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１５０３７ ６月１０日 曇 重 （２４阪神３）第４日 第１競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１５ フェイストウショウ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９０＋ ６１：１２．０ ４．５�

７１２ イイデカントリ 牝３青鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４６０ ―１：１２．４２� ９．９�

３４ フィールグリュック 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太有限会社シルク飯田 雄三 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２０＋ ８１：１２．６１� ３７．０�

６１０ チキウミサキ 牝３青鹿５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド B４３６－ ２１：１２．８１� １５．９�
１１ ホワイトドレス 牝３芦 ５４ 国分 優作金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 丸村村下

ファーム ４４６＋ ２１：１２．９クビ １１２．２�
４６ タガノプラージュ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４－ ２１：１３．０� ４．１�
４７ ファーマプリンセス 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介中西 功氏 柴田 光陽 浦河 オンワード牧場 ４４４＋ ８ 〃 クビ １５．８	
３５ ショウナンアルプ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４６８－ ２１：１３．１� ９．０

５８ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８０＋ ４ 〃 アタマ １５．９�
５９ グランシャルム 牝３栗 ５４ 北村 友一 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８４＋ ８１：１３．３１ ５．３
２２ シゲルヤマモモ 牝３青鹿５４ 国分 恭介森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 沖田 繁 ４７０＋ ４１：１３．６１� ２２０．４�
８１４ テイエムデイジー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 テイエム牧場日高支場 ４５２－ ２１：１３．８� ３１０．４�
７１３ シゲルナツメ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４６６＋ ８１：１３．９� １７０．６�
２３ ペプチドエメラルド 牝３青鹿５４ 岩田 康誠沼川 一彦氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 ４５４－ ２１：１４．１� ６．７�
６１１ ティアラメンデル 牝３芦 ５４ 藤岡 康太服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４２４＋ ４１：１４．６３ ３０３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，７０４，０００円 複勝： ２６，２３１，７００円 枠連： ９，３２１，８００円

馬連： ３６，９９０，２００円 馬単： ２４，３８２，７００円 ワイド： １８，１７１，０００円

３連複： ５７，００２，６００円 ３連単： ８６，０１８，５００円 計： ２７１，８２２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ３９０円 � １，１７０円 枠 連（７－８） ２，３４０円

馬 連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ３，３６０円 �� ５，９４０円

３ 連 複 ��� ４３，６９０円 ３ 連 単 ��� ２０９，５２０円

票 数

単勝票数 計 １３７０４０ 的中 � ２４２０６（２番人気）
複勝票数 計 ２６２３１７ 的中 � ４９２３２（２番人気）� １６４３７（７番人気）� ４７１０（１０番人気）
枠連票数 計 ９３２１８ 的中 （７－８） ２９４５（１２番人気）
馬連票数 計 ３６９９０２ 的中 �� １１１６４（１１番人気）
馬単票数 計 ２４３８２７ 的中 �� ３４１６（２６番人気）
ワイド票数 計 １８１７１０ 的中 �� ４３６１（１６番人気）�� １３１４（３５番人気）�� ７３６（４３番人気）
３連複票数 計 ５７００２６ 的中 ��� ９６３（９８番人気）
３連単票数 計 ８６０１８５ 的中 ��� ３０３（５２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．１―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．４―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイストウショウ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１２．２．１９ 京都８着

２００９．２．１７生 牝３鹿 母 ロゼトウショウ 母母 コーニストウシヨウ ６戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 ペプチドエメラルド号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔その他〕 ペプチドエメラルド号は，３コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出走取消馬 シゲルミカン号（疾病〔右寛跛行〕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） １頭 ヴォワドランジュ号
（非抽選馬） １頭 シンプリーラブ号

１５０３８ ６月１０日 曇 重 （２４阪神３）第４日 第２競走 ��２，０００�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

２：０１．０
２：０１．０

不良

不良

７１３ ブルータンザナイト 牡３青鹿５６ 幸 英明桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５３６－ ６２：０６．４ １．８�

３６ マコトアンバサダー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ４９０－ ２２：０６．８２� ５．３�
２３ ウインアズーリ 牡３栗 ５６ 北村 友一�ウイン 北出 成人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８６＋ ２２：０７．０１� ２９．１�
７１４ スリーロブロイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４３２＋ ２２：０７．２１� ２１．９�
５９ タマモライオン 牡３栗 ５６ 和田 竜二タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４６０＋ ２ 〃 ハナ ６．１�
２４ ゴールドマイスター 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４－１０２：０８．１５ ４６５．８�
１１ ドラゴンフライ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 ４６２－ ８２：０８．６３ ２８１．１	
５１０ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士 
フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５２８＋ ２２：０９．１３ ３０．１�
６１１ ヴィサージュ 牡３栗 ５６ 川田 将雅ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５００－ ６２：０９．２クビ １５．６�
４７ サトノローレル 牡３芦 ５６ 小牧 太里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５６０－ ４２：０９．５１� １２．２
８１６ ケビンバローズ �３鹿 ５６ 酒井 学猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ４５５．６�
６１２ ブラッドサクセサー 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬 
社台レースホース荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８－ ４２：０９．６クビ ６１．１�

１２ メイショウヒマツリ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 秀紀 ４５２± ０２：０９．８１� ３０．７�
８１５ テイエムアピール 牝３青鹿５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 山口 義彦 ４５６－ ４２：１０．４３� ９５．８�
４８ プ レ デ タ ー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二小田 吉男氏 森 秀行 浦河 佐々木 恵一 ５１４ ―２：１１．２５ ３０２．１�
３５ メモリージョイフル 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 成隆牧場 ４４６－ ８２：１３．１大差 ４４０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４３９，７００円 複勝： ３５，６２６，７００円 枠連： １１，４２２，１００円

馬連： ３９，４５２，１００円 馬単： ２８，５２３，４００円 ワイド： １９，５１５，１００円

３連複： ５４，６７４，７００円 ３連単： ９３，８０８，９００円 計： ３０１，４６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ４２０円 枠 連（３－７） ４６０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ６９０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 ��� ７，６４０円

票 数

単勝票数 計 １８４３９７ 的中 � ８４２１９（１番人気）
複勝票数 計 ３５６２６７ 的中 � １４０８７９（１番人気）� ６０２１９（２番人気）� １２０５６（７番人気）
枠連票数 計 １１４２２１ 的中 （３－７） １８３４３（２番人気）
馬連票数 計 ３９４５２１ 的中 �� ６３２９７（１番人気）
馬単票数 計 ２８５２３４ 的中 �� ３０２２４（１番人気）
ワイド票数 計 １９５１５１ 的中 �� ２４４３１（２番人気）�� ６４６５（６番人気）�� ３５３７（１６番人気）
３連複票数 計 ５４６７４７ 的中 ��� １４０６１（９番人気）
３連単票数 計 ９３８０８９ 的中 ��� ９０６７（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．５―１３．６―１２．９―１３．２―１２．７―１２．７―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．０―３５．５―４９．１―１：０２．０―１：１５．２―１：２７．９―１：４０．６―１：５３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．５
１
３
６（２，１５）１０（５，１１）８，１３（１２，１６）７，４，１４，３（１，９）・（６，１５，１３）７（２，１１，９）１０（５，１６）（４，１４）１２（８，３）－１

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

勝馬の
紹 介

ブルータンザナイト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神１０着

２００９．３．１２生 牡３青鹿 母 キ ー ブ ギ ー 母母 Key Dancer ８戦１勝 賞金 ９，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メモリージョイフル号は，平成２４年７月１０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 ジャックスワロー号・ワンダージョイア号
（非抽選馬） １頭 ドリームプログラム号

第３回 阪神競馬 第４日



１５０３９ ６月１０日 曇 重 （２４阪神３）第４日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

７１３ プリンシペアスール 牡３鹿 ５６
５３ ▲中井 裕二吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：２５．０ １．６�

３４ ゴ リ ラ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 ４８０＋ ６ 〃 アタマ ４．５�
５８ ワンダーカサドール 牡３鹿 ５６ 国分 恭介山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４４０＋ ４１：２５．５３ ５４．９�
４６ ゴッドツェッペリン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４６８± ０１：２５．６クビ ７．３�
６１０ ホッコーファイナル �３黒鹿５６ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ １０８．７�
４７ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 小牧 太荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５８＋ ６１：２５．８１� １２．１�
３５ コウエイロックオン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４８２＋ ２１：２６．１１� １１２．２�
８１５ サ フ ィ ラ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５０＋ ３１：２６．４１� ２５．８	
２３ ロングカリス 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦中井 敏雄氏 佐山 優 日高 天羽牧場 ４７０－ ４１：２６．９３ ５６．０

２２ ヨドノエース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４６６ ― 〃 クビ ４７．７�
１１ ノ ー プ ラ ン 牝３青鹿５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 日高 三輪 幸子 ４７６＋２０ 〃 アタマ １２６．７�
５９ ダ イ モ ス 牡３栗 ５６ 小坂 忠士山上 和良氏 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４７８－ ２１：２７．３２� ６０．０
８１４ メイショウヒナゲシ 牝３栗 ５４ 国分 優作松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 B４８４± ０１：２７．４� ４１．０�
７１２ マルカディフィート 牡３鹿 ５６ 松山 弘平河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４８４－ ６ 〃 ハナ ３５９．３�
６１１ トムエピソード 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂半田 勉氏 西橋 豊治 日高 千葉飯田牧場 ５１０－ ４１：２８．２５ ３４７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，２８３，５００円 複勝： ５１，１５６，１００円 枠連： １３，１２５，８００円

馬連： ３６，４７１，１００円 馬単： ３３，２３４，０００円 ワイド： １８，５７０，８００円

３連複： ５４，６５４，０００円 ３連単： １１０，１５８，１００円 計： ３３６，６５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ６１０円 枠 連（３－７） ３２０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，０９０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 ��� ９，６６０円

票 数

単勝票数 計 １９２８３５ 的中 � ９９７０２（１番人気）
複勝票数 計 ５１１５６１ 的中 � ３２６８５５（１番人気）� ６０１１４（２番人気）� ７００２（８番人気）
枠連票数 計 １３１２５８ 的中 （３－７） ３０９１５（１番人気）
馬連票数 計 ３６４７１１ 的中 �� ７８１２５（１番人気）
馬単票数 計 ３３２３４０ 的中 �� ４７６８４（１番人気）
ワイド票数 計 １８５７０８ 的中 �� ３１５８１（１番人気）�� ３６３０（１２番人気）�� １７８５（２２番人気）
３連複票数 計 ５４６５４０ 的中 ��� １００４１（１３番人気）
３連単票数 計１１０１５８１ 的中 ��� ８４２２（２４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．９―１２．０―１２．３―１２．７―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンシペアスール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．４ 阪神４着

２００９．４．２７生 牡３鹿 母 プリンセスルシータ 母母 プリンセスリーマ ８戦１勝 賞金 １２，７５０，０００円
※出走取消馬 リネンハウス号（疾病〔疝痛〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キクカバウンダー号

１５０４０ ６月１０日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４阪神３）第４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

７７ ボストンリョウマ 牡４青鹿６０ 林 満明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８０± ０３：２０．９ ２９．８�

６６ クレバーウエスタン 牡４芦 ６０ 植野 貴也田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ ２０．０�
８９ メイショウオオワシ 牡４鹿 ６０ 中村 将之松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０４± ０３：２１．２１� １．８�
７８ � エイシンフルハート 牡５栗 ６０ 穂苅 寿彦平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５１６－ ２３：２２．８１０ ４．６�
４４ アグネススターチ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８３：２３．０� ５．４�
８１０� エーシンイグアス 牡４鹿 ６０ 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 ５１０－１０ 〃 クビ ３３．０	
３３ ターニングポイント �７青鹿６０ 高野 和馬山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４６２－１０３：２５．３大差 １２．３

２２ � イクシカナイダロウ 牡３青鹿５８ 田村 太雅小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 乾 皆雄 ４８６－２１３：３５．６大差 １５５．１�
５５ ショウナンカザン 牡７鹿 ６０ 横山 義行国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７８－ ２ （競走中止） １７．８�
１１ マイプリティワン 牡８鹿 ６０ 難波 剛健松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４９２＋１０ （競走中止） ３５．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，４０７，５００円 複勝： １９，９０８，３００円 枠連： ８，４７４，４００円

馬連： ２７，１８７，７００円 馬単： ２５，３０１，９００円 ワイド： １３，６８１，５００円

３連複： ４２，２３６，３００円 ３連単： ８９，４４５，７００円 計： ２４２，６４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９８０円 複 勝 � ４１０円 � ２８０円 � １３０円 枠 連（６－７） ２，２４０円

馬 連 �� １０，０１０円 馬 単 �� ２３，４００円

ワ イ ド �� １，９９０円 �� ６５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ４，２２０円 ３ 連 単 ��� ６４，２２０円

票 数

単勝票数 計 １６４０７５ 的中 � ４３５１（７番人気）
複勝票数 計 １９９０８３ 的中 � ９２４９（８番人気）� １４９６５（５番人気）� ６３４９４（１番人気）
枠連票数 計 ８４７４４ 的中 （６－７） ２８０４（１０番人気）
馬連票数 計 ２７１８７７ 的中 �� ２００６（２５番人気）
馬単票数 計 ２５３０１９ 的中 �� ７９８（５１番人気）
ワイド票数 計 １３６８１５ 的中 �� １５５７（２６番人気）�� ５１８６（７番人気）�� ８９５０（５番人気）
３連複票数 計 ４２２３６３ 的中 ��� ７３９６（１６番人気）
３連単票数 計 ８９４４５７ 的中 ��� １０２８（１７３番人気）

上り １マイル １：４９．４ ４F ５３．５－３F ４０．３
コーナー
通過順位

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

�
�
・（８，９）－（１０，３）６，７，４＝５＝２・（８，９）６－１０，７，４，３＝２

勝馬の
紹 介

ボストンリョウマ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２０１０．６．２６ 阪神１４着

２００８．３．４生 牡４青鹿 母 ファンドリオボッコ 母母 ハギノオボツコー 障害：１戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 マイプリティワン号は，１号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ショウナンカザン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため９号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



１５０４１ ６月１０日 曇 良 （２４阪神３）第４日 第５競走 ��１，４００�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

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

８９ ミヤジタイガ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 ４７２ ―１：２３．８ ６．０�

５５ アメージングタクト 牡２鹿 ５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２ ―１：２４．０１� ４．９�

１１ ディアマイベイビー 牝２青鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４３２ ―１：２４．１� １．５�
８１０ スイングタキオン 牡２栗 ５４ 丸山 元気平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４６６ ―１：２４．４２ ２０．０�
４４ スズカアルファ 牡２栗 ５４ 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 ４６０ ―１：２４．７２ ２９．５�
２２ イスカンダル 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７２ ―１：２４．８クビ ２１．４�
７７ ダイナミックウオー 牡２黒鹿５４ 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 ４９４ ―１：２４．９� ４８．１	
６６ シゲルペガススザ �２黒鹿５４ 国分 恭介森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 ４２８ ―１：２５．０� １３４．６

３３ トップハーレー 牡２青鹿５４ 川田 将雅�コオロ 坂口 正則 新冠 秋田牧場 ４５４ ―１：２６．２７ ６３．５�
７８ コウエイレディー 牝２鹿 ５４ 小牧 太西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４４ ―１：２７．５８ ６５．９�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３０，０６２，０００円 複勝： ６１，９７５，１００円 枠連： ９，８６５，３００円

馬連： ３６，４４４，５００円 馬単： ４３，１９６，２００円 ワイド： １９，７８４，８００円

３連複： ５１，６３５，２００円 ３連単： １４１，１１７，３００円 計： ３９４，０８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（５－８） １，０７０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １７０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ４００円 ３ 連 単 ��� ５，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３００６２０ 的中 � ３９６９６（３番人気）
複勝票数 計 ６１９７５１ 的中 � ６０９４９（３番人気）� ６５０９６（２番人気）� ４１６８８９（１番人気）
枠連票数 計 ９８６５３ 的中 （５－８） ６８４８（４番人気）
馬連票数 計 ３６４４４５ 的中 �� １８０００（６番人気）
馬単票数 計 ４３１９６２ 的中 �� ９３６２（１０番人気）
ワイド票数 計 １９７８４８ 的中 �� １３２２７（３番人気）�� ３０５６５（２番人気）�� ３８８７８（１番人気）
３連複票数 計 ５１６３５２ 的中 ��� ９６０６８（１番人気）
３連単票数 計１４１１１７３ 的中 ��� １９１４６（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．２―２４．６―３６．８―４８．７―１：００．４―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジタイガ 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 El Corredor 初出走

２０１０．２．２７生 牡２鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１５０４２ ６月１０日 曇 良 （２４阪神３）第４日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

６１２ スカイディグニティ 牡３鹿 ５６ 小牧 太�G１レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 ４８２－ ４２：３１．２ １．９�

５９ ナリタウィッシュ 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４４８± ０ 〃 クビ ２３．３�

６１１ ダノンキャスケード 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム ４３６＋１６ 〃 アタマ ４．７�
３５ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５２４－ ４２：３１．８３� １６．５�
３６ コスモプランタン 牡３黒鹿５６ 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６＋ ２２：３１．９� １７．７�
１１ サチノコイノボリ 牡３鹿 ５６ 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４６４＋ ４ 〃 クビ ５．７	
４８ ケントリューズ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介大迫 基弘氏 岡田 稲男 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ８２：３２．１１� ４０．６

８１６ コパノウェルス 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５１０＋ ６２：３２．５２� ３２．６�
７１３ ヤマカツティラノ 牡３鹿 ５６ 幸 英明山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ １９．６�
５１０ メイショウタービン 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４６０＋ ４２：３２．９２� ２０８．１
８１８ キクノエクレール 牡３青 ５６

５５ ☆高倉 稜菊池 五郎氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 B４８６－ ４ 〃 ハナ １０３．５�
１２ メイショウバクフウ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大道 秀男 ４７８－ ２２：３３．１� ２６７．９�
７１４ サンライズカラー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５２６－ ４２：３３．５２� ２８．３�
８１７ リトルソリア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 神垣 道弘 ３８８＋ ５２：３３．７１� ２７１．１�
２４ シゲルメロン 	３黒鹿５６ 国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４６０－ ４ 〃 ハナ １０６．１�
４７ テイエムブルーミン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４５０－ ４２：３４．７６ ６１９．１�
７１５ ニューステップ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦金井 順一氏 鈴木 孝志 日高 道見牧場 ４７６＋ ８２：３６．４大差 ６５５．４�
２３ アクティブポイント 牡３青鹿５６ 飯田 祐史平口 信行氏 牧浦 充徳 日高 白瀬 明 ４７０－１０ 〃 アタマ ４２２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０２，９００円 複勝： ３６，２５３，８００円 枠連： １９，１２３，２００円

馬連： ４６，３５６，７００円 馬単： ３１，２７９，３００円 ワイド： ２３，３９９，１００円

３連複： ６６，７１４，９００円 ３連単： １０６，６６３，０００円 計： ３５２，４９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ４１０円 � １５０円 枠 連（５－６） １，６５０円

馬 連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ２５０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １４，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７０２９ 的中 � ９６２９５（１番人気）
複勝票数 計 ３６２５３８ 的中 � １１４６４１（１番人気）� １４５１１（７番人気）� ６５３８５（２番人気）
枠連票数 計 １９１２３２ 的中 （５－６） ８５７６（７番人気）
馬連票数 計 ４６３５６７ 的中 �� １４６０８（７番人気）
馬単票数 計 ３１２７９３ 的中 �� ６７１１（１１番人気）
ワイド票数 計 ２３３９９１ 的中 �� ９７５９（４番人気）�� ２７２０１（２番人気）�� ４１７６（１７番人気）
３連複票数 計 ６６７１４９ 的中 ��� １７７９６（８番人気）
３連単票数 計１０６６６３０ 的中 ��� ５２８９（３５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．３―１３．１―１３．４―１３．４―１３．１―１３．１―１２．４―１１．５―１１．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．４―３７．７―５０．８―１：０４．２―１：１７．６―１：３０．７―１：４３．８―１：５６．２―２：０７．７―２：１８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０
１
３
３，４－（１，７）６，１４（１１，１２）（２，９，１６）８（５，１３）１８（１７，１０）１５・（３，４）（１，１１，１４）（９，７，１２）（６，８，１６）１７（５，１３）２（１５，１８）１０

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スカイディグニティ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１１．２７ 京都３着

２００９．３．１０生 牡３鹿 母 ナイストレビアン 母母 クリスタルガーデン ５戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニューステップ号・アクティブポイント号は，平成２４年７月１０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アシュケナージ号・アスカノラポール号・ファストメモリー号



１５０４３ ６月１０日 曇 重 （２４阪神３）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１４ ケージーヨシツネ 牡４鹿 ５７
５４ ▲中井 裕二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４５０＋ ４１：１１．０ ５．３�

８１６ マ ル コ フ ジ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４６８± ０１：１１．２１� ２．５�
７１３ カシノインカローズ 牝３鹿 ５２ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３４± ０１：１１．５１� ３３．０�
３５ キクノフレヴァン 牡６鹿 ５７ 川田 将雅菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４７８－ ４１：１１．７１� ７．５�
１１ ホーマンフリップ 牝４栗 ５５ 和田 竜二久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ４１：１１．８� ５．９�
２３ マッシヴリーダー 牡４栗 ５７ 酒井 学小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ １８６．０�
４７ メイショウドルセー 牡３黒鹿５４ 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ６１：１２．０１� ６９．０�
２４ レディオブパーシャ 牝４栗 ５５ 幸 英明 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６＋ ６１：１２．１� ７．１	
４８ サハラブレイヴ 牡３栗 ５４ 小牧 太 
グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：１２．２クビ ６８．２�
５１０ キクノレジーナ 牝４青 ５５ 秋山真一郎菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４６４＋２４１：１２．４１� ３９．８�
５９ � セ イ ラ 牝３栗 ５２ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４３４＋ ４ 〃 ハナ １３．８
１２ マルカファントム 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬河長産業
 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ４５８＋ ４１：１２．６１� ４３４．２�
６１１ ワンダーゴヴェルノ 牡４栗 ５７ 国分 恭介山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３２－ ８１：１３．０２� ６６．９�
３６ プリサイストップ 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 鮫川フアーム ４９８＋１０１：１３．１� ３２．７�
６１２� ウォーターメジャー 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４６６－ １１：１３．３１ １５２．３�
８１５� メイショウザイラー 牡４栗 ５７ 国分 優作松本 好雄氏 増本 豊 浦河 岡部牧場 ４７２＋ ８１：１３．７２� ３３３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１２５，１００円 複勝： ４２，３５０，４００円 枠連： １５，３３６，６００円

馬連： ５５，６２７，８００円 馬単： ３６，５０７，８００円 ワイド： ２７，６６８，１００円

３連複： ７６，６０６，８００円 ３連単： １２６，１１５，９００円 計： ４０５，３３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ６５０円 枠 連（７－８） ５６０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １，７６０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ６，１３０円 ３ 連 単 ��� ２５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２５１２５１ 的中 � ３７５９６（２番人気）
複勝票数 計 ４２３５０４ 的中 � ６０１３４（３番人気）� １１２６９３（１番人気）� １１６１２（９番人気）
枠連票数 計 １５３３６６ 的中 （７－８） ２０４８６（１番人気）
馬連票数 計 ５５６２７８ 的中 �� ５９０８７（１番人気）
馬単票数 計 ３６５０７８ 的中 �� １７２５８（４番人気）
ワイド票数 計 ２７６６８１ 的中 �� ２３５７０（２番人気）�� ３５７０（２１番人気）�� ５３９５（１２番人気）
３連複票数 計 ７６６０６８ 的中 ��� ９２３４（１９番人気）
３連単票数 計１２６１１５９ 的中 ��� ３６８２（７２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１２．１―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．３―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーヨシツネ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１０．７．４ 阪神７着

２００８．４．２１生 牡４鹿 母 ケージーローズ 母母 タニノオトメ １５戦３勝 賞金 ２３，３５０，０００円
※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） １頭 ホクトキングダム号
（非抽選馬） ２頭 エルウェーオージャ号・ジャーグラット号

１５０４４ ６月１０日 曇 良 （２４阪神３）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７９ ゴールデングローブ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５４± ０１：４８．３ ６．４�

８１２ メ ー デ イ ア 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ４９２－ ４１：４８．４� ２．０�
６７ フェータルローズ 牝３栗 ５２ 幸 英明兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２ 〃 ハナ ５．０�
８１１ ハッピーウィーク 牝３栗 ５２ 太宰 啓介小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ２１：４８．５クビ １６．５�
６８ ルナフォンターナ 牝３栗 ５２ 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－１０ 〃 クビ １２．１�
１１ インパクトゲーム 牝４黒鹿５５ 北村 友一 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：４８．６� １３．８�
４４ ピクシープリンセス 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３４－ ６１：４８．７� ９．７	

２２ ミサソレムニス 牝３栗 ５２ 和田 竜二吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４２０＋ ２ 〃 ハナ ２２．５

５６ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝４黒鹿５５ 丸山 元気�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２４－ ６１：４８．９１� ３７９．５�
５５ テラノイロハ 牝３青鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：４９．０� １０２．０�
３３ ファーマペニー 牝４鹿 ５５ 国分 恭介中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４３４＋２０１：４９．３１� ３３５．７
７１０ ブライティアトップ 牝３黒鹿５２ 国分 優作小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４７０－ ８１：４９．５１� １３２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，４５６，９００円 複勝： ５０，９３９，６００円 枠連： １５，８８５，７００円

馬連： ６０，４３１，０００円 馬単： ４４，９３９，８００円 ワイド： ２７，５３７，４００円

３連複： ７６，１３０，９００円 ３連単： １５８，１３８，３００円 計： ４６２，４５９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（７－８） ５１０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ７，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２８４５６９ 的中 � ３５０７１（３番人気）
複勝票数 計 ５０９３９６ 的中 � ７５９６４（３番人気）� １６８８６９（１番人気）� ９１６０１（２番人気）
枠連票数 計 １５８８５７ 的中 （７－８） ２３１１９（２番人気）
馬連票数 計 ６０４３１０ 的中 �� ６７６９１（２番人気）
馬単票数 計 ４４９３９８ 的中 �� １６１１０（８番人気）
ワイド票数 計 ２７５３７４ 的中 �� ２８５４４（２番人気）�� １７７８６（４番人気）�� ２８５７７（１番人気）
３連複票数 計 ７６１３０９ 的中 ��� ５５６２３（１番人気）
３連単票数 計１５８１３８３ 的中 ��� １５６６０（１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．３―１２．７―１２．６―１２．２―１１．１―１１．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．３―４９．０―１：０１．６―１：１３．８―１：２４．９―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデングローブ �
�
父 Shamardal �

�
母父 Forty Niner デビュー ２０１１．２．５ 京都４着

２００８．４．２９生 牝４栗 母 ゴールドサンライズ 母母 Seattle Dawn １１戦３勝 賞金 ３１，４５２，０００円



１５０４５ ６月１０日 曇 良 （２４阪神３）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

い ず し

出 石 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

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
但馬國出石観光協会理事長賞（１着）

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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

８１２ ハクサンムーン 牡３栗 ５４ 酒井 学河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４５６＋ ４１：０７．８ ７．２�

７１１ グッドルッキング 牝６芦 ５５ 秋山真一郎長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２＋ ４１：０８．６５ ６０．３�

８１３ トーホウアマポーラ 牝３栗 ５２ 幸 英明東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４９２＋ ２１：０８．８１� １．７�
７１０ スギノエンデバー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４６＋ ２１：０９．０１� ３．３�
１１ アンプレシオネ 牝７芦 ５５ 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４６６＋ ６１：０９．２１� ２１６．６�
５７ タニノスバル 牝６芦 ５５ 難波 剛健谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４７０＋ ４１：０９．４１� ３０４．０�
４５ ウインドジャズ 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９２＋ ２ 〃 ハナ ２０．４	
３３ ジークジオン 牡３栗 ５４ 北村 友一幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４７４－ ２１：０９．５� １３．５

５６ サ ク ラ ベ ル 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４９８＋３０ 〃 同着 ５９．５�
６８ アルーリングムーン 牡６鹿 ５７ 国分 恭介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ８１：０９．６� １３１．０
２２ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９２＋１２１：０９．８１� ３７．２�
６９ ナリタシリカ 牝６黒鹿５５ 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４５２－ ８ 〃 ハナ ２１８．６�
４４ 	 ハートランドノリカ 牝７黒鹿５５ 藤懸 貴志豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４７６± ０ 〃 ハナ ３６１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，１８９，１００円 複勝： ６６，７８８，２００円 枠連： ２０，９２７，４００円

馬連： ９０，２４１，２００円 馬単： ６７，８７１，７００円 ワイド： ３４，２４６，６００円

３連複： １０９，９６８，４００円 ３連単： ２５３，４１７，９００円 計： ６８２，６５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２１０円 � ６２０円 � １１０円 枠 連（７－８） ２２０円

馬 連 �� ９，４３０円 馬 単 �� １８，０００円

ワ イ ド �� ２，４４０円 �� ３６０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ４，７１０円 ３ 連 単 ��� ５６，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３９１８９１ 的中 � ４３２２０（３番人気）
複勝票数 計 ６６７８８２ 的中 � ６１１０５（３番人気）� １４３６６（７番人気）� ３２２０１３（１番人気）
枠連票数 計 ２０９２７４ 的中 （７－８） ７２７６６（１番人気）
馬連票数 計 ９０２４１２ 的中 �� ７０６７（２０番人気）
馬単票数 計 ６７８７１７ 的中 �� ２７８４（３３番人気）
ワイド票数 計 ３４２４６６ 的中 �� ３１８５（２３番人気）�� ２６５２７（２番人気）�� ７０５２（１２番人気）
３連複票数 計１０９９６８４ 的中 ��� １７２４７（１３番人気）
３連単票数 計２５３４１７９ 的中 ��� ３２９０（１３３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１０．９―１１．０―１１．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．０―４５．０―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．７―３F３３．８
３ １２－１１（４，１３）（１，７，１０）－（３，９）（２，６）５，８ ４ １２－（１１，１３）４（７，１０）１，９（３，６）（２，５）－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハクサンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１２．３ 阪神１着

２００９．２．１４生 牡３栗 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン ７戦３勝 賞金 ２８，２８０，０００円
〔制裁〕 ウインドジャズ号の騎手渡辺薫彦は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

アルーリングムーン号の調教師野村彰彦は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

１５０４６ ６月１０日 曇 良 （２４阪神３）第４日 第１０競走 ��
��２，０００�

た る み

垂水ステークス
発走１５時００分 （芝・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 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
１：５６．１

良

良

５５ ロードオブザリング 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �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 ５０２－ ４２：０１．０ １６．１�

４４ アドマイヤラクティ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４９２＋１０２：０１．２１� ６．１�
６６ ザサンデーフサイチ 牡８黒鹿５７ 幸 英明林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ２２：０１．３クビ １５７．７�
７９ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ４ 〃 クビ ４．１�
２２ モ ズ 牡５青 ５７ 国分 恭介�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４８４－ ４２：０１．４クビ ７２．２�
７８ ステラロッサ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９２＋ ２ 〃 ハナ １．８	
６７ トモロポケット 牡６栗 ５７ 高倉 稜戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４８０－ ２ 〃 アタマ １６０．０

１１ ワルキューレ 牝８青 ５５ 和田 竜二岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ５００± ０２：０１．５� ４３．６�
８１１ マルカボルト 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４９０＋ ８２：０１．６� ７．３�
８１０ アナバティック 牡５栗 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４２：０２．３４ ２３．０
３３ メトロシュタイン 牡８青鹿５７ 北村 友一太田 廣子氏 金成 貴史 新冠 小泉牧場 ５２６± ０２：０３．８９ ３９４．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５１，７９４，０００円 複勝： ９２，４３３，０００円 枠連： ２６，５９９，９００円

馬連： １３０，０７９，２００円 馬単： ９０，８４９，６００円 ワイド： ５０，０１２，０００円

３連複： １５１，７６６，１００円 ３連単： ３９９，６０２，６００円 計： ９９３，１３６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ４４０円 � ２７０円 � ２，６７０円 枠 連（４－５） ３，０３０円

馬 連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ８，１８０円 �� ５，５６０円

３ 連 複 ��� ５２，９９０円 ３ 連 単 ��� ３９４，２７０円

票 数

単勝票数 計 ５１７９４０ 的中 � ２５４８９（５番人気）
複勝票数 計 ９２４３３０ 的中 � ５５４０１（５番人気）� １０６６９２（３番人気）� ７７６９（９番人気）
枠連票数 計 ２６５９９９ 的中 （４－５） ６４８１（８番人気）
馬連票数 計１３００７９２ 的中 �� ３０５５６（１１番人気）
馬単票数 計 ９０８４９６ 的中 �� ８１２４（２３番人気）
ワイド票数 計 ５００１２０ 的中 �� １５２６０（９番人気）�� １４６１（３５番人気）�� ２１６０（３１番人気）
３連複票数 計１５１７６６１ 的中 ��� ２１１４（６８番人気）
３連単票数 計３９９６０２６ 的中 ��� ７４８（３６６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．５―１２．７―１２．０―１２．３―１２．１―１１．６―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３６．０―４８．７―１：００．７―１：１３．０―１：２５．１―１：３６．７―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３
１１，１０（１，２）４（３，８）７，９，５－６
１１，４（１，２）（１０，８）３（７，９）５，６

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

勝馬の
紹 介

ロードオブザリング �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２６ 札幌１１着

２００７．２．２１生 牡５鹿 母 レディフューチャー 母母 アンフイニイ ２２戦５勝 賞金 １０３，３８８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔その他〕 メトロシュタイン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メトロシュタイン号は，平成２４年７月１０日まで出走できない。

１レース目



１５０４７ ６月１０日 曇 稍重 （２４阪神３）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�

てんぽうざん

天保山ステークス
発走１５時３５分 （ダート・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５１�４歳以上５５�，牝馬
２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１１ � ファリダット 牡７青鹿５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Management ４８４＋ ２１：０９．７ ２．６�

４５ マルカベンチャー 牡６栗 ５６ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：０９．９１� ８．６�
４６ 	 サクラシャイニー 牡６栗 ５６ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４４６－ ４１：１０．０クビ ５５．４�
７１１ ゼンノベラーノ 牡５鹿 ５６ 北村 友一大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３４± ０ 〃 アタマ １３．２�
２２ タンジブルアセット 牡５鹿 ５６ 丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４８８－ ２ 〃 アタマ ６．１�
３４ マルカバッケン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：１０．２
 ４．７�
５７ トーホウチェイサー 牡５栗 ５６ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８８＋１０１：１０．４１� １２．８	
８１３ アウトクラトール 牡７鹿 ５６ 藤岡 康太 
社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８８＋１０ 〃 クビ ６１．８�
８１４ ナニハトモアレ 牡６黒鹿５５ 岩田 康誠北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５０２＋ ８１：１０．５クビ ２８．４�
６１０ オオトリオウジャ 牡６鹿 ５６ 秋山真一郎鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０４－ ６ 〃 ハナ １９７．２
７１２ アーリーロブスト 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介
三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０８＋ ２１：１０．８１
 ９．１�
３３ スリーアリスト 牡７栗 ５６ 中井 裕二永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４９６－１０１：１０．９� １１４．７�
６９ � アースサウンド 牝５栗 ５４ 幸 英明 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way

Equine, LLC B４９０－ ２１：１１．２１
 ５１．５�
５８ セブンシークィーン 牝６栗 ５４ 柴田 善臣吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７８－ ６１：１１．７３ １１２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５７，０３８，９００円 複勝： ９１，７０１，９００円 枠連： ５６，２３３，１００円

馬連： ２６５，３７３，２００円 馬単： １４４，３１７，０００円 ワイド： ７９，７５１，１００円

３連複： ３３６，２５５，４００円 ３連単： ７０６，８５２，９００円 計： １，７３７，５２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １，１００円 枠 連（１－４） １，１００円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ３，０５０円 �� ５，２１０円

３ 連 複 ��� ２２，３４０円 ３ 連 単 ��� ７１，３４０円

票 数

単勝票数 計 ５７０３８９ 的中 � １７６８６６（１番人気）
複勝票数 計 ９１７０１９ 的中 � ２１２５４１（１番人気）� ９０９３９（４番人気）� １５９６７（１０番人気）
枠連票数 計 ５６２３３１ 的中 （１－４） ３７８３５（４番人気）
馬連票数 計２６５３７３２ 的中 �� １８２３２７（３番人気）
馬単票数 計１４４３１７０ 的中 �� ６８７８２（３番人気）
ワイド票数 計 ７９７５１１ 的中 �� ４００６９（４番人気）�� ６１８２（２８番人気）�� ３５８４（４７番人気）
３連複票数 計３３６２５５４ 的中 ��� １１１０９（５５番人気）
３連単票数 計７０６８５２９ 的中 ��� ７３１３（２１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．５―１１．３―１１．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．２―４５．５―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．５
３ １２，１１（９，４）（２，８）１３，１，７，６－１４（３，１０）５ ４ ・（１２，１１）（９，４）２（１３，８）（１，７）６－（１４，１０，５）－３

勝馬の
紹 介

�ファリダット �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２００７．１２．１ 阪神１着

２００５．１．２８生 牡７青鹿 母 Believe 母母 Great Christine ３５戦５勝 賞金 ２２２，８２７，０００円
※ナニハトモアレ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１５０４８ ６月１０日 曇 稍重 （２４阪神３）第４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）

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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１０� エーシンスピーダー 牡３栗 ５４ 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck
Stables LLC ４６０－ ６１：５１．０ １０．４�

４７ コ ル ー ジ ャ �４鹿 ５７ 国分 優作野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B４８４－ ２１：５１．５３ １２．３�
２３ アドマイヤケルソ 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４８４－ ８ 〃 クビ ４．４�
６１１ ゴールデンアタック 牡４栗 ５７ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４８２－ ４１：５１．６クビ ７．２�
５８ � サダルメリク 牡５鹿 ５７ 北村 友一前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４８４－ ４１：５１．８１	 １８．７�
７１３
 サイモンロード 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠澤田 昭紀氏 友道 康夫 日高 ヤナガワ牧場 ５１０± ０１：５１．９	 ２．７�
８１５ スカイスクレイパー 牡４栗 ５７ 国分 恭介前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ４１：５２．１１	 ６．６	
７１２�
 ロットトゥウィン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二前田 幸治氏 宮本 博 米

The Robert B.
and Beverly J.
Lewis Trust

４８６－ ２１：５２．３１� １２．８

４６ ヒミノキンカメ 牡４鹿 ５７ 丸山 元気佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４７８－ ２１：５２．６１� １０５．７�
２２ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７

５４ ▲中井 裕二土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ７７．１�
３４ マヤノクレド 牡４鹿 ５７ 松山 弘平田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８６＋ ８１：５３．０２	 １８９．３
８１４� コスモアンノーン 牡３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Westwind
Farms B４８２－ ２１：５３．４２	 ２０９．５�

３５ 
 ピエナセレブ 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４２８－ ２１：５４．０３	 ３０１．２�
１１ オリエンタルコール 牡５鹿 ５７ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４３２－１０１：５４．８５ １６０．９�
５９ シアフォース 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�RRA 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６＋１４１：５６．９大差 ７４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４４，２６２，４００円 複勝： ６１，４０４，４００円 枠連： ３４，７０４，６００円

馬連： １３５，０６８，７００円 馬単： ７６，２６３，７００円 ワイド： ４９，７６０，０００円

３連複： １７２，６６５，７００円 ３連単： ３４０，２６４，４００円 計： ９１４，３９３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ３７０円 � ３２０円 � １９０円 枠 連（４－６） ２，３８０円

馬 連 �� ６，１２０円 馬 単 �� １１，５６０円

ワ イ ド �� １，９９０円 �� １，０６０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １０，０４０円 ３ 連 単 ��� ７５，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４４２６２４ 的中 � ３３８３２（５番人気）
複勝票数 計 ６１４０４４ 的中 � ３９９００（７番人気）� ４６７２９（６番人気）� １０１８５８（２番人気）
枠連票数 計 ３４７０４６ 的中 （４－６） １０７８５（１１番人気）
馬連票数 計１３５０６８７ 的中 �� １６３００（２７番人気）
馬単票数 計 ７６２６３７ 的中 �� ４８６９（４９番人気）
ワイド票数 計 ４９７６００ 的中 �� ５９９６（２８番人気）�� １１６７２（１４番人気）�� １２９００（１１番人気）
３連複票数 計１７２６６５７ 的中 ��� １２６９３（３８番人気）
３連単票数 計３４０２６４４ 的中 ��� ３３１１（２６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３６．９―４９．２―１：０１．４―１：１３．７―１：２６．０―１：３８．１

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンスピーダー �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１１．１０．１６ 京都３着

２００９．４．８生 牡３栗 母 Myhrr 母母 Miesque ８戦２勝 賞金 １４，７５０，０００円
〔制裁〕 エーシンスピーダー号の騎手太宰啓介は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シアフォース号は，平成２４年７月１０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マンテンリューマ号（疾病〔右前肢挫創〕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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ガッチリガッチリ号・サンレイワイルド号
（非抽選馬） ３頭 オーバーヘッド号・スズカブリザード号・ミラノムーン号

４レース目



（２４阪神３）第４日 ６月１０日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

１９９，９６０，０００円
２，０８０，０００円
５，９９０，０００円
１，２３０，０００円
１７，６３０，０００円
５６，９４７，５００円
４，７７２，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
３６６，４６６，０００円
６３６，７６９，２００円
２４１，０１９，９００円
９５９，７２３，４００円
６４６，６６７，１００円
３８２，０９７，５００円
１，２５０，３１１，０００円
２，６１１，６０３，５００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 ７，０９４，６５７，６００円

総入場人員 １７，１８５名 （有料入場人員 １６，１００名）


