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１５００１ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）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 ４，６００，０００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

８１５ アグネスダリム 牝３栗 ５４
５１ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：５４．３ ６．７�

８１６ アムールレジェンド 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４１８－ ６１：５４．５１� ３．４�
２４ エーシンルクソール 牝３栗 ５４ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４５８－ ４１：５４．７１� ２．２�
６１２ テイケイフロックス 牝３黒鹿５４ 幸 英明兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８８± ０１：５４．９１� ９．６�
７１４ 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＋ ６１：５５．１１� １０．４�
５９ アグネスローザ 牝３鹿 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４１８－ ２１：５５．２� １４．３�
４７ ホッコーピーチ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ２６１．８	
２３ ドナメジャー 牝３栗 ５４ 浜中 俊山田 貢一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７８＋ ６１：５５．３クビ ４６．３

１２ ギブアリーズン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�ノースヒルズ 武田 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２１：５５．６２ １９０．７�
４８ メイショウシラウメ 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 金成吉田牧場 ４５２－ ２１：５５．８１� ３３７．０�
３６ メイショウミヤコ 牝３栗 ５４

５１ ▲花田 大昂松本 好氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４３０＋１０１：５６．５４ ２０６．５�
６１１ シゲルマスカット 牝３鹿 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４７４＋ ６１：５６．７１� １４９．８�
１１ ケンブリッジスワン 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４３２＋ ２１：５６．８� ４３．５�

３５ アイアンムガール 牝３青 ５４ 川須 栄彦池上 一馬氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５１４－ ８１：５７．８６ ３０５．１�
７１３ キシュウサーパス 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４１６－２４１：５８．３３ ２６５．０�
５１０ フミノアザレア 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４５０－ ８１：５８．９３� ６９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３７６，９００円 複勝： ３２，５０３，９００円 枠連： １３，６９１，８００円

馬連： ４０，８６１，５００円 馬単： ３４，１３８，４００円 ワイド： ２１，７１８，５００円

３連複： ６７，５７２，２００円 ３連単： １１７，６９９，８００円 計： ３４４，５６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（８－８） ９７０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２８０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ６，６１０円

票 数

単勝票数 計 １６３７６９ 的中 � １９３８２（３番人気）
複勝票数 計 ３２５０３９ 的中 � ４５７４５（３番人気）� ７０７４０（２番人気）� ９６３７３（１番人気）
枠連票数 計 １３６９１８ 的中 （８－８） １０４４４（２番人気）
馬連票数 計 ４０８６１５ 的中 �� ３２０７４（３番人気）
馬単票数 計 ３４１３８４ 的中 �� １１７５５（９番人気）
ワイド票数 計 ２１７１８５ 的中 �� １６７５２（３番人気）�� １８４５１（２番人気）�� ３１２８４（１番人気）
３連複票数 計 ６７５７２２ 的中 ��� ７０５８０（１番人気）
３連単票数 計１１７６９９８ 的中 ��� １３１５４（１８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１３．０―１３．１―１３．３―１３．１―１２．６―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３７．０―５０．１―１：０３．４―１：１６．５―１：２９．１―１：４１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスダリム �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．２．５ 京都３着

２００９．２．１８生 牝３栗 母 アグネスパサー 母母 アグネスセレーネー ６戦１勝 賞金 １０，１５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 ケンブリッジスワン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

１５００２ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）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 ４，６００，０００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 シ ゲ ル ユ ズ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４７４＋ ２１：１２．５ ４．０�

６１２ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４８０－ ６ 〃 クビ ３．１�
１２ ヒラボクダッシュ 牡３栗 ５６ 幸 英明�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム ４３６± ０１：１２．６� １８．６�
１１ テイエムキュウベエ 牡３栗 ５６ 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 ４８２＋ ４１：１３．０２� １１．２�
２３ ミ チ ャ エ ル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅陳 偉殷氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム ４５４± ０１：１３．２１� ２．９�
６１１ コマノガレオス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４９６＋１０１：１３．５１� １８．６�
８１５ キンショーダイシ 牡３栗 ５６ 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 日高 中川 欽一 ４５８－ ２１：１３．６� ７０．９	
４７ モンハピネス 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 大根田裕之 日高 前野牧場 ４００－ ４１：１４．２３� １０５．２

４８ シャトーエルシド 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二円城 幸男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４３４＋１６ 〃 クビ ２５５．８�
５９ エーシンエムホープ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 ４５６ ―１：１４．４� ４６．９�
７１３ ベンザイテンイモン 牝３鹿 ５４ 川島 信二井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 ４８０＋１２１：１５．０３� ３８．５
７１４ エ ル ド ー ル 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�日進牧場 柴田 政見 浦河 日進牧場 ５４６ ―１：１５．２１� ５９．３�
２４ メイショウユキハナ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４５４ ―１：１５．３� １６８．０�
８１６ アストゥリアス 牡３栗 ５６ 国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４２０＋１２１：１５．７２� ２８３．２�
５１０ フェリスタス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４１：１５．８� ３３．５�
３５ ミキノバラライカ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 天羽 禮治 ４７２ ―１：１６．３３ ９４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５０３，０００円 複勝： ３２，７４６，２００円 枠連： １２，４６８，２００円

馬連： ４３，１４４，０００円 馬単： ３０，８９０，０００円 ワイド： ２１，２９９，２００円

３連複： ６１，６９１，５００円 ３連単： １０６，４１３，４００円 計： ３２７，１５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（３－６） ４３０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ７２０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� ７，７１０円

票 数

単勝票数 計 １８５０３０ 的中 � ３６７８５（３番人気）
複勝票数 計 ３２７４６２ 的中 � ７０９８３（２番人気）� ８３８１７（１番人気）� １８３２７（６番人気）
枠連票数 計 １２４６８２ 的中 （３－６） ２１４２３（１番人気）
馬連票数 計 ４３１４４０ 的中 �� ６７５３２（１番人気）
馬単票数 計 ３０８９００ 的中 �� ２１３８２（４番人気）
ワイド票数 計 ２１２９９２ 的中 �� ２７２０９（１番人気）�� ６６７０（７番人気）�� ５７８６（９番人気）
３連複票数 計 ６１６９１５ 的中 ��� ２２７８９（５番人気）
３連単票数 計１０６４１３４ 的中 ��� １０１９７（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．１―１２．３―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．５―４７．８―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
３ １３，６（１２，１０，１５）１６（１，８）１１，７（２，３，５）－９－４＝１４ ４ ・（１３，６）（１２，１０，１５）１（７，８，１６）１１，２，３－５，９－４＝１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シ ゲ ル ユ ズ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．８．６ 小倉２着

２００９．３．２９生 牡３鹿 母 レディアレグレット 母母 Old Domesday Book ８戦１勝 賞金 １７，２００，０００円
〔発走状況〕 エルドール号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アラタマユニバース号・アークイクシオン号・エトワールセブン号・シゲルパパイア号・シゲルヤマモモ号・

ストームセンター号・ドラジェ号

第３回 阪神競馬 第１日



１５００３ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）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 ４，６００，０００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

７１３ チキリリキオー 牡３黒鹿５６ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４７４－ ４１：５４．５ １０．０�

１２ マイネルボンド 牡３青鹿５６ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B４９６＋ ２ 〃 クビ ４．２�
（豪）

６１２ リーノレオン 牡３栗 ５６ 川島 信二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７２－ ４１：５４．７１� １５．６�
４８ センシズバイオ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４９６－ ５１：５４．９１� ８．２�
８１５ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 小牧 太 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５７２＋ ６ 〃 アタマ ２．８�
４７ ドリームプログラム 牡３栗 ５６ 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４８０＋ ６１：５５．０クビ ７．７	
５９ ワイルドガンズ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 下河辺牧場 B４５４－ ２１：５５．２１� ３９．８

５１０ タガノボックス �３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８２＋ ６ 〃 ハナ ６４．５�

１１ カ ラ ヤ ン 牡３栃栗５６ 藤岡 康太 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：５５．４� ９．６
２４ カシノアラシ 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 ４６２－ ６１：５５．６１� ４８６．４�
６１１ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５０４± ０１：５５．７� ２６．１�
７１４ ト シ ツ バ サ 牡３鹿 ５６ 北村 友一上村 叶氏 藤沢 則雄 鹿児島 伊東 政清 ４５２－ ４ 〃 ハナ １４２．８�
８１６ アラタマライト 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４３４＋ ６１：５６．０１� ４４５．６�
３６ マルサンブライアン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介松井三千年氏 小原伊佐美 新冠 川上 悦夫 ５０４－ ６１：５６．３１� ２１１．５�
３５ ジョビジョバ 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 ４８０－ ６１：５６．４� ２８．６�
２３ ビコークラウン 牡３栗 ５６ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４５２＋ ２１：５６．７１� １３７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８４８，８００円 複勝： ３３，２９２，２００円 枠連： １４，７７６，５００円

馬連： ４０，３４７，７００円 馬単： ３０，１２１，４００円 ワイド： ２２，３８６，５００円

３連複： ６５，８９９，２００円 ３連単： １０２，４６１，９００円 計： ３２６，１３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３８０円 � １７０円 � ４５０円 枠 連（１－７） ２，０１０円

馬 連 �� ２，８７０円 馬 単 �� ６，５８０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� １，４５０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ８，９２０円 ３ 連 単 ��� ５８，４９０円

票 数

単勝票数 計 １６８４８８ 的中 � １３３３５（６番人気）
複勝票数 計 ３３２９２２ 的中 � ２０７８３（６番人気）� ６６１３０（２番人気）� １６８９６（８番人気）
枠連票数 計 １４７７６５ 的中 （１－７） ５４４６（８番人気）
馬連票数 計 ４０３４７７ 的中 �� １０４０１（１２番人気）
馬単票数 計 ３０１２１４ 的中 �� ３３７９（２７番人気）
ワイド票数 計 ２２３８６５ 的中 �� ５９８５（１２番人気）�� ３７３６（１７番人気）�� ５９７１（１３番人気）
３連複票数 計 ６５８９９２ 的中 ��� ５４５５（２９番人気）
３連単票数 計１０２４６１９ 的中 ��� １２９３（１８０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１３．４―１３．１―１３．０―１３．０―１２．７―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３７．４―５０．５―１：０３．５―１：１６．５―１：２９．２―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

チキリリキオー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１２．３．１７ 阪神８着

２００９．３．３０生 牡３黒鹿 母 ユウキフォーティ 母母 マイトスミスキー ５戦１勝 賞金 ５，１００，０００円
〔制裁〕 ドリームプログラム号の騎手松山弘平は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（３番への進路影響）

チキリリキオー号の騎手幸英明は，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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 イクオリティ号・ゴールドマイスター号・シーウェーヴ号・トゥルーフレンド号・ヒシサイクロン号
※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。

１５００４ ６月２日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４阪神３）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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

８８ シゲルタック 牡８鹿 ６０ 中村 将之森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４９６－ ６３：１９．７ １．７�

１１ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 植野 貴也櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４８８± ０３：２１．４大差 １３．３�
３３ � ニホンピロキリバス �７栃栗６０ 黒岩 悠小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５２－ ２３：２１．７１� ５．２�
８９ ナムラバーク 牡４黒鹿６０ 難波 剛健奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４７８＋ ４３：２２．０２ ３０．５�
４４ シ ャ ロ ー ム 牡７栗 ６０ 小坂 忠士田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４６０－ ２３：２２．１� ８．６�
６６ スズカコーズウェイ 牡８栗 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４８４＋１２３：２２．４１� ４．７�
５５ タマモダイナミック 牡４鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 ５２６－ ６３：２４．１大差 ７６．２	
２２ ノーブルエース 牝５鹿 ５８ 高野 和馬
原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１４－ ４３：２４．３１ ９２．２�
７７ � コパノハリケーン 牡４鹿 ６０ 今村 康成小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９６＋ ６３：３２．９大差 ６３．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： １４，４２５，３００円 複勝： ２８，４７９，１００円 枠連： ７，３１９，１００円

馬連： ２６，３５０，７００円 馬単： ２７，５９９，７００円 ワイド： １２，６８３，２００円

３連複： ３９，８４３，３００円 ３連単： １０５，５７４，７００円 計： ２６２，２７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（１－８） ７８０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� ２，９５０円

票 数

単勝票数 計 １４４２５３ 的中 � ６７５４６（１番人気）
複勝票数 計 ２８４７９１ 的中 � １５３４６６（１番人気）� １８８２３（５番人気）� ３７７５３（２番人気）
枠連票数 計 ７３１９１ 的中 （１－８） ６９７９（４番人気）
馬連票数 計 ２６３５０７ 的中 �� ２４５２５（４番人気）
馬単票数 計 ２７５９９７ 的中 �� １８９６９（４番人気）
ワイド票数 計 １２６８３２ 的中 �� ９５８７（４番人気）�� ２３４２３（１番人気）�� ７９１２（５番人気）
３連複票数 計 ３９８４３３ 的中 ��� ３８３６７（３番人気）
３連単票数 計１０５５７４７ 的中 ��� ２６４４７（７番人気）

上り １マイル １：４４．０ ４F ５０．６－３F ３７．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シゲルタック 
�
父 メイショウドトウ 

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００７．１．１３ 京都７着

２００４．４．１３生 牡８鹿 母 シゲルタカネビケ 母母 シゲルユートピア 障害：４戦１勝 賞金 １４，４００，０００円
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１５００５ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）第１日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．１
１：３３．１

良

良

１１ トーセンパワフル 牡２鹿 ５４ 福永 祐一島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０２ ―１：３７．３ １．６�

４４ マイネヴァイザー 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４００ ―１：３７．４� ８．１�

５５ ラウンドワールド 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠�G１レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３４ ―１：３７．７２ ２．６�

３３ エイティグローリー 牝２栗 ５４ 太宰 啓介前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４２２ ―１：３８．５５ ５９．９�
２２ リアルマイスター 牡２鹿 ５４ 小牧 太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 ４４４ ―１：３９．３５ １９．３�
６６ シゲルオヒツジザ 牡２青 ５４ 川須 栄彦森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 ４３８ ―１：３９．５１� ２９．５	
７７ ゴーイングビート 牡２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 モトスファーム ４７６ ― 〃 クビ ７２．０


（７頭）

売 得 金

単勝： ２８，９３５，８００円 複勝： ２９，９０７，１００円 枠連： 発売なし

馬連： ３７，００１，０００円 馬単： ４３，２７２，９００円 ワイド： １３，９５６，６００円

３連複： ４５，６０５，１００円 ３連単： １６１，３０５，６００円 計： ３５９，９８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� １４０円 �� １１０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ２１０円 ３ 連 単 ��� １，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２８９３５８ 的中 � １４５５８５（１番人気）
複勝票数 計 ２９９０７１ 的中 � １４２６１５（１番人気）� ３９３２０（３番人気）
馬連票数 計 ３７００１０ 的中 �� ５１１１１（２番人気）
馬単票数 計 ４３２７２９ 的中 �� ４５６６６（３番人気）
ワイド票数 計 １３９５６６ 的中 �� ２３２１７（２番人気）�� ４２５４３（１番人気）�� １６４４０（３番人気）
３連複票数 計 ４５６０５１ 的中 ��� １６３２４６（１番人気）
３連単票数 計１６１３０５６ 的中 ��� １０７１４２（３番人気）

ハロンタイム １３．４―１２．８―１２．４―１２．８―１２．２―１１．４―１１．０―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．４―２６．２―３８．６―５１．４―１：０３．６―１：１５．０―１：２６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンパワフル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Cape Cross 初出走

２０１０．３．２１生 牡２鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 マイネヴァイザー号の騎手和田竜二は，３コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）
〔その他〕 マイネヴァイザー号は，３コーナー手前で外側に逃避したことについて平地調教注意。

１５００６ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）第１日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８１６ メイショウコウボウ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 ４６０－ ４１：０８．７ ３．５�

５９ ビキニブロンド 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ８１：０８．９１� ２．９�
（豪）

３６ ウインドグラス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 雅 牧場 ４８４－ ２１：０９．５３� ２０．４�
２４ テストマッチ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ４ 〃 クビ ６．１�
２３ グレートサミット 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂太田 美實氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 ４６２－ ２１：０９．６� １６．１�
１２ タマモギャラクシー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４５２－１２１：０９．８１� １０５．９�
１１ ヤマニンネレイス 牝３栗 ５４ 国分 優作土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６６＋１８１：０９．９クビ １５９．９	
７１３ ジョーハヤテ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４９６＋１０１：１０．０� ７２．５

４７ エリモヴィエント 牡３栗 ５６ 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４８４－ ２ 〃 アタマ ２５．１�
６１１ イッセキニチョウ 牡３鹿 ５６ 幸 英明山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４６２＋ ２１：１０．２１� １４２．１�
４８ シャイニータキオン 牡３栗 ５６ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５１６＋ ８１：１０．６２� ７．４
５１０ ボストンストロング 牡３黒鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４１２－３２１：１０．９１� ２０．６�
８１５ ツルマルサンチャン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅鶴田 鈴子氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ １６．７�
７１４ タイセイタイクーン 牡３黒鹿５６ 北村 友一田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 ４３６－ ２１：１１．１１� １０４．０�
３５ ミキノサンドバギー 牡３青鹿５６ 酒井 学谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４６２＋１８１：１１．２� ２４２．２�
６１２ クレバーリバティー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４４６－ ２１：１１．３クビ １７１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０５１，５００円 複勝： ３６，５１１，７００円 枠連： １６，８２３，３００円

馬連： ５１，２９１，８００円 馬単： ３３，５８３，８００円 ワイド： ２４，５９３，１００円

３連複： ７４，１５２，３００円 ３連単： １１８，９８９，７００円 計： ３７６，９９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ５１０円 枠 連（５－８） ４５０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，４２０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ５，０００円 ３ 連 単 ��� ２２，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２１０５１５ 的中 � ４８６２４（２番人気）
複勝票数 計 ３６５１１７ 的中 � ７３６６４（２番人気）� ８５３０１（１番人気）� １２４４１（９番人気）
枠連票数 計 １６８２３３ 的中 （５－８） ２８１５６（１番人気）
馬連票数 計 ５１２９１８ 的中 �� ６２８７０（１番人気）
馬単票数 計 ３３５８３８ 的中 �� １８９６０（２番人気）
ワイド票数 計 ２４５９３１ 的中 �� ２３１０３（１番人気）�� ３９４４（２１番人気）�� ４０８９（２０番人気）
３連複票数 計 ７４１５２３ 的中 ��� １０９４８（１６番人気）
３連単票数 計１１８９８９７ 的中 ��� ３９７８（６０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１１．６―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．１―４５．７―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．６
３ ・（６，１０）（９，１２）（１６，１５）（３，４，５）１３（２，１１）（１，１４）７，８ ４ ・（６，１０）（９，１６，１２，１５）（３，４，５，１３）（１，２）（１１，１４）（７，８）

勝馬の
紹 介

メイショウコウボウ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１２．３ 阪神３着

２００９．３．３生 牡３黒鹿 母 キスミーキャンドル 母母 ブランチリーヴス ５戦１勝 賞金 １０，４００，０００円
〔制裁〕 ジョーハヤテ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１５番・１２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フォレストピア号
（非抽選馬） ５頭 クイーンバゴ号・クロコサイレンス号・スズカサリュート号・ビッグフット号・ローレルイニシオ号
※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。



１５００７ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）第１日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１１ ミッキーヘネシー 牡３栃栗 ５６
５３ ▲中井 裕二野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 B４７８－ ２１：２３．８ ８．０�

７１３ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４６２－ ６１：２４．５４ ５．６�
４８ サンクフルネス 牡３青 ５６ 国分 優作小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４４８－ ６１：２４．７１� ６．６�
２４ マサノボラーレビア 牡３鹿 ５６ 幸 英明中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 ５２４± ０１：２５．０２ ６．５�
３５ タマモコンサート 牡３鹿 ５６ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新冠 小泉牧場 ５０６＋ ４１：２５．３１� ２０６．０�
８１５ オスカーバローズ 牡３青鹿５６ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム ４６８＋ ６１：２５．４� ７３．７�
７１４	 クルージンミジー 牝３芦 ５４ C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 安田 隆行 米

Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

４８８＋１０１：２５．５� ４．０	
（豪）

８１６	 ダディーズクール 牡３栗 ５６ 川田 将雅加藤 守氏 中竹 和也 米 Ocala Stud ４７０＋ ４１：２６．１３� ３．６

５９ アークペガサス 牡３鹿 ５６ 北村 友一�ヤナガワ牧場 宮本 博 日高 ヤナガワ牧場 ５１０＋ ６ 〃 クビ １１１．０�
６１２ パープルベスト 牡３栗 ５６ 国分 恭介中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４３８＋ ２１：２６．６３ ２４３．４
５１０ リュウスマイル 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム ４８４－ ６１：２６．８１� ４０５．３�
１２ オーブライツ 牡３芦 ５６ 松山 弘平村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ４７．１�
２３ トレゾアシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４５４－ ２１：２７．６５ １９０．４�
４７ 	 レッドグロリア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto ４３６－ ２１：２７．７� ４２．５�
３６ ヒロノブレーブ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４８８ ―１：２７．８クビ ４０９．１�

６１１	 リトルゲルダ 牝３芦 ５４ 浜中 俊栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple
Bloodstock ５１８ ―１：３２．１大差 ２５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４２２，６００円 複勝： ３９，８４０，０００円 枠連： １７，２４４，５００円

馬連： ５５，６９７，４００円 馬単： ３５，５９６，７００円 ワイド： ２５，６０９，５００円

３連複： ７６，４４４，８００円 ３連単： １２５，８７１，３００円 計： ３９８，７２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � １９０円 枠 連（１－７） ７４０円

馬 連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，７６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ４４０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 ��� １５，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４２２６ 的中 � ２２２６８（６番人気）
複勝票数 計 ３９８４００ 的中 � ５０００４（５番人気）� ６６５１１（２番人気）� ５４６６１（４番人気）
枠連票数 計 １７２４４５ 的中 （１－７） １７４２９（３番人気）
馬連票数 計 ５５６９７４ 的中 �� ２１０７２（１４番人気）
馬単票数 計 ３５５９６７ 的中 �� ６９８７（２５番人気）
ワイド票数 計 ２５６０９５ 的中 �� １１８０１（７番人気）�� １４９２９（２番人気）�� １２３７３（４番人気）
３連複票数 計 ７６４４４８ 的中 ��� ２１８８１（１１番人気）
３連単票数 計１２５８７１３ 的中 ��� ５９１１（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．８―４６．７―５９．１―１：１１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
３ ・（２，１４）４－１（７，１６）１１（６，１３）８（１０，１２）－（９，１５）５－３ ４ ・（２，１４）４（１，１６）－（７，１３）８－（１０，１２，１５）１１（６，９）５＝３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーヘネシー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Hennessy デビュー ２０１１．１０．９ 京都５着

２００９．２．１９生 牡３栃栗 母 ストーミングヘヴン 母母 Breezy Stories ７戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リトルゲルダ号は，平成２４年７月２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。
（非抽選馬） １頭 キクカバウンダー号
※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。

１５００８ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）第１日 第８競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

７７ マキハタテノール 牡３鹿 ５３ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８６± ０２：２６．５ ９．０�

１１ クリサンセマム 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４６６＋ ２２：２６．９２� １．４�
６６ シゲルササグリ 牡３黒鹿 ５３

５０ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４９０－ ２２：２７．０� ２１．５�
８９ アクアブルーフライ 牡５栗 ５７ 武 豊佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ５０２－ ２ 〃 ハナ ５．４�
５５ マイネルイグアス 牡３青鹿 ５３

５２ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ３０．１�

２２ クーガーストリート 牡４青鹿５７ 和田 竜二 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４ 〃 アタマ ６２．０	
４４ � テーオーダンシング �５鹿 ５７ 国分 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５２６－ ４２：２７．６３� １１．３

３３ ノ ー ブ リ ー 牡３鹿 ５３ 藤岡 佑介ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４６２－ ６２：２７．８� ５５．１�
８８ マーリンシチー 牡６鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４６４－ ４２：２８．３３ ６１．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３０，０７３，６００円 複勝： ９７，７４６，７００円 枠連： １１，０１２，４００円

馬連： ４９，２９３，３００円 馬単： ５４，６９７，９００円 ワイド： ２４，９２８，０００円

３連複： ６７，４３４，２００円 ３連単： ２２３，８８９，３００円 計： ５５９，０７５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ３１０円 枠 連（１－７） ５２０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，３４０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� １５，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３００７３６ 的中 � ２６５７２（３番人気）
複勝票数 計 ９７７４６７ 的中 � ４８９７２（４番人気）� ７０７５４７（１番人気）� ２８０８０（５番人気）
枠連票数 計 １１０１２４ 的中 （１－７） １５８２８（３番人気）
馬連票数 計 ４９２９３３ 的中 �� ６８８８２（２番人気）
馬単票数 計 ５４６９７９ 的中 �� １９８２７（８番人気）
ワイド票数 計 ２４９２８０ 的中 �� ２６５７５（３番人気）�� ３９７２（１５番人気）�� １４３４７（４番人気）
３連複票数 計 ６７４３４２ 的中 ��� ２５２８１（６番人気）
３連単票数 計２２３８８９３ 的中 ��� １０４８６（４８番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．５―１３．０―１３．０―１２．６―１２．２―１２．３―１２．０―１１．７―１１．０―１１．２―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�
１３．１―２５．６―３８．６―５１．６―１：０４．２―１：１６．４―１：２８．７―１：４０．７―１：５２．４―２：０３．４―２：１４．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキハタテノール 
�
父 チーフベアハート 

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２０１１．９．１８ 阪神１３着

２００９．３．１３生 牡３鹿 母 マキハタサーバー 母母 マキハタビューティ １１戦２勝 賞金 １５，４５０，０００円
〔制裁〕 シゲルササグリ号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（９番への進路影響）



１５００９ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

つ る は し

鶴 橋 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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６６ ハーキュリーズ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８１：４６．５ ２．７�

２２ コアレスドラード 牡４栗 ５７ 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４６－ ２１：４６．６� ２．８�
１１ マ イ ネ マ オ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ５．０�
８８ ローズリパブリック 牡６芦 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム ４６４－ ８１：４６．８１� ２８．２�
３３ トニーポケット 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介藤田 浩氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４７２＋ ４１：４７．２２� １４．６�
４４ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ １５２．７	
５５ ギリギリヒーロー 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ �ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３０－ ２１：４７．４１ １７．５


（豪）

７７ スマートリバティー 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４４８± ０１：４７．６１� ７．８�
８９ 	 ミエノスペシャル 牝４青鹿５５ 福永 祐一里見美惠子氏 村山 明 新ひだか 桜井牧場 ４３８－ ８１：４７．８１� ５５．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２９，８３９，０００円 複勝： ４６，０８３，７００円 枠連： １６，８８２，０００円

馬連： ６９，１１８，７００円 馬単： ５５，７０１，０００円 ワイド： ２８，９２３，５００円

３連複： ９５，５９９，２００円 ３連単： ２４１，５７９，５００円 計： ５８３，７２６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（２－６） ３１０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ２２０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ３９０円 ３ 連 単 ��� １，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２９８３９０ 的中 � ９００１３（１番人気）
複勝票数 計 ４６０８３７ 的中 � １１２９８４（２番人気）� １３６２６０（１番人気）� ６８５９４（３番人気）
枠連票数 計 １６８８２０ 的中 （２－６） ４０５１４（１番人気）
馬連票数 計 ６９１１８７ 的中 �� １４７４９８（１番人気）
馬単票数 計 ５５７０１０ 的中 �� ５４９０７（２番人気）
ワイド票数 計 ２８９２３５ 的中 �� ５８４６６（１番人気）�� ２９８２０（３番人気）�� ３４１２３（２番人気）
３連複票数 計 ９５５９９２ 的中 ��� １８３９５６（１番人気）
３連単票数 計２４１５７９５ 的中 ��� １１５８８０（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３７．１―４９．１―１：０１．０―１：１２．６―１：２３．７―１：３４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーキュリーズ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Alydar デビュー ２０１０．１０．１７ 京都６着

２００８．４．３生 牡４鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー １４戦３勝 賞金 ４０，７４７，０００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。

１５０１０ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�

あ き

安芸ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．６．４以降２４．５．２７まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬お
よび未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００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 テイクアベット 牡４鹿 ５８ 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５１０＋ ４１：２２．２ ４．６�

２３ シセイオウジ 牡５栗 ５５ 柴田 善臣猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４４８－ ６１：２２．５２ １６．１�
４７ トーホウプリンセス 牝５栗 ５５ C．ウィリアムズ 東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４８８＋ ６１：２２．７１� ３．６�
（豪）

１２ � モエレジュンキン 牡５鹿 ５４ 高倉 稜鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 ４５６－ ８１：２２．９１� ３４．４�
８１５	 シゲルソウサイ 牡４鹿 ５８ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ５０６± ０１：２３．０� ３．５�
７１４� ズ ン ダ モ チ 牡６芦 ５５ 藤田 伸二吉田 哲哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３６＋ ４ 〃 ハナ １０．６�
２４ ユメノキラメキ 牝５栗 ５２ 川島 信二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 アタマ １１．３	
３５ � ジートップキセキ 牡７栗 ５２ 古川 吉洋�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド B５００－ ６１：２３．１クビ ２７１．７

４８ ダノンエクスプレス 牡６栗 ５４ 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７２－ ６ 〃 クビ １８．３�
５１０� チョイワルグランパ 牡６黒鹿５３ 浜中 俊�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５００± ０１：２３．２クビ ５８．９�
６１１ スピルオーバー 牡５栗 ５４ 秋山真一郎村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５３８－１４ 〃 ハナ １４．２
５９ � コパノカチーノ 牡６栗 ５４ 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５３８－ ４１：２３．３
 ６０．１�
３６ マイネルエルドラド 牡６鹿 ５２ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５０６± ０１：２３．５１� １２４．７�
６１２ ノボレインボー 牝６芦 ５１ 藤懸 貴志�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０８± ０１：２４．２４ ２３１．１�
１１ トウショウクエスト 牡７栗 ５４ 和田 竜二トウショウ産業� 今野 貞一 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２２± ０１：２４．５１
 ４１．８�
８１６ チャンピオンラブ 牡６青鹿５５ 太宰 啓介坪野谷純子氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４７８－ ４１：２４．７１� １３１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，３６２，４００円 複勝： ６７，４１５，４００円 枠連： ３７，７１９，７００円

馬連： １４１，４３５，２００円 馬単： ７８，８０３，５００円 ワイド： ５５，４２４，７００円

３連複： １８８，１８７，３００円 ３連単： ３３１，１５５，７００円 計： ９３７，５０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ３３０円 � １６０円 枠 連（２－７） １，１７０円

馬 連 �� ４，２２０円 馬 単 �� ７，０３０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� ４８０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ４，２４０円 ３ 連 単 ��� ２９，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３７３６２４ 的中 � ６４４１８（３番人気）
複勝票数 計 ６７４１５４ 的中 � ９０４２９（３番人気）� ４３８９０（６番人気）� １４０４９４（１番人気）
枠連票数 計 ３７７１９７ 的中 （２－７） ２３９８２（５番人気）
馬連票数 計１４１４３５２ 的中 �� ２４７３８（１６番人気）
馬単票数 計 ７８８０３５ 的中 �� ８２７９（２８番人気）
ワイド票数 計 ５５４２４７ 的中 �� ９５１４（１６番人気）�� ３０５３３（３番人気）�� １４２１３（１０番人気）
３連複票数 計１８８１８７３ 的中 ��� ３２７９９（１１番人気）
３連単票数 計３３１１５５７ 的中 ��� ８２１０（７８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．３―１１．４―１１．５―１１．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．８―３４．１―４５．５―５７．０―１：０８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクアベット �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．１１．２８ 京都８着

２００８．４．１生 牡４鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ １６戦５勝 賞金 ７４，９３８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アグネスマクシマム号・キングオブヘイロー号・キングパーフェクト号・シュテルンターラー号・

ハンマープライス号・フィールドシャイン号
※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。



１５０１１ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）第１日 第１１競走
第６５回農林水産省賞典

��
��２，０００�鳴 尾 記 念（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５６�，牝馬
２�減，２３．６．４以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２３．６．３以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

８１０ トゥザグローリー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３４－ ２２：００．１ ３．８�

７８ ショウナンマイティ 牡４青鹿５７ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ４９４－ ６２：００．２� ２．７�
６６ トーセンラー 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３８－ ６２：００．５２ １０．１�
３３ ナカヤマナイト 牡４栗 ５６ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４７２－ ８ 〃 ハナ ５．４�
１１ アーネストリー 牡７鹿 ５８ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６＋ ６２：００．８２ ４．２�
５５ アドマイヤメジャー 牡６青鹿５６ C．ウィリアムズ 近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４８－ ６２：０１．１１� ５５．８	

（豪）

７７ イケトップガン 牡８栗 ５６ 川田 将雅池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ２１６．０

４４ スマートギア 牡７栗 ５６ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６２－ ６ 〃 クビ ２６．７�
８９ ダンツホウテイ 牡７黒鹿５６ 吉田 豊山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７２－ ２２：０１．２� ４０．１�
２２ ロードニュースター 牡７鹿 ５６ 和田 竜二 ロードホースクラブ 浅見 秀一 三石 ケイアイファーム ４８４－ ４２：０１．３� １６４．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２０，０７３，９００円 複勝： １６４，１０４，８００円 枠連： ４８，５８１，９００円

馬連： ３６０，１７２，８００円 馬単： ２３３，０５０，７００円 ワイド： １２１，５７４，６００円

３連複： ４３３，２３７，４００円 ３連単： １，１７５，８６７，３００円 計： ２，６５６，６６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ５２０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ５５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ６，９００円

票 数

単勝票数 計１２００７３９ 的中 � ２５４６５６（２番人気）
複勝票数 計１６４１０４８ 的中 � ３１２９５０（２番人気）� ４２７３６１（１番人気）� １５７４１６（５番人気）
枠連票数 計 ４８５８１９ 的中 （７－８） ７００７９（１番人気）
馬連票数 計３６０１７２８ 的中 �� ４５６４０６（２番人気）
馬単票数 計２３３０５０７ 的中 �� １４６２３４（４番人気）
ワイド票数 計１２１５７４６ 的中 �� １３９５８５（１番人気）�� ４９６６６（８番人気）�� ７２７７８（６番人気）
３連複票数 計４３３２３７４ 的中 ��� １９４８６８（７番人気）
３連単票数 計１１７５８６７３ 的中 ��� １２５８４３（２２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１３．０―１２．８―１２．５―１２．５―１１．９―１１．２―１０．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３７．０―４９．８―１：０２．３―１：１４．８―１：２６．７―１：３７．９―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．３―３F３３．４
１
３
７－（６，１０）４（３，５）９，１，８，２
７，１０，５（６，９）（４，３，８）（２，１）

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

勝馬の
紹 介

トゥザグローリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．１４ 阪神１着

２００７．２．１６生 牡５鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール ２０戦８勝 賞金 ４４９，５８４，０００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。

１５０１２ ６月２日 曇 良 （２４阪神３）第１日 第１２競走 ��１，８００�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 ７，２００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５８ ポップアイコン 牝３栗 ５２ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 シンコーファーム ４６４－ ６１：５３．２ ２．９�

６１０� レッドデセーオ 牝４栗 ５５ 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４８４－ ２１：５３．６２� ３．２�
７１１ タガノリベラノ 牝４黒鹿５５ 和田 竜二八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４７６＋１４１：５３．７� ８．０�
８１３ シェイクラブハート 牝４栗 ５５

５４ ☆高倉 稜飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ８１：５４．０２ ５４．５�
３３ マコトラピスラズリ 牝３鹿 ５２ 福永 祐一尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ４４４± ０１：５４．２� ６．４�
６９ � ラヴフェアリー 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４５６＋ ４１：５４．３� ７．８�
３４ シルクシンフォニー 牝３栗 ５２ 北村 友一有限会社シルク加用 正 新冠 	渡 信義 ４５６＋１８ 〃 ハナ ２９．７

４６ � ア ラ ン ロ ド 牝４栗 ５５ 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３８＋ ８１：５４．６１� ８３．１�
５７ � コーリングオブラブ 牝５栗 ５５ 吉田 豊飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ４１：５４．７� ２０１．６�
２２ シゲルサクランボ 牝３黒鹿５２ 国分 優作森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３４＋ ４１：５４．９１� １５１．４
１１ アドマイヤインディ 牝６栗 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４７０＋ ６ 〃 ハナ １４．４�
８１４ プ リ ム ー ル 牝５黒鹿５５ 幸 英明吉田 和美氏 荒川 義之 日高 日高大洋牧場 ４７０± ０１：５５．１１� ４０．７�
４５ デ ィ ン プ ル 牝３黒鹿５２ 川島 信二水上 行雄氏 田島 良保 浦河 笠松牧場 ４３０－１６１：５５．７３� ２００．０�
７１２� ネオジェイズレーヌ 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志小林 仁幸氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５０６＋ ６ （競走中止） ５０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，６９７，７００円 複勝： ６０，１８７，４００円 枠連： ３４，１２９，５００円

馬連： １２４，２２４，２００円 馬単： ７７，３６９，０００円 ワイド： ５０，９７８，０００円

３連複： １７１，８０１，０００円 ３連単： ３３８，１８９，０００円 計： ８９７，５７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（５－６） ３７０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ５２０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ４，３６０円

票 数

単勝票数 計 ４０６９７７ 的中 � １１０８９８（１番人気）
複勝票数 計 ６０１８７４ 的中 � １４３６０６（１番人気）� １２５３０９（２番人気）� ６４４９７（５番人気）
枠連票数 計 ３４１２９５ 的中 （５－６） ６９７５０（１番人気）
馬連票数 計１２４２２４２ 的中 �� １９４４３７（１番人気）
馬単票数 計 ７７３６９０ 的中 �� ６５８９７（１番人気）
ワイド票数 計 ５０９７８０ 的中 �� ７１１８６（１番人気）�� ２１６９５（７番人気）�� ２５６６２（５番人気）
３連複票数 計１７１８０１０ 的中 ��� ９５４９８（３番人気）
３連単票数 計３３８１８９０ 的中 ��� ５７２５５（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１３．９―１３．０―１２．４―１２．３―１２．１―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３８．２―５１．２―１：０３．６―１：１５．９―１：２８．０―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ポップアイコン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２０１１．１０．１ 阪神６着

２００９．２．８生 牝３栗 母 ピンクタートル 母母 Turtle Cove ５戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔競走中止〕 ネオジェイズレーヌ号は，４コーナーで他の馬と接触した際，歩様を乱しバランスを崩したため最後の直線コースで競走

中止。



（２４阪神３）第１日 ６月２日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５４頭 本 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

２２４，８６０，０００円
７，１００，０００円
１，４４０，０００円
１９，８６０，０００円
５２，７６３，０００円
４，６０７，８００円
１，４７８，４００円

勝馬投票券売得金
３９６，６１０，５００円
６６８，８１８，２００円
２３０，６４８，９００円
１，０３８，９３８，３００円
７３４，８２５，０００円
４２４，０７５，４００円
１，３８７，４６７，５００円
３，１４８，９９７，２００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，０３０，３８１，０００円

総入場人員 １６，４７３名 （有料入場人員 １５，６１１名）


