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１５０２５ ６月９日 曇 不良 （２４阪神３）第３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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ キョウワレイ 牝３鹿 ５４ 国分 優作�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４６８± ０１：５３．７ １６．６�

５１０ メモリーシャルマン 牝３鹿 ５４ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ５０２－ ４ 〃 ハナ ２．９�
８１５ プリティホワイト 牝３芦 ５４ 武 豊長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ４．３�
５９ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４７６－ ２１：５３．９１ ７２．８�
２３ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３４＋ ２１：５４．１１� ５．０�
７１３ ゴールデンドロップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�大北牧場 高野 友和 浦河 大北牧場 ４０２± ０ 〃 クビ ２２２．１�
１２ アッパレオリュウ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４８６± ０１：５４．６３ １０．２	
８１６ メイショウアレーナ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４１６＋ ８１：５５．１３ １９．０

６１２ スリーベルクイン 牝３青鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜永井商事� 加藤 敬二 新冠 村田牧場 ３６６＋ ２１：５５．７３� ３５６．２�
６１１ ギャルズトラップ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ４８４± ０１：５５．８� １０６．２
４８ ショコラディスコ 牝３青 ５４ 川田 将雅吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：５６．０� ２２．７�
４７ テーオーフェアリー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ５０４＋１０１：５６．１� １３．１�
１１ ラインレベッカ 牝３栗 ５４ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４８８－ ４１：５６．４２ ９０．１�
３５ ハローハローハロー 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４６２＋ ２１：５６．６� ４６．９�
７１４ アキノサフラン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 松田牧場 ４３６－ ２１：５７．５５ ２９８．１�
２４ ホットニュース 牝３鹿 ５４ 浜中 俊玉井 宏和氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５００－ ２ （競走中止） １２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，６９４，４００円 複勝： ２６，１９０，３００円 枠連： ９，８５５，９００円

馬連： ３２，０４２，５００円 馬単： ２１，２２７，５００円 ワイド： １５，９３９，０００円

３連複： ５０，０４９，１００円 ３連単： ７４，５２６，５００円 計： ２４３，５２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ４６０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（３－５） １，６６０円

馬 連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ５，７４０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� １，９６０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ５，１１０円 ３ 連 単 ��� ４０，１５０円

票 数

単勝票数 計 １３６９４４ 的中 � ６５２０（７番人気）
複勝票数 計 ２６１９０３ 的中 � １１１５９（８番人気）� ７１４４５（１番人気）� ２５７１６（３番人気）
枠連票数 計 ９８５５９ 的中 （３－５） ４３８３（８番人気）
馬連票数 計 ３２０４２５ 的中 �� １０５７１（９番人気）
馬単票数 計 ２１２２７５ 的中 �� ２７３２（２３番人気）
ワイド票数 計 １５９３９０ 的中 �� ３９４４（１１番人気）�� １９００（２３番人気）�� ７８８６（４番人気）
３連複票数 計 ５００４９１ 的中 ��� ７２３０（１４番人気）
３連単票数 計 ７４５２６５ 的中 ��� １３７０（１２７番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１３．３―１３．２―１３．１―１２．８―１２．２―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３７．０―５０．２―１：０３．３―１：１６．１―１：２８．３―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

キョウワレイ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１２．１．１４ 京都８着

２００９．３．２６生 牝３鹿 母 キョウワプラチナ 母母 グレンビーサマー ４戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔競走中止〕 ホットニュース号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 キョウワレイ号の騎手国分優作は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１５番への進路影響）

１５０２６ ６月９日 曇 不良 （２４阪神３）第３日 第２競走 ��１，２００�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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３６ エーティーオヤブン 牡３栗 ５６ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋１０１：１２．８ ６．４�

６１２ ベルラピエル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム ４８４± ０１：１３．０１� ２．９�
６１１ ドリームオーシャン 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 武田 修一 ５１６－１０ 〃 クビ ７．１�
１１ ハリスキャスケード 牡３栗 ５６ 国分 恭介伊藤 仁氏 南井 克巳 浦河 冨岡 博一 ４６８± ０１：１３．１� １９．３�
３５ ゴーゴークリス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二加藤 泰章氏 松永 幹夫 日高 天羽牧場 ４４８＋ ２１：１３．３� ４７．９�
５１０ ストリームライン 牡３鹿 ５６ 松山 弘平村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 新冠橋本牧場 ４７０＋１６ 〃 クビ ２１．５	
４８ ストームセンター 牡３栗 ５６ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４５６＋ ４１：１３．４クビ １３４．０

５９ ワイドシャトル 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬亀井 弘氏 松永 昌博 新ひだか カタオカフアーム ４５６－１４１：１３．５� ８２．７�
１２ エトワールセブン 牝３黒鹿５４ 小牧 太ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 新冠 村上 雅規 ４６４＋１６ 〃 クビ ２７．４�
８１５ スターペスジンタ 牡３鹿 ５６ 酒井 学河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４３４ ― 〃 ハナ ２４５．１
２３ エーシンクアトロ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 高村牧場 ４９４＋１４１：１３．７１ ３．７�
７１３ グローバルフラッグ 牡３鹿 ５６ 武 豊青山 洋一氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 ５２０＋１０１：１３．８クビ ２５．２�
４７ ア ン コ ー ル 牡３黒鹿５６ 畑端 省吾岩� 僖澄氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ５２６＋３０ 〃 ハナ ９８．７�
８１６ クラウンザクラウン 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太矢野 悦三氏 角田 晃一 新冠 大栄牧場 ４７４－ ８１：１４．１１� １８３．８�
７１４ シゲルポンカン 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 吉村 圭司 新ひだか 山際牧場 ４６６＋ ８１：１４．４２ １１．０�
２４ アイウィッシュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４４２± ０１：１５．０３� ５７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，８４７，１００円 複勝： １８，５５２，６００円 枠連： ８，２４８，５００円

馬連： ２６，９２１，９００円 馬単： １５，９７８，７００円 ワイド： １４，０３７，１００円

３連複： ３８，３６１，９００円 ３連単： ５４，１１２，７００円 計： １８８，０６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（３－６） ７２０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ９３０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� １４，９００円

票 数

単勝票数 計 １１８４７１ 的中 � １４８１３（３番人気）
複勝票数 計 １８５５２６ 的中 � ２０７９２（４番人気）� ４６６２９（１番人気）� ２２２５５（３番人気）
枠連票数 計 ８２４８５ 的中 （３－６） ８４７２（３番人気）
馬連票数 計 ２６９２１９ 的中 �� １８４１３（３番人気）
馬単票数 計 １５９７８７ 的中 �� ５４０４（５番人気）
ワイド票数 計 １４０３７１ 的中 �� ６８８２（５番人気）�� ３４８４（１２番人気）�� ９３５８（２番人気）
３連複票数 計 ３８３６１９ 的中 ��� １０３２６（４番人気）
３連単票数 計 ５４１１２７ 的中 ��� ２６８１（２３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．１―１２．２―１２．２―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーティーオヤブン �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー ２０１２．１．１５ 小倉２着

２００９．４．３生 牡３栗 母 ビクトリーステップ 母母 ミセスビクトリア ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔発走状況〕 エーシンクアトロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エーティーオヤブン号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ドラジェ号
（非抽選馬） ５頭 ウォーターオアシス号・エリモガスト号・サチノタカチホ号・タマモスターライト号・メイショウイザヨイ号

第３回 阪神競馬 第３日



１５０２７ ６月９日 曇 不良 （２４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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５６ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４７２－ ４１：５１．９ １７．６�

６１２ プレミアクラウン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 ５０８± ０１：５２．０� ４．１�
５１０ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 武 豊阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：５２．３２ ４．５�
３５ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６ 国分 優作�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４３８＋ ２ 〃 ハナ ８１．４�
７１４� アシュヴィン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd ４５２－ ６１：５２．４� ８．０�
５９ リボッラジャッラ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 吉村 圭司 浦河 藤春 修二 ５３８ ―１：５２．６� ６．０�
３６ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 B４８０± ０１：５３．２３� １４．９

２４ サンライズシックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６２－ ６１：５３．６２� ４７．１�
８１５ ショウナンバッカス 牡３栗 ５６ 川田 将雅国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４＋ ４１：５３．７クビ ６．６�
１２ ラ イ ト ガ イ 牡３芦 ５６ 幸 英明前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ ４１：５３．８� ９５．１
４７ ドリームスパート 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ５０４＋ ６１：５４．０１ ９５．３�
８１６ ゴールデンレシオ 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 大久保龍志 新ひだか 前田 宗将 ５４４ ― 〃 ハナ ４５．９�
６１１ ロードハリケーン 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４９４＋２０１：５４．１� ８．２�

（豪）

２３ シーウェーヴ 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 H.R.H．プリンセス・ハヤ 野中 賢二 千歳 社台ファーム ５０８－１８１：５５．１６ １３６．９�

７１３ アキノセンチュリー 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８２－ ２１：５５．５２� ５２７．３�
１１ � コスモヴィネガー 牡３栗 ５４ 酒井 学 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新 Curraghmore

Stud Ltd ４９６＋ ２１：５８．３大差 ５９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０５４，７００円 複勝： ２６，０６９，７００円 枠連： １１，５６５，３００円

馬連： ３１，５８１，１００円 馬単： ２０，０７０，７００円 ワイド： １７，０３７，７００円

３連複： ４５，８９１，１００円 ３連単： ６８，０４０，９００円 計： ２３５，３１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７６０円 複 勝 � ３７０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（４－６） ２，１８０円

馬 連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ９，８１０円

ワ イ ド �� １，１００円 �� １，０４０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ５，０３０円 ３ 連 単 ��� ４０，６６０円

票 数

単勝票数 計 １５０５４７ 的中 � ６７４４（８番人気）
複勝票数 計 ２６０６９７ 的中 � １５００４（８番人気）� ４０８４５（２番人気）� ４２６４３（１番人気）
枠連票数 計 １１５６５３ 的中 （４－６） ３９２０（８番人気）
馬連票数 計 ３１５８１１ 的中 �� ７８１２（１５番人気）
馬単票数 計 ２００７０７ 的中 �� １５１０（３９番人気）
ワイド票数 計 １７０３７７ 的中 �� ３７３０（１５番人気）�� ３９５０（１４番人気）�� ７７１５（４番人気）
３連複票数 計 ４５８９１１ 的中 ��� ６７４４（１７番人気）
３連単票数 計 ６８０４０９ 的中 ��� １２３５（１３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．４―３５．９―４８．２―１：００．８―１：１３．７―１：２６．６―１：３８．９

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トゥルーフレンド �
�
父 ノボトゥルー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１２．２．１１ 京都１１着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 ジェンハオサイマ 母母 ビトウィーンザヘッジズ ７戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔その他〕 ロードハリケーン号は，４コーナーで外側に逃避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〕 コスモヴィネガー号は，平成２４年７月９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） ２頭 イクオリティ号・オースミファイア号
（非抽選馬） １頭 アンエイディッド号
※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。

１５０２８ ６月９日 曇 不良 （２４阪神３）第３日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

７１３ アルティザン 牡３鹿 ５６ 国分 恭介 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４７４－ １１：２４．７ ３１．６�

３６ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ２．５�
６１１ エ ス ペ リ ア 牡３栗 ５６ 浜中 俊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４４２＋ ４１：２４．８� ３．６�
８１５ ワンダープレンダ 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 B４５４－ ８１：２４．９� ５１．６�
２４ ニホンピロシトリン 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４２０＋ ４１：２５．２１� １４．１�
１１ シゲルパパイア �３黒鹿５６ 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 浦河 中村 雅明 ４７６＋ ８１：２５．３� ４８．５�
７１４ フミノメルキオール 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志谷 二氏 目野 哲也 日高 山際 辰夫 ４８２－ ２１：２５．５１� ４．０	
５１０ タニノマイルストン 牝３栗 ５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４２８± ０１：２５．７� １９１．３

３５ トウショウジュピタ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２６＋ ４１：２５．９１� １８．５�
５９ デュラブルバイオ 牡３栗 ５６ 幸 英明バイオ� 清水 出美 日高 賀張三浦牧場 ５００± ０１：２６．３２� ３３４．６
１２ クラウンカンターレ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜矢野 恭裕氏 大根田裕之 熊本 有限会社
宮村牧場 ４６０＋ ２１：２６．６２ ７１９．８�

８１６ トーホウビート 牡３鹿 ５６ 和田 竜二東豊物産� 本田 優 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４６０－ ２ 〃 アタマ ２６．１�

６１２ コウエイビートル 牡３黒鹿５６ 田中 健西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９４± ０１：２７．０２� １４５．４�
２３ バ コ パ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８２＋ ４１：２７．４２� １９．８�
４７ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４４６－１２ 〃 ハナ １４１．１�
４８ サ ル タ ヒ コ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松田 整二氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５１８－ ８１：２７．９３ ３００．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０７１，５００円 複勝： ２６，４４１，４００円 枠連： １１，６５９，８００円

馬連： ３０，９２１，３００円 馬単： ２０，７７２，９００円 ワイド： １６，００８，７００円

３連複： ４８，１９６，３００円 ３連単： ７４，７６４，２００円 計： ２４３，８３６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１６０円 複 勝 � ５３０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（３－７） ４８０円

馬 連 �� ３，２２０円 馬 単 �� ９，４８０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� １，２７０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３，１２０円 ３ 連 単 ��� ３４，３８０円

票 数

単勝票数 計 １５０７１５ 的中 � ３７７０（８番人気）
複勝票数 計 ２６４４１４ 的中 � ７８８６（８番人気）� ７１７０１（１番人気）� ５９５４４（２番人気）
枠連票数 計 １１６５９８ 的中 （３－７） １８０６７（２番人気）
馬連票数 計 ３０９２１３ 的中 �� ７１００（１０番人気）
馬単票数 計 ２０７７２９ 的中 �� １６１８（３３番人気）
ワイド票数 計 １６００８７ 的中 �� ３０８４（１４番人気）�� ２７３５（１５番人気）�� ２２２９６（１番人気）
３連複票数 計 ４８１９６３ 的中 ��� １１４１５（９番人気）
３連単票数 計 ７４７６４２ 的中 ��� １６０５（９８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．１―４７．４―５９．７―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティザン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 El Corredor デビュー ２０１１．１１．５ 京都６着

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 ブレンティナ 母母 Frigidette ３戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ワンダープレンダ号の騎手佐藤哲三は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１３番・１２番・１１番・１０番
への進路影響）
ニホンピロシトリン号の騎手酒井学は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（５番・６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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 エクストラトーン号・オースミホイップ号・クリノビーム号・タツグレート号・ブードゥーロア号・

マスターズキング号・ミスズマジシャン号・メイショウスリラー号



１５０２９ ６月９日 曇 稍重 （２４阪神３）第３日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時１５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

４４ カ オ ス モ ス 牡２鹿 ５４ 川田 将雅小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 ４９４ ―１：１０．４ ２．２�

５５ メイケイペガムーン 牝２黒鹿５４ 国分 恭介名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 ４３２ ―１：１０．５� ６．３�
３３ ハナズデラックス 牝２芦 ５４ C．ウィリアムズ M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 田中 裕之 ４９２ ―１：１０．７１� ８．７�

（豪）

１１ ジェネクラージュ 牡２栗 ５４ 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 ４３６ ―１：１０．８� ８．６�
８１１ タガノラルフ 牡２青鹿５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０ ―１：１０．９� ３．４�
６７ コウエイキズナ 牝２栗 ５４ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 ４１２ ―１：１１．６４ １２６．６�
６６ シゲルオリオンザ 牡２鹿 ５４ 小牧 太森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 八木農場 ４６０ ―１：１２．１３ ２４．９	
７９ ク ー ル ナ ミ 牝２鹿 ５４ 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 ４００ ―１：１２．２� １１５．５

８１０ ララニラブレター 牝２鹿 ５４ 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 村下牧場 ４４８ ―１：１２．４１� ３８．７�
７８ ホクザンルージュ 牝２栗 ５４ 浜中 俊木本 弘孝氏 境 直行 新ひだか 川端 英幸 ４２６ ―１：１２．８２� ５６．０�
２２ クラウンアリオン 牡２栗 ５４ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 熊本 本田 土寿 ４５４ ―１：１３．２２� １７１．７

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，０９３，１００円 複勝： ２４，６１８，７００円 枠連： ９，３４３，３００円

馬連： ３４，０４６，５００円 馬単： ２８，８３０，５００円 ワイド： １６，０７６，０００円

３連複： ４２，６０６，７００円 ３連単： ９２，４４２，６００円 計： ２７０，０５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（４－５） ５９０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ４，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２２０９３１ 的中 � ８１７９７（１番人気）
複勝票数 計 ２４６１８７ 的中 � ６９８０２（１番人気）� ３８４１３（３番人気）� ２６５９９（５番人気）
枠連票数 計 ９３４３３ 的中 （４－５） １１７２２（２番人気）
馬連票数 計 ３４０４６５ 的中 �� ４７０４３（２番人気）
馬単票数 計 ２８８３０５ 的中 �� ２３７６３（２番人気）
ワイド票数 計 １６０７６０ 的中 �� １５４９０（２番人気）�� １４２０４（３番人気）�� ５０８４（１０番人気）
３連複票数 計 ４２６０６７ 的中 ��� ２５７０２（４番人気）
３連単票数 計 ９２４４２６ 的中 ��� １５６８１（１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．８―１１．４―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．１―３５．９―４７．３―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ オ ス モ ス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

２０１０．４．２１生 牡２鹿 母 メアリーズガーデン 母母 サンデーピクニック １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１５０３０ ６月９日 曇 稍重 （２４阪神３）第３日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．３

良

良

３６ サクセスフェイト 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４４４ ―１：３５．０ ３．５�

６１２ ワタシマッテルワ 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ �ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 ４３０＋ ２１：３５．３１� ３．４�
（豪）

８１６ レイズワーク 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート加用 正 新ひだか 小河 豊水 ４９６＋ ６１：３５．９３� １８．９�
６１１ ペプチドキングピン 牡３栗 ５６ 幸 英明沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ５０８－ ６ 〃 ハナ １１．６�
５９ エリモフェアリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４６８＋ ２ 〃 ハナ ２８．４�
４８ クロコサイレンス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉武井 久夫氏 武田 博 新ひだか 出羽牧場 ４２０－ ２１：３６．１１ １２０．５�
７１３ タニノアペトゥラ 牝３栗 ５４ 福永 祐一谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７８＋２４１：３６．２� ２４．１	
１２ サウザンドサニー 牡３栗 ５６ 和田 竜二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４９０－ ２１：３６．３� ４６．０

４７ ヒ ラ ル ダ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎田所 英子氏 千田 輝彦 日高 天羽牧場 ４５２＋ ２１：３６．６１� ２０９．５�
２４ ヴァンヘルシング 牡３青鹿５６ 川田 将雅市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３４＋ ４ 〃 クビ ７．１�
２３ セ ン グ レ ン 牡３青鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２＋１４１：３６．７クビ ２６．６
８１５ ボールドマックス 牡３栗 ５６ 武 豊増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 ４５６＋１０ 〃 同着 ４３．２�
１１ トーホウフレアー 牝３栗 ５４ 国分 優作東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ５０４＋１０１：３６．８� １２９．９�
５１０ マイネルクルタナ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４６４＋ ２ 〃 クビ ５．７�

７１４ ハートオブグリーン 牝３黒鹿５４ 松山 弘平 �グリーンファーム 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４５２－ ２１：３７．８６ ３２．３�

８１７ フォレストピア 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ １９１．７�
３５ テイエムカイウン 牡３鹿 ５６ 黒岩 悠竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 柏木 一則 ５０４＋ ４１：３７．９� ３４６．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，８２０，０００円 複勝： ３２，９３３，４００円 枠連： １４，７３８，１００円

馬連： ４０，４８２，２００円 馬単： ２５，４７８，９００円 ワイド： ２１，５６９，３００円

３連複： ５７，６１５，６００円 ３連単： ９０，８０７，８００円 計： ３０２，４４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ４２０円 枠 連（３－６） ７００円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ２，１２０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ５，６３０円 ３ 連 単 ��� ２３，２００円

票 数

単勝票数 計 １８８２００ 的中 � ４３３７２（２番人気）
複勝票数 計 ３２９３３４ 的中 � ４６２４４（３番人気）� ７７８６８（１番人気）� １５３３７（７番人気）
枠連票数 計 １４７３８１ 的中 （３－６） １５６８４（２番人気）
馬連票数 計 ４０４８２２ 的中 �� ３２４８０（２番人気）
馬単票数 計 ２５４７８９ 的中 �� １０７５４（４番人気）
ワイド票数 計 ２１５６９３ 的中 �� １２２２０（３番人気）�� ２３４３（２８番人気）�� ６２８５（８番人気）
３連複票数 計 ５７６１５６ 的中 ��� ７５６４（１４番人気）
３連単票数 計 ９０８０７８ 的中 ��� ２８８９（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．３―３５．５―４７．６―５９．７―１：１１．３―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスフェイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

２００９．５．１４生 牡３黒鹿 母 フェアレストケープ 母母 Myth １戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
※出走取消馬 ガレットデロワ号（疾病〔左肩跛行〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スケルツァンド号・ダノンドリーム号
※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。
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１５０３１ ６月９日 曇 不良 （２４阪神３）第３日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

４８ ナムラアピア 牝３芦 ５２ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４８２＋ ２１：２２．０ １．８�

１１ ホクセツダンス 牝４栗 ５５ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ ２．９�
３５ オメガセニョリーナ 牝３鹿 ５２ 松山 弘平原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：２２．５３ １３．８�
１２ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ５００＋ ４１：２２．９２� ６７．４�
２３ � ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４６４＋ ６１：２３．０クビ １２９．７�
６１２ リュクスメジャー 牝３栗 ５２ 国分 優作田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ ４６．５�
４７ � キモンレッド 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４６０＋ ８ 〃 クビ １９．２�
２４ ホホヲヨセテ 牝４鹿 ５５ 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２６－１８１：２３．１クビ ２６３．６	
６１１� ミラグロッサ 牝４栗 ５５ 和田 竜二 
社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５００＋１６１：２３．２� ２７．５�
５１０ ヴェリタスローズ 牝５青 ５５ 鮫島 良太松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５４－ ３１：２３．８３� ３６３．９�
３６ � メイショウオウヒ 牝４黒鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ４５６－ ２１：２３．９� １５．３
７１３ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 福永 祐一市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４５６＋３２１：２４．０� １５７．９�
８１６ ウインミーティア 牝３栗 ５２ C．ウィリアムズ �ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：２４．９５ １８．７�

（豪）

７１４� ア ニ ー 牝４鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二武田 茂男氏 野中 賢二 新冠 細川農場 B４４８＋ ６１：２５．２１� ４８５．２�

５９ インテンシティ 牝３栗 ５２ 藤岡 康太 
社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４± ０１：２６．７９ ３３７．８�

８１５� アイファーイービス 牝３栗 ５２ 酒井 学中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 西田 雄二 ４５８＋２４１：２８．３１０ ５５８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６２９，２００円 複勝： ４８，１３９，１００円 枠連： １６，３１５，０００円

馬連： ５８，０５５，６００円 馬単： ４２，２１２，０００円 ワイド： ２５，２５３，９００円

３連複： ７４，４５２，９００円 ３連単： １４６，８３７，２００円 計： ４３９，８９４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（１－４） ２２０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ３８０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ２，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２８６２９２ 的中 � １２９６８３（１番人気）
複勝票数 計 ４８１３９１ 的中 � １７７０８８（１番人気）� １２２５３７（２番人気）� ３５４９８（４番人気）
枠連票数 計 １６３１５０ 的中 （１－４） ５４９５４（１番人気）
馬連票数 計 ５８０５５６ 的中 �� １８２８４６（１番人気）
馬単票数 計 ４２２１２０ 的中 �� ８７２１９（１番人気）
ワイド票数 計 ２５２５３９ 的中 �� ５６２６０（１番人気）�� １４１２５（３番人気）�� ８９２６（７番人気）
３連複票数 計 ７４４５２９ 的中 ��� ５２４４４（３番人気）
３連単票数 計１４６８３７２ 的中 ��� ３９７１４（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．４―４５．９―５７．６―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラアピア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２０１１．１０．２９ 京都２着

２００９．３．１９生 牝３芦 母 ストロングソレイユ 母母 リ ミ ウ ッ ド ８戦２勝 賞金 ２３，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーイービス号は，平成２４年７月９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヒノデポベーダ号
※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。

１５０３２ ６月９日 曇 稍重 （２４阪神３）第３日 第８競走 ��２，０００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

６８ グ ラ ー ネ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４５２－ ８２：０１．７ ６．０�

１１ � スターリットスカイ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２２：０２．０１� ７．１�
７１０ ウインサーガ �３黒鹿５４ C．ウィリアムズ �ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 ４６２± ０ 〃 クビ １３．８�

（豪）

８１１ レオパルドゥス 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ６．７�
３３ ネオザイオン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５０± ０２：０２．２１� ７．０�
４４ スペシャルピース 牝４栗 ５５ 幸 英明�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ３３．９	
７９ オーシャンビーナス 牝４栗 ５５ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６２：０２．４１� ４．６

６７ タマモルーキー 牡４栗 ５７ 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ５０８＋ ２２：０２．５� １１４．７�
２２ � アイファーカラーズ 牡３鹿 ５４ 酒井 学中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 ４７０－ ２２：０２．６クビ ５４．１�
５５ � フ リ ー マ ン 牡３鹿 ５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 ４９２± ０２：０３．７７ ９９．５
８１２ メイショウコロンボ 牡３青 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 ４５８－ ６２：０３．９１	 ３．４�
５６ � ミエノスペシャル 牝４青鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二里見美惠子氏 村山 明 新ひだか 桜井牧場 ４３８± ０２：０４．１１	 ７９．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，２９４，４００円 複勝： ３３，８７６，４００円 枠連： １４，２７０，５００円

馬連： ４８，７５１，４００円 馬単： ２９，６４０，８００円 ワイド： ２２，００８，５００円

３連複： ６２，０４１，１００円 ３連単： １０８，８２６，０００円 計： ３３８，７０９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ３９０円 枠 連（１－６） ２，２８０円

馬 連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，４５０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １，０７０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ８，３９０円 ３ 連 単 ��� ３９，５３０円

票 数

単勝票数 計 １９２９４４ 的中 � ２５６５３（３番人気）
複勝票数 計 ３３８７６４ 的中 � ４３２７１（４番人気）� ５９７２２（１番人気）� １９１５１（７番人気）
枠連票数 計 １４２７０５ 的中 （１－６） ４６３６（１０番人気）
馬連票数 計 ４８７５１４ 的中 �� １７７９６（１４番人気）
馬単票数 計 ２９６４０８ 的中 �� ４９１９（３１番人気）
ワイド票数 計 ２２００８５ 的中 �� ９９９８（７番人気）�� ４９９２（１９番人気）�� ３４７０（２２番人気）
３連複票数 計 ６２０４１１ 的中 ��� ５４６０（３４番人気）
３連単票数 計１０８８２６０ 的中 ��� ２０３２（１７３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．４―１２．６―１２．４―１２．０―１２．２―１２．０―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３６．４―４９．０―１：０１．４―１：１３．４―１：２５．６―１：３７．６―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ー ネ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Singspiel デビュー ２０１１．９．１８ 阪神１２着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 ヴォークリンデ 母母 ホワイトトルネード ８戦２勝 賞金 １４，２００，０００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。



１５０３３ ６月９日 曇 稍重 （２４阪神３）第３日 第９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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．３

良

良

３３ エーシンミズーリ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４６８＋ ２１：３４．４ １．９�

２２ � タマモマーブル �４栗 ５７ 松山 弘平タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７６＋ ６１：３４．７２ ３３．１�
４６ ビーチパレード 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４ 〃 ハナ ６．９�

（豪）

６９ ダブルイーグル 牡４鹿 ５７ 和田 竜二田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ５．０�
５８ スズカアンペール 牡４鹿 ５７ 福永 祐一永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６８＋ ６１：３４．９１ ３．８�
３４ ジェネスサンキュー 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４４６－ ４１：３５．０クビ １０１．５	
７１１ ダンスラナキラ 牡４黒鹿５７ 小牧 太橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７８＋ ４ 〃 クビ ４９．３

８１４ ロードエアフォース 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７８＋ ６１：３５．２１	 ６２．０�
１１ � ロックフェアレディ 牝４黒鹿５５ 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 ４３８＋ ４１：３５．３
 ４２．５�
５７ � ロ ッ セ 牡４芦 ５７ 中井 裕二小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：３５．４クビ ５２０．１
７１２ ブリージーデイズ 牡５栗 ５７ 国分 恭介 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２－ ４ 〃 ハナ ８５．６�
４５ � ダッシュソング 牡４鹿 ５７ 酒井 学奈良�孝一郎氏 坪 憲章 浦河 高村牧場 ４６８± ０１：３５．８２
 ４２８．５�
８１３ スパーブクィーン 牝４栗 ５５ 幸 英明吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４０－１０１：３６．８６ ２９２．３�
６１０� オースミラバー 牡４黒鹿５７ 国分 優作�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ５０４± ０１：３７．１１� ４７３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，０３５，６００円 複勝： ５１，５６０，０００円 枠連： １６，８２８，５００円

馬連： ７４，１７４，４００円 馬単： ５３，７５６，７００円 ワイド： ２９，１８９，８００円

３連複： ９４，５８７，０００円 ３連単： ２２４，６９８，７００円 計： ５７３，８３０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ４８０円 � ２２０円 枠 連（２－３） ２，１８０円

馬 連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ２８０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 ��� １７，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２９０３５６ 的中 � １２２４６６（１番人気）
複勝票数 計 ５１５６００ 的中 � ２０７１９９（１番人気）� １７１０８（５番人気）� ４９５５３（４番人気）
枠連票数 計 １６８２８５ 的中 （２－３） ５７０９（８番人気）
馬連票数 計 ７４１７４４ 的中 �� ２６２１５（７番人気）
馬単票数 計 ５３７５６７ 的中 �� １５０７８（９番人気）
ワイド票数 計 ２９１８９８ 的中 �� １０７６８（７番人気）�� ２９７９２（３番人気）�� ３８６１（１６番人気）
３連複票数 計 ９４５８７０ 的中 ��� １８７５４（９番人気）
３連単票数 計２２４６９８７ 的中 ��� ９４０７（４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．２―１１．９―１１．７―１１．１―１１．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３６．２―４８．１―５９．８―１：１０．９―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンミズーリ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．１０．３０ 京都３着

２００８．３．１５生 牡４黒鹿 母 セントルイスガール 母母 Eishin Cynthiana １５戦３勝 賞金 ５９，４７３，０００円
※ブリージーデイズ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

１５０３４ ６月９日 曇 稍重 （２４阪神３）第３日 第１０競走 ��
��２，２００�

さ ん だ

三 田 特 別
発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．６．１１以降２４．６．３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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

２：１０．１
２：１０．０

良

良

８１５ タガノキャプテン 牡５栗 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５００＋ ２２：１４．４ ２７．２�

７１３ オマワリサン 牡４鹿 ５６ 松山 弘平小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１４＋ ２ 〃 クビ ８．３�
３４ ゴールドブライアン 牡４青鹿５６ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５４＋ ４２：１４．７１� １９．７�
５８ ムスカテール 牡４黒鹿５７．５ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４＋１２２：１４．８� ５．７�

（豪）

２２ ダノンマックイン 牡４黒鹿５７ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２ 〃 クビ ５．０�
４７ ユウキソルジャー 牡３鹿 ５２ 酒井 学ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４３６－ ４ 〃 ハナ ４．４�
１１ アマファソン 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ６ 〃 アタマ ５．０	
３５ リ ベ ル タ ス 牡４鹿 ５８．５ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：１４．９� ７．５

２３ メイショウイチバン 牡８鹿 ５３ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 B５００＋１０２：１５．３２� １３６．３�
５９ ハードダダンダン 牡５黒鹿５５ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ５９．０�
６１１ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５０ 藤懸 貴志礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５２＋ ２２：１６．０４ １４０．２
６１０� メイショウサミット 牡６鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 日西牧場 ５３４＋１２２：１６．４２� １４．３�
７１２� ケージーカチボシ 牡６鹿 ５３ 幸 英明栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５３２－１６２：１６．５� ２４１．９�
４６ ライブリシーラ 牡５栗 ５４ 小坂 忠士加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５２０± ０２：１６．６� １８７．３�
８１４� メイショウタクミ 牡６黒鹿５２ 野元 昭嘉松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 ４７６－ ８２：１６．７クビ ３６０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，８９０，５００円 複勝： ６１，４３４，３００円 枠連： ２２，３８６，１００円

馬連： １０９，８０９，９００円 馬単： ５８，５１６，９００円 ワイド： ４２，６６７，８００円

３連複： １４６，３２７，７００円 ３連単： ２５１，２７８，９００円 計： ７２７，３１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７２０円 複 勝 � ６７０円 � ２８０円 � ４８０円 枠 連（７－８） ３，１１０円

馬 連 �� ７，１２０円 馬 単 �� １７，６００円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ３，３８０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ３２，０２０円 ３ 連 単 ��� １８２，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３４８９０５ 的中 � １０１４５（９番人気）
複勝票数 計 ６１４３４３ 的中 � ２２４１７（９番人気）� ６５８９２（５番人気）� ３２７１８（８番人気）
枠連票数 計 ２２３８６１ 的中 （７－８） ５３２４（１８番人気）
馬連票数 計１０９８０９９ 的中 �� １１３９４（３１番人気）
馬単票数 計 ５８５１６９ 的中 �� ２４５４（６４番人気）
ワイド票数 計 ４２６６７８ 的中 �� ５５９９（２８番人気）�� ３０７４（３６番人気）�� ４９１１（３０番人気）
３連複票数 計１４６３２７７ 的中 ��� ３３７３（８５番人気）
３連単票数 計２５１２７８９ 的中 ��� １０１５（５０６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．７―１３．３―１２．８―１２．５―１２．４―１２．１―１１．９―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．５―３５．２―４８．５―１：０１．３―１：１３．８―１：２６．２―１：３８．３―１：５０．２―２：０１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノキャプテン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．６．２８ 阪神１３着

２００７．３．２５生 牡５栗 母 タガノサファイヤ 母母 イージームービング ２６戦３勝 賞金 ３５，０３７，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔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。



１５０３５ ６月９日 曇 不良 （２４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）
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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４６ ローマンレジェンド 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０４－ ４１：４８．５ １．５�

６９ ウインドミネーター 牡５鹿 ５７ 和田 竜二�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 B４９８－ ６１：４８．８２ ３１．８�
３３ マ ス ト ハ ブ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２６± ０ 〃 クビ １０．９�
５８ ナリタシルクロード 牡５鹿 ５７ 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５２４± ０１：４９．０１� ７．３�
８１３ ドレミファドン 牡４黒鹿５７ 小牧 太千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４８４＋ ２１：４９．２� ６．０�
４５ ラ タ ー シ ュ 牡６栗 ５７ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：４９．６２	 ６４．７	
２２ キャプテンマジン 牡７黒鹿５７ 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１６＋ ６ 〃 アタマ ６６．４

７１２ バトードール 牡５栗 ５７ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３２＋ ４１：４９．７クビ ２２．５�

（豪）

３４ サンライズクォリア 牡５鹿 ５７ 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ １７０．６�
１１ 
 ヒシパーフェクト 牡６鹿 ５７ 国分 恭介阿部雅一郎氏 佐山 優 米 Thomas L.

Nichols ４７６± ０１：４９．９１	 １５０．４
６１０ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５５ 武 豊渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４４０± ０１：５０．１１� １１１．４�
７１１ エイシンナナツボシ 牡５鹿 ５７ 松山 弘平平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド B５３８－ ８１：５０．４１� ４０．３�
８１４ ロンギングスター 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７２－ ２ 〃 クビ ８７．７�
５７ � ダ イ バ ク フ 牡７鹿 ５７ 幸 英明柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 ４８６± ０１：５１．４６ １８０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５６，６３１，７００円 複勝： １５４，３１７，８００円 枠連： ４３，０００，１００円

馬連： １９４，９５７，３００円 馬単： １３９，６４４，２００円 ワイド： ７１，２２８，３００円

３連複： ２６３，６３７，３００円 ３連単： ６５７，９２９，９００円 計： １，５８１，３４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ５６０円 � ２４０円 枠 連（４－６） １，５２０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ３６０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ４，３８０円 ３ 連 単 ��� １５，５２０円

票 数

単勝票数 計 ５６６３１７ 的中 � ３１２４７２（１番人気）
複勝票数 計１５４３１７８ 的中 � ９５２５４７（１番人気）� ２９４５４（６番人気）� ８６６１４（４番人気）
枠連票数 計 ４３０００１ 的中 （４－６） ２０９５３（５番人気）
馬連票数 計１９４９５７３ 的中 �� ８２７６９（５番人気）
馬単票数 計１３９６４４２ 的中 �� ４６３２３（７番人気）
ワイド票数 計 ７１２２８３ 的中 �� ２３８３９（７番人気）�� ５４７０１（３番人気）�� ６５８０（２３番人気）
３連複票数 計２６３６３７３ 的中 ��� ４４５２２（１２番人気）
３連単票数 計６５７９２９９ 的中 ��� ３１２９２（４３番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１２．５―１１．９―１２．０―１２．０―１１．８―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３６．２―４８．１―１：００．１―１：１２．１―１：２３．９―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

ローマンレジェンド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．１．５ 京都３着

２００８．２．２４生 牡４黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ８戦５勝 賞金 ６８，０２７，０００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。

１５０３６ ６月９日 曇 稍重 （２４阪神３）第３日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

５１０ テイエムカルメン 牝６鹿 ５５ 鮫島 良太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４９０＋ ４１：０９．５ ４６．５�

６１２ ワンダードレッシー 牝４鹿 ５５ 川田 将雅山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４７４－ ２１：０９．７１ ６．２�
２４ メイショウツガル 牡４鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ５．７�
３６ アースツリー 牝５栗 ５５ 小牧 太 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２１：０９．８� ２０．６�
４８ ボストンサクラ 牝３黒鹿５２ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３６－ ４１：０９．９� ４．６�
１２ フレンチトースト 牝３鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４３０＋ ２１：１０．０� ６．５	
３５ イントゥザストーム 牝３鹿 ５２ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４０８＋１４ 〃 クビ ２４．９

４７ チェリービスティー 牝４栗 ５５ 福永 祐一備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４３０＋１０１：１０．１� ５．０�
８１５� バクシンクリチャン 牝３鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二栗本 博晴氏 須貝 尚介 平取 コアレススタッド ４５４－ ２１：１０．３� ２２．４�
２３ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １４２．４
８１６ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４１８－ ２１：１０．５１� ４８．９�
６１１ サンライズイーグル 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ８．７�
１１ アグネスアンジュ 牝４栗 ５５ 武 幸四郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６０＋１２１：１０．８１� １５１．７�
７１３ アイファーハイカラ 牡５黒鹿５７ 国分 優作中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４６４－ ４１：１１．０１� ７２．６�
５９ ヤマニンボンプアン 牝４鹿 ５５ 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６８± ０１：１１．２１� ５６．６�
７１４ ソ ラ コ マ チ 牝３鹿 ５２ 松山 弘平藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８２＋ ２１：１１．７３ ６３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，５７６，２００円 複勝： ５３，７２９，３００円 枠連： ３３，１９６，８００円

馬連： １０８，６３６，４００円 馬単： ５５，６９３，１００円 ワイド： ４３，０６４，７００円

３連複： １４７，３８６，８００円 ３連単： ２５７，８３８，３００円 計： ７３０，１２１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６５０円 複 勝 � ９７０円 � ２８０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ３，７６０円

馬 連 �� １８，３３０円 馬 単 �� ４０，４２０円

ワ イ ド �� ４，５７０円 �� ３，７１０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２７，５００円 ３ 連 単 ��� ２６２，８３０円

票 数

単勝票数 計 ３０５７６２ 的中 � ５１８２（１０番人気）
複勝票数 計 ５３７２９３ 的中 � １２１６９（１０番人気）� ５３０７５（５番人気）� ６９６８５（４番人気）
枠連票数 計 ３３１９６８ 的中 （５－６） ６５２８（１５番人気）
馬連票数 計１０８６３６４ 的中 �� ４３７５（４９番人気）
馬単票数 計 ５５６９３１ 的中 �� １０１７（１０３番人気）
ワイド票数 計 ４３０６４７ 的中 �� ２２５９（４５番人気）�� ２７９５（３９番人気）�� １３２１９（９番人気）
３連複票数 計１４７３８６８ 的中 ��� ３９５６（８６番人気）
３連単票数 計２５７８３８３ 的中 ��� ７２４（７０１番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１１．４―１１．５―１１．４―１２．１

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．０
３ １０，１２（８，１３，１６）（４，５）７（２，３，９）（１，１１，１５）－（６，１４） ４ １０，１２（４，８，１３）５（７，１６）（２，３）（１１，９）（１，１５）６－１４

勝馬の
紹 介

テイエムカルメン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．８．２４ 小倉４着

２００６．３．２８生 牝６鹿 母 ポニーガール 母母 ルーズブルーマーズ １５戦３勝 賞金 ３５，７６７，０００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。
（非抽選馬） ２頭 クレムリンシチー号・ミスネバー号



（２４阪神３）第３日 ６月９日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

１７５，７８０，０００円
２，０８０，０００円
７，３００，０００円
１，４４０，０００円
１５，７００，０００円
６０，７４２，０００円
４，６５４，０００円
１，７１８，４００円

勝馬投票券売得金
２９５，６３８，４００円
５５７，８６３，０００円
２１１，４０７，９００円
７９０，３８０，５００円
５１１，８２２，９００円
３３４，０８０，８００円
１，０７１，１５３，５００円
２，１０２，１０３，７００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 ５，８７４，４５０，７００円

総入場人員 １２，３００名 （有料入場人員 １１，３９２名）


