
１６０３５ ６月１１日 晴 重 （２３阪神３）第３日 第１１競走 ��
��１，８００�

なだ

灘 ス テ ー ク ス
発走１５時３５分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ メイショウダグザ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８６＋ ２１：４８．７ １２．２�

３５ �� クリュギスト 牡５鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave
Joint Venture ５１８－ ２１：４８．９１	 １．９�

６１１ ツルマルスピリット 牡４青鹿５７ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：４９．１１
 ９．１�
８１５ ヒラボクキング 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５２２－１６ 〃 ハナ １３．８�
７１４ ミッキーバラード 牡４鹿 ５７ 福永 祐一野田みづき氏 高野 友和 新ひだか 下屋敷牧場 ５２４＋ ２１：４９．２
 ２８．０�
６１２ キタノアラワシ 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 ５１０＋ ６１：４９．３クビ ３６．４�
１１ ソラメンテウナベス 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ５０２－ ２１：４９．４� ５１．２	
２３ ジョーモルデュー 牡７鹿 ５７ 酒井 学上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４７０－ ２ 〃 ハナ ７４．５

３６ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：４９．６１	 ６．３�
２４ � プラチナメーン 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ 広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４９８± ０ 〃 クビ ６２．８�
（豪）

７１３ ポイマンドレース 牡５栗 ５７ N．ピンナ サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５３０＋ ２１：４９．９２ ８５．５�
（伊）

４７ ミダースタッチ 牡６栗 ５７ 藤田 伸二金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５４８＋ ４１：５０．３２
 １３．５�

５１０ テイエムクレナイ 牝６栗 ５５ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 節雄 ４８４－ ４ 〃 ハナ ６１．９�
４８ � マイエンブレム 牡６鹿 ５７ 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５３６－ ２１：５０．４クビ １４．９�
５９ タガノファントム 牡７栗 ５７ 国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８－１４ 〃 ハナ １８５．４�
８１６ シルクターンベリー 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４９０± ０ 〃 クビ １７９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，１７２，６００円 複勝： ８１，９９３，９００円 枠連： ６０，００５，９００円

馬連： ２２５，５１１，０００円 馬単： １２３，２３４，２００円 ワイド： ７２，０６５，６００円

３連複： ２９１，０６３，５００円 ３連単： ５４３，３３７，５００円 計： １，４４５，３８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（１－３） ７００円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，２５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４８１７２６ 的中 � ３１２５６（４番人気）
複勝票数 計 ８１９９３９ 的中 � ５６４７１（４番人気）� ２９５２３３（１番人気）� ８２６６９（３番人気）
枠連票数 計 ６０００５９ 的中 （１－３） ６３３８７（４番人気）
馬連票数 計２２５５１１０ 的中 �� １２６９０６（５番人気）
馬単票数 計１２３２３４２ 的中 �� ２４９４０（１１番人気）
ワイド票数 計 ７２０６５６ 的中 �� ３３７５８（３番人気）�� １２９３６（１５番人気）�� ５７４９６（２番人気）
３連複票数 計２９１０６３５ 的中 ��� ７０３４５（７番人気）
３連単票数 計５４３３３７５ 的中 ��� ２０９６５（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３５．６―４７．６―１：００．５―１：１２．９―１：２４．７―１：３６．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウダグザ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．１２．７ 阪神１着

２００６．３．１０生 牡５黒鹿 母 ロイヤルリフ 母母 Royal Revels １８戦５勝 賞金 ７７，２２９，０００円
※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 ピエナポパイ号・フォーティファイド号
※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。

１６０３６ ６月１１日 晴 重 （２３阪神３）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ エアペイシェンス 牡５栗 ５７ 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：４９．６ ３．９�

６１１ ソルモンターレ 牡５鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４５４＋ ６１：４９．８１� １４．０�
２４ レオプレシャス 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介�レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４６２－１０１：５０．４３� ２．８�
６１２ ヴィーヴァギブソン 牡４鹿 ５７ 和田 竜二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ３７．９�
７１４ ドリームマジシャン 牡４青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８２－ ４１：５０．５	 １２．９�
５９ マイネルパルティア 牡６鹿 ５７ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４９４－１０１：５０．７１� １８８．９	
（伊）

４８ マルティニーク 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：５０．８クビ ４．６

８１６ シークレバー 牡６鹿 ５７

５４ ▲国分 優作藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４９０＋ ４１：５０．９	 １７３．８�
１１ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５７ 北村 友一�ヒカリクラブ 谷 潔 伊達 高橋農場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ３１．８�
１２ 
 エーシンサンスター 牡６黒鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４７６＋ ６１：５１．１１� ９３．７
８１５ ギャザーロージズ �４芦 ５７ 浜中 俊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８１：５１．３１ １２．０�
４７ 
 トップジャイアンツ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４９６－ ２１：５１．５１ ２４６．９�
７１３ オーパスクイーン 牝４鹿 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 B５０２－１０ 〃 ハナ １２．２�
３６ ミ コ ノ ス 牝６芦 ５５ 秋山真一郎武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 安原 実 ４３４－ ２１：５１．７１� １１７．２�
３５ ライジングバイオ 牡６鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４６６－ ６１：５２．４４ ９５．９�
５１０ フルボディー 牡５黒鹿５７ 酒井 学深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 B４７８＋ ４ 〃 クビ ３０７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，６３９，６００円 複勝： ４８，３９８，８００円 枠連： ３１，０９２，９００円

馬連： １０５，４４４，９００円 馬単： ６４，５１９，０００円 ワイド： ４０，０９１，６００円

３連複： １３８，４１５，１００円 ３連単： ２６４，６４６，８００円 計： ７２４，２４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（２－６） ８９０円

馬 連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ２４０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １５，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３１６３９６ 的中 � ６４８６９（２番人気）
複勝票数 計 ４８３９８８ 的中 � ９３０９６（１番人気）� ３８７３７（６番人気）� ９０１５２（２番人気）
枠連票数 計 ３１０９２９ 的中 （２－６） ２５８５１（４番人気）
馬連票数 計１０５４４４９ 的中 �� ３３２３０（９番人気）
馬単票数 計 ６４５１９０ 的中 �� １３７９２（１１番人気）
ワイド票数 計 ４００９１６ 的中 �� １３４６２（５番人気）�� ４９１５８（１番人気）�� １２６６７（７番人気）
３連複票数 計１３８４１５１ 的中 ��� ４７８０８（３番人気）
３連単票数 計２６４６４６８ 的中 ��� １２９２１（３６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１２．７―１２．３―１２．５―１２．４―１２．２―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３５．７―４８．０―１：００．５―１：１２．９―１：２５．１―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．７
１
３
１３，４，５，１５（３，１１）９，１４（７，１２）１（６，１６）（２，８）１０
１３，４（５，１５）（３，１１）（９，１４）（１２，１０）７（６，１６）１（２，８）

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

勝馬の
紹 介

エアペイシェンス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１．１８ 京都４着

２００６．３．３生 牡５栗 母 エアシャキーラ 母母 サトルチェンジ １６戦４勝 賞金 ３９，７７０，０００円
〔その他〕 ギャザーロージズ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 オリエンタルコール号・ファイナルパンチ号
※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。


