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１６０１３ ６月５日 晴 良 （２３阪神３）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走９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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１１ � エーシンホーマー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 米
C Kidder, N Cole,
J & J Mamakos &
B Kidder

４８２－ ６１：１２．６ ４．５�

４８ ナイトレイダー �３鹿 ５６ 川島 信二�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ４８８－ ２１：１３．０２� ９．９�
２４ マウントフジ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �グリーンファーム 宮本 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２０＋ ８１：１３．３１	 ２０．０�
５１０ コマノスクアーロ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４２２＋ ６１：１３．４	 ４．６�
３６ ドリームボルト 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介セゾンレースホース� 藤沢 則雄 浦河 谷口牧場 ５０８＋ ２１：１３．６１� ９．１�
８１６ マイティローヤー 牡３栗 ５６ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 安達 昭夫 浦河 富菜牧場 ４９４－ ８ 〃 ハナ １４４．７	
３５ ファルブキング 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰猪野毛雅人氏 新川 恵 新ひだか 猪野毛牧場 ４９２＋ ４１：１３．８１
 １０．０

６１１ ケイエスブライト 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４７６＋ ８１：１３．９� ６．１�
８１５ カネトシテンアップ 牡３鹿 ５６ 幸 英明兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 新冠橋本牧場 ４６６＋ ２１：１４．０	 ３３．６�
５９ � ダノントライアンフ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�ダノックス 藤原 英昭 愛 Lynch

Bages Ltd ４６８ ―１：１４．２	 ７．６
４７ クラウンコマンダー 牡３栗 ５６ 北村 友一矢野 悦三氏 大根田裕之 浦河 村下牧場 ５２０＋２２１：１４．６２� １８．０�
６１２ ディープアリア 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 日高 下河辺牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ２２５．５�
７１４� ホウショウキング 牡３芦 ５６

５３ ▲国分 優作芳賀 吉孝氏 白井 寿昭 米 Green
Gates Farm ４６４＋ ２１：１４．９１	 ２４．３�

１２ マイアイゼーレ 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂MYI馬主組合 鈴木 孝志 日高 横井 忠幸 ４６８＋１０１：１５．８５ ３０４．６�

２３ テイケイパッション 牡３黒鹿５６ 酒井 学兼松 忠男氏 大橋 勇樹 むかわ 佐久間 孝司 ５０８－ ４１：１７．２９ １４８．１�
７１３ グッドフォーチュン 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �ビッグレッドファーム 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４６４ ―１：２１．０大差 ５２．４�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，４６８，９００円 複勝： １６，４７５，２００円 枠連： ９，５８１，６００円

馬連： ３３，５７３，９００円 馬単： ２２，１８１，６００円 ワイド： １５，５４２，３００円

３連複： ５２，６６７，４００円 ３連単： ７１，５５５，１００円 計： ２３１，０４６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ３９０円 � ４５０円 枠 連（１－４） ２，２３０円

馬 連 �� ３，２２０円 馬 単 �� ５，６７０円

ワ イ ド �� １，０９０円 �� １，２２０円 �� ２，９４０円

３ 連 複 ��� １７，９００円 ３ 連 単 ��� ８８，７６０円

票 数

単勝票数 計 ９４６８９ 的中 � １６７４５（１番人気）
複勝票数 計 １６４７５２ 的中 � ２７５７７（１番人気）� １０１４０（７番人気）� ８６５０（８番人気）
枠連票数 計 ９５８１６ 的中 （１－４） ３１７３（９番人気）
馬連票数 計 ３３５７３９ 的中 �� ７７１０（１３番人気）
馬単票数 計 ２２１８１６ 的中 �� ２８８９（２３番人気）
ワイド票数 計 １５５４２３ 的中 �� ３５９２（１０番人気）�� ３１６４（２０番人気）�� １２６７（４２番人気）
３連複票数 計 ５２６６７４ 的中 ��� ２１７２（７３番人気）
３連単票数 計 ７１５５５１ 的中 ��� ５９５（３５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１２．２―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．８―４７．０―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンホーマー �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Hennessy デビュー ２０１１．１．２３ 京都５着

２００８．１．３１生 牡３鹿 母 Page Dancer 母母 Bonzo’s Baby ５戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイケイパッション号・グッドフォーチュン号は，平成２３年７月５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 バーネット号
※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。

１６０１４ ６月５日 晴 良 （２３阪神３）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

８１１ クークーダダ 牡３栗 ５６
５５ ☆国分 恭介�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６４＋ ６１：５５．１ １．８�

５５ メイショウブリッジ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊松本 好雄氏 武 宏平 安平 �橋本牧場 ４７４－ ８ 〃 クビ ５５．８�
６７ メイショウカイオウ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ２１：５５．３１� ９．０�
４４ タガノキズナ 牡３栗 ５６ 川田 将雅八木 良司氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０６± ０１：５５．９３� ３．０�
８１０ ド ゥ ル キ ス 牝３栗 ５４ 安藤 光彰ディアレスト 福島 信晴 新ひだか 棚川 光男 ４７４－１０１：５６．３２� １９６．８�
７８ マイネルヴィゴーレ 牡３栗 ５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 浦河 大柳ファーム B５２６＋ ３ 〃 クビ １０．２	
２２ ペガサスエース 牡３青 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ５３４－ ６１：５６．７２� １４７．４

６６ リアライズプラケオ 牡３栗 ５６ 川島 信二�リアライズ 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４８２＋ ７１：５６．８クビ ３８．３�
３３ ドゥーアップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ５０６＋ ２１：５７．７５ １５４．４�
１１ リッカシャイニー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ５００ ―１：５８．３３� ２０．４
７９ ユウキビバボーイ 牡３栗 ５６ 酒井 学ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４６６＋ ２ （競走中止） ３５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，４５９，０００円 複勝： ２８，５８７，３００円 枠連： ６，６３２，２００円

馬連： ２７，２２６，２００円 馬単： ２５，７２７，１００円 ワイド： １１，１８１，２００円

３連複： ４１，４５６，８００円 ３連単： ８２，７７２，５００円 計： ２３５，０４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ８２０円 � ２１０円 枠 連（５－８） ３，１９０円

馬 連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ３，８３０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ３１０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ６，２４０円 ３ 連 単 ��� ２５，５００円

票 数

単勝票数 計 １１４５９０ 的中 � ５２４８９（１番人気）
複勝票数 計 ２８５８７３ 的中 � １８２９７８（１番人気）� ３２９０（８番人気）� １９３５９（３番人気）
枠連票数 計 ６６３２２ 的中 （５－８） １５３８（８番人気）
馬連票数 計 ２７２２６２ 的中 �� ６１２３（９番人気）
馬単票数 計 ２５７２７１ 的中 �� ４９６１（１２番人気）
ワイド票数 計 １１１８１２ 的中 �� ２４６９（１２番人気）�� １０５７７（２番人気）�� １０５８（２２番人気）
３連複票数 計 ４１４５６８ 的中 ��� ４９１０（１７番人気）
３連単票数 計 ８２７７２５ 的中 ��� ２３９６（６７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１３．８―１３．２―１２．５―１２．８―１２．５―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３８．５―５１．７―１：０４．２―１：１７．０―１：２９．５―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クークーダダ �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１０．７．２５ 小倉１０着

２００８．５．６生 牡３栗 母 シャウトゥザトップ 母母 レジーナターフ ９戦１勝 賞金 ８，９００，０００円
〔競走中止〕 ユウキビバボーイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※ユウキビバボーイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第３回　阪神競馬　第２日



１６０１５ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

６１２ タイヨウパフューム 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３７８± ０１：０９．９ １８．１�

８１５ ピエナクリスタル 牡３鹿 ５６ 幸 英明本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 ４６２－ ２ 〃 クビ ２．６�
８１６ スサーナトウショウ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４６＋ ２１：１０．０クビ １１．３�
３６ サイズミックレディ 牝３鹿 ５４ 酒井 学細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ８ 〃 アタマ ５．２�
５９ デルマジュンコ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム ４３８＋１０１：１０．１� ２０．４�
１１ マルブツファントム 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ４７４＋ ２１：１０．３１� ７．９�
１２ リアリーサムシング 牡３栗 ５６ 熊沢 重文吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４７２＋ ６ 〃 クビ ６３．９	
２４ ワキノファイブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４３４＋１１１：１０．４クビ １４７．０

２３ ボンベイダック 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４８０＋１６１：１０．５� ５．７�
４７ レンヌルシャトー 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：１０．６� ３４．２
７１４ メイショウホロベツ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １０９．０�
３５ メイショウシャルム 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 浦河 辻 牧場 ５２０ ― 〃 ハナ ２６２．４�
４８ スキャターザスノウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作吉田 和美氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４３６＋１８１：１０．８１� ６８．７�
７１３	 ゴールドユソネット 牝３栗 ５２ 鮫島 良太横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd ４４０ ―１：１１．１１� １１６．８�
６１１ サニーサファイア 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７２＋１２１：１１．３１� １０．７�
（伊）

５１０ タニノトラストミー 牡３黒鹿５６ 川田 将雅谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 ４５０± ０１：１２．９１０ １３０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１８１，１００円 複勝： ２２，０６０，２００円 枠連： １２，８５３，６００円

馬連： ４０，０００，６００円 馬単： ２８，０９３，７００円 ワイド： １７，６９７，２００円

３連複： ５６，９７１，０００円 ３連単： ８４，０４７，２００円 計： ２７６，９０４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８１０円 複 勝 � ４００円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（６－８） ５１０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ４，７００円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，７６０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� ２５，９７０円

票 数

単勝票数 計 １５１８１１ 的中 � ６６２９（７番人気）
複勝票数 計 ２２０６０２ 的中 � １１３４６（７番人気）� ５５０８７（１番人気）� ２０５９１（５番人気）
枠連票数 計 １２８５３６ 的中 （６－８） １８９２６（１番人気）
馬連票数 計 ４００００６ 的中 �� １６９１９（７番人気）
馬単票数 計 ２８０９３７ 的中 �� ４４１７（１４番人気）
ワイド票数 計 １７６９７２ 的中 �� ７６７２（６番人気）�� ２２７１（２５番人気）�� １２０３０（２番人気）
３連複票数 計 ５６９７１０ 的中 ��� １１５８０（１２番人気）
３連単票数 計 ８４０４７２ 的中 ��� ２３８９（７４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１１．９―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．６―４６．５―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイヨウパフューム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神７着

２００８．２．９生 牝３鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 ボンベイダック号は，馬場入場後に左後肢落鉄。発走時刻４分遅延。

サニーサファイア号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 イマカツミライ号・シゲルトウカツカン号・トシローズ号
（非抽選馬） １頭 ビッグゴーゴー号
※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。

１６０１６ ６月５日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３阪神３）第２日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

１１ ディアマジェスティ 牡５黒鹿６０ 高田 潤寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６４± ０３：２７．７ ２．４�

８１３� ブ チ カ マ シ 牡７黒鹿６０ 中村 将之中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４７６－ ２３：２８．０１� ８．６�
４４ ピカピカテッタ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也西村新一郎氏 牧田 和弥 新ひだか 名古屋 一征 ４９４＋ ２３：２８．４２� ３．３�
７１０� シ デ ン カ イ 牡６青 ６０ 草野 太郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 徳永 春夫 ４６４＋ ８３：２９．９９ ６９．２�
２２ ハイデフィニション 牝６鹿 ５８ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 三石 川端牧場 ５１８＋ ６ 〃 ハナ ５．０�
８１２ メジロラフィキ �６鹿 ６０ 五十嵐雄祐岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ４８８－ ４３：３０．１１ １１．３�
３３ スズヨジハード 牡４鹿 ６０ 穂苅 寿彦鈴木与四郎氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ４３：３０．７３� ２２．５�
６９ マーベラスパレード 牡８栗 ６０ 岩崎 祐己笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４８６＋ １３：３０．８� ５４．０	
４５ マーブルジーン 牡７黒鹿６１ 黒岩 悠下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ５００＋ ８３：３１．１２ ３０．５

６８ スリーアトラス 牡８栗 ６０ 今村 康成永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４６２± ０３：３５．２大差 ２７５．９�
５７ コンフェルヴォーレ �５栗 ６０ 高野 和馬岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４３６－ ２３：３５．３� １２０．２
５６ 	 エヒテンヴィーゼ 牡８鹿 ６０ 江田 勇亮真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４６０－ ２３：３９．０大差 ２２８．７�
７１１ リーチマイドリーム �５黒鹿６０ 石神 深一 �グリーンファーム 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４９６－ ６３：４０．９大差 １２８．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，７２２，２００円 複勝： １６，５６７，３００円 枠連： １１，６０３，８００円

馬連： ３０，９７０，３００円 馬単： ２５，２６１，６００円 ワイド： １３，１９５，９００円

３連複： ４９，５２８，８００円 ３連単： ８１，８１６，８００円 計： ２４２，６６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－８） ６３０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２２０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ９，５３０円

票 数

単勝票数 計 １３７２２２ 的中 � ４５５１４（１番人気）
複勝票数 計 １６５６７３ 的中 � ３８５２４（２番人気）� １９５０４（４番人気）� ３９６４５（１番人気）
枠連票数 計 １１６０３８ 的中 （１－８） １３６９１（２番人気）
馬連票数 計 ３０９７０３ 的中 �� １５２７３（５番人気）
馬単票数 計 ２５２６１６ 的中 �� ７６１５（８番人気）
ワイド票数 計 １３１９５９ 的中 �� ５８１７（６番人気）�� １７３７４（１番人気）�� ６１９１（４番人気）
３連複票数 計 ４９５２８８ 的中 ��� ２４９９３（３番人気）
３連単票数 計 ８１８１６８ 的中 ��� ６３３９（１９番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５１．９－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアマジェスティ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．２．１４ 京都６着

２００６．５．２９生 牡５黒鹿 母 レーブドグランパ 母母 Mary Linoa 障害：２戦２勝 賞金 ２１，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２５分に変更。
※出走取消馬 メイショウナゴン号（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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 シュンリキ号・スリーサンフレンチ号・ナドレ号・リリーハーバー号
（非抽選馬） ２頭 シースピアー号・マックスチャンプ号



１６０１７ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４６ タガノエベンヌ 牝３黒鹿５４ 川島 信二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４６８－ ２１：４６．４ １５．２�

５９ ヴェルデライト 牝３鹿 ５４ N．ピンナ �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２１：４６．５� １３．０�
（伊）

３４ レ イ テ ッ ド 牝３栗 ５４
５３ ☆国分 恭介北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：４６．６クビ ２０．０�

２３ ショウナンマハ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４３８－ ２ 〃 クビ ４．３�
７１２ オーシャンビーナス 牝３栗 ５４ 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：４７．０２� ２．８�
３５ サルヴァトーレピサ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊市川 義美氏 藤原 英昭 浦河 大北牧場 ４４８ ―１：４７．３２ ３．２�
１１ シエーナスプレーマ 牝３鹿 ５４ 北村 友一有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ６１：４７．４� ７７．１	
４７ レディオスソープ 牝３栗 ５４ 四位 洋文大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５８＋１０１：４７．７１� ３６．９

２２ アートオブクウィル 牝３青鹿５４ 太宰 啓介岡田 隆寛氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４４０＋１２１：４７．８� ３５９．８�
５８ マイネロサリラ 牝３青 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム ４５４＋ ４１：４８．０１� ５７．７
６１１ ハイデルベーレ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５２＋ ８ 〃 ハナ ７４．６�
６１０ マーブルハート 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４３４＋ ４１：４８．２１� ４６２．０�
７１３ パームアイランド 牝３黒鹿５４ 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ２１：４８．３� ２８．５�
８１５ ポ レ モ ス 牝３鹿 ５４ 酒井 学藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８－ ２１：４８．５１� ２６．９�
８１４ アイアンクリッパー 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作池上 一馬氏 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ６１：４８．８２ ２３８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，６３７，０００円 複勝： ３５，７３６，８００円 枠連： １３，０５９，３００円

馬連： ４９，３７６，６００円 馬単： ３５，４９８，７００円 ワイド： ２３，０２１，９００円

３連複： ７９，８４１，３００円 ３連単： １２１，８０４，０００円 計： ３７８，９７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ３８０円 � ３５０円 � ５５０円 枠 連（４－５） ３，７７０円

馬 連 �� ６，８４０円 馬 単 �� １４，３００円

ワ イ ド �� １，８４０円 �� ２，９４０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ２７，８５０円 ３ 連 単 ��� １６７，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２０６３７０ 的中 � １０７３１（５番人気）
複勝票数 計 ３５７３６８ 的中 � ２５６６３（５番人気）� ２８０５５（４番人気）� １６２８９（６番人気）
枠連票数 計 １３０５９３ 的中 （４－５） ２５６０（１５番人気）
馬連票数 計 ４９３７６６ 的中 �� ５３３５（２１番人気）
馬単票数 計 ３５４９８７ 的中 �� １８３３（４１番人気）
ワイド票数 計 ２３０２１９ 的中 �� ３１１５（２０番人気）�� １９１９（２８番人気）�� ２３７１（２４番人気）
３連複票数 計 ７９８４１３ 的中 ��� ２１１６（６６番人気）
３連単票数 計１２１８０４０ 的中 ��� ５３６（３７３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．４―１２．７―１２．２―１１．２―１０．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３４．９―４７．３―１：００．０―１：１２．２―１：２３．４―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノエベンヌ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．８．１ 小倉２着

２００８．３．２１生 牝３黒鹿 母 ワーキングイオン 母母 ワーキングガール ９戦１勝 賞金 １１，１５０，０００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。

１６０１８ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （ダート・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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４７ カリスマサンスカイ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５０８＋ ２１：１１．７ ４．０�

４８ � ウエストハーバー 牡３栗 ５６ 和田 竜二加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook
Farm ４９８－ ８１：１２．４４ ５．１�

６１１ ホーマンルッツ 牡３栗 ５６ 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４３８－ ４ 〃 アタマ ７．８�
１２ ウォータールルド 牡３黒鹿５６ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４７０－ ６１：１２．６１� ４．６�
６１２ タイセイマグナム 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５２２＋ ６１：１２．７� ２３．５�
７１３ ナイトフライト 牝３栗 ５４ 浜中 俊橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 パカパカ

ファーム ４７２± ０１：１２．９１� １６．１�
３６ アスカノバッハ 	３黒鹿５６ 石橋 守豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５２－ ４ 〃 ハナ １７４．３�
１１ キクノキアラ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４４６± ０ 〃 ハナ ７．５	
５９ サトノティアラ 牝３鹿 ５４ 幸 英明里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：１３．０クビ １８．０

２４ オーバーヘッド 牡３栗 ５６ 秋山真一郎水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８０± ０１：１３．１
 ６２．２�
８１５ ブルーミングメイン 牝３栗 ５４ 川島 信二内田 滋三氏 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４５０± ０１：１３．４２ ３２８．３�
２３ アートギャラリー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋 社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４４４－ １１：１３．６１� ６１．６�
３５ ノーブルディード 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦 サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：１３．７クビ ９４．７�
５１０� クイックスター 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 白井 岳氏 矢野 英一 新ひだか 池田 きよ子 ４６６± ０ 〃 クビ １２．６�

（伊）

７１４ ナガラダンディ 牡３栗 ５６ 安藤 光彰長良レーシングクラブ 小原伊佐美 浦河トラストスリーファーム ４９８＋ ６１：１３．８クビ ５１．３�
８１６� シゲルカイチョウ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文森中 蕃氏 鶴留 明雄 米 Dr. John

Piconi ４９２＋ ８１：１４．１２ ３８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０３５，８００円 複勝： ２８，８００，７００円 枠連： １５，７６２，８００円

馬連： ４７，４５６，２００円 馬単： ３０，１９３，０００円 ワイド： ２１，７１３，９００円

３連複： ６５，１０１，６００円 ３連単： ９６，２３２，３００円 計： ３２１，２９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（４－４） １，１１０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ５４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 ��� ８，５１０円

票 数

単勝票数 計 １６０３５８ 的中 � ３１８４９（１番人気）
複勝票数 計 ２８８００７ 的中 � ５５１９３（１番人気）� ４３８４５（２番人気）� ３０７１０（５番人気）
枠連票数 計 １５７６２８ 的中 （４－４） １０５１２（５番人気）
馬連票数 計 ４７４５６２ 的中 �� ３２１１４（１番人気）
馬単票数 計 ３０１９３０ 的中 �� １２６５８（１番人気）
ワイド票数 計 ２１７１３９ 的中 �� １４２８３（１番人気）�� ９８５５（４番人気）�� ８４９４（５番人気）
３連複票数 計 ６５１０１６ 的中 ��� ２２０３１（２番人気）
３連単票数 計 ９６２３２３ 的中 ��� ８３４９（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．８―１２．１―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．９―４７．０―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリスマサンスカイ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．８．１５ 小倉４着

２００８．１．１９生 牡３鹿 母 ジャングルムーン 母母 Emmaline ８戦２勝 賞金 １７，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アルゴリズム号・サザンブレイズ号・ジェットストリーム号・スマートオーシャン号・トウショウノーヴァ号・

バラードソング号・ヒノデポベーダ号・ホクトキングダム号・リアライズナラック号・ワンダーフォルテ号
※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。



１６０１９ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７８ トウカイファミリー 牝５黒鹿５５ 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４６６± ０１：５３．４ ２．８�

４４ コウエイテンプウ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ４８０－ ２１：５４．０３� ３．１�
８１０ ヤマニンギモーヴ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ６．９�
１１ カ ス ガ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５４＋ ４１：５４．１クビ ４．５�
３３ � ケイティローレル 牝５栗 ５５ 酒井 学瀧本 和義氏 日吉 正和 浦河 永田 克之 ４４０＋ ２１：５４．３１� ９０．１�
５５ スイートベルモット 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５６＋ ４１：５４．８３ ３６．６�
８９ � フ レ シ ー タ 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４０± ０ 〃 クビ １１．６

２２ セイピーシーズ 牝４鹿 ５５ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 B４５６＋１２１：５５．０１� ４１．０�
６６ � クリノソーニャ 牝６鹿 ５５ 高橋 亮栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 吉田 又治 ４６０＋１４１：５５．２� ２６．０�
７７ � ワンダーストーリリ 牝４黒鹿５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４０２－ ４１：５８．３大差 ６１．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １４，５８９，９００円 複勝： ２０，７７８，１００円 枠連： ９，７１５，０００円

馬連： ３７，３１８，５００円 馬単： ３０，５３６，９００円 ワイド： １６，２５３，８００円

３連複： ５１，０７８，０００円 ３連単： １１４，３０５，２００円 計： ２９４，５７５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（４－７） ３５０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� １，９００円

票 数

単勝票数 計 １４５８９９ 的中 � ４２２５１（１番人気）
複勝票数 計 ２０７７８１ 的中 � ５７５２５（１番人気）� ４５２７７（２番人気）� ２７９３５（４番人気）
枠連票数 計 ９７１５０ 的中 （４－７） ２０７６５（１番人気）
馬連票数 計 ３７３１８５ 的中 �� ８３８３９（１番人気）
馬単票数 計 ３０５３６９ 的中 �� ３４７２５（１番人気）
ワイド票数 計 １６２５３８ 的中 �� ２８４２５（１番人気）�� １２０５９（４番人気）�� １１９７３（５番人気）
３連複票数 計 ５１０７８０ 的中 ��� ６０９０６（２番人気）
３連単票数 計１１４３０５２ 的中 ��� ４４４７２（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３８．３―５１．３―１：０３．９―１：１６．３―１：２８．４―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．１
１
３
７，１０（４，８）５（１，９）３，６，２・（７，１０）８（４，９）５（１，３）（２，６）

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

勝馬の
紹 介

トウカイファミリー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．２．１４ 京都７着

２００６．３．１７生 牝５黒鹿 母 トウカイロータス 母母 トウカイローマン １２戦２勝 賞金 １７，４００，０００円

１６０２０ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６８ 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－ ２１：４５．８ ３．３�

（伊）

３３ � エルプレジデンテ 牡５鹿 ５７
５４ ▲国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４４２－ ２１：４６．２２� １１．１�
６７ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４６４＋ ８ 〃 ハナ １７．２�

２２ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５６＋ ６１：４６．３クビ １１．０�
１１ アドマイヤツバサ 牡４青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４０－１０１：４６．４	 ４．６�
４４ ミッキーボンボン 牡４鹿 ５７ 幸 英明三木 久史氏 福島 信晴 宮崎 田上 勝雄 ４８２－ ４１：４６．５	 ５４．４�
７１０� メイショウピゴット 牡４黒鹿５７ 北村 友一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ４１：４６．８１	 １１．２	
８１１ グリーンイレブン 牡５青鹿５７ 秋山真一郎吉野加壽代氏 松元 茂樹 浦河トラストスリーファーム ４９６－ ８１：４６．９� １１．４

７９ マイネアロマ 牝４黒鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４７２＋ ２ 〃 ハナ ３．６�
５６ ヒダカタイザン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史藤井 謙氏 飯田 明弘 浦河 日東牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ ６４．６�
８１２� メイショウオルフェ 牡４黒鹿５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４９２＋１２１：４７．２１	 ２９４．８
５５ � フロストフラワー 牝４栗 ５５ 小坂 忠士坪野谷和平氏 境 直行 新冠 川上牧場 ４８２＋ ６１：４８．１５ ２０５．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，６９０，７００円 複勝： ２８，３６５，４００円 枠連： １１，４５８，７００円

馬連： ５１，３６６，２００円 馬単： ３４，４５８，１００円 ワイド： ２１，０７０，３００円

３連複： ６７，４５７，２００円 ３連単： １１８，８５８，５００円 計： ３５０，７２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ２９０円 � ６４０円 枠 連（３－６） １，３１０円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ２，０２０円 �� ３，４６０円

３ 連 複 ��� １５，５８０円 ３ 連 単 ��� ５９，９２０円

票 数

単勝票数 計 １７６９０７ 的中 � ４３１５０（１番人気）
複勝票数 計 ２８３６５４ 的中 � ５８６２４（２番人気）� ２４９２１（５番人気）� ９２５７（８番人気）
枠連票数 計 １１４５８７ 的中 （３－６） ６５０５（６番人気）
馬連票数 計 ５１３６６２ 的中 �� ２８４４５（４番人気）
馬単票数 計 ３４４５８１ 的中 �� １２０４７（５番人気）
ワイド票数 計 ２１０７０３ 的中 �� １０２３３（４番人気）�� ２４８６（２２番人気）�� １４２９（３１番人気）
３連複票数 計 ６７４５７２ 的中 ��� ３１９７（４８番人気）
３連単票数 計１１８８５８５ 的中 ��� １４６４（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．１―３４．７―４７．０―５９．３―１：１１．２―１：２２．４―１：３３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ キ ー ラ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．１７ 京都７着

２００５．４．１６生 牡６鹿 母 ジャスミンアロマ 母母 パ リ ゼ ッ ト ２９戦３勝 賞金 ４３，８４１，０００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。



１６０２１ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第９競走 ��
��１，２００�あじさいステークス

発走１４時１５分 （芝・右）

３歳，１０００万円以下；負担重量は，馬齢重量
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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

４４ ラインアンジュ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅大澤 繁昌氏 領家 政蔵 日高 日高大洋牧場 ４９２± ０１：０８．５ ２．８�

７７ ミヤジエムジェイ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 ４８４＋ ２１：０８．７１� ３．９�
３３ テイクアベット 牡３鹿 ５６ 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４９４＋１２１：０８．９１� ２４．７�
６６ タガノラヴキセキ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介八木 良司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４５２± ０ 〃 アタマ ６．７�
２２ ア フ ォ ー ド 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ２１：０９．０� ２．９�
８８ メモリアルイヤー 牝３栗 ５４ N．ピンナ 西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４６６± ０１：０９．１� １４．４�

（伊）

５５ ビューティバラード 牝３栗 ５４ 幸 英明林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２４－ ４１：０９．３１� ４３．９�
１１ サクラライジング 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４４８－ ８ 〃 クビ ７０．３


（８頭）

売 得 金

単勝： ２９，０１０，９００円 複勝： ３６，３９７，７００円 枠連： 発売なし

馬連： ７５，７３３，５００円 馬単： ５３，２２１，８００円 ワイド： ２３，６５３，５００円

３連複： ７８，２８０，２００円 ３連単： ２２４，１３６，３００円 計： ５２０，４３３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ４７０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １，３３０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 ��� １５，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２９０１０９ 的中 � ８３１４２（１番人気）
複勝票数 計 ３６３９７７ 的中 � ８３０２８（２番人気）� ６８１１４（３番人気）� １４１０８（６番人気）
馬連票数 計 ７５７３３５ 的中 �� ９２７５０（３番人気）
馬単票数 計 ５３２２１８ 的中 �� ３９９４８（４番人気）
ワイド票数 計 ２３６５３５ 的中 �� ２８５２８（３番人気）�� ３８７８（１６番人気）�� ６２０１（９番人気）
３連複票数 計 ７８２８０２ 的中 ��� １４９２７（１５番人気）
３連単票数 計２２４１３６３ 的中 ��� １０７６７（４８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．３―１１．６―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．９―４５．５―５６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．６
３ ・（３，８）－２，７（１，５）４，６ ４ ３，８（２，７）（１，５）（６，４）

勝馬の
紹 介

ラインアンジュ �
�
父 Rockport Harbor �

�
母父 Dehere デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神１着

２００８．４．１４生 牝３鹿 母 シャルマンダー 母母 Expressive Dance ６戦３勝 賞金 ３２，７２３，０００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。

１６０２２ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

あ き

安芸ステークス
発走１４時５０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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５１０� トーセンクロス 牡７鹿 ５７ 川田 将雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 米
Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B４９８－ ６１：１１．５ ８．３�

２４ メイショウヤワラ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５４０＋ ４１：１１．８１� ４．４�
１２ コンティネント 牡７鹿 ５７ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２２－１４ 〃 クビ ２８．５�
５９ カフェマーシャル 牡５芦 ５７ N．ピンナ 西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０４－１０ 〃 アタマ ８．５�

（伊）

７１４ ドリームクラウン 牡６栗 ５７ 鮫島 良太セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５１２－ ４１：１１．９クビ ２１４．３�
７１３ メイショウトリノ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ６．４	
１１ フェイムロバリー 牡６鹿 ５７ 四位 洋文広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 B４９２＋ ４１：１２．０	 ２２．６

２３ � ギンザナイト 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ５０６＋１２ 〃 クビ ９．８�
３５ チャレンジシチー 牡９鹿 ５７ 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５０４－１４１：１２．１クビ ３２６．９�
６１２ ミステリアスバイオ 牝６栗 ５５ 長谷川浩大バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ３４９．７
４７ ノルマンディー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ２ 〃 ハナ ３．９�
８１５ ナムラカクレイ 牡５栗 ５７ 幸 英明奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４８２± ０ 〃 ハナ ７．２�
６１１ ダノンアスカ 牡６青鹿５７ 渡辺 薫彦�ダノックス 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２＋ ２１：１２．３� ５９．２�
４８ トウショウブリッツ 牡７鹿 ５７ 国分 優作トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０２＋２０１：１２．７２	 １０１．９�
３６ シゲルソウウン 
４栗 ５７ 中村 将之森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ５０２＋ ６１：１３．４４ ６６．２�
８１６ ティアップハーレー 牡５栗 ５７ 酒井 学田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４８２－ ４ 〃 ハナ ８９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，０６０，７００円 複勝： ５５，１７１，４００円 枠連： ３０，６９２，１００円

馬連： １３４，０６５，２００円 馬単： ７４，６１５，６００円 ワイド： ４２，２６４，３００円

３連複： １６９，４４７，５００円 ３連単： ２９７，４７６，２００円 計： ８３６，７９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２５０円 � １９０円 � ７４０円 枠 連（２－５） ６７０円

馬 連 �� １，９５０円 馬 単 �� ４，４５０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ３，０８０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� ２０，１６０円 ３ 連 単 ��� ９２，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３３０６０７ 的中 � ３１４８０（５番人気）
複勝票数 計 ５５１７１４ 的中 � ６１６０９（４番人気）� ８９６８８（２番人気）� １５６０１（９番人気）
枠連票数 計 ３０６９２１ 的中 （２－５） ３３８８６（２番人気）
馬連票数 計１３４０６５２ 的中 �� ５０９８８（８番人気）
馬単票数 計 ７４６１５６ 的中 �� １２４０２（２２番人気）
ワイド票数 計 ４２２６４３ 的中 �� １５１５６（８番人気）�� ３２７６（３１番人気）�� ４０７４（２７番人気）
３連複票数 計１６９４４７５ 的中 ��� ６２０３（５９番人気）
３連単票数 計２９７４７６２ 的中 ��� ２３６４（２８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１１．９―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４６．１―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３７．３
３ ６（８，１３，１６）（４，７，９）１５－（１，１０，１２）－２－（３，５）１１，１４ ４ ・（６，８，１３，１６）（４，７，９）（１，１０，１５）１２，２，１１（３，５）１４

勝馬の
紹 介

�トーセンクロス �
�
父 Broad Brush �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．８．１３ 札幌４着

２００４．５．１５生 牡７鹿 母 Ballerina Princess 母母 Aladancer １７戦４勝 賞金 ６３，５０２，０００円
※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） ６頭 ストレートイン号・スマートブレード号・セトノアンテウス号・ダイヤモンドムーン号・ネオフリーダム号・

ホットフレイバー号
※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。

１レース目



１６０２３ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�

た る み

垂水ステークス
発走１５時３０分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．６．５以降２３．５．２９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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

６６ トップゾーン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６８＋ ２２：００．８ ６．９�

３３ トモロポケット 牡５栗 ５５ 藤岡 佑介廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４７６＋ ２ 〃 ハナ ４．８�
７８ ダノンスパシーバ 牡４鹿 ５７．５ 浜中 俊�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９８－１０ 〃 ハナ ３．７�
８１１ ケンブリッジレーザ 牡８青 ５６ 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０２± ０２：０１．０１� １５．２�
４４ ザサンデーフサイチ 牡７黒鹿５６ 北村 友一林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ６２：０１．１� ３４．１�
２２ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５３ 秋山真一郎吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２－ ６２：０１．２� １７．４	
５５ ロイヤルネックレス 牝５青 ５４ 和田 竜二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８８± ０２：０１．３� ８．２

１１ 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 ４９８＋ ８ 〃 クビ １４７．０�
７９ バアゼルリバー 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２ 〃 アタマ ３．１�
８１０ レッドスパークル 牡４栗 ５５ 四位 洋文幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４７６－ ６２：０１．６２ ６０．５

（１０頭）
６７ メイショウウズシオ 牡４黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７６－１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３４，８３７，１００円 複勝： ４９，２４０，８００円 枠連： ３４，００２，４００円

馬連： １５０，９０１，８００円 馬単： ８６，０５３，０００円 ワイド： ４０，８９４，２００円

３連複： １５８，６４３，０００円 ３連単： ３４８，５３７，６００円 計： ９０３，１０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（３－６） １，２６０円

馬 連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ４７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� １４，０７０円

票 数

単勝票数 差引計 ３４８３７１（返還計 １８３７１） 的中 � ４００４２（４番人気）
複勝票数 差引計 ４９２４０８（返還計 ２９５６１） 的中 � ５３９７８（４番人気）� ７６９７９（３番人気）� １０５８４０（２番人気）
枠連票数 差引計 ３４００２４（返還計 ４６８８） 的中 （３－６） ２００２０（６番人気）
馬連票数 差引計１５０９０１８（返還計２１４７２６） 的中 �� ７２７４２（９番人気）
馬単票数 差引計 ８６０５３０（返還計１１４６７５） 的中 �� １８４９６（１８番人気）
ワイド票数 差引計 ４０８９４２（返還計 ５７６０７） 的中 �� １９１１５（９番人気）�� ２１０５７（６番人気）�� ３０８４８（３番人気）
３連複票数 差引計１５８６４３０（返還計３７０２２４） 的中 ��� ６３４６７（７番人気）
３連単票数 差引計３４８５３７６（返還計７２６５１９） 的中 ��� １８２９２（５３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．８―１２．６―１２．３―１２．５―１２．２―１１．２―１０．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．５―３７．３―４９．９―１：０２．２―１：１４．７―１：２６．９―１：３８．１―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．１―３F３３．９
１
３
３（６，１１）（４，５，１０）（１，８）－（２，９）
３，６（４，１１）（５，１０）（１，２）８，９

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

勝馬の
紹 介

トップゾーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００８．８．３０ 札幌３着

２００６．５．２０生 牡５鹿 母 レッドストリーム 母母 マチカネエルベ ３１戦５勝 賞金 ９０，０６８，０００円
〔競走除外〕 メイショウウズシオ号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅

延。

１６０２４ ６月５日 曇 良 （２３阪神３）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

３６ マイプラーナ 牝５黒鹿５５ 北村 友一五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４８０－ ２１：２３．７ ４．２�

６１２ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９２＋ ２１：２３．９１ １０．２�
６１１ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ５．８�
５１０ ダノンプリマドンナ 牝４黒鹿５５ 幸 英明�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ４１：２４．０� １５．７�
１１ スピルオーバー 牡４栗 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５３０－ ２ 〃 クビ ３．２�
４８ アグネスラナップ 牡６青 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B５０６－ ２１：２４．２１� １２３．３�
２４ マジックモーメント 牡６黒鹿５７ 浜中 俊藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４６４－１０ 〃 ハナ ３１．１	
３５ 	 アートオブビーン 牝４鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介岡田 隆寛氏 小原伊佐美 日高 日高大洋牧場 ４５８－ ８１：２４．５２ ２１．９

５９ ピサライコネン 牡４芦 ５７

５４ ▲国分 優作市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ４１：２４．６クビ １０．９�
８１５ グリッターエルフ 牝７黒鹿５５ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４８２－ ６１：２４．８１� ２０．２�
２３ 	 キングコーリンオー 
５鹿 ５７ 川島 信二伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４５４＋ ４１：２４．９� ３１８．９
８１６ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ N．ピンナ 森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５２２＋ ４１：２５．３２� ３１．４�

（伊）

７１３ チャームドリーム 牝５鹿 ５５ 酒井 学タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B５０２＋１０１：２５．４クビ ５３．６�
７１４ メイショウシェイク 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５２２－１０ 〃 アタマ １２．８�
４７ 	 アグネスイカロス 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ４７０－１４１：２６．０３� １８５．１�
１２ プリンセスネージュ 牝４栗 ５５

５２ ▲花田 大昂林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４７２－ ２１：２７．０６ １３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，４２７，５００円 複勝： ５４，８９２，１００円 枠連： ４０，５７０，０００円

馬連： １４５，３７６，６００円 馬単： ７９，５１５，１００円 ワイド： ４８，５９７，５００円

３連複： １８７，４８８，６００円 ３連単： ３４８，６８６，６００円 計： ９４２，５５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ２８０円 � ２３０円 枠 連（３－６） ８８０円

馬 連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ６４０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ５，１８０円 ３ 連 単 ��� ２７，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３７４２７５ 的中 � ７１７８９（２番人気）
複勝票数 計 ５４８９２１ 的中 � ９６９１５（２番人気）� ４７０１３（４番人気）� ６２７９８（３番人気）
枠連票数 計 ４０５７００ 的中 （３－６） ３４２４６（３番人気）
馬連票数 計１４５３７６６ 的中 �� ６０９０２（５番人気）
馬単票数 計 ７９５１５１ 的中 �� １５４３０（９番人気）
ワイド票数 計 ４８５９７５ 的中 �� １５５０７（６番人気）�� １９０６７（３番人気）�� １３４５４（７番人気）
３連複票数 計１８７４８８６ 的中 ��� ２６７５２（１１番人気）
３連単票数 計３４８６８６６ 的中 ��� ９２１４（５４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．２―１２．２―１２．４―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．９―３４．１―４６．３―５８．７―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイプラーナ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 スプレンデイドモーメント デビュー ２００９．５．３ 京都３着

２００６．４．２６生 牝５黒鹿 母 チェリーコウマン 母母 チエリーガール １９戦４勝 賞金 ４７，３５０，０００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。

４レース目



（２３阪神３）第２日 ６月５日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５９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

２２０，２６０，０００円
３，２２０，０００円
７，３００，０００円
１，１７０，０００円
２０，８１０，０００円
５６，０４８，５００円
４，７６０，６００円
１，５７４，１００円

勝馬投票券売得金
２５３，１２０，８００円
３９３，０７３，０００円
１９５，９３１，５００円
８２３，３６５，６００円
５２５，３５６，２００円
２９５，０８６，０００円
１，０５７，９６１，４００円
１，９９０，２２８，３００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 ５，５３４，１２２，８００円

総入場人員 ２２，２０２名 （有料入場人員 ２０，９２６名）


