ スマイリングムーン 牝３黒鹿５２ 北村 友一吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５１２＋ ２１：２４．２クビ １０．６�
７１３ シグナルストーン 牝３黒鹿５２ 浜中 俊森 保彦氏 清水 久詞 新冠 松浦牧場 ４３６± ０１：２４．３� ２６．２�
８１４ トーホウリッチ 牝５青 ５５

５４ ☆高倉 稜東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６２＋ ４１：２４．６２ １１１．７�
２３ � オオトリフクムスメ 牝４栗 ５５

５４ ☆川須 栄彦鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 小島 貞博 新ひだか 片山牧場 ４２２± ０１：２４．８１� ３７．８	

４６ オデットシチー 牝５黒鹿５５ 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４９４＋ ２１：２５．０１� ２１．１

６１０ バイナリースター 牝４鹿 ５５ 小牧 太 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ５３２－ ４１：２５．４２� ２７．６�
３４ メイショウコブシ 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ２１：２５．５� １７５．９
１１ ナリタシルエット 牝４黒鹿５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４６６＋ ２１：２５．９２� ２．１�
５８ クイーンフラワー 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ ��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４９８－ ４１：２６．２１� １７４．５�

（豪）

８１５ ブルーミングメイン 牝３栗 ５２
４９ ▲花田 大昂内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４５０± ０１：２６．４１� ２１８．８�

６１１ ナムラアトラクト 牝４鹿 ５５ 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４８４－２６１：２６．５� １４．５�
５９ � ラブコマドリー 牝４栗 ５５

５２ ▲森 一馬増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 加野牧場 B４８８± ０１：２７．３５ １６２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，７５９，０００円 複勝： ４９，９３９，４００円 枠連： ２７，０３２，４００円

馬連： １０９，８４２，７００円 馬単： ７２，５０１，０００円 ワイド： ４３，８９６，７００円

３連複： １５６，３５１，０００円 ３連単： ３０５，２４４，２００円 計： ７９７，５６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ２３０円 枠 連（３－７） ２，６４０円

馬 連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド �� １，０９０円 �� ５３０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ６，８６０円 ３ 連 単 ��� ３８，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３２７５９０ 的中 � ６５１６５（２番人気）
複勝票数 計 ４９９３９４ 的中 � ９９３９１（２番人気）� ３７５８４（５番人気）� ５５６３４（３番人気）
枠連票数 計 ２７０３２４ 的中 （３－７） ７５７２（１２番人気）
馬連票数 計１０９８４２７ 的中 �� ２３０４３（１４番人気）
馬単票数 計 ７２５０１０ 的中 �� ９９６０（１９番人気）
ワイド票数 計 ４３８９６７ 的中 �� ９６９４（１２番人気）�� ２１９２０（４番人気）�� ７０８８（１７番人気）
３連複票数 計１５６３５１０ 的中 ��� １６８３３（２４番人気）
３連単票数 計３０５２４４２ 的中 ��� ５８５８（１１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．３―１１．７―１２．２―１２．４―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．７―３４．０―４５．７―５７．９―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．２
３ １（２，１２，１５）５（９，７）６（８，１１）（４，１４）－１３（３，１０） ４ １（２，１２）（５，１５）（６，７）１４（９，１１）（４，８）３（１３，１０）

勝馬の
紹 介

シルバーキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１０．５．２ 京都２着

２００７．４．３０生 牝４黒鹿 母 オーサムチャーム 母母 Reet Petite ７戦３勝 賞金 ２５，６００，０００円
〔制裁〕 ラブコマドリー号の騎手森一馬は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番・１１番への進路影響）
※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４）第１日 ６月１８日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １６１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

１８２，６００，０００円
２，１１０，０００円
５，５５０，０００円
１，１７０，０００円
１７，３３０，０００円
５５，７１４，０００円
４，７６４，４００円
１，５９３，９００円

勝馬投票券売得金
２８３，２４４，８００円
５２６，５６７，９００円
２０３，７１７，１００円
８３６，７７４，５００円
５６１，９９８，０００円
３３９，２５９，６００円
１，１６８，２３９，３００円
２，２５９，０６６，１００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，１７８，８６７，３００円

総入場人員 １３，３４６名 （有料入場人員 １２，５５１名）


