
１７０８８ ７月１３日 晴 良 （２０阪神３）第８日 第４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

５１０ スズノハミルトン 牡２鹿 ５４ 和田 竜二阿部 雅子氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４７４ ―１：２４．２ ４．８�

３５ アディアフォーン 牝２黒鹿５４ 武 豊 �ノースヒルズマネ
ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０ ―１：２４．３� ３．２�

８１８ エイシンタイガー 牡２黒鹿５４ 福永 祐一平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４７４ ―１：２４．５１� ４．３�
３６ シルクブリッツ 牡２栗 ５４ 野元 昭嘉有限会社シルク昆 貢 新冠 石田牧場 ４４６ ―１：２４．７１ １０．１�
４８ マイネチャペル 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム ４３４ ―１：２５．２３ ６２．２�
５９ パーフェクトバイオ 牡２黒鹿５４ 角田 晃一バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４３２ ― 〃 アタマ ９．４	
８１７� メダリアビート 牡２黒鹿５４ 内田 博幸門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. ４４６ ― 〃 クビ ２７．３

７１３ タガノタンドゥール 牝２青 ５４ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 猿橋 義昭 ４５６ ―１：２５．３� ４５．２�
６１２ サマーパレンケ 牝２青鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム ４３８ ―１：２５．４クビ １２．０�
７１５ マルセイユシチー 牝２栗 ５４ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４３２ ― 〃 クビ ２３．９
２４ アマノシーザー 牡２黒鹿５４ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 ４４６ ―１：２５．５� ９７．９�
２３ マザーテーラー 牝２栗 ５４ 鮫島 良太中西 浩一氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４６２ ― 〃 ハナ １４１．９�
４７ ピースピース 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４５０ ―１：２５．６	 １３３．９�
１１ レッドソルジャー 牡２鹿 ５４ 上村 洋行 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 静内 千代田牧場 ４４０ ―１：２６．１３ ３０．６�
７１４ シゲルアサヒダケ 牝２栗 ５４ 熊沢 重文森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４７６ ―１：２７．１６ １１１．１�
８１６ ヒルノカンクン 牡２鹿 ５４

５１ ▲田中 健蛭川 正文氏 福島 信晴 青森 今川 満良 ４９６ ―１：２７．３１ ２０５．１�
１２ ワイドヒリュウ 牡２鹿 ５４

５２ △田中 克典鋤元 節夫氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム ４４４ ―１：２８．８９ ２２７．３�
６１１ シルバーフィールド 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠近藤 克麿氏 清水 出美 浦河 丸幸小林牧場 ４９０ ―１：２９．１２ ４９．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，１７１，７００円 複勝： ２２，５５２，５００円 枠連： ２４，４４１，６００円

普通馬連： ６３，６０９，５００円 馬単： ６２，４０４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９０６，８００円

３連複： ９７，５１６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，６０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（３－５） ４００円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ６２０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１７１７ 的中 � ３９７４６（３番人気）
複勝票数 計 ２２５５２５ 的中 � ３８２３４（２番人気）� ４４２７１（１番人気）� ３２５３７（３番人気）
枠連票数 計 ２４４４１６ 的中 （３－５） ４５９４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３６０９５ 的中 �� ５０６３８（１番人気）
馬単票数 計 ６２４０４１ 的中 �� ２１９９６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９０６８ 的中 �� １４５５２（１番人気）�� ７０８９（６番人気）�� １１２３５（２番人気）
３連複票数 計 ９７５１６８ 的中 ��� ３９６４９（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．６―１２．０―１２．１―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．２―４７．２―５９．３―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．０
３ ６（２，１５）１，９（５，１７）１０，１８，１３（８，１６）１２（１４，４）－（７，１１）３ ４ ６（１，２，１５）（５，９）（１０，１７）１８（８，１３）（１２，１６）４，１４，３，７－１１

勝馬の
紹 介

スズノハミルトン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サクラユタカオー 初出走

２００６．２．８生 牡２鹿 母 イシノショウジ 母母 サマニコマチ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 スズノハミルトン号の騎手和田竜二は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。


