
１７０９１ ７月８日 晴 良 （１９阪神３）第８日 第７競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （芝・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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

１１ � レインダンス 牝３栗 ５２
４９ ▲藤岡 康太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：１２．６ ３．８�

６１１ ウイドーハンター 牡４鹿 ５７ 武 豊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８２－ ４２：１２．７� ４．１�
３４ � ブリトマルティス 牝３鹿 ５２

４９ ▲田中 健吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４３６± ０２：１３．０２ １４．４�
８１５� マイネインティマ 牝３黒鹿５２ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 ４２６－ ２２：１３．３２ ６８．７�
（大井）

４７ プレインセイリング 牡３鹿 ５４ 池添 謙一吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４４６－１０２：１３．５� ３０．７�
５８ � テイエムセイラン 牡４青鹿５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 岩見牧場 ４９０＋ ４２：１３．６� １１４．０�
３５ � サンライズベガ 牡３鹿 ５４ 川田 将雅松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９２－ ２ 〃 アタマ ３．１	
４６ � アグネスメリット 牡７鹿 ５７ 吉田 稔渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４５２－ ４２：１４．０２� １５５．６


（愛知）

８１４ スターダストボーイ 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ５４．９�
５９ ア ジ ア ン 牝５栗 ５５ 幸 英明�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４５６＋ ６２：１４．１クビ ９３．３
７１３� ウエスタンホーク 牡４黒鹿５７ 熊沢 重文西川 賢氏 橋本 寿正 静内 北西牧場 ４１２＋ ６ 〃 クビ １９．１�
７１２� ビーオブザバン 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ６ 〃 ハナ ９．８�
６１０ クリスタルルージュ 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４５０± ０２：１４．３１	 ２２．３�
２３ ダイシンハーバー 牡４鹿 ５７ 高田 潤大八木信行氏 松田 博資 静内 矢野牧場 ４７２＋ ８２：１４．６１� １８．７�
２２ � アズマビヨンド 牡８栗 ５７

５５ △中村 将之東 哲次氏 加用 正 門別 日高大洋牧場 ５２４＋１６２：１４．９１� ７８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，１９３，３００円 複勝： ３３，９９３，８００円 枠連： ２９，５０３，７００円

普通馬連： １０４，３９７，１００円 馬単： ９８，４８６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３２４，７００円

３連複： １５６，７３３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４７８，６３２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（１－６） ７２０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７９０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６１９３３ 的中 � ５４３２４（２番人気）
複勝票数 計 ３３９９３８ 的中 � ５６４３６（３番人気）� ７４２３４（１番人気）� ２０２９８（５番人気）
枠連票数 計 ２９５０３７ 的中 （１－６） ３０４２７（３番人気）
普通馬連票数 計１０４３９７１ 的中 �� ９７８８５（３番人気）
馬単票数 計 ９８４８６０ 的中 �� ４７６５３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３２４７ 的中 �� １９８３２（３番人気）�� ８８７１（６番人気）�� ８１４８（１１番人気）
３連複票数 計１５６７３３９ 的中 ��� ３７６３２（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．４―１２．９―１２．７―１２．７―１２．１―１１．５―１１．４―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．９―３５．３―４８．２―１：００．９―１：１３．６―１：２５．７―１：３７．２―１：４８．６―２：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．４
１
３
１３－４－（５，８）（１２，１１）１０（７，１，１５）－９，２（３，１４）６・（１３，４）－（５，８）（１２，１１）１５（１０，１）９，７（１４，６）２，３

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

勝馬の
紹 介

�レインダンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Bob Back デビュー ２００６．１１．２６ 京都２着

２００４．４．１３生 牝３栗 母 レ ン Ⅱ 母母 In The Rigging ９戦２勝 賞金 ２９，６８９，０００円
〔騎手変更〕 テイエムセイラン号の騎手小牧太は，第７日第１競走での落馬負傷のため芹沢純一に変更。
〔制裁〕 ブリトマルティス号の騎手田中健は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※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。


