
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

１５０６１ ６月１７日 曇 不良 （２４阪神３）第６日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ アムールレジェンド 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４１８± ０１：５２．８ １．４�
（豪）

６１２ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４４２＋ ２１：５３．１１� １０．０�
３５ ロンダドール 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ ３０．１�
１２ 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 ４８４－ ４１：５３．６３ ５．９�
２４ タニノユニヴァース 牝３青鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂谷水 雄三氏 日吉 正和 安平 ノーザンファーム ４３２－ ２１：５３．９２ １９６．０�
７１３ ギブアリーズン 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�ノースヒルズ 武田 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４± ０１：５４．０� ２８７．７	
１１ ストレートラブ 牝３青鹿５４ 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０± ０１：５４．１クビ １８．６

４８ エレガントカクテル 牝３鹿 ５４ 国分 恭介松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４３８－ ４１：５４．２� １３．６�
８１５ ワンダービジュー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４１２＋ ２１：５４．４１� １４８．９�
８１６ フィリスバイド 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 日高 厚賀古川牧場 ４５６＋ ４１：５４．７１� ８９．３
４７ アイミーマイン 牝３鹿 ５４ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４８＋ ４１：５５．４４ １３４．９�
５９ ア ラ イ シ ュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４５８＋ ６１：５５．６１� ８９．７�
２３ ラ ン プ ー ン 牝３鹿 ５４ 小牧 太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ５０６＋１０１：５５．８１� ６８．２�
５１０ イソノジャスト 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二磯野 俊雄氏 野村 彰彦 えりも 能登 浩 ３９６＋ ４１：５６．１２ ７７６．８�
６１１ ジョーリコチャン 牝３芦 ５４ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ

モファーム ４９４－１４１：５７．０５ ２１０．５�
７１４ フルミナーレ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 ４４２－ ４１：５７．２１� ３９４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４１９，６００円 複勝： ６０，８８２，８００円 枠連： １０，９１２，４００円

馬連： ３３，５６９，５００円 馬単： ３２，４２７，８００円 ワイド： １８，６８２，２００円

３連複： ５７，９４１，４００円 ３連単： １２０，４１４，０００円 計： ３５４，２４９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ４６０円 枠 連（３－６） ４５０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ５００円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� ４，９９０円

票 数

単勝票数 計 １９４１９６ 的中 � １１７４９４（１番人気）
複勝票数 計 ６０８８２８ 的中 � ４０８３３４（１番人気）� ３９１７１（３番人気）� １２４０４（７番人気）
枠連票数 計 １０９１２４ 的中 （３－６） １８１６２（２番人気）
馬連票数 計 ３３５６９５ 的中 �� ４８１６１（２番人気）
馬単票数 計 ３２４２７８ 的中 �� ３９２９３（２番人気）
ワイド票数 計 １８６８２２ 的中 �� ２１７４６（２番人気）�� ８８７０（５番人気）�� ３８２７（１２番人気）
３連複票数 計 ５７９４１４ 的中 ��� １８１２７（７番人気）
３連単票数 計１２０４１４０ 的中 ��� １７８１４（１１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１３．７―１３．２―１２．８―１２．４―１２．３―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３７．４―５０．６―１：０３．４―１：１５．８―１：２８．１―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アムールレジェンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．１１．１９ 京都８着

２００９．３．２４生 牝３黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ７戦１勝 賞金 １１，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ドナメジャー号
※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。

１５０６２ ６月１７日 曇 不良 （２４阪神３）第６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

２４ � シゲルカリン 牡３栗 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 藤沢 則雄 米 James M.
Herbener Jr. B４８２＋ ２１：１２．０ ２．６�

１１ 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± ０１：１２．１� ６．０�
３６ オーシャンスキー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４７０± ０１：１２．２クビ ６．１�
６１２ ヴォワドランジュ 牝３栗 ５４ 小坂 忠士田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ８１：１２．５２ ７２．５�
６１１ トウケイマネキネコ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介木村 信彦氏 鹿戸 明 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ８１：１２．７１ ５．３�
４７ エリモガスト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志山本 慎一氏 安達 昭夫 えりも エクセルマネジメント ４７８－ ２１：１２．８� ３０．２�
５９ コ ン ア ニ マ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜永田 和彦氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４５０＋ ６ 〃 ハナ ９１．６�

３５ ウォーターオアシス 牡３栗 ５６
５３ ▲森 一馬山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ２７．７	

４８ コウエイリョウマ 牡３黒鹿５６ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４９２＋ ８１：１２．９� １９．２

１２ � エアウィーバー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Cardinal

Farm LLC ５００ ―１：１３．１１� ８．５�
２３ メイショウモストロ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４６２＋ ２１：１３．４２ ８１．０
７１４ ニホンピロルッツ 牝３栗 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４７０ ― 〃 ハナ １６５．７�
７１３� エーシングリフォン 牝３黒鹿５４ 北村 友一�栄進堂 坂口 正則 米 Colts and Fillies

Investments,LLC ４７２± ０１：１３．６１	 １６．３�
８１５ シーサフィール 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６０－ ４１：１４．３４ １４３．０�
８１６ ド ラ ジ ェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂吉田 修氏 梅内 忍 様似 富田 恭司 ４０２＋１４１：１４．４クビ ３６９．５�
５１０ ケ セ ラ セ ラ 牝３芦 ５４ 芹沢 純一畑佐 博氏 牧田 和弥 新冠 細川農場 ４５２－１８１：１６．０１０ ２１８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６６０，３００円 複勝： ２８，７５７，２００円 枠連： １４，３０３，７００円

馬連： ４０，１９０，４００円 馬単： ２９，２２６，５００円 ワイド： ２０，７７１，３００円

３連複： ６０，２４１，９００円 ３連単： ９９，２４６，０００円 計： ３０８，３９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（１－２） ３２０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ３２０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ４，４６０円

票 数

単勝票数 計 １５６６０３ 的中 � ４７８７４（１番人気）
複勝票数 計 ２８７５７２ 的中 � ７１２８４（１番人気）� ３８１１９（４番人気）� ３９８４６（３番人気）
枠連票数 計 １４３０３７ 的中 （１－２） ３３０９６（１番人気）
馬連票数 計 ４０１９０４ 的中 �� ５０２０９（２番人気）
馬単票数 計 ２９２２６５ 的中 �� １７２４６（４番人気）
ワイド票数 計 ２０７７１３ 的中 �� ２５６８４（１番人気）�� １５９５２（３番人気）�� ６８２０（７番人気）
３連複票数 計 ６０２４１９ 的中 ��� ３４７１４（３番人気）
３連単票数 計 ９９２４６０ 的中 ��� １６４４５（５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．０―１２．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．３―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルカリン �
�
父 Friends Lake �

�
母父 Victory Gallop デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神７着

２００９．２．２６生 牡３栗 母 Carolina Blue 母母 Incredible Me ８戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エリザヴェータ号・サチノタカチホ号・テツムーン号・マスターズキング号・ミスズマジシャン号

第３回 阪神競馬 第６日



１５０６３ ６月１７日 曇 重 （２４阪神３）第６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 フォントルロイ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４１：５１．６ ４．４�

２４ キョウワドリーム 牡３芦 ５６ 国分 恭介�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４７８－ ２１：５２．３４ ３５．３�
３５ 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 ５６８－ ４１：５２．５１� ３．８�
５９ ハードチョンホ �３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４３０＋ ４１：５２．６� ３１．７�
２３ イクオリティ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８－ ４ 〃 ハナ １１．３	
８１６ ヤマニンカヴァリエ 牡３鹿 ５６ 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４８８－１０１：５２．７� ３．８

４７ 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± ０１：５３．０１� ２８３．１�
１２ メイショウシンペイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２± ０１：５３．２１ ２５．９�
５１０ リュウシンアクシス 牡３栗 ５６ 北村 友一桑畑 信氏 橋口弘次郎 浦河 ダイヤモンドファーム ４８０－ ６１：５４．２６ １３．９�
４８ メイショウバロン 牡３栗 ５６ 秋山真一郎松本 好氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 B４７２－ ４１：５４．４� ２７．５�
６１１ ポートポケット 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�槇本牧場 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４６０ ―１：５４．９３ ９０．２�
３６ オールキャスト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ４１：５５．１１� ３５．１�
７１４ ト シ ザ ダ イ 牡３芦 ５６ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４６４－１６１：５５．３１ １６３．６�
１１ ニホンピロプアラニ 牡３黒鹿５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 片岡牧場 ４８６＋ ６１：５５．５１� ６．３�
８１５ ジャックスワロー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ５００－ ２１：５５．７１ ５５８．５�

（１５頭）
６１２ デンタルボーイ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 ４７８± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，４２５，４００円 複勝： ３６，４５０，９００円 枠連： １４，０７０，０００円

馬連： ４２，４６５，９００円 馬単： ２７，６８２，０００円 ワイド： ２２，８２７，６００円

３連複： ６４，４３１，２００円 ３連単： ９５，７８２，１００円 計： ３２２，１３５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � ４１０円 � １４０円 枠 連（２－７） ２，６００円

馬 連 �� ９，２３０円 馬 単 �� １９，５５０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ３４０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ９，５９０円 ３ 連 単 ��� ６４，６２０円

票 数

単勝票数 差引計 １８４２５４（返還計 ５５３） 的中 � ３３０７７（３番人気）
複勝票数 差引計 ３６４５０９（返還計 ２２６８） 的中 � ６３０３２（２番人気）� １６３６９（９番人気）� ９２５８０（１番人気）
枠連票数 差引計 １４０７００（返還計 ６１） 的中 （２－７） ４００２（１１番人気）
馬連票数 差引計 ４２４６５９（返還計 ４７９４） 的中 �� ３３９８（３２番人気）
馬単票数 差引計 ２７６８２０（返還計 ３２０８） 的中 �� １０４５（６３番人気）
ワイド票数 差引計 ２２８２７６（返還計 ４９８０） 的中 �� ３７５３（１９番人気）�� １８８７９（２番人気）�� ４３９８（１７番人気）
３連複票数 差引計 ６４４３１２（返還計 １６３０９） 的中 ��� ４９６１（３４番人気）
３連単票数 差引計 ９５７８２１（返還計 ２５０２６） 的中 ��� １０９４（２０６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３６．４―４８．５―１：００．８―１：１３．６―１：２６．５―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
３
８（１，１６）－５（２，６）（４，１０，１５）１３（７，１４）（３，１１）－９
８－１６（１，５）（２，４，１３，６）（７，１０，１５）（３，１１，１４）９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フォントルロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．７．９ 函館９着

２００９．１．２３生 牡３鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト ８戦１勝 賞金 ７，１５０，０００円
〔競走除外〕 デンタルボーイ号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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） ４頭 オスカーバローズ号・トシツバサ号・ミキノサンドバギー号・ワンダージェニアル号

１５０６４ ６月１７日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４阪神３）第６日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０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４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

４４ ティアップブレイズ 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５２６± ０３：２７．６ ２．５�

６６ グランドチャペル 牡５黒鹿６０ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ８３：２７．７� ９．１�

１１ サンレイデューク 牡４鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５８－ ６３：２８．７６ １４．８�
７７ ニシノラブキング 牡６栗 ６０ 林 満明西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４８４＋１０３：２９．０２ ２０．９�
５５ セ イ エ イ 牡４栗 ６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５１６－１０３：２９．７４ ９．８�
３３ リバーキャッスル 牝７栗 ５８ 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４３８＋１０３：３２．３大差 ２７．７�
８９ ハ ツ カ リ 牡８青鹿６０ 田村 太雅江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８２－ ２３：３８．６大差 １０９．７	
８８ サトノケンオー �５栗 ６０ 白浜 雄造里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４± ０３：３８．７� ７．５

２２ ローレルレヴァータ �５鹿 ６０ 小坂 忠士 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４９０－ ６ （競走中止） ２．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： １３，４９２，９００円 複勝： １６，７７０，９００円 枠連： １０，３４１，０００円

馬連： ２７，６７３，４００円 馬単： ２６，２６０，９００円 ワイド： １３，５６５，２００円

３連複： ４３，２０８，２００円 ３連単： ９４，６２６，６００円 計： ２４５，９３９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ３１０円 枠 連（４－６） ５９０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ５３０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� ７，９９０円

票 数

単勝票数 計 １３４９２９ 的中 � ４２８０４（１番人気）
複勝票数 計 １６７７０９ 的中 � ４６５２５（１番人気）� １８８２５（３番人気）� １０８８０（６番人気）
枠連票数 計 １０３４１０ 的中 （４－６） １３１４４（２番人気）
馬連票数 計 ２７６７３４ 的中 �� ２３３４４（２番人気）
馬単票数 計 ２６２６０９ 的中 �� １４４５３（３番人気）
ワイド票数 計 １３５６５２ 的中 �� １１８１９（２番人気）�� ６２７３（７番人気）�� ２８３７（１５番人気）
３連複票数 計 ４３２０８２ 的中 ��� １２５０４（９番人気）
３連単票数 計 ９４６２６６ 的中 ��� ８７４５（２１番人気）

上り １マイル １：４５．４ ４F ５１．５－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

�
�
４－７，６，１，３－５＝９－８
４－６（７，３）－１＝５＝９－８

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップブレイズ 
�
父 リ ン カ ー ン 

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１０．９．１２ 中山４着

２００８．４．３生 牡４鹿 母 ドリームシンデレラ 母母 ドリームファミリー 障害：５戦２勝 賞金 ２７，４００，０００円
〔騎手変更〕 ニシノラブキング号の騎手中村将之は，第５日第４競走での落馬負傷のため林満明に変更。
〔競走中止〕 ローレルレヴァータ号は，３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。



１５０６５ ６月１７日 曇 稍重 （２４阪神３）第６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

８１２� エーシントップ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊�栄進堂 西園 正都 米
Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

５２０ ―１：２３．６ １．５�

４４ ダンツカナリー 牝２青鹿５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 ４４４ ―１：２４．０２� １４．０�
５５ クラウンビション 牝２栗 ５４ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 ４５４ ―１：２４．３２ ８４．２�
３３ マンドレイク 牡２黒鹿５４ 武 豊�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 ４７６ ― 〃 ハナ ８．３�
７９ マイネルヴォル 牡２芦 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 ４９２ ―１：２４．６２ ７．４�
２２ � ヴォルドニュイ 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三前田 幸治氏 角田 晃一 米 John C.

Oxley ４７６ ―１：２４．９１� １５．０	
１１ コウエイターボ 牝２黒鹿５４ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４６６ ―１：２５．０� ５６．５

８１１� レアヴェントゥーレ 牡２芦 ５４ 川田 将雅小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC ５３８ ―１：２５．４２� ８．４�
６８ シゲルワシザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 ４５４ ―１：２６．０３� １７５．９�
７１０ ブラックユニバンス 牡２黒鹿５４ 秋山真一郎亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４４ ―１：２６．４２� ６２．７
５６ フェブアクティヴ 	２栗 ５４ 野元 昭嘉釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 ４８６ ―１：２６．７１� ２２２．８�
６７ ウインホーリー 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�ウイン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４６６ ― 〃 クビ ９２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，４８２，９００円 複勝： ３５，０６８，２００円 枠連： １２，６９１，９００円

馬連： ４３，０２０，３００円 馬単： ４０，２０８，１００円 ワイド： ２１，４２８，７００円

３連複： ５８，５３４，９００円 ３連単： １２５，９７６，０００円 計： ３６３，４１１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ９２０円 枠 連（４－８） ６９０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，６７０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� １１，９００円 ３ 連 単 ��� ２６，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２６４８２９ 的中 � １４３３１４（１番人気）
複勝票数 計 ３５０６８２ 的中 � １４５９７４（１番人気）� ２５２２５（６番人気）� ５７４７（９番人気）
枠連票数 計 １２６９１９ 的中 （４－８） １３６３６（４番人気）
馬連票数 計 ４３０２０３ 的中 �� ３７１５１（４番人気）
馬単票数 計 ４０２０８１ 的中 �� ２６２５６（４番人気）
ワイド票数 計 ２１４２８７ 的中 �� １４５０９（４番人気）�� ３０２８（１８番人気）�� １２９０（３４番人気）
３連複票数 計 ５８５３４９ 的中 ��� ３６３３（３９番人気）
３連単票数 計１２５９７６０ 的中 ��� ３４７６（７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３５．３―４７．５―５９．３―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシントップ �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

２０１０．３．２８生 牡２黒鹿 母 Ecology 母母 Gdansk’s Honour １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１５０６６ ６月１７日 曇 稍重 （２４阪神３）第６日 第６競走 ��
��２，０００�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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

４８ ランフォージン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２± ０２：０１．９ ７．３�

７１４ ザ グ レ ー ス 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４０６－ ２２：０２．０� ４．８�

５１０ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４
５１ ▲中井 裕二大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１０－ ２２：０２．１� １９．１�
３５ チ ュ ウ キ チ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４３０＋ ２２：０２．６３ ４０．３�
８１５ クリビツテンギョ 牡３栗 ５６ 小牧 太�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４７８＋１２２：０２．７クビ ２１１．６�
３６ ダノンドリーム 牡３青鹿５６ C．ウィリアムズ �ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６± ０２：０２．９１� ２．９	

（豪）

１１ マンノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 武 豊萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６２－ ６２：０３．０� ４．９

２３ スマートアスター 牡３芦 ５６ 石橋 守大川 徹氏 千田 輝彦 むかわ ヤマイチ牧場 ５２６＋ ８２：０３．８５ ２４．４�
６１１ アンメテオール 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４７０－１０ 〃 ハナ ６．４�
７１３	 リトルリスキー 牝３鹿 ５４ 酒井 学�ダイリン 大久保龍志 英 Aston

House Stud ４２６＋ ２ 〃 ハナ ２２．１
２４ クロスビートクロス 牡３鹿 ５６ 国分 恭介佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ４３０－ ４ 〃 クビ ２５９．４�
６１２ キ ワ ミ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 ４４４＋ ４２：０４．２２� ３５０．２�
１２ デオヴォレンテ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 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 ５０８ ―２：０５．０５ ５４．２�
４７ 	 プロミシングユース 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners ４３６ ―２：０６．２７ ２３５．６�
５９ ゴーイングキング 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４５４－２０２：０７．６９ ５０８．６�
８１６ ラブラドライト 牡３鹿 ５６ 北村 友一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B５１６ ―２：０９．２１０ １０１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５５３，８００円 複勝： ３９，６６２，２００円 枠連： １３，１４４，８００円

馬連： ５０，０９０，２００円 馬単： ３２，４４２，２００円 ワイド： ２５，０６３，４００円

３連複： ７１，４１０，１００円 ３連単： １１４，００８，９００円 計： ３６７，３７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２５０円 � １９０円 � ４５０円 枠 連（４－７） １，３７０円

馬 連 �� １，９００円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� １，４３０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ８，１００円 ３ 連 単 ��� ４１，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２１５５３８ 的中 � ２３３５１（５番人気）
複勝票数 計 ３９６６２２ 的中 � ４３１８７（５番人気）� ６７７２１（２番人気）� １９４１７（７番人気）
枠連票数 計 １３１４４８ 的中 （４－７） ７０９５（７番人気）
馬連票数 計 ５００９０２ 的中 �� １９４７８（８番人気）
馬単票数 計 ３２４４２２ 的中 �� ５８７２（１８番人気）
ワイド票数 計 ２５０６３４ 的中 �� ８７３４（８番人気）�� ４２３５（１９番人気）�� ４５５９（１６番人気）
３連複票数 計 ７１４１０１ 的中 ��� ６５０９（３１番人気）
３連単票数 計１１４００８９ 的中 ��� ２０２０（１３０番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１２．３―１２．２―１２．３―１２．１―１２．２―１２．０―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．７―３６．０―４８．２―１：００．５―１：１２．６―１：２４．８―１：３６．８―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランフォージン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．９ 京都８着

２００９．１．２６生 牡３黒鹿 母 ライクリーティナ 母母 ヘ バ ６戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
〔発走状況〕 ゴーイングキング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ゴーイングキング号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブラドライト号は，平成２４年７月１７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 トウカイジョイフル号・ラムドレーヌ号
※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。



１５０６７ ６月１７日 曇 重 （２４阪神３）第６日 第７競走 ��１，４００�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

１：２１．５
１：２１．５

不良

不良

２４ アマノレインジャー 牡４栗 ５７
５６ ☆高倉 稜中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ５０２－ ６１：２３．４ ４．５�

４７ デザートオアシス 牡４鹿 ５７ C．ウィリアムズ H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１６－ ４ 〃 ハナ １．５�

（豪）

２３ スズカジョンブル 牡３鹿 ５４ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４４２± ０１：２３．９３ １３．８�
１２ ペガサスフォース 牡３栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋１２１：２４．３２� １３５．４�
５９ トウショウハマー 牡３栗 ５４ 酒井 学トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５７２＋ ４ 〃 ハナ ４１．１�
５１０ アドマイヤスキップ 牡４鹿 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０１：２４．４� ４１．４�
３５ ミヤジチョビ 牡３栗 ５４ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 B４５２＋ ２１：２４．５� ６１．５	
６１２ メイショウノーベル 牡３栗 ５４ 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 ４８６－ ２１：２４．６� ７．０

８１６ シゲルネーブル 牡３鹿 ５４ 秋山真一郎森中 蕃氏 服部 利之 浦河 今井 秀樹 ４８６± ０１：２４．７� ３７７．７�
４８ カシノチョッパー 牡３黒鹿５４ 北村 友一柏木 務氏 境 直行 鹿児島 柏木 務 ４６４－ ６１：２４．８クビ ２２０．３�
６１１ サカジロゴールド 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 宮内牧場 ５２６－ ４１：２５．０１ １３５．８
３６ � エルウェーオージャ 牡４青 ５７ 太宰 啓介雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４７６＋ ８ 〃 ハナ １９２．７�
７１４ ガッチリガッチリ 牡６黒鹿５７ 幸 英明小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ２０２．９�
８１５ エリモフラッシュ 牡３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二山本 慎一氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４４６－ ６１：２５．１クビ ２８．７�
７１３ デンコウリョウ 牡４芦 ５７ 国分 恭介田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 ４８４－ ４１：２５．５２� ８１．７�
１１ エアカーネリアン 牡４黒鹿５７ 川田 将雅 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 ４７６＋ ４１：２６．４５ １００．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，５９８，７００円 複勝： ７７，１２１，９００円 枠連： １９，５８５，２００円

馬連： ６０，３７７，７００円 馬単： ５１，８４５，３００円 ワイド： ３２，５４２，３００円

３連複： ９２，４７１，２００円 ３連単： １８１，８７７，０００円 計： ５４９，４１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ２００円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ４４０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� ４，２６０円

票 数

単勝票数 計 ３３５９８７ 的中 � ５９９８０（２番人気）
複勝票数 計 ７７１２１９ 的中 � １００７０１（２番人気）� ４６２３９６（１番人気）� ４１２９７（４番人気）
枠連票数 計 １９５８５２ 的中 （２－４） ７４４１０（１番人気）
馬連票数 計 ６０３７７７ 的中 �� １５７０５７（１番人気）
馬単票数 計 ５１８４５３ 的中 �� ４３７４３（３番人気）
ワイド票数 計 ３２５４２３ 的中 �� ５９９９２（１番人気）�� １５２２４（４番人気）�� ２６２３９（３番人気）
３連複票数 計 ９２４７１２ 的中 ��� ９３０４２（２番人気）
３連単票数 計１８１８７７０ 的中 ��� ３１５６８（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３３．７―４５．９―５８．４―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アマノレインジャー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１０．７．３１ 小倉２着

２００８．４．８生 牡４栗 母 アルフィーネ 母母 マルブツアルファ ２１戦３勝 賞金 ３７，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ヴィーガトウショウ号
※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。

１５０６８ ６月１７日 曇 重 （２４阪神３）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

５１０ カシュカシュ 牝３鹿 ５２
４９ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４４＋ ４１：５１．０ ４０．３�

４８ サイモンガーランド 牝３鹿 ５２ C．ウィリアムズ 澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４７４＋１２１：５１．１� ３．２�
（豪）

３６ 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± ０ 〃 アタマ ４．２�
６１２ アグネスダリム 牝３栗 ５２

４９ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２１：５１．４２ １７．１�
３５ メテオーリカ 牝３黒鹿５２ 北村 友一吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４４０＋１０１：５２．３５ １２．６�
４７ � 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 ４８２－ ２ 〃 クビ ２．９�
６１１ アドマイヤインディ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４６８－ ２１：５２．４クビ １２７．３	
５９ � ア ラ ン ロ ド 牝４栗 ５５ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４０＋ ２１：５２．６１� ２９０．５

２３ � メイショウオリビア 牝５青鹿５５ 武 豊松本 好�氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４６８＋ ８１：５２．９１� ６７．９�
１１ アンコールピース 牝３黒鹿５２ 川田 将雅吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：５３．１１� ３３．０
２４ マコトラピスラズリ 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ４４０－ ４１：５３．８４ １９．２�
１２ ユリオプスデイジー 牝３栗 ５２ 渡辺 薫彦飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２１：５４．２２� ８０．７�
８１５ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４５４＋１２ 〃 クビ ２６．３�
７１３ クラヴィコード 牝５栗 ５５ 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 ４５６＋ ２１：５４．４１ ６４．５�
８１６ シェイクラブハート 牝４栗 ５５ 国分 恭介飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ２１：５５．０３� ５４．４�
７１４ グランスカイ 牝５鹿 ５５ 幸 英明林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６８± ０１：５５．６３� １６８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４６４，１００円 複勝： ４９，９１５，７００円 枠連： ２２，４１５，３００円

馬連： ７４，９１７，３００円 馬単： ４５，８３７，３００円 ワイド： ３３，５１０，５００円

３連複： １０３，３２１，９００円 ３連単： １６９，９６８，２００円 計： ５２６，３５０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０３０円 複 勝 � ８３０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（４－５） ３，０２０円

馬 連 �� ７，６８０円 馬 単 �� ２３，５９０円

ワ イ ド �� ２，６１０円 �� ２，６６０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ７，３３０円 ３ 連 単 ��� ９５，９００円

票 数

単勝票数 計 ２６４６４１ 的中 � ５１８２（９番人気）
複勝票数 計 ４９９１５７ 的中 � １１２９０（１０番人気）� ９４０７４（２番人気）� ８３２９８（３番人気）
枠連票数 計 ２２４１５３ 的中 （４－５） ５４９２（１１番人気）
馬連票数 計 ７４９１７３ 的中 �� ７２００（２０番人気）
馬単票数 計 ４５８３７３ 的中 �� １４３４（５９番人気）
ワイド票数 計 ３３５１０５ 的中 �� ２９３１（２４番人気）�� ２８７５（２６番人気）�� ２８０７４（３番人気）
３連複票数 計１０３３２１９ 的中 ��� １０４１３（２０番人気）
３連単票数 計１６９９６８２ 的中 ��� １３０８（２４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．７―１２．３―１２．５―１２．６―１２．５―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３６．１―４８．４―１：００．９―１：１３．５―１：２６．０―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

カシュカシュ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Halo デビュー ２０１２．３．２４ 中京９着

２００９．２．１９生 牝３鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets ４戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔発走状況〕 グランスカイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シルクシンフォニー号・ラヴフェアリー号
※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。



１５０６９ ６月１７日 曇 良 （２４阪神３）第６日 第９競走 ��
��１，４００�

ま い こ

舞 子 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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３６ ウエストエンド 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７２＋ ６１：２１．８ ２．８�

２４ カノヤミノリ 牡３芦 ５４ 佐藤 哲三神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６６＋ ４１：２１．９� １３．０�
４７ ゴーゲッター 牡５鹿 ５７ 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５３８＋１０１：２２．２１� １２．８�
７１４ マイネボヌール 牝３青鹿５２ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４０－ ６ 〃 アタマ ８．４�
１１ アドマイヤコリン 牡４青鹿５７ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２ 〃 ハナ ４．９�
３５ 	 アンビホールドゥン 牝３芦 ５２ 藤岡 康太�大樹ファーム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Samuel

H. Rogers Jr. ４５４± ０１：２２．４１
 ９．１	
６１２ パワフルキリシマ 牡４鹿 ５７ 幸 英明西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４２－ ２１：２２．５� ５．４

８１８ ナオミノユメ 牝３鹿 ５２ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４２６＋１０１：２２．６� ４７．５�
５１０ カネトシカトリーヌ 牝３鹿 ５２ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 荒川 義之 新ひだか 田上 稔 ４４２－ ６ 〃 クビ ８５．７�
１２ アドマイヤクーガー 牡４栗 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ４１：２２．８１
 ６６．６
７１５� ケンブリッジヒーロ 牡４栗 ５７ 中井 裕二中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 ４５６± ０１：２２．９クビ ３２７．８�
５９ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５４ 秋山真一郎猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ３７．３�
８１７ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５２ 藤懸 貴志澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５２－ ４１：２３．０クビ ２５８．７�
２３ 	 ミラノムーン 牡５鹿 ５７ 石橋 守山口 義道氏 松永 幹夫 独 Frau U. Tim-

mermann ４６６± ０１：２３．２１� ２９８．２�
４８ ドリームボンバー 牡４鹿 ５７ 国分 恭介セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 ４７２± ０１：２３．４１ １５０．５�
６１１ ケープジャスミン 牝３芦 ５２ 高倉 稜�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ２１：２４．３５ ３７．０�
８１６ レイズオブザサン 牡３黒鹿５４ 酒井 学吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４３４± ０１：２４．７２� １８０．２�
７１３� グレイトエンペラー �４鹿 ５７ 田村 太雅小川 勲氏 作田 誠二 日高 高橋牧場 ４４２＋ １１：２５．４４ １６２．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，４８８，４００円 複勝： ５４，３４２，９００円 枠連： ２５，９１３，０００円

馬連： ９６，１９９，５００円 馬単： ５３，９３０，７００円 ワイド： ３９，０８４，１００円

３連複： １２６，６９１，２００円 ３連単： ２２２，８５９，７００円 計： ６４７，５０９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � ３２０円 枠 連（２－３） １，４６０円

馬 連 �� １，８００円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ７００円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� ６，０９０円 ３ 連 単 ��� ２８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２８４８８４ 的中 � ８０６９３（１番人気）
複勝票数 計 ５４３４２９ 的中 � １２５８５３（１番人気）� ４７０１５（５番人気）� ３８１７８（７番人気）
枠連票数 計 ２５９１３０ 的中 （２－３） １３１３３（７番人気）
馬連票数 計 ９６１９９５ 的中 �� ３９６１４（６番人気）
馬単票数 計 ５３９３０７ 的中 �� １３３６７（９番人気）
ワイド票数 計 ３９０８４１ 的中 �� １４０７１（７番人気）�� １４１１５（６番人気）�� ５１１８（２２番人気）
３連複票数 計１２６６９１２ 的中 ��� １５３６９（２０番人気）
３連単票数 計２２２８５９７ 的中 ��� ５７５９（８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．３―４５．７―５７．２―１：０９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．１
３ ６（７，１６）１８，５，１５，４，１４（２，１１，１２）３，１０，１（８，１３）９，１７ ４ ６，７－５，１８（４，１６）１５（２，１４）１２，３（１１，１０）１，８，９（１７，１３）

勝馬の
紹 介

ウエストエンド �
�
父 Pivotal �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２０１０．９．１２ 阪神９着

２００８．４．２０生 牡４鹿 母 ステージスクール 母母 Danseur Fabuleux １９戦３勝 賞金 ３６，１０７，０００円
〔騎手変更〕 グレイトエンペラー号の騎手小坂忠士は，第４競走での落馬負傷のため田村太雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ビットスターダム号・ミヤジシェンロン号

１５０７０ ６月１７日 曇 良 （２４阪神３）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

し ょ う ど し ま

小 豆 島 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．６．１８以降２４．６．１０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．３

良

良

７８ � サンレイレーザー 牡３鹿 ５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ５１０－ ４１：３４．８ ２．８�

４４ リフトザウイングス 牡４青鹿５７ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：３５．２２� ５．５�
５５ ハーキュリーズ 牡４鹿 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：３５．３� ６．２�
２２ テーオーケンジャ 牡５栗 ５４ 藤岡 康太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５０６－ ４１：３５．５１	 １５．８�
８１１ ナリタスレンダー 
７鹿 ５６ 北村 友一�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４９２－ ２１：３５．６� １３．６�
７９ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５６ 高倉 稜森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１０＋ ４１：３５．９１� １４．８	
６６ パープルタイヨー 牡６鹿 ５５ 太宰 啓介中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４０－ ８１：３６．０クビ ９４．４

１１ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５０ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５２－ ４１：３６．１� １３８．７�
３３ � ノブクィーン 牝５黒鹿５１ 中井 裕二前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ４９．６�
８１０ セイルラージ 牡５鹿 ５６ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ４ 〃 クビ ３．７
（豪）

６７ ネオファンタジア 牡５鹿 ５６ 幸 英明 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ６１：３６．５２� ２３．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，３６３，１００円 複勝： ６２，６３５，８００円 枠連： ２６，２７２，３００円

馬連： １２５，４５１，４００円 馬単： ７１，１９６，９００円 ワイド： ４２，３４２，８００円

３連複： １４５，４６７，０００円 ３連単： ２９５，９１４，３００円 計： ８０７，６４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １９０円 枠 連（４－７） ８１０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４６０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� ８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３８３６３１ 的中 � １１００３９（１番人気）
複勝票数 計 ６２６３５８ 的中 � １５５６３３（１番人気）� ７３５６３（４番人気）� ８０７４５（３番人気）
枠連票数 計 ２６２７２３ 的中 （４－７） ２３９５６（３番人気）
馬連票数 計１２５４５１４ 的中 �� １０６３３７（２番人気）
馬単票数 計 ７１１９６９ 的中 �� ３２８２４（３番人気）
ワイド票数 計 ４２３４２８ 的中 �� ２６１６２（２番人気）�� ２３２０８（４番人気）�� １４９４１（１０番人気）
３連複票数 計１４５４６７０ 的中 ��� ５１８０３（５番人気）
３連単票数 計２９５９１４３ 的中 ��� ２５２１３（１６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１１．６―１２．２―１２．３―１１．８―１０．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．５―３６．１―４８．３―１：００．６―１：１２．４―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンレイレーザー �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 Cozzene （３戦０勝 賞金 ５，９００，０００円）

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース ４戦２勝 賞金 ２４，１８７，０００円
地方デビュー ２０１１．５．４ 門別

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



１５０７１ ６月１７日 曇 良 （２４阪神３）第６日 第１１競走 ��
��２，０００�第１７回マーメイドステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
牝，３歳以上，２３．６．１８以降２４．６．１０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 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

３３ グルヴェイグ 牝４黒鹿５３ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：５９．９ ２．３�
（豪）

４６ クリスマスキャロル 牝５栗 ５０ 藤懸 貴志 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４４± ０２：００．２２ １４．９�
５７ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５０ 酒井 学 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ２ 〃 クビ ２８．５�
８１３ シースナイプ 牝５鹿 ５４ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５０± ０２：００．３� ９．２�
８１４ ア カ ン サ ス 牝４青 ５４ 幸 英明魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３６± ０２：００．６２ １０．０�
６１０ ベストクルーズ 牝５芦 ５２ 北村 友一飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３６＋ ２２：００．９２ ５０．０�
６９ エリンコート 牝４黒鹿５６ 浜中 俊吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２２：０１．２１� １９．７	
３４ アグネスワルツ 牝５栗 ５５ 国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４２：０１．５１� ９．８

７１１ マイネエポナ 牝３鹿 ４９ 難波 剛健 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４３６＋ ２ 〃 クビ ３４．２�
７１２ タイキエイワン 牝５黒鹿５０ 中井 裕二�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５６－ ２２：０１．８１� ３７．３
４５ アニメイトバイオ 牝５栗 ５５．５ 和田 竜二バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４ 〃 クビ １４．３�
５８ スペシャルピース 牝４栗 ４８ 田中 健�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４６４－ ４２：０２．０１ １３５．２�
１１ レジェンドブルー 牝６鹿 ５３ 高倉 稜平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４７６＋ ８２：０２．３２ ２３．８�
２２ スマートシルエット 牝５鹿 ５３ 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２－ ２２：０２．４クビ ６．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４３，５１４，５００円 複勝： ２０１，３５１，５００円 枠連： １３２，９５９，５００円

馬連： ６１３，８４７，５００円 馬単： ３２７，４９０，３００円 ワイド： ２１０，９９０，５００円

３連複： １，０２８，６０２，７００円 ３連単： １，８６１，３１０，２００円 計： ４，５２０，０６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ３３０円 � ５００円 枠 連（３－４） ８００円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� １，３２０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� １２，９３０円 ３ 連 単 ��� ４５，３５０円

票 数

単勝票数 計１４３５１４５ 的中 � ５１３４５３（１番人気）
複勝票数 計２０１３５１５ 的中 � ５３９５６９（１番人気）� １３５０３５（７番人気）� ８１６０７（９番人気）
枠連票数 計１３２９５９５ 的中 （３－４） １２３１８３（３番人気）
馬連票数 計６１３８４７５ 的中 �� ２６３４４６（５番人気）
馬単票数 計３２７４９０３ 的中 �� １０４２９８（６番人気）
ワイド票数 計２１０９９０５ 的中 �� ７６０９１（４番人気）�� ３９２４６（１２番人気）�� ２１３５７（３５番人気）
３連複票数 計１０２８６０２７ 的中 ��� ５８７２２（４５番人気）
３連単票数 計１８６１３１０２ 的中 ��� ３０２９３（１２５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．３―１２．２―１２．０―１２．０―１１．７―１２．０―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．２―３５．５―４７．７―５９．７―１：１１．７―１：２３．４―１：３５．４―１：４７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グルヴェイグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神１着

２００８．５．１１生 牝４黒鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール １１戦５勝 賞金 ９８，１５６，０００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。

１５０７２ ６月１７日 曇 重 （２４阪神３）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１５ パープルセンリョ 牡４鹿 ５７ 北村 友一中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５１８－ ２１：１０．５ ４．９�

５１０ ホクトキングダム 牡４青鹿５７ 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B４８８± ０ 〃 クビ ４．６�
６１１ ゼロワンシンジロー 牡３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜国田 正忠氏 牧田 和弥 新冠 長浜牧場 ４５６－１２１：１１．１３� ５４．５�
７１４ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４５６＋ ２１：１１．３１� １２．１�
２３ 	 サウンドガガ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲藤懸 貴志増田 雄一氏 佐藤 正雄 米
Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

４６４＋ ８ 〃 クビ ５１．１�
７１３ マストバイアイテム 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ７．２�
８１６ メイショウユメゴゼ 牝３栃栗５２ 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４５２－ ４１：１１．６１
 ２．８	
３５ リバーサルブロー 牡６鹿 ５７ 幸 英明深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 高橋 修 ４６８－ ４ 〃 クビ ２１３．０

６１２ ジャーグラット 牡４栗 ５７ 武 幸四郎本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２２－ ６１：１１．８１� ４５．２�
４７ オ リ ー ブ 牝３鹿 ５２ 鮫島 良太下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４４＋ ４ 〃 ハナ １７０．４�
５９ シ ゲ ル ユ ズ 牡３鹿 ５４ 和田 竜二森中 蕃氏 柴田 光陽 新ひだか 友田牧場 ４７２－ ２１：１２．１１
 ２５．４
１１ ヘイハチスカイ 牡３鹿 ５４ 鈴来 直人伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 ４５４＋ ２１：１２．３１� ６７．０�
３６ 	 オペラモーヴ 牝４黒鹿５５ 川田 将雅�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４７８＋ ２１：１２．４
 １４．６�
２４ � アイファーマーチス 牡５黒鹿５７ 国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５４４＋ ４１：１２．５クビ ２６４．７�
４８ アンバルブライベン 牝３鹿 ５２ 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４５８－ ４１：１２．６� ３４．６�
１２ 	 バージニアキャット 牝４栗 ５５ 浜中 俊�須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms

Joint Venture ４８０＋ ２１：１２．７� ４２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，７０７，７００円 複勝： ７８，７２１，２００円 枠連： ４７，１６３，７００円

馬連： １４８，３６７，３００円 馬単： ８４，７９７，１００円 ワイド： ６２，１８２，９００円

３連複： ２１０，９５３，６００円 ３連単： ３９３，２７４，５００円 計： １，０７５，１６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � ６４０円 枠 連（５－８） ４６０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ２，４９０円 �� ２，５７０円

３ 連 複 ��� １２，４２０円 ３ 連 単 ��� ５１，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４９７０７７ 的中 � ８１４１８（３番人気）
複勝票数 計 ７８７２１２ 的中 � １２５３５６（３番人気）� １２９７４８（２番人気）� ２４７２８（９番人気）
枠連票数 計 ４７１６３７ 的中 （５－８） ７７１７６（２番人気）
馬連票数 計１４８３６７３ 的中 �� ９９４９１（３番人気）
馬単票数 計 ８４７９７１ 的中 �� ２７１９２（５番人気）
ワイド票数 計 ６２１８２９ 的中 �� ４２００２（２番人気）�� ５８０３（２８番人気）�� ５６１４（２９番人気）
３連複票数 計２１０９５３６ 的中 ��� １２５３５（３９番人気）
３連単票数 計３９３２７４５ 的中 ��� ５５９０（１４０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１１．８―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．１―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パープルセンリョ �
�
父 インターハイクラス �

�
母父 Royal Academy デビュー ２０１１．５．１５ 新潟２着

２００８．４．２０生 牡４鹿 母 ポットアカデミー 母母 ベ ー シ イ ド １２戦３勝 賞金 ３０，２００，０００円
※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 ゴールドフレンド号・ニシノブイシェープ号
（非抽選馬） ２頭 ウォーターメジャー号・キングヒーロー号

４レース目



（２４阪神３）第６日 ６月１７日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

２２４，０３０，０００円
４，８９０，０００円
１，７２０，０００円
１９，０９０，０００円
６０，０７３，０００円
５，２２１，８００円
１，６８０，０００円

勝馬投票券売得金
４３５，１７１，４００円
７４１，６８１，２００円
３４９，７７２，８００円
１，３５６，１７０，４００円
８２３，３４５，１００円
５４２，９９１，５００円
２，０６３，２７５，３００円
３，７７５，２５７，５００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 １０，０８７，６６５，２００円

総入場人員 １８，４２３名 （有料入場人員 １７，１９４名）


