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１５０７３ ６月２３日 晴 稍重 （２４阪神３）第７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

１１ シンコームーン 牝３栗 ５４ 国分 恭介豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４８＋ ４１：５４．９ ７．５�

８１６ フェアリーダンス 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：５５．１１� ７．４�
（豪）

４８ プリティホワイト 牝３芦 ５４ 武 豊長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 越湖牧場 ４５４＋ ２１：５５．４２ ２．０�
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 ４８０＋ ２１：５６．０３� ８．９�
３５ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４７８＋ ２１：５６．５３ ９．４�
６１１ シゲルマスカット 牝３鹿 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 B４７６＋ ２１：５６．６クビ １３９．５�
５９ 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 ５０８＋ ８ 〃 ハナ １６．３�
４７ ベ ラ ル ー ナ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４２２－ ２１：５７．２３� ６０．８	
２４ メイショウキヨヒメ 牝３黒鹿５４ 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 村下 明博 ４４６＋ ２１：５７．３� ９４．５

７１４ チュウワビーナス 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志中西 忍氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 クビ ９．８�
３６ 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 ４５０－ ２１：５８．０４ ３５１．０�
６１２ クィーンジラソーレ 牝３栗 ５４ 尾島 徹中山 速水氏 武 宏平 浦河 細道牧場 ４４６＋ ２１：５８．３１� ７６．１

（笠松）

１２ シゲルヤマモモ 牝３青鹿５４ 鮫島 良太森中 蕃氏 武田 博 新ひだか 沖田 繁 ４７２＋ ２１：５９．２５ ３６５．７�
８１５ アグネスレイシツ 牝３芦 ５４

５１ ▲中井 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 本巣牧場 ４６２＋ ６１：５９．７３ １８５．３�
７１３ ハマノスカーレット 牝３栗 ５４ 酒井 学浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４８０＋１２１：５９．９１ ３８１．７�
５１０ ヴァルカモニカ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４９２ ―２：１４．４大差 ２４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３８５，６００円 複勝： ２６，３７１，９００円 枠連： ８，２９９，９００円

馬連： ３４，０４９，７００円 馬単： ２４，３４１，５００円 ワイド： １７，２９８，３００円

３連複： ５４，９８７，７００円 ３連単： ８４，６０３，２００円 計： ２６４，３３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２４０円 � ２３０円 � １２０円 枠 連（１－８） ２，７４０円

馬 連 �� ３，４００円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ３９０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� ２４，４６０円

票 数

単勝票数 計 １４３８５６ 的中 � １５１４９（３番人気）
複勝票数 計 ２６３７１９ 的中 � ２２１７６（６番人気）� ２３２０７（４番人気）� ９３５７３（１番人気）
枠連票数 計 ８２９９９ 的中 （１－８） ２２４０（９番人気）
馬連票数 計 ３４０４９７ 的中 �� ７３９１（１３番人気）
馬単票数 計 ２４３４１５ 的中 �� ２６９１（２３番人気）
ワイド票数 計 １７２９８３ 的中 �� ３３７８（１６番人気）�� １１８０５（３番人気）�� ９３８９（５番人気）
３連複票数 計 ５４９８７７ 的中 ��� １７７７７（７番人気）
３連単票数 計 ８４６０３２ 的中 ��� ２５５３（７２番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１３．８―１３．４―１３．１―１２．８―１２．６―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３７．４―５０．８―１：０３．９―１：１６．７―１：２９．３―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３
９（１，１６）１４（５，１５）２（８，１０）３（７，１３）（４，１１）６，１２
９，１６（１，１２）（１４，８）５，３（２，１５）（４，７）（６，１１，１３，１０）

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

勝馬の
紹 介

シンコームーン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１２．３．３ 阪神３着

２００９．３．４生 牝３栗 母 シンコールビー 母母 ダズリンデセプション ５戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔その他〕 ヴァルカモニカ号は，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。
※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 テーオーフェアリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１５０７４ ６月２３日 晴 稍重 （２４阪神３）第７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）

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

３５ ゴ リ ラ 牡３栗 ５６ 福永 祐一小田切 光氏 須貝 尚介 日高 山本 通則 ４８２＋ ２１：２４．８ ２．４�

６１２ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４９０＋ ２１：２５．９７ ５．０�
７１３ 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 ４５６－ ４１：２６．３２� ９．５�
５９ 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 ４７０＋ ２１：２６．４クビ ６９．０�
６１１ 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± ０ 〃 クビ ２．８�
４７ ランドシャーク 牡３鹿 ５６ 浜中 俊千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 ５１４＋２２１：２６．５クビ ５３．８�
２４ アドマイヤキララ 牡３黒鹿５６ 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ５１８＋１２ 〃 クビ ２９．０	
３６ オースミホイップ 牡３鹿 ５６ 酒井 学�オースミ 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム ４５４－ ８１：２７．０３ ２３１．３

２３ オパールキッド 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか 静内白井牧場 ４４２± ０１：２７．１クビ ２８０．５�

（愛知）

５１０ タマモコンサート 牡３鹿 ５６ 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新冠 小泉牧場 ５０６± ０ 〃 アタマ ２０．９�
８１６ マンデルクライエ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４１：２７．４１� ３５４．５
４８ ベストオブベスト 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ５８２ ―１：２７．７１� ２１６．６�
１２ キクカバウンダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ５０８－ ８１：２８．２３ ４９．２�
１１ ベルモントマリア 牝３黒鹿５４ 北村 友一 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４７６＋ ７１：２８．６２� １２５．９�
７１４ アクアブルーウェイ 牡３栗 ５６ 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４９０ ―１：３０．６大差 ９５．７�
８１５ グランブルー 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８＋１６１：３１．４５ １８５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０８０，４００円 複勝： ３６，２６５，９００円 枠連： １２，１９９，４００円

馬連： ３９，３１３，３００円 馬単： ２９，９０４，３００円 ワイド： ２０，３２６，７００円

３連複： ６４，３００，３００円 ３連単： １０６，５７１，５００円 計： ３２６，９６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（３－６） ２４０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ４７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ５，５２０円

票 数

単勝票数 計 １８０８０４ 的中 � ５９７６３（１番人気）
複勝票数 計 ３６２６５９ 的中 � ７６９８５（２番人気）� ６１４０６（３番人気）� ３７２３７（４番人気）
枠連票数 計 １２１９９４ 的中 （３－６） ３８９４１（１番人気）
馬連票数 計 ３９３１３３ 的中 �� ３９４４４（３番人気）
馬単票数 計 ２９９０４３ 的中 �� １７８０１（４番人気）
ワイド票数 計 ２０３２６７ 的中 �� １９１７６（３番人気）�� １０２７５（５番人気）�� ８５００（７番人気）
３連複票数 計 ６４３００３ 的中 ��� ３２３９８（４番人気）
３連単票数 計１０６５７１５ 的中 ��� １４２５４（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．０―１２．４―１２．４―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．３―４７．７―１：００．１―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴ リ ラ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１２．４．１４ 阪神５着

２００９．５．２１生 牡３栗 母 メ ガ ク ラ ム 母母 アララットサン ３戦１勝 賞金 ６，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクアブルーウェイ号・グランブルー号は，平成２４年７月２３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミスズマジシャン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 阪神競馬 第７日



１５０７５ ６月２３日 晴 稍重 （２４阪神３）第７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

７１４ トウショウヘイロー 牡３鹿 ５６ 小牧 太トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０２＋ ６１：５３．５ １．４�

１２ ブードゥーロア 牡３芦 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B５２６± ０１：５３．６� １６．７�
８１６ ト シ ツ バ サ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介上村 叶氏 藤沢 則雄 鹿児島 伊東 政清 ４４６－ ６１：５５．４大差 ２５９．５�
２４ ハートビートボーイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ６７．４�
８１５ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５０４± ０１：５５．５クビ １２５．４�
５１０ 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 ４９０＋ ４ 〃 クビ ８．２	
５９ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５８＋ ２１：５５．７１� ５５．３

６１１ アマノスペリオール 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜中村 孝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 稲葉牧場 ４７４－ ８ 〃 アタマ １４４．４�
１１ リーノレオン 牡３栗 ５６ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７６＋ ４１：５５．８� ６．７�
２３ シルクベルジュール �３鹿 ５６ 浜中 俊有限会社シルク飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム ４５８± ０１：５６．８６ １５．４
３６ タフディシジョン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 村山 明 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６ ―１：５６．９クビ ６８．１�

４８ 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± ０１：５７．６４ ５２０．６�
３５ リュウスマイル 牡３鹿 ５６ 丸野 勝虎三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム ４９４＋１０１：５７．９１� ３９１．３�

（愛知）

６１２ ツルオカハチマン 牡３鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ５１８ ―１：５９．０７ ２７．７�

７１３ オールゴーウェル 牡３鹿 ５６ 酒井 学吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４１８＋ ２２：００．３８ ３０８．５�
４７ サクラハイグレード �３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４４０－１４２：０５．２大差 ３３４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９９６，４００円 複勝： ５３，９７６，３００円 枠連： １２，４３１，５００円

馬連： ３４，３９０，５００円 馬単： ３３，５１７，１００円 ワイド： ２０，３６２，７００円

３連複： ５３，４６６，６００円 ３連単： １１２，６５８，９００円 計： ３４２，８００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � １，７１０円 枠 連（１－７） ３００円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２，８５０円 �� ３０，２９０円

３ 連 複 ��� ４１，２８０円 ３ 連 単 ��� ８６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２１９９６４ 的中 � １３１１５８（１番人気）
複勝票数 計 ５３９７６３ 的中 � ３５３０６８（１番人気）� １９１８０（４番人気）� ３０３６（１１番人気）
枠連票数 計 １２４３１５ 的中 （１－７） ３１０４８（１番人気）
馬連票数 計 ３４３９０５ 的中 �� ２８０５６（４番人気）
馬単票数 計 ３３５１７１ 的中 �� ２０１９０（４番人気）
ワイド票数 計 ２０３６２７ 的中 �� １１４５３（４番人気）�� １６９２（２４番人気）�� １５５（７８番人気）
３連複票数 計 ５３４６６６ 的中 ��� ９５６（７７番人気）
３連単票数 計１１２６５８９ 的中 ��� ９６１（１８６番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１２．８―１２．６―１３．２―１３．０―１２．９―１２．６―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―４９．０―１：０２．２―１：１５．２―１：２８．１―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー ２０１１．１１．６ 京都１３着

２００９．４．２生 牡３鹿 母 アンジュトウショウ 母母 ヌエボトウショウ ５戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツルオカハチマン号・オールゴーウェル号は，平成２４年７月２３日まで平地競走に出走できな

い。
サクラハイグレード号は，平成２４年８月２３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） ４頭 ドリームプログラム号・パイクーヤ号・ミキノサンドバギー号・ワイルドガンズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１５０７６ ６月２３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２４阪神３）第７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

５７ � ユウージラソーレ 牡４鹿 ６０ 植野 貴也中山 速水氏 武 宏平 浦河 高野牧場 ４６８＋ ８３：２０．７ ７．３�

２２ � モエレジンダイコ 牡７栗 ６０
５７ ▲高嶋 活士坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４７８－ ４３：２１．２３ １１．５�

４５ � 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 ４５０－ ２ 〃 クビ ４．８�
１１ � コブラボール 牡８青鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４７４－ ４３：２２．０５ １０．１�
３３ スズカマジェスタ 牡４青鹿６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７８＋ ６３：２２．３１� ２．３�
７１１ ミスターロックマン 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３０－ ６３：２４．３大差 ５８．９�
７１２� クリノビッグスカイ 牝５黒鹿５８ 草野 太郎栗本 守氏 星野 忍 浦河 宮内牧場 ４６４－１４３：２４．７２� １１１．５�
６９ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５８ 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B４４４＋ ２３：２５．４４ １０９．５	
８１４ テイエムセイリュウ 牡３青鹿５８ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 ４９２＋１４３：２６．９９ １５０．４

４６ マイプリティワン 牡８鹿 ６０ 今村 康成松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４９０－ ２３：２７．２１� ７８．２�
８１３ シゲルハッサク 牡３芦 ５８ 田村 太雅森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 ４７０－ ４３：３０．３大差 １８６．５�
３４ テイエムカイウン 牡３鹿 ５８

５６ ▲森 一馬竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 柏木 一則 ５０４± ０３：３１．１５ ２０６．７
６１０ オンワードアマンド 牝３鹿 ５６ 小坂 忠士樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４５４＋１０３：４５．８大差 ２００．８�
５８ 	 エイシンフルハート 牡５栗 ６０ 白浜 雄造平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５１６± ０ （競走中止） ４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，３２１，０００円 複勝： １８，８５９，０００円 枠連： １０，８３０，６００円

馬連： ２６，４７０，０００円 馬単： ２４，０９１，７００円 ワイド： １３，２４４，１００円

３連複： ４５，５５６，１００円 ３連単： ８２，４５８，７００円 計： ２３４，８３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２２０円 � ３３０円 � １８０円 枠 連（２－５） １，９６０円

馬 連 �� ４，２４０円 馬 単 �� ７，３６０円

ワ イ ド �� １，２００円 �� ６５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ４，７５０円 ３ 連 単 ��� ３８，０６０円

票 数

単勝票数 計 １３３２１０ 的中 � １４４２２（４番人気）
複勝票数 計 １８８５９０ 的中 � ２２８１４（４番人気）� １３０８２（６番人気）� ３２０６９（２番人気）
枠連票数 計 １０８３０６ 的中 （２－５） ４０７９（７番人気）
馬連票数 計 ２６４７００ 的中 �� ４６１５（１６番人気）
馬単票数 計 ２４０９１７ 的中 �� ２４１９（２９番人気）
ワイド票数 計 １３２４４１ 的中 �� ２６４４（１６番人気）�� ５１５９（８番人気）�� ４５８９（１０番人気）
３連複票数 計 ４５５５６１ 的中 ��� ７０８５（１６番人気）
３連単票数 計 ８２４５８７ 的中 ��� １５９９（１１４番人気）

上り １マイル １：４５．２ ４F ５０．８－３F ３８．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
７，２（１２，３，５）－（１，９）６，１４－１１，１３＝４＝１０
７，５，２（１，３）１２＝（９，１１）（６，１４）＝１３－４＝１０

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�ユウージラソーレ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Woodman

２００８．３．１６生 牡４鹿 母 ダンツマジック 母母 Heavenly Note 障害：３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 エイシンフルハート号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため１周目２コーナーで競走中止。



１５０７７ ６月２３日 晴 良 （２４阪神３）第７日 第５競走 ��１，２００�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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

６６ ティーハーフ 牡２栗 ５４ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４２ ―１：１０．８ １．４�

１１ カノヤベンチャー 牡２栗 ５４ 川田 将雅神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 ４７６ ―１：１１．５４ ５．３�
２２ セイウンチカラ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 ４９４ ―１：１２．７７ ６．０�
４４ シゲルオウシザ 牡２栗 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ４９８ ―１：１３．０２ ３７．０�
５５ ジョウショーピアス 牝２栗 ５４ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 ４４６ ―１：１３．３１� ４８．６�
３３ キュウシュウソダチ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二西村新一郎氏 柴田 光陽 鹿児島 服部 文明 ４４２ ―１：１３．５１� ６１．１�
８８ アスターキング 牡２栗 ５４ 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４６４ ―１：１３．７１� １１．１�
７７ カシノウォーム 牡２鹿 ５４ 酒井 学柏木 務氏 日吉 正和 青森 一山育成牧場 ４７６ ― 〃 クビ ７５．３	

（８頭）

売 得 金

単勝： ２２，４０７，６００円 複勝： ５２，２００，７００円 枠連： 発売なし

馬連： ３３，３６９，６００円 馬単： ３６，２１８，３００円 ワイド： １４，６０４，４００円

３連複： ３９，８３３，３００円 ３連単： １３６，６７６，３００円 計： ３３５，３１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � １３０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３１０円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド �� １６０円 �� １４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２９０円 ３ 連 単 ��� ８７０円

票 数

単勝票数 計 ２２４０７６ 的中 � １３０８５５（１番人気）
複勝票数 計 ５２２００７ 的中 � ３７８５３８（１番人気）� ４４１９１（３番人気）� ４６３１３（２番人気）
馬連票数 計 ３３３６９６ 的中 �� ８０８５１（２番人気）
馬単票数 計 ３６２１８３ 的中 �� ６３７６０（２番人気）
ワイド票数 計 １４６０４４ 的中 �� ２４９３１（２番人気）�� ２９９２９（１番人気）�� １３３７４（４番人気）
３連複票数 計 ３９８３３３ 的中 ��� １０３９２８（１番人気）
３連単票数 計１３６６７６３ 的中 ��� １１６０１１（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．０―１１．３―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．０―３５．０―４６．３―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．８
３ ・（１，８）－（２，６）－（３，４）－７－５ ４ ・（１，８）（２，６）＝３，４＝７＝５

勝馬の
紹 介

ティーハーフ 

�
父 ストーミングホーム 


�
母父 Green Desert 初出走

２０１０．４．１８生 牡２栗 母 ビールジャント 母母 Belle Genius １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 カシノウォーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 カシノウォーム号は，発走調教再審査。

１５０７８ ６月２３日 晴 良 （２４阪神３）第７日 第６競走 ��
��２，２００�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

２：１０．１
２：１０．０

良

良

６１２ フミノポールスター 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４９２＋ ８２：１５．３ １２．５�

８１８ 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± ０２：１５．５１� ３．３�

５１０ ラブイズブーシェ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 ４６４＋１８２：１５．７１� ３．７�
７１４ アスカノラポール 牡３栗 ５６ 和田 竜二豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２６＋ ２２：１５．９１ １５．７�
８１６ ダイシンハンター 牡３鹿 ５６ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ２２：１６．０� ６．６�
５９ ガ ー ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２６± ０２：１６．２１� ７．６�
８１７ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２４－ ６２：１６．３� ９９．９	
７１５ トウカイジョイフル 牡３栗 ５６ 幸 英明内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７８＋ ４２：１６．４クビ ２５．４

３６ スマートラファエル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ １６．７�
１１ ス キ ピ オ 牡３栗 ５６ 国分 優作小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ２９．１�
７１３ スリータイタン 牡３黒鹿５６ 国分 恭介永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 ４８８ ―２：１７．０３� １１６．３
２４ ファストメモリー 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９０－ ８ 〃 クビ ３５．３�
１２ アシュケナージ 牡３栗 ５６ 浜中 俊前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 武田 寛治 ４３４－１０２：１７．１クビ ２３．０�
４７ ブラックレイン 牡３黒鹿５６ 松山 弘平木浪 巖氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４９６＋ ４２：１７．２� ２１７．６�
４８ シゲルトマト 牝３鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６＋ ８２：１７．４１� ２９２．２�
２３ ビコーワンダフル 牝３栗 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４３０＋ ２２：１７．９３ ５６．５�
６１１ ファイナルファング 牡３栗 ５６ 丸野 勝虎広尾レース� 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 ４６２－１４２：１８．６４ ３５８．１�

（愛知）

３５ ウォーターアダマス 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９０＋２０２：２２．７大差 ４１１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，９４７，２００円 複勝： ３６，９０３，８００円 枠連： １８，３１１，５００円

馬連： ４６，７４９，０００円 馬単： ２８，４９１，２００円 ワイド： ２２，９７５，０００円

３連複： ６８，１０２，６００円 ３連単： ９８，１８４，２００円 計： ３３７，６６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３５０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（６－８） １，３５０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ４，１８０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� １，２８０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 ��� ２５，７７０円

票 数

単勝票数 計 １７９４７２ 的中 � １１３８１（５番人気）
複勝票数 計 ３６９０３８ 的中 � １９８６８（６番人気）� １０１２７９（１番人気）� ５５３２７（２番人気）
枠連票数 計 １８３１１５ 的中 （６－８） １００２１（６番人気）
馬連票数 計 ４６７４９０ 的中 �� ２１４９９（５番人気）
馬単票数 計 ２８４９１２ 的中 �� ５０４１（１３番人気）
ワイド票数 計 ２２９７５０ 的中 �� ６４２１（６番人気）�� ４１００（１５番人気）�� １９８３５（１番人気）
３連複票数 計 ６８１０２６ 的中 ��� １５６１９（４番人気）
３連単票数 計 ９８１８４２ 的中 ��� ２８１２（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．９―３６．０―４９．４―１：０２．２―１：１４．５―１：２６．７―１：３８．９―１：５０．７―２：０２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３
１２，１６（４，１４）（３，１０）９，１７，１（７，１５）１８（５，８，１１）（２，６）－１３
１２－１６（４，１４）１０，３（１，１５）９（７，１７）１８－５（８，１１）（２，６）１３

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノポールスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１１．９．１９ 阪神５着

２００９．３．３１生 牡３黒鹿 母 ピンクピンク 母母 ピンクシェイド ８戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーターアダマス号は，平成２４年８月２３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。
（非抽選馬） ４頭 エルマカロン号・タイセイハリケーン号・トウカイボイジャー号・メイショウゲンカイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１５０７９ ６月２３日 晴 良 （２４阪神３）第７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）

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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４８ 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 ４３６＋ ２１：１１．６ ８．３�

２４ スイートジュエリー 牝３黒鹿５２ 和田 竜二下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４９８－ ６１：１１．８１� ５．０�
７１４� デ ン フ ァ レ 牝５栗 ５５ 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４８０－ ８ 〃 クビ １４．４�
８１６ ラベンダーカラー 牝４黒鹿５５ 藤岡 康太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ８１：１１．９� ３６．３�
７１３ ワイキキブリーズ 牝５栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ ８．３�
６１１ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５２ 川田 将雅本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３８－ ８１：１２．０� ８．０	
５１０� ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４６６＋ ２１：１２．１� ４０．８

６１２ エーシンパナギア 牝４青 ５５ 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５４８＋２６ 〃 クビ ４．８�
３６ クィーンオブライフ 牝４鹿 ５５ 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ５２４＋１４１：１２．４１� ５．３�
１１ エリモレインボー 牝５鹿 ５５ 国分 優作山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４７０＋ ４１：１２．５� １９．３
３５ デンコウデア 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４６０＋１４１：１３．１３� ５１．２�
２３ フレンチミシル 牝４栗 ５５ 松山 弘平�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４６８± ０１：１３．４１� ２３．７�
８１５ ツ バ キ 牝３鹿 ５２ 太宰 啓介白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６４＋１０１：１３．７１� ２３．４�
１２ タマモキャッツアイ 牝３鹿 ５２ 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８８－ ２１：１４．０１� ８５．０�
５９ キクノキアラ 牝４黒鹿５５ 酒井 学菊池 五郎氏 坪 憲章 新ひだか フクダファーム ４５６± ０１：１４．９５ ２７５．６�
４７ ア ル テ ミ ス 牝５栗 ５５

５４ ☆高倉 稜橋場 勇二氏 清水 出美 安平 追分ファーム ５３０＋２８１：１５．１１� ２７５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７９，８００円 複勝： ３７，８９７，６００円 枠連： １８，３７６，９００円

馬連： ５５，１３９，２００円 馬単： ３１，３５０，６００円 ワイド： ２６，３４３，６００円

３連複： ８１，２９４，０００円 ３連単： １１５，９９６，４００円 計： ３８６，６７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２７０円 � ２１０円 � ３４０円 枠 連（２－４） ２，０７０円

馬 連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ５，２５０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� １，７６０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ９，８５０円 ３ 連 単 ��� ６０，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７９８ 的中 � １９３４８（６番人気）
複勝票数 計 ３７８９７６ 的中 � ３７２８５（５番人気）� ５４９８２（２番人気）� ２６４９６（８番人気）
枠連票数 計 １８３７６９ 的中 （２－４） ６５６３（１０番人気）
馬連票数 計 ５５１３９２ 的中 �� １８７７５（５番人気）
馬単票数 計 ３１３５０６ 的中 �� ４４１４（２１番人気）
ワイド票数 計 ２６３４３６ 的中 �� ７９６８（５番人気）�� ３６１２（２５番人気）�� ５３９２（１４番人気）
３連複票数 計 ８１２９４０ 的中 ��� ６０９１（２９番人気）
３連単票数 計１１５９９６４ 的中 ��� １４２１（１８２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．０―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．７―４６．７―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノインカローズ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．８．６ 小倉８着

２００９．３．２９生 牝３鹿 母 ノーザンセレナード 母母 ダイナセレナード １４戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
〔発走状況〕 キクノキアラ号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヴィーガトウショウ号

１５０８０ ６月２３日 晴 良 （２４阪神３）第７日 第８競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．３

良

良

４７ ダノンウィスラー 牡４鹿 ５７ 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４５４＋ ４１：３３．７ ２１．５�

７１４ ビーチパレード 牝４黒鹿５５ C．ウィリアムズ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：３３．８� ５．６�
（豪）

６１１ 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 ５０６＋ ６ 〃 ハナ ６．３�

１２ スピークソフトリー 牝３鹿 ５２ 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８４＋ ８ 〃 クビ １０．２�

５１０ シルクドリーマー 牡３鹿 ５４ 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４６２－ ２１：３３．９� １０．８�
８１６ ミヤジシェンロン 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４５２＋ ４１：３４．０� ７５．３	
８１７ マイネルグラード 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５２４－ ４ 〃 アタマ １６．９

４８ 	 タ ー フ ェ ル 牡４栗 ５７ 川田 将雅伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４８６± ０１：３４．２１
 １２．０�
６１２ バハドゥール 牡３鹿 ５４ 武 豊田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４＋ ８１：３４．３クビ ４６．０�
７１５ ブラボープリンス 牡３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７８－ ２１：３４．４� １９４．４
３６ トルネードミノル 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７８＋ ２１：３４．５� １５５．９�
３５ トーセンケイトゥー 牡４栗 ５７

５４ ▲中井 裕二島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４１：３４．７１
 ３６．１�
５９ アイファーハイカラ 牡５黒鹿５７ 酒井 学中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４６２－ ２１：３４．８� ２１８．５�
７１３ サクセスフェイト 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４４０－ ４１：３４．９� ２．８�
８１８ ソフィバニヤン 牝５芦 ５５ 国分 優作�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ５２０＋１１１：３５．０� ３４３．７�
２３ マジカルツアー 牡３栗 ５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４６４＋１２１：３５．３１� １０．０�
１１ � ノゾミカイソク 牡３芦 ５４ 丸野 勝虎長谷川 漲氏 錦見 勇夫 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４４６－ ４１：３６．４７ ４３６．４�
（愛知） （愛知）

２４ � リ フ レ イ ン 牝３栗 ５２ 尾島 徹�ホースケア 安部 弘一 日高 白井牧場 ４１４－ ７１：３６．７１� ６６９．９�
（愛知） （笠松）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，６９２，０００円 複勝： ５４，４３３，３００円 枠連： ２０，３４６，５００円

馬連： ６６，５７８，６００円 馬単： ３７，６３０，６００円 ワイド： ３１，３７２，６００円

３連複： ９３，８９４，２００円 ３連単： １４１，０９１，２００円 計： ４７２，０３９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１５０円 複 勝 � ６００円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ８５０円

馬 連 �� ５，８２０円 馬 単 �� １３，７６０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� ２，０１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １０，０８０円 ３ 連 単 ��� ８４，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２６６９２０ 的中 � ９７８４（９番人気）
複勝票数 計 ５４４３３３ 的中 � １８７４１（９番人気）� ８９５５２（２番人気）� ７２５１８（３番人気）
枠連票数 計 ２０３４６５ 的中 （４－７） １７８７５（２番人気）
馬連票数 計 ６６５７８６ 的中 �� ８４４８（２６番人気）
馬単票数 計 ３７６３０６ 的中 �� ２０１９（５５番人気）
ワイド票数 計 ３１３７２６ 的中 �� ４８８６（２１番人気）�� ３６１０（２８番人気）�� ２２２０９（１番人気）
３連複票数 計 ９３８９４２ 的中 ��� ６８８０（３６番人気）
３連単票数 計１４１０９１２ 的中 ��� １２３０（２９５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１０．８―１１．１―１１．６―１１．７―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３４．９―４６．０―５７．６―１：０９．３―１：２１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンウィスラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West デビュー ２０１０．１１．２８ 東京４着

２００８．４．３生 牡４鹿 母 ミスフーバフーバ 母母 Gal in a Ruckus １３戦２勝 賞金 ２３，４４０，０００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 スタニングミノル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１５０８１ ６月２３日 晴 良 （２４阪神３）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

きょうばし

京 橋 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
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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

６９ サトノパンサー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８４－ ６２：０３．０ ６．９�

５７ マイネオーチャード 牝４栗 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４５２－ ４２：０３．１� ９．３�

１１ ムスカテール 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９２－ ２ 〃 クビ ３．３�
（豪）

５８ メイショウイチバン 牡８鹿 ５７ 飯田 祐史松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４９６－ ４ 〃 アタマ ２７１．９�
４６ ダノンマックイン 牡４黒鹿５７ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２２：０３．２クビ ６．７�
２２ サフランディライト 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８６± ０２：０３．３� ３．６�
６１０� ゲットアヘッド 牡５黒鹿５７ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４８０＋ ２ 〃 クビ ４５．５	
７１１ メジロマリアン 牝６芦 ５５ 高倉 稜岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８６－ ４２：０３．４クビ ６７．６

７１２ グッドバニヤン 牡７栃栗５７ 北村 友一津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４６± ０２：０３．５� ８６．０�
８１３ スーパーオービット 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４５４± ０２：０３．７１ ５７．３�
４５ ミヤコトップガン 牡６栗 ５７ 川田 将雅松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ ８４．３
８１４ ウォーターセレネ 牝７栃栗５５ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４１８－２０２：０４．０２ ４９６．７�
３３ ブリリアントシチー 牡５栗 ５７ 丸野 勝虎 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５３０－ ２２：０４．２１	 １９１．６�

（愛知）

３４ リ ベ ル タ ス 牡４鹿 ５７ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９６－ ２２：０４．９４ ５．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，３２６，１００円 複勝： ６１，１２６，５００円 枠連： １８，５７６，９００円

馬連： ９２，６２１，５００円 馬単： ５４，４８９，１００円 ワイド： ３８，０１４，５００円

３連複： １１６，８９７，３００円 ３連単： ２１１，１２０，６００円 計： ６２４，１７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２００円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（５－６） ２，１４０円

馬 連 �� ２，４３０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ４４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� ２１，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３１３２６１ 的中 � ３６０４９（５番人気）
複勝票数 計 ６１１２６５ 的中 � ７７５５５（５番人気）� ５５８９８（６番人気）� １４０６６８（１番人気）
枠連票数 計 １８５７６９ 的中 （５－６） ６４１４（１３番人気）
馬連票数 計 ９２６２１５ 的中 �� ２８２２３（１５番人気）
馬単票数 計 ５４４８９１ 的中 �� ８２１９（２７番人気）
ワイド票数 計 ３８０１４５ 的中 �� １２２８９（１２番人気）�� ２２２２５（４番人気）�� １５６０１（９番人気）
３連複票数 計１１６８９７３ 的中 ��� ３０３４１（１３番人気）
３連単票数 計２１１１２０６ 的中 ��� ７１２４（９２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１３．３―１３．１―１２．６―１１．９―１１．８―１１．６―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．６―３７．９―５１．０―１：０３．６―１：１５．５―１：２７．３―１：３８．９―１：５０．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノパンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１９ 阪神３着

２００８．３．２４生 牡４鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント １７戦４勝 賞金 ６６，３６４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１５０８２ ６月２３日 晴 良 （２４阪神３）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

さんのみや

三宮ステークス
発走１５時００分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１５ ニシオドリーム 牡４黒鹿５７ 福永 祐一西尾 午郎氏 鹿戸 明 浦河 中島牧場 ４７２＋ ４１：１０．５ ２．６�

５１０ ゴーイングパワー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６２± ０１：１０．８２ ４３．４�
８１６� キングオブヘイロー 牡６鹿 ５７ 小牧 太鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B４８８＋ ２１：１０．９� ４０．４�
１１ エーシンハダル 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B５００－ ２１：１１．０� ２９．２�
２３ 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 ４９０＋ ２１：１１．１	 ２．５�
（豪）

３５ キョウエイカルラ 牝５栗 ５５ 鮫島 良太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８２± ０１：１１．２クビ ２２３．３�
７１４ ムスタングリーダー 牡５芦 ５７ 武 豊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ５０．２	
２４ エーシンポルックス 牡５芦 ５７ 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５０８± ０１：１１．４１
 １５．９

６１２ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７４－ ６ 〃 ハナ ２０．９�
４７ フィールドシャイン 牡５栗 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：１１．５� １３．８�
７１３ サ リ エ ル 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４８０－ ４１：１１．７	 ２１．６
１２ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 国分 優作有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４９２－ ２１：１１．８	 １６７．９�
４８ ブルーデジャブ �５芦 ５７ 国分 恭介 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５１４＋１４１：１１．９クビ ２６．３�
５９ ハンマープライス 牡６栗 ５７ 松山 弘平 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：１２．１１� ２０．０�
６１１ マイネルエルドラド 牡６鹿 ５７ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ４９８－ ８１：１２．３１
 ４１４．８�
３６ サダムグランジュテ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅大西 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 B４７０－ ４１：１２．４クビ ２１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，２１１，９００円 複勝： ７２，９１６，１００円 枠連： ３３，２８９，９００円

馬連： １３４，４７０，８００円 馬単： ７５，３３２，２００円 ワイド： ５４，６４７，６００円

３連複： １７４，０３９，８００円 ３連単： ２９３，００８，０００円 計： ８７５，９１６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � １，１３０円 � ９５０円 枠 連（５－８） １，９００円

馬 連 �� ８，４９０円 馬 単 �� １２，８３０円

ワ イ ド �� ２，５９０円 �� １，６１０円 �� ９，１６０円

３ 連 複 ��� ５４，９４０円 ３ 連 単 ��� ２２２，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３８２１１９ 的中 � １１５８８０（２番人気）
複勝票数 計 ７２９１６１ 的中 � １９６３７８（２番人気）� １２９８２（１３番人気）� １５５６５（１１番人気）
枠連票数 計 ３３２８９９ 的中 （５－８） １２９９０（８番人気）
馬連票数 計１３４４７０８ 的中 �� １１６９９（２３番人気）
馬単票数 計 ７５３３２２ 的中 �� ４３３６（４３番人気）
ワイド票数 計 ５４６４７６ 的中 �� ５２０３（２４番人気）�� ８５４３（１８番人気）�� １４４０（７４番人気）
３連複票数 計１７４０３９８ 的中 ��� ２３３８（１３３番人気）
３連単票数 計２９３００８０ 的中 ��� ９７４（５７２番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．４―１１．６―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．４―４６．０―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシオドリーム �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１１．２１ 京都６着

２００８．４．５生 牡４黒鹿 母 ターフマジョリック 母母 ニシオマジョリック １１戦５勝 賞金 ６９，９２５，０００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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 グローリールピナス号・シゲルソウサイ号・ズンダモチ号・チャンピオンラブ号・チョイワルグランパ号・

ヒシコモンズ号・メトロノース号
※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。



１５０８３ ６月２３日 晴 良 （２４阪神３）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�

よ な ご

米子ステークス
発走１５時３５分 （芝・右・外）
３歳以上，２３．６．２５以降２４．６．１７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

米子市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．３

良

良

５９ フラガラッハ 牡５鹿 ５６ 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－１０１：３４．１ １６．８�

８１８ サワノパンサー 牡６鹿 ５４ 酒井 学澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５４８－ ４１：３４．２� ２６９．２�
４８ ミッキードリーム 牡５栗 ５７ 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 アタマ ２３．５�
８１７ エアラフォン 牡５栗 ５６ C．ウィリアムズ �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７８＋１０１：３４．３� ８．０�

（豪）

７１５ ゴールスキー 牡５黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８６－ ２１：３４．４� １６．３	
４７ シルクアーネスト 牡５栗 ５５ 幸 英明有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ５００± ０ 〃 ハナ ４．９

３６ アドマイヤコマンド 牡７鹿 ５５ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ６１：３４．５� ３１．４�
３５ ダノンカモン 牡６黒鹿５８ 武 豊�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２４－ ８１：３４．６� １５．４�
２４ スマートギア 牡７栗 ５７ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ １３．６
７１３ ブレイブファイト 牡７鹿 ５５ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１８－ ８ 〃 クビ １６．０�
２３ ドリームカトラス 牡５鹿 ５５ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４８± ０１：３４．７クビ ８８．７�
１１ タガノエルシコ 牡７栗 ５５ 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２６± ０ 〃 ハナ ２５．２�
５１０ ヤマカツハクリュウ 牡５芦 ５５ 福永 祐一山田 博康氏 松田 博資 浦河 鮫川 啓一 ４８６－ ４１：３４．８� １４．５�
６１１ ドリームゼニス 牡６栗 ５４ 尾島 徹セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５１２＋ ２１：３４．９� １３１．７�

（笠松）

１２ ショウリュウムーン 牝５鹿 ５４ 小牧 太上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４７６＋ ６１：３５．０� ４．１�
８１６ エイシンサクセス 牡６芦 ５３ 藤岡 康太平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４９０＋ ２１：３５．１クビ １７８．３�
７１４ マイネルクラリティ 牡６栗 ５６ 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９８＋ ４１：３５．３１� １２．６�
６１２ ノーブルディード 牡４黒鹿５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６１：３５．８３ １２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６４，４９６，９００円 複勝： １１５，４７９，９００円 枠連： ７８，５４０，６００円

馬連： ２９７，７８１，０００円 馬単： １３４，１２８，７００円 ワイド： １０６，４１５，６００円

３連複： ４３３，２３８，６００円 ３連単： ６５５，３４５，４００円 計： １，８８５，４２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ６２０円 � ６，０５０円 � ７１０円 枠 連（５－８） ３，４３０円

馬 連 �� １５９，９５０円 馬 単 �� ３０３，６５０円

ワ イ ド �� ４５，５００円 �� ５，３００円 �� ４９，５６０円

３ 連 複 ��� １，７２８，２８０円 ３ 連 単 ��� １２，７２７，５００円

票 数

単勝票数 計 ６４４９６９ 的中 � ３０３６７（１１番人気）
複勝票数 計１１５４７９９ 的中 � ５１６８５（１１番人気）� ４６６９（１８番人気）� ４３９６１（１３番人気）
枠連票数 計 ７８５４０６ 的中 （５－８） １６９０５（２０番人気）
馬連票数 計２９７７８１０ 的中 �� １３７４（１３６番人気）
馬単票数 計１３４１２８７ 的中 �� ３２６（２６３番人気）
ワイド票数 計１０６４１５６ 的中 �� ５７３（１４４番人気）�� ４９８７（７４番人気）�� ５２６（１４７番人気）
３連複票数 計４３３２３８６ 的中 ��� １８５（７４９番人気）
３連単票数 計６５５３４５４ 的中 ��� ３８（４４７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．５―３６．２―４８．４―１：００．５―１：１１．９―１：２２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３３．６
３ １７（８，１１）（３，１２，１４）（５，１８）（２，７，１０）６（１，４，１５）－１３－１６，９ ４ １７（１１，１４）（８，１８）１２（３，５，１０，１５）（２，７，１６）６（１，４）（１３，９）

勝馬の
紹 介

フラガラッハ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２０ 阪神２着

２００７．４．３生 牡５鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト １６戦６勝 賞金 １２０，８６９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１５０８４ ６月２３日 晴 良 （２４阪神３）第７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

３５ メ ー デ イ ア 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ４９２± ０１：５０．６ １．６�

１１ コウエイチャンス 牡３鹿 ５４ 福永 祐一伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４６４± ０１：５１．９８ ６．８�
７１４ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５０８－ ４１：５２．３２� ２５０．４�
５９ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５４ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４８０＋ ８１：５２．６１� ４０．５�
２３ メイショウシャイン 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４８０＋ ２１：５２．７� ３８．７�
５１０ アドマイヤサイモン 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：５２．９１� ５０．５�
８１５ エーシンフルパワー 牡３栗 ５４ 和田 竜二	栄進堂 川村 禎彦 新ひだか 木田牧場 ４７４＋ ２１：５４．０７ ３１．４

８１６ サトノサミット 牡４芦 ５７ 岩田 康誠里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５０６＋１２１：５４．１� ９．１�
４７ ジョーアポロン 牡４芦 ５７ 鮫島 良太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ５１０＋１５１：５４．２クビ ３０２．７�
４８ シルバーチーフ 牡４芦 ５７ 国分 優作加藤 守氏 南井 克巳 新ひだか 坂本牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ２５５．３
３６ チキリリキオー 牡３黒鹿５４ 幸 英明ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４７６＋ ２ 〃 アタマ ８３．２�
６１２ サンリットレイク 牡３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６１：５４．８３� ８．０�

（豪）

２４ タマモクララ 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太タマモ	 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４７６＋ ６１：５４．９クビ １４．８�
１２ ナリタタイフーン 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介	オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４８８＋ ２１：５５．４３ ８１．８�
６１１ テイエムオウショウ 牡３栗 ５４ 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 ４５６＋ ８１：５５．５� ２５７．９�
７１３ ジョナパランセ 牡３栗 ５４ 川田 将雅青木 基秀氏 小崎 憲 日高 グリーンヒルスタッド ５００＋２０１：５６．１３� ４４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，５８８，６００円 複勝： ８４，０６４，３００円 枠連： ２８，７６２，７００円

馬連： １０７，１２９，７００円 馬単： ７６，９７５，１００円 ワイド： ４６，９４７，４００円

３連複： １４５，２７４，５００円 ３連単： ３０７，８０５，５００円 計： ８３８，５４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ３，４９０円 枠 連（１－３） ５００円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ６，３７０円 �� １７，９８０円

３ 連 複 ��� ３０，８７０円 ３ 連 単 ��� ６４，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４１５８８６ 的中 � ２１３７６６（１番人気）
複勝票数 計 ８４０６４３ 的中 � ４４２７３２（１番人気）� ８４５２４（２番人気）� ２６５２（１５番人気）
枠連票数 計 ２８７６２７ 的中 （１－３） ４３１３７（１番人気）
馬連票数 計１０７１２９７ 的中 �� １４９３３５（１番人気）
馬単票数 計 ７６９７５１ 的中 �� ８６４２１（１番人気）
ワイド票数 計 ４６９４７４ 的中 �� ５５３２３（１番人気）�� １６１１（５０番人気）�� ５６６（７４番人気）
３連複票数 計１４５２７４５ 的中 ��� ３４７４（７７番人気）
３連単票数 計３０７８０５５ 的中 ��� ３５４０（１７２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．８―１２．１―１２．２―１２．５―１２．５―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３６．１―４８．２―１：００．４―１：１２．９―１：２５．４―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メ ー デ イ ア �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Lord Avie デビュー ２０１１．４．１０ 阪神１６着

２００８．５．１１生 牝４鹿 母 ウィッチフルシンキング 母母 Halloween Joy ９戦３勝 賞金 ３０，２９８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョナパランセ号は，平成２４年７月２３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。
（非抽選馬） ３頭 シルクシンフォニー号・メイショウコロンボ号・レットミーノー号
※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。



（２４阪神３）第７日 ６月２３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２０１，９６０，０００円
２，０８０，０００円
５，７４０，０００円
１，４９０，０００円
１８，０９０，０００円
６２，６７６，０００円
５，５１０，８００円
１，７８５，６００円

勝馬投票券売得金
３３０，７３３，５００円
６５０，４９５，３００円
２５９，９６６，４００円
９６８，０６２，９００円
５８６，４７０，４００円
４１２，５５２，５００円
１，３７０，８８５，０００円
２，３４５，５１９，９００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 ６，９２４，６８５，９００円

総入場人員 １８，３６７名 （有料入場人員 １７，２５４名）


