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１５０４９ ６月１６日 小雨 稍重 （２４阪神３）第５日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

６７ エーシンセノーテ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４０６－ ２１：１０．８ ３．５�

４４ アウトシャイン 牝２黒鹿５４ C．ウィリアムズ �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４４２＋ ４１：１１．４３� ２．７�
（豪）

６８ ダンツレパード 牡２鹿 ５４ 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 村山 光弘 ４６２＋ ２ 〃 クビ ６．１�
５６ ウイングリート 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 ４６６＋ ２１：１１．５� １８．７�
２２ セルリアンルーベラ �２鹿 ５４ 国分 優作�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４１６－ ２１：１１．８１� ２６．６�
３３ コスモコルデス 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 日高 道見牧場 ４２６＋ ２１：１２．１１� ７３．０	
７１０ カシノパシオン 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４４８＋ ２１：１２．５２� ８３．０

５５ シゲルオヒツジザ 牡２青 ５４

５１ ▲中井 裕二森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 ４４２＋ ４ 〃 クビ ６３．０�
８１１ ゴーインググレート 牡２栗 ５４ 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４４６＋ ６ 〃 ハナ １８．６�
７９ イセノロマン 牝２栗 ５４ 酒井 学大橋 堯格氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４１０－ ６１：１２．７１	 １７１．７
１１ シゲルラシンバンザ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 ４５０＋ ４ 〃 ハナ １５１．０�
８１２ ハナズデラックス 牝２芦 ５４ 浜中 俊M．タバート氏 牧浦 充徳 新ひだか 田中 裕之 ４９２± ０１：１３．０２ ４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，０４６，６００円 複勝： ２６，６４１，４００円 枠連： ９，３１０，４００円

馬連： ２８，８１２，３００円 馬単： ２２，６４９，１００円 ワイド： １４，８８８，２００円

３連複： ４６，５４４，８００円 ３連単： ８０，２３９，０００円 計： ２４２，１３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（４－６） ３２０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３４０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ３，１７０円

票 数

単勝票数 計 １３０４６６ 的中 � ２９４９５（２番人気）
複勝票数 計 ２６６４１４ 的中 � ５８２６５（２番人気）� ７６０９１（１番人気）� ４３５２３（３番人気）
枠連票数 計 ９３１０４ 的中 （４－６） ２１５７７（１番人気）
馬連票数 計 ２８８１２３ 的中 �� ３９０１７（１番人気）
馬単票数 計 ２２６４９１ 的中 �� １５１２３（２番人気）
ワイド票数 計 １４８８８２ 的中 �� １８９０７（１番人気）�� １００８７（５番人気）�� １３０９６（４番人気）
３連複票数 計 ４６５４４８ 的中 ��� ４８６３９（２番人気）
３連単票数 計 ８０２３９０ 的中 ��� １８６９３（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１２．０―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．５―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンセノーテ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１２．６．３ 阪神２着

２０１０．３．１６生 牝２鹿 母 セントルイスガール 母母 Eishin Cynthiana ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 シゲルラシンバンザ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アウトシャイン号の騎手C．ウィリアムズは，最後の直線コースでの御法について戒告。

ダンツレパード号の騎手幸英明は，決勝線手前での御法について戒告。
〔調教再審査〕 シゲルラシンバンザ号は，発走調教再審査。
※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。

１５０５０ ６月１６日 小雨 不良 （２４阪神３）第５日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

１２ 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 B４３８＋ ２１：２４．８ １０．６�

１１ マリントウショウ 牝３青鹿５４ 藤岡 康太トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８－ ２１：２４．９� ５．９�
６１２ シンプリーラブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３２－ ２ 〃 ハナ ４４．０�

２４ タイキベイビー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦�大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B４３０－ ４１：２５．１１� ２３．２�

３５ ダンツスウィフト 牝３栗 ５４ 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１４＋ ２１：２５．３１� ８．７�

２３ プ レ ッ ピ ー 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志�辻牧場 松田 国英 浦河 辻 牧場 ４３８＋１２１：２５．４� １１５．３	

６１１ ジプシーマイラブ 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７２＋１０１：２５．６１� ５．７

（豪）

７１４ イシュタルキャスト 牝３鹿 ５４ 浜中 俊山科 統氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４８８＋ ８１：２５．７� ７．３�
３６ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ４９８＋２２１：２６．１２� ５３．８�
４７ ヤマカツナタリー 牝３栗 ５４ 川田 将雅山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０＋１８１：２６．３１ ２８．９
５１０ シ ャ ン タ ン 牝３栗 ５４ 北村 友一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３８－ ６ 〃 クビ ２７．２�
８１６ オレンジブルーム 牝３鹿 ５４ 和田 竜二有限会社シルク北出 成人 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ８１：２６．７２� １７５．２�
５９ ファビラスタイム 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８１：２６．８クビ ２．６�
７１３ ジェシカピンク 牝３鹿 ５４ 畑端 省吾有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８６ ―１：２７．１１� ９５．５�
８１５ トウカイスリム 牝３黒鹿５４ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 ４５４ ―１：２７．３１� ３０５．９�
４８ ユアーズエバー 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 ４３２＋１２１：３１．５大差 ２２５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４６５，７００円 複勝： ３４，０１５，２００円 枠連： １１，９４７，８００円

馬連： ３９，５０１，１００円 馬単： ２６，７５６，８００円 ワイド： ２０，６６５，４００円

３連複： ６１，８７６，１００円 ３連単： ９４，１５０，２００円 計： ３０６，３７８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２９０円 � ２００円 � １，１６０円 枠 連（１－１） ２，２３０円

馬 連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ５，０２０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ４，８００円 �� ３，１３０円

３ 連 複 ��� ２４，３１０円 ３ 連 単 ��� １２５，８８０円

票 数

単勝票数 計 １７４６５７ 的中 � １３０４９（６番人気）
複勝票数 計 ３４０１５２ 的中 � ３１２０４（６番人気）� ５３１５４（２番人気）� ６２２３（１０番人気）
枠連票数 計 １１９４７８ 的中 （１－１） ３９６７（１０番人気）
馬連票数 計 ３９５０１１ 的中 �� １２６３８（１０番人気）
馬単票数 計 ２６７５６８ 的中 �� ３９３５（２０番人気）
ワイド票数 計 ２０６６５４ 的中 �� ６８１１（９番人気）�� １０２７（４７番人気）�� １５９１（３３番人気）
３連複票数 計 ６１８７６１ 的中 ��� １８７９（７４番人気）
３連単票数 計 ９４１５０２ 的中 ��� ５５２（３５９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．６―１１．９―１２．５―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．６―３４．２―４６．１―５８．６―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３８．７
３ ５（６，１１）（７，１４）（２，９）（１，１２）（４，１５）（１３，１６）８，３，１０ ４ ５，６（７，１１，１４）２（１，９）１２－４（１５，１６）（３，１３）１０－８

勝馬の
紹 介

チキウミサキ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．１０．１５ 京都２着

２００９．４．２３生 牝３青鹿 母 アルクトゥルス 母母 ニ ヤ ー ８戦１勝 賞金 １１，３９０，０００円
〔制裁〕 チキウミサキ号の騎手幸英明は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユアーズエバー号は，平成２４年７月１６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 シンコームーン号
※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。

第３回 阪神競馬 第５日



１５０５１ ６月１６日 小雨 不良 （２４阪神３）第５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

３５ ロゼッタストーン 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４５０± ０１：５１．７ １．８�
（豪）

８１５ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B５１０＋ ２１：５１．８� ６．０�
４７ エーシンハッブル 牡３青 ５６ 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４９０－ ８１：５２．０１� １６．３�
６１１ テイエムベンケイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４９０－ ４１：５２．３２ ２４．２�
１２ タツグレート 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４６－ ８１：５２．４� ７１．４�
５９ エリモルビーノ 牡３黒鹿５６ 国分 優作山本三津子氏 服部 利之 えりも エクセルマネジメント ５１２＋ ４１：５２．５� １１．７�
５１０ ダ ヴ ィ ー ド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ４１：５２．７１� ７．０	
３６ トキノベストマッチ 牡３栗 ５６ 川田 将雅田中 準市氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ４７４＋ ４１：５２．９� ２５．６

２３ リアライズバリメタ 牡３芦 ５６ 武 豊工藤 圭司氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 ４８６－ ８１：５３．３２� ２５．７�
７１４ メモリーシリング 牡３栗 ５６ 北村 友一�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５０４± ０１：５３．４� １１．６�
７１３ エクストラトーン 牡３芦 ５６ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４８２－ ８１：５３．９３ １８９．９
６１２ サザンネスト 牡３黒鹿５６ 幸 英明五影 慶則氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 ４５０＋１０１：５４．０クビ ３５９．７�
１１ オースミファイア 牡３鹿 ５６ 田村 太雅�オースミ 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ４１：５４．１� ４０４．９�
２４ クリノビーム �３鹿 ５６ 中村 将之栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 ４３０－ ８１：５４．８４ ６３９．９�
８１６ ワンダージョイア 牡３黒鹿５６ 国分 恭介山本 信行氏 小崎 憲 えりも 能登 浩 ４４８＋ ４１：５４．９� １９７．１�
４８ ロードヴェッケン 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム ４７４－ ４１：５７．７大差 １６７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６８１，０００円 複勝： ３４，７３８，０００円 枠連： １２，４３１，８００円

馬連： ３９，０８５，２００円 馬単： ２８，５７７，０００円 ワイド： ２０，３３０，６００円

３連複： ５８，１８２，８００円 ３連単： ９８，３８５，８００円 計： ３１３，４１２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ３１０円 枠 連（３－８） ５４０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ６３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� ７，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２１６８１０ 的中 � ９６６５８（１番人気）
複勝票数 計 ３４７３８０ 的中 � １１１４２８（１番人気）� ４８７０４（２番人気）� ２０４６４（６番人気）
枠連票数 計 １２４３１８ 的中 （３－８） １７１３３（２番人気）
馬連票数 計 ３９０８５２ 的中 �� ４７６５５（１番人気）
馬単票数 計 ２８５７７０ 的中 �� ２５２０４（１番人気）
ワイド票数 計 ２０３３０６ 的中 �� １８６３４（１番人気）�� ７７３７（６番人気）�� ４３１９（１４番人気）
３連複票数 計 ５８１８２８ 的中 ��� １７４２７（６番人気）
３連単票数 計 ９８３８５８ 的中 ��� ９８０６（１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．７―１２．４―１２．２―１２．４―１２．８―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３６．２―４８．６―１：００．８―１：１３．２―１：２６．０―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ロゼッタストーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Spinning World デビュー ２０１２．１．２８ 東京２着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 ロ ー ズ ボ ー 母母 Minister’s Song ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 テイエムベンケイ号の騎手中井裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（６番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードヴェッケン号は，平成２４年７月１６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハートビートボーイ号・ペガサスドリーム号
（非抽選馬） ２頭 ドリームプログラム号・ミキノバラライカ号
※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。

１５０５２ ６月１６日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（２４阪神３）第５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

３３ ダイシングロウ 牡８黒鹿６０ 小坂 忠士大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０８－ ２３：１７．７ ７．９�

２２ スーサンストリーム 牡５芦 ６０ 植野 貴也林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６４－ ２３：１８．２３ １．５�
５５ モズハリケーン 牡４栗 ６０ 林 満明北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５０６－ ２３：１８．８３� ６．６�
４４ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 五十嵐雄祐櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４８６－ ２３：１９．０１� ６．１�
７７ レ ー ガ ン 牡４青鹿６０ 黒岩 悠重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４８８－ ４３：１９．３１� １３．１�
１１ ヨンハメモリー 牡４栗 ６０ 難波 剛健三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 新ひだか 及川 ミツ子 ４７８＋ ８３：２２．５大差 ３０．１�
６６ � 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± ０３：２２．８１� １０５．３�
８９ ドクトルスズカ 牡４鹿 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４９０± ０３：２７．６大差 ６４．２	
８８ � セフティーフライト 牡３栗 ５８ 中村 将之原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４４４＋１４ （競走中止） ７６．１


（９頭）

売 得 金

単勝： １４，８８５，４００円 複勝： ３１，１４３，３００円 枠連： ７，９４２，３００円

馬連： ２２，８６１，５００円 馬単： ２５，０５２，５００円 ワイド： １２，４４６，６００円

３連複： ３５，６４１，８００円 ３連単： ９７，４２３，４００円 計： ２４７，３９６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－３） ６３０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ６４０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ８，７８０円

票 数

単勝票数 計 １４８８５４ 的中 � １４８９７（４番人気）
複勝票数 計 ３１１４３３ 的中 � １６１８２（５番人気）� １９４０６２（１番人気）� ３０９０１（３番人気）
枠連票数 計 ７９４２３ 的中 （２－３） ９３８９（３番人気）
馬連票数 計 ２２８６１５ 的中 �� ２２４６４（４番人気）
馬単票数 計 ２５０５２５ 的中 �� ８８８２（７番人気）
ワイド票数 計 １２４４６６ 的中 �� ９７０８（４番人気）�� ４００２（１０番人気）�� １９６３７（２番人気）
３連複票数 計 ３５６４１８ 的中 ��� ２３８２０（５番人気）
３連単票数 計 ９７４２３４ 的中 ��� ８１９３（２８番人気）

上り １マイル １：４４．８ ４F ５１．０－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイシングロウ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．３．２５ 阪神２着

２００４．４．１生 牡８黒鹿 母 コウユーラヴ 母母 チャームトウショウ 障害：１戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 セフティーフライト号は，２周目７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。



１５０５３ ６月１６日 小雨 不良 （２４阪神３）第５日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （ダート・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

１：１１．０
１：１０．２

良

不良

８９ カシノピカチュウ 牡２鹿 ５４ 酒井 学柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 ４６４ ―１：１２．８ ３．９�

７８ ラ ラ ガ ニ エ 牡２栗 ５４ 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 ４７４ ― 〃 クビ １２．９�
２２ ハギノグラミー 牡２栗 ５４ 小牧 太日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４４０ ―１：１４．０７ １０．９�
１１ シゲルホウオウザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 ４４０ ―１：１４．３１� ５０．３�
６６ カゼニタツライオン 牡２栗 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４８８ ―１：１４．５１� ２．５�
５５ ビップイシマツ 牡２青 ５４ 幸 英明鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：１４．７１ ５．１�
８１０ サマーフェアリー 牝２栗 ５４ 浜中 俊セゾンレースホース� 畠山 吉宏 安平 追分ファーム ４４０ ―１：１５．０１� １０．５	
３３ タガノカバリオ 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７２ ―１：１５．２１� １９．１


４４ テイエムレオネッサ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 ４５２ ―１：１５．５２ ６５．４�
７７ コパノフウタ 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 ４３２ ―１：１８．０大差 ２３．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，７５５，８００円 複勝： ２７，２８１，７００円 枠連： ９，６５２，７００円

馬連： ３４，７４９，０００円 馬単： ２９，１５２，２００円 ワイド： １７，１３１，３００円

３連複： ４８，０１８，０００円 ３連単： ９１，２８３，５００円 計： ２７５，０２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ３２０円 � ４１０円 枠 連（７－８） ９２０円

馬 連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，３２０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� １３，７００円 ３ 連 単 ��� ６５，７３０円

票 数

単勝票数 計 １７７５５８ 的中 � ３６５３５（２番人気）
複勝票数 計 ２７２８１７ 的中 � ５２５４９（２番人気）� ２０８００（５番人気）� １４９４３（６番人気）
枠連票数 計 ９６５２７ 的中 （７－８） ７７７４（５番人気）
馬連票数 計 ３４７４９０ 的中 �� １２３９４（８番人気）
馬単票数 計 ２９１５２２ 的中 �� ５２９３（１５番人気）
ワイド票数 計 １７１３１３ 的中 �� ５８５９（７番人気）�� ３１７１（１７番人気）�� １８４６（２９番人気）
３連複票数 計 ４８０１８０ 的中 ��� ２５８７（４７番人気）
３連単票数 計 ９１２８３５ 的中 ��� １０２５（２０６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．９―１２．２―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．５―４７．７―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノピカチュウ 
�
父 スタチューオブリバティ 

�
母父 Belong to Me 初出走

２０１０．２．２８生 牡２鹿 母 ペガサスゴールド 母母 ディスクオブゴールド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コパノフウタ号は，平成２４年７月１６日まで平地競走に出走できない。

１５０５４ ６月１６日 小雨 稍重 （２４阪神３）第５日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

７１５ ゴールドベル 牡３黒鹿５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４６２± ０１：２２．９ ５．９�

８１８ ロードガルーダ 牡３青 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 ５２０ ―１：２３．１１� ３．２�
（豪）

２４ サクラインペリアル 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ２３．４�
４７ クランドールゲラン 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 ４８２－１２１：２３．４２ １１．８�
４８ � エイシンピューマ 牝３青鹿５４ 福永 祐一平井 豊光氏 小崎 憲 米

O’Rourkes Silver
Springs Stud
Farm LLC

４５６＋ ６ 〃 クビ ３．０�
２３ ベネフィットユー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４５０± ０１：２３．５� １９．７�
５９ タニノチャーチル 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９６－ ６ 〃 クビ ２５０．２	
３５ パレディウム 牡３鹿 ５６ 国分 優作 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０＋１４１：２３．６クビ ８７．８

８１６ ウォーターボルカノ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４６６－ ２１：２３．８１� １２５．４�
８１７ テストマッチ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１６± ０１：２３．９	 ２１．７�
６１１ キョウワエレガント 牡３鹿 ５６ 田中 健協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 ４２８－１４ 〃 ハナ ２５９．８�
３６ トーコーレガーロ 牡３鹿 ５６ 小牧 太森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：２４．１１� ６．６�
７１４ クリスタルシチー 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 新ひだか 千代田牧場 ４６６＋１２１：２４．３１� ３７５．１�
６１２ マヤノオントロジー 牡３黒鹿５６ 武 豊田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 ４８８－ ４１：２４．４	 ５３．０�
１１ マイアイステラ 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦MYI馬主組合 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４２８＋２４ 〃 クビ ３２７．９�
１２ テイエムハエハエ 牝３栗 ５４ 国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ４１６± ０１：２４．６１� ２６１．７�
７１３ マ ル ベ ッ ク 牡３青鹿５６ 北村 友一林 正道氏 的場 均 浦河 安藤牧場 ５０２ ―１：２５．０２� ２５３．４�
５１０ スズカサリュート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 ４３０＋ ８ 〃 ハナ ４１６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，１７６，７００円 複勝： ３８，３７３，４００円 枠連： １７，１６６，１００円

馬連： ５１，９３３，９００円 馬単： ３２，７１６，５００円 ワイド： ２５，６５３，２００円

３連複： ７４，６０７，６００円 ３連単： １１８，８４５，８００円 計： ３８２，４７３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ４４０円 枠 連（７－８） ８３０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １，６１０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� ８，４７０円 ３ 連 単 ��� ４０，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２３１７６７ 的中 � ３１０２９（３番人気）
複勝票数 計 ３８３７３４ 的中 � ６０６５６（２番人気）� ５７３４８（３番人気）� １８５１３（８番人気）
枠連票数 計 １７１６６１ 的中 （７－８） １５４１７（４番人気）
馬連票数 計 ５１９３３９ 的中 �� ３０９０６（４番人気）
馬単票数 計 ３２７１６５ 的中 �� ８５５６（１０番人気）
ワイド票数 計 ２５６５３２ 的中 �� ９８３４（６番人気）�� ３８３９（２０番人気）�� ３４２９（２２番人気）
３連複票数 計 ７４６０７６ 的中 ��� ６５０２（２７番人気）
３連単票数 計１１８８４５８ 的中 ��� ２１８７（１３０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１２．３―１１．８―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．９―４７．２―５９．０―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
３ １４，８（２，１７）５（１，１５）（６，１８）（１０，７，１６）４，１２，３（９，１１）－１３ ４ １４，８（２，１７，１５）（５，１８）（１，７）（６，１６）（１０，１２）（４，１１）３，９－１３

勝馬の
紹 介

ゴールドベル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Red Ransom デビュー ２０１１．９．１８ 阪神３着

２００９．２．２６生 牡３黒鹿 母 シルバーベル 母母 ノベンバーサンライズ ６戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔制裁〕 サクラインペリアル号の騎手佐藤哲三は，決勝線手前での御法について戒告。
※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 オーバルライト号
（非抽選馬） ５頭 アートオブライツ号・キョウワイザベル号・ニホンピロルノン号・マイネヴォヤージ号・マヤステッラ号
※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。



１５０５５ ６月１６日 小雨 不良 （２４阪神３）第５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

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± ０１：２４．４ ３．９�

２３ 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 ５１０－１４ 〃 クビ ４．１�
４７ ア ヴ ォ カ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４８２ ―１：２４．５� ２７．０�
８１５ オウケンイチゲキ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５６＋ ２１：２５．４５ ２．２�
５９ クリノビックリ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太栗本 博晴氏 高橋 義忠 新冠 石田牧場 ４１４＋ １ 〃 クビ ８３．８�
８１６ アリエルシチー 牝３黒鹿５４ 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４６０＋１０１：２５．９３ ５８．１�
１２ リネンハウス 牡３栗 ５６ 太宰 啓介戸山 光男氏 坂口 正則 新ひだか 嶋田牧場 ４８６－ ２１：２６．６４ １１８．０	
６１２ ローレルアウェイク 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８６ ―１：２６．７� ２８．３

７１４ クロスミッション 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６０＋１２１：２６．８� １４．２�
３６ メイショウアマクサ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 矢野牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ３７．７
２４ ボレーシュート �３鹿 ５６ 芹沢 純一畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 秋場牧場 ４４８ ―１：２７．０１� ２０６．０�
１１ ラガーセント 牡３栗 ５６ 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４７４＋１４１：２７．１� ３４４．８�
５１０ ア ル ズ 牡３鹿 ５６ 武 豊杉澤 光雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 ４６８＋ ２１：２７．５２� １５．１�
７１３ ペガサスピッコロ 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ５０６＋ ２１：２７．９２� ８５．６�
６１１ スズカスペクトル 牝３鹿 ５４ 国分 恭介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 様似 様似共栄牧場 ４５０ ―１：３１．６大差 ３６１．４�
３５ メイショウキボウ 牡３青鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 赤田牧場 ４６８ ― （競走中止） １６６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９１１，４００円 複勝： ３４，６７１，７００円 枠連： １４，３６６，３００円

馬連： ４６，５２７，０００円 馬単： ３１，８４８，７００円 ワイド： ２４，１４１，３００円

３連複： ６４，５６０，９００円 ３連単： １０９，２１１，８００円 計： ３４６，２３９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ４６０円 枠 連（２－４） ５９０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １，０４０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ４，４００円 ３ 連 単 ��� １５，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０９１１４ 的中 � ４２３２９（２番人気）
複勝票数 計 ３４６７１７ 的中 � ７３４０５（２番人気）� ６４９８６（３番人気）� １４０３８（７番人気）
枠連票数 計 １４３６６３ 的中 （２－４） １８００７（３番人気）
馬連票数 計 ４６５２７０ 的中 �� ５６６９８（３番人気）
馬単票数 計 ３１８４８７ 的中 �� ２０３８９（５番人気）
ワイド票数 計 ２４１４１３ 的中 �� ３０４６２（１番人気）�� ５１７２（１２番人気）�� ４０５９（１５番人気）
３連複票数 計 ６４５６０９ 的中 ��� １０８３９（１５番人気）
３連単票数 計１０９２１１８ 的中 ��� ５１２１（３４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．５―１２．２―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．６―４６．８―５９．２―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクフルネス �
�
父 サムライハート �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１１．１２ 京都９着

２００９．４．３生 牡３青 母 ナムラメロディー 母母 ケイジヨイナー ９戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔競走中止〕 メイショウキボウ号は，競走中に異常歩様となったため３コーナー通過後に競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウキボウ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカスペクトル号は，平成２４年７月１６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） １頭 キクカバウンダー号
（非抽選馬） ２頭 オースミホイップ号・ブードゥーロア号

１５０５６ ６月１６日 小雨 稍重 （２４阪神３）第５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）

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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

８１５ イ デ ア 牡４鹿 ５７ 国分 恭介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８６± ０１：４６．８ １０．６�

２３ ホッコーガンバ 牡４鹿 ５７ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ ２．６�
１１ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５４ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４７４± ０１：４７．０１� ９．９�
２４ ローゼンケーニッヒ 牡３黒鹿５４ 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 ４５４± ０１：４７．３１� ３．９�
７１４ タイセイジーニアス 牡４黒鹿５７ 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４７０－ ４１：４７．６２ ６２．９�
４７ クイーンリヴィエラ 牝３黒鹿５２ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４２４＋ ８１：４７．７クビ １０．８�
６１２ アドマイヤバートン 牡４栗 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４８．１２� １０．０	
８１６ 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± ０ 〃 ハナ １００．１�
１２ アルフェロア 牡３青鹿５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６－ ６１：４８．２� ９．５�
３５ バンブーチェルシー 牡４青鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７８± ０１：４８．７３ １２６．８
３６ � メイショウマルクル 牡４栗 ５７ 酒井 学松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ５０２＋ ４１：４８．８クビ ２７５．６�
５９ クリスマスマーベル 牡３青鹿５４ 太宰 啓介名古屋友豊
 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７０－ ４１：４８．９� ２０．７�
８１７ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太
ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ５００＋ ６１：４９．１１� ２４７．９�
６１１ カシノラピス 牝３栗 ５２ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３２＋ ８１：４９．２� ５８２．８�
７１３ ギリギリヒーロー 牡４栗 ５７ 国分 優作
ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２８－ ２１：４９．３� １０１．５�
５１０ メイショウゴモン 牡４鹿 ５７

５４ ▲花田 大昂松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ５０６＋ ６１：４９．５１� １９８．９�
４８ � スタニングミノル 牡４青鹿５７ 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ４９６± ０１：４９．８１� １７６．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２４，４０４，８００円 複勝： ４３，８４３，４００円 枠連： １９，３３５，４００円

馬連： ６０，２４４，６００円 馬単： ３７，１３１，１００円 ワイド： ２８，９０１，３００円

３連複： ８６，３８９，２００円 ３連単： １４１，９７６，０００円 計： ４４２，２２５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ２５０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ６９０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，０４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� １８，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２４４０４８ 的中 � １８２１７（６番人気）
複勝票数 計 ４３８４３４ 的中 � ３９２９７（４番人気）� １１９１５８（１番人気）� ３６７３２（５番人気）
枠連票数 計 １９３３５４ 的中 （２－８） ２０７５４（３番人気）
馬連票数 計 ６０２４４６ 的中 �� ４６５３９（２番人気）
馬単票数 計 ３７１３１１ 的中 �� ８８９５（９番人気）
ワイド票数 計 ２８９０１３ 的中 �� １９３８７（２番人気）�� ６３３５（１４番人気）�� １４７５８（４番人気）
３連複票数 計 ８６３８９２ 的中 ��� ２３５８５（７番人気）
３連単票数 計１４１９７６０ 的中 ��� ５５６７（５５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１１．６―１１．１―１１．３―１１．９―１１．９―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３５．９―４７．０―５８．３―１：１０．２―１：２２．１―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３６．６
３ １４－３－７－１５，１，６（２，５，１６）１０（９，８，１３）４（１１，１２）１７ ４ １４－３＝７，１５－（１，６）（５，１６）（２，１０）９，１３（４，８）１２（１１，１７）

勝馬の
紹 介

イ デ ア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．２４ 京都６着

２００８．３．１１生 牡４鹿 母 メイクマイバンドル 母母 ダブルバンドルズ １５戦３勝 賞金 ２６，４８６，０００円



１５０５７ ６月１６日 小雨 稍重 （２４阪神３）第５日 第９競走 ��
��２，２００�

か す み

香 住 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

２：１０．１
２：１０．０

良

良

３３ トウシンイーグル 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４７４＋ ４２：１６．５ ２．８�

３４ 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± ０ 〃 クビ １５．３�
７１１ スマッシュスマイル 牡４栃栗５７ 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４２：１６．７１ １４．２�
６９ メイショウタフ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５３８－ ２ 〃 クビ ６４．５�
４５ マイネルイグアス 牡３青鹿５３ 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± ０２：１６．８クビ ４０．８�
８１４ アーセナルゴール 牡４鹿 ５７ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４２：１７．０１� ２０．２	
５８ パントクラトール 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ３．５

２２ ダイワデッセー 牝３栗 ５１ 中井 裕二大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム ４７６± ０２：１７．５３ ６．４�
４６ � ミルクディッパー 牡３黒鹿５３ 藤岡 康太�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５３６－ ４２：１７．８２ １７．６�
７１２ ドリームシガー 牡５黒鹿５７ 太宰 啓介セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 対馬 正 ５４２＋ ２ 〃 アタマ ２６４．８
１１ タニノシュヴァリエ 牡３青 ５３ 幸 英明谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４８４± ０２：１８．０	 １６．８�
８１３
 アイファーカラーズ 牡３鹿 ５３ 国分 恭介中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 ４６４－ ６２：１８．１� １３５．２�
５７ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８＋ ２２：１８．２� １６．５�
６１０ インナージョイ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム B４９６± ０２：１８．３	 ２１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，８８９，３００円 複勝： ５９，５５０，２００円 枠連： ２３，６０７，５００円

馬連： ９１，８４３，２００円 馬単： ５２，０１５，０００円 ワイド： ３９，５８５，５００円

３連複： １２３，９３８，１００円 ３連単： ２０３，４２７，３００円 計： ６２２，８５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � ４００円 枠 連（３－３） １，８９０円

馬 連 �� １，８６０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ８２０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ６，７９０円 ３ 連 単 ��� ２８，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２８８８９３ 的中 � ８２６５０（１番人気）
複勝票数 計 ５９５５０２ 的中 � １７１６３９（１番人気）� ４３０６８（４番人気）� ３００７１（７番人気）
枠連票数 計 ２３６０７５ 的中 （３－３） ９２３６（９番人気）
馬連票数 計 ９１８４３２ 的中 �� ３６５７５（５番人気）
馬単票数 計 ５２０１５０ 的中 �� １３４２１（６番人気）
ワイド票数 計 ３９５８５５ 的中 �� １４８３１（４番人気）�� １２０９２（６番人気）�� ３９７５（２８番人気）
３連複票数 計１２３９３８１ 的中 ��� １３４７７（１８番人気）
３連単票数 計２０３４２７３ 的中 ��� ５２１１（７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．８―３５．５―４８．２―１：０１．２―１：１４．１―１：２６．６―１：３９．２―１：５１．６―２：０３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．３
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トウシンイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２０１０．９．１２ 阪神１着

２００８．３．２５生 牡４鹿 母 エリモアメジスト 母母 ステラーオデッセイ １７戦３勝 賞金 ５５，８４８，０００円

１５０５８ ６月１６日 小雨 不良 （２４阪神３）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�

つ る み

鶴 見 特 別
発走１５時００分 （ダート・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
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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３５ サダムグランジュテ 牝４鹿 ５５ 和田 竜二大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７４± ０１：１０．２ １２．４�

２４ サマーソング 牝５鹿 ５５ 松山 弘平セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０ 〃 クビ ４２．７�
４７ トキノエクセレント 牡４黒鹿５７ 川田 将雅田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４５４－ ６１：１０．３� ７．２�
２３ � サクラインザスカイ 牡３栗 ５４ C．ウィリアムズ �さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４５０± ０１：１０．４� ６．２�

（豪）

１２ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０４± ０ 〃 クビ １．５�
８１５	 ナイトオブザオペラ 牝５黒鹿５５ 福永 祐一 �オリオンファーム藤原 英昭 米 Ocala

Horses, LLC ４８４＋ ４１：１１．０３� １６．７�
６１２ カリスマサンスカイ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５１８－ ２ 〃 クビ ２１．２	
４８ � ネオシーサー 牡５青 ５７ 国分 恭介佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 ４４２± ０１：１１．１� ３３５．７

７１３ ツリーズオブホープ 牡５栗 ５７ 小牧 太吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６４± ０ 〃 クビ １２７．６�
８１６ シンコープリンス 牡５青鹿５７ 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４６０－ ８１：１１．２クビ ４３．８�
７１４ イ チ オ カ 牡７黒鹿５７ 北村 友一三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５２４± ０ 〃 クビ １１５．２
６１１	 ゼットサンサン 牡６栗 ５７ 田中 健�フォーレスト 山内 研二 米 Sebastian

L. Varney ５３６－ ４１：１１．５１
 ２４２．５�
３６ マジックモーメント 牡７黒鹿５７ 石橋 守藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４５８－ ２１：１１．６� ５７６．８�
５１０ ベストバウト 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ５０４－ ２１：１１．８１� ３２．４�
１１ 	 セントエドワード 牡７栗 ５７ 藤懸 貴志大川 徹氏 小崎 憲 加 R. M. C.

Stable ５１８＋１０１：１２．０１� ３６０．６�

（１５頭）
５９ テイクエイム 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４４，４２４，５００円 複勝： １２２，３９６，３００円 枠連： ２８，０１８，３００円

馬連： １１０，３３０，１００円 馬単： ７７，３５７，８００円 ワイド： ４７，３１５，９００円

３連複： １５２，６０４，０００円 ３連単： ３１４，２８４，７００円 計： ８９６，７３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ５１０円 � １，３３０円 � ３７０円 枠 連（２－３） ２，３７０円

馬 連 �� １４，７６０円 馬 単 �� ３３，５７０円

ワ イ ド �� ２，９００円 �� １，０３０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� ２８，４７０円 ３ 連 単 ��� ２３２，８８０円

票 数

単勝票数 差引計 ４４４２４５（返還計 １１２） 的中 � ２８２６６（４番人気）
複勝票数 差引計１２２３９６３（返還計 ３３２） 的中 � ６４２９４（４番人気）� ２２１３８（９番人気）� ９５８２０（３番人気）
枠連票数 差引計 ２８０１８３（返還計 ９ ） 的中 （２－３） ８７５３（９番人気）
馬連票数 差引計１１０３３０１（返還計 １４７１） 的中 �� ５５１７（２８番人気）
馬単票数 差引計 ７７３５７８（返還計 １０６１） 的中 �� １７０１（５６番人気）
ワイド票数 差引計 ４７３１５９（返還計 ７２０） 的中 �� ３９４７（２９番人気）�� １１６３７（１０番人気）�� ５３３２（２３番人気）
３連複票数 差引計１５２６０４０（返還計 ５３２５） 的中 ��� ３９５７（６５番人気）
３連単票数 差引計３１４２８４７（返還計 １０６３２） 的中 ��� ９９６（４０８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．３―１１．６―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．３―４５．９―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サダムグランジュテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．８．２２ 札幌７着

２００８．１．１９生 牝４鹿 母 シーズライクリオ 母母 Leading Rhyme １８戦４勝 賞金 ５０，３７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔出走取消〕 テイクエイム号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 イチオカ号の調教師境直行は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

カリスマサンスカイ号の騎手藤岡康太は，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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ヴェアリアスムーン号・キングコーリンオー号・ダイヤモンドムーン号・ホクザンアロマ号・マウンテンファスト号・

メイショウゾンビ号・ヤマノサファイア号
（非抽選馬） ５頭 キュート号・クリスリリー号・スズカロジック号・ドクトルジバゴ号・ニジブルーム号
※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。



１５０５９ ６月１６日 小雨 重 （２４阪神３）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�

み な づ き

水無月ステークス
発走１５時３５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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

７８ エーシンヒットマン 牡４栗 ５７ 浜中 俊�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４８４± ０１：０９．８ １．７�

３３ シルクウェッジ 牡５青鹿５７ 福永 祐一有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ５．６�
８１０� オールブランニュー 牝６黒鹿５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７６＋ ２１：１０．１２ １２．０�
１１ エ ト ピ リ カ 牝５黒鹿５５ C．ウィリアムズ �協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４４± ０１：１０．４２ １０．１�

（豪）

４４ サ リ エ ル 牝５鹿 ５５ 酒井 学前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４８４－ ２１：１０．６１� ３２．３�
２２ ウインバンディエラ 牡６栗 ５７ 武 豊�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７０± ０１：１０．７	 １７．０�
６７ リ ュ ン ヌ 牝５鹿 ５５ 松山 弘平吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４８６＋ ４１：１０．８クビ ８．２	
６６ イセノスバル 牡６青 ５７ 芹沢 純一大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２８± ０１：１０．９
 ２６２．２

５５ ティファニーケイス 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 ４８０± ０１：１１．０	 ４５．４�
８１１ マコトリヴァーサル 牡３鹿 ５４ 高倉 稜尾田左知子氏 須貝 尚介 様似 出口 繁夫 ４９６－ ４１：１１．２１� ２２．６
７９ ブルースターキング 牡６黒鹿５７ 和田 竜二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７６＋ ６１：１２．１５ １２８．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５９，５５０，４００円 複勝： １０５，０２６，０００円 枠連： ３６，０９８，４００円

馬連： １８７，０９５，９００円 馬単： １３１，９８４，８００円 ワイド： ６９，２０４，８００円

３連複： ２５８，２７９，１００円 ３連単： ６３１，９７５，９００円 計： １，４７９，２１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（３－７） ４１０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３６０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ３，４３０円

票 数

単勝票数 計 ５９５５０４ 的中 � ２８７９５１（１番人気）
複勝票数 計１０５０２６０ 的中 � ４２８７６４（１番人気）� １５９９６４（２番人気）� ９１７３３（４番人気）
枠連票数 計 ３６０９８４ 的中 （３－７） ６５４２２（１番人気）
馬連票数 計１８７０９５９ 的中 �� ３１２７０４（１番人気）
馬単票数 計１３１９８４８ 的中 �� １６８７０８（１番人気）
ワイド票数 計 ６９２０４８ 的中 �� １０５４８３（１番人気）�� ４６２２３（４番人気）�� １７５８９（１２番人気）
３連複票数 計２５８２７９１ 的中 ��� １３６２０１（４番人気）
３連単票数 計６３１９７５９ 的中 ��� １３６２８１（５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．５―１１．８―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．２―４６．０―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンヒットマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー ２０１０．８．２１ 小倉４着

２００８．４．３生 牡４栗 母 エイシンヘーベ 母母 エイシンオープン １３戦５勝 賞金 ７９，９２７，０００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。

１５０６０ ６月１６日 小雨 不良 （２４阪神３）第５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

４８ クレヨンロケット 牡６栗 ５７ 浜中 俊 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５１０± ０１：５１．２ ４．２�

３５ スズカウラノス 牡３鹿 ５４ 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４４６± ０１：５１．３� １７．３�
２３ カピオラニパレス 牡４芦 ５７ 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム ５１４－ ２１：５１．５１� ２０．４�
６１１ ク ロ ー チ ェ 牡３栗 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２２－１４１：５１．７１� ２．５�
８１５ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４５０＋ ４１：５１．８� ６．９�
５９ オーバーヘッド 牡４栗 ５７ 和田 竜二水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４９６＋ ２ 〃 クビ １０．４�
２４ ペガサスフラッシュ 牡４栗 ５７ 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２０－ ６１：５２．３３ １５．８	
７１３ メイショウコンカー 牡３栗 ５４ 川田 将雅松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４２－ ４ 〃 アタマ １１．５

３６ � トウショウドライヴ 牡４鹿 ５７ 国分 恭介野島 春男氏 田島 良保 新ひだか 片岡 博 ４３８± ０ 〃 ハナ ２２２．４�
６１２� クリーンイメージ 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二石橋 和夫氏 武 宏平 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０１：５２．５１ １９９．９�
７１４ スズカブリザード 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ５１２－ ４１：５２．６� ３８．３
４７ ハクサンアース 牡３鹿 ５４ 酒井 学河� 五市氏 西園 正都 様似 スイートフアーム ４７０＋ ２１：５２．８� １７．０�
１２ ゴ ー ズ オ ン 	４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 ５１４－ ２ 〃 アタマ ２３８．９�
１１ マイネルレガーロ 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５２６－ ６１：５３．１２ ９７．３�
８１６ タガノエテルネル 	４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４９８＋１０１：５４．１６ １８７．２�

５１０ サンレイワイルド 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ５０２－ ４１：５４．３１� ３９０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，５６２，７００円 複勝： ６１，４６６，９００円 枠連： ２９，９８８，８００円

馬連： １１４，３２０，５００円 馬単： ６６，３７９，８００円 ワイド： ４９，４３１，６００円

３連複： １６１，８５４，２００円 ３連単： ２９７，４６１，７００円 計： ８１８，４６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ４９０円 � ４３０円 枠 連（３－４） ２，７８０円

馬 連 �� ３，６９０円 馬 単 �� ７，０８０円

ワ イ ド �� １，１００円 �� １，１７０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� １４，６２０円 ３ 連 単 ��� ６３，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３７５６２７ 的中 � ７０９９９（２番人気）
複勝票数 計 ６１４６６９ 的中 � １０７２２５（２番人気）� ２９３３１（１０番人気）� ３３７３１（６番人気）
枠連票数 計 ２９９８８８ 的中 （３－４） ７９８０（１４番人気）
馬連票数 計１１４３２０５ 的中 �� ２２９２３（１７番人気）
馬単票数 計 ６６３７９８ 的中 �� ６９２５（２７番人気）
ワイド票数 計 ４９４３１６ 的中 �� １１３１０（１４番人気）�� １０５９６（１６番人気）�� ４０６６（３８番人気）
３連複票数 計１６１８５４２ 的中 ��� ８１７５（５６番人気）
３連単票数 計２９７４６１７ 的中 ��� ３４６２（２２６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．９―１２．４―１２．５―１２．５―１２．５―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．３―３６．２―４８．６―１：０１．１―１：１３．６―１：２６．１―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレヨンロケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００９．３．１ 中山１着

２００６．３．２０生 牡６栗 母 マージナルグラマー 母母 Sakura Fabulous １１戦３勝 賞金 ３６，８７０，０００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） ３頭 アドマイヤサイモン号・エーシンフルパワー号・ナリタタイフーン号



（２４阪神３）第５日 ６月１６日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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

１７６，２６０，０００円
７，７３０，０００円
１，４４０，０００円
１５，５２０，０００円
５８，３８１，０００円
４，８５３，８００円
１，６３２，０００円

勝馬投票券売得金
３２３，７５４，３００円
６１９，１４７，５００円
２１９，８６５，８００円
８２７，３０４，３００円
５６１，６２１，３００円
３６９，６９５，７００円
１，１７２，４９６，６００円
２，２７８，６６５，１００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，３７２，５５０，６００円

総入場人員 １１，３５０名 （有料入場人員 １０，５３４名）


