
１５０９５ ６月２４日 晴 良 （２４阪神３）第８日 第１１競走 ��
��２，２００�第５３回宝 塚 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・右）
３歳以上，ファン投票および別に定める方法により選定された馬，除３歳未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５８�，牝馬２�減

宝塚市長賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（１着）
賞 品

本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，４４４，０００円 ９８４，０００円 ４９２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

２：１０．１
２：１０．０
２：１０．１

良

良

良

６１１ オルフェーヴル 牡４栗 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６－ ４２：１０．９ ３．２�

４７ ルーラーシップ 牡５鹿 ５８ 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 ４９６－ ２２：１１．２２ ４．４�
（豪）

１２ ショウナンマイティ 牡４青鹿５８ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ４９６＋ ２２：１１．４１� ８．９�
１１ ウインバリアシオン 牡４鹿 ５８ 岩田 康誠�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４２：１１．７２ ７．９�
２４ マウントシャスタ 牡３鹿 ５３ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６ 〃 ハナ ４９．６�
３６ エイシンフラッシュ 牡５黒鹿５８ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８ ２：１２．５５ ８．３	
４８ アーネストリー 牡７鹿 ５８ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３２－ ４２：１３．２４ ２１．４

５１０ ナカヤマナイト 牡４栗 ５８ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４７２± ０２：１３．５１� ６９．５�
５９ ビートブラック 牡５青 ５８ 石橋 脩前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１６＋ ４２：１３．７１	 ２７．５�
６１２
 フェデラリスト 牡５黒鹿５８ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２８＋ ４２：１４．２３ １５．８
２３ ヒットザターゲット 牡４栗 ５８ 古川 吉洋前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６± ０２：１４．４１� ８７．６�
８１５ トゥザグローリー 牡５鹿 ５８ 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３６＋ ２２：１４．７２ ８．６�
７１３ モンテクリスエス 牡７鹿 ５８ 幸 英明毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５６＋ ２２：１４．９� ２７６．３�
７１４ ホエールキャプチャ 牝４芦 ５６ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ４２：１５．１１� ４５．０�
３５ スマイルジャック 牡７黒鹿５８ 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９４＋ ４２：１６．０５ １５９．２�
８１６ ネ コ パ ン チ 牡６黒鹿５８ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４６６－１４２：１７．０６ ４３．７�

（１６頭）

売 得 金
単勝： ８０７，０１４，１００円 複勝： ８０７，４６６，５００円 枠連： ６１４，９１３，６００円 馬連： ２，８２２，８２２，５００円 馬単： １，４８６，２３４，０００円

ワイド： ８０９，８８４，１００円 ３連複： ３，８０９，２４３，０００円 ３連単： ７，６２２，８６２，０００円 ５重勝： ９１９，４３０，０００円 計： １９，６９９，８６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（４－６） ６８０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ９９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 ��� １１，５５０円

５ 重 勝
対象競走：福島１０R／阪神１０R／函館１１R／福島１１R／阪神１１R

キャリーオーバー なし����� １，０７１，９５０円

票 数

単勝票数 計８０７０１４１ 的中 � １９９２７２７（１番人気）
複勝票数 計８０７４６６５ 的中 � １２０２５９８（２番人気）� １４３７７７８（１番人気）� ８４９２７４（５番人気）
枠連票数 計６１４９１３６ 的中 （４－６） ６７２６３３（３番人気）
馬連票数 計２８２２８２２５ 的中 �� ２０６３１８８（１番人気）
馬単票数 計１４８６２３４０ 的中 �� ６２６４６９（１番人気）
ワイド票数 計８０９８８４１ 的中 �� ４０３２９２（３番人気）�� １９３８６２（１５番人気）�� ３１２１１８（７番人気）
３連複票数 計３８０９２４３０ 的中 ��� ８７０７３４（８番人気）
３連単票数 計７６２２８６２０ 的中 ��� ４８７３８４（７番人気）
５重勝票数 差引計９１９４３００（返還計１３４１０８３） 的中 ����� ６３３

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．２―１１．９―１２．２―１２．１―１２．５―１２．６―１１．６―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２３．１―３４．３―４６．２―５８．４―１：１０．５―１：２３．０―１：３５．６―１：４７．２―１：５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．３
１
３
１６－５，９（４，８）（７，１４）６（３，１５）１１（１，１０，１２）－２－１３
１６－５，９（４，８）（７，１４）（１，３，６，１５）１１，１２（１３，１０）２

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

勝馬の
紹 介

オルフェーヴル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．８．１４ 新潟１着

２００８．５．１４生 牡４栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート １４戦８勝 賞金 ９７８，６８２，０００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。

１５０９６ ６月２４日 晴 良 （２４阪神３）第８日 第１２競走 ��
��１，８００�

か こ が わ

加 古 川 特 別
発走１６時２５分 （ダート・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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４８ クラブトゥギャザー 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：５０．６ ９．２�

６１２� エーシンスピーダー 牡３栗 ５４ 太宰 啓介�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck
Stables LLC ４５８－ ２１：５０．９１� ７．６�

７１３ ナムラビクター 牡３鹿 ５４ 和田 竜二奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ５００＋ ６１：５１．０� ５．８�
５１０ ブライアンズオーラ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４８０＋ ８１：５１．１	 １９．５�
２３ ダノンジュピター 牡７栗 ５７ 岩田 康誠�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４７６－ ８１：５１．３１	 １６．６�
８１５ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５７ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５００－ ２１：５１．５� ５４．４�
３６ スズカフレーム 牡６栗 ５７ 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ５０８＋２６ 〃 ハナ ７８．５	
２４ シルクエステート 牡６青 ５７ 酒井 学有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６６＋ ４１：５１．７１ ４０．５

３５ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 浜中 俊セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８８－ ６ 〃 クビ ７０．８�
８１６ テイエムハエンカゼ 牡３栗 ５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５６－ ４１：５１．９１
 ６８．７�
７１４ キーネプチューン 牡６鹿 ５７ 国分 優作北前孔一郎氏 田所 秀孝 様似 小田 誠一 ４６４－２０１：５２．０	 ３８３．１
５９ トップオブカハラ 牡５芦 ５７ 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４９０± ０１：５２．２１ ２８２．２�
６１１ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ４．１�
１１ ハ リ ケ ー ン 牡４鹿 ５７ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ４１：５２．４１
 ３．１�
４７ ダートムーア 牝４鹿 ５５ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７６＋１６１：５２．８２	 １３．０�
１２ パ ミ ー ナ 牝５栗 ５５ 高倉 稜門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム ４６２－ ６１：５４．０７ ２３９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８８，０９１，９００円 複勝： １２９，４４２，９００円 枠連： ７７，３５５，６００円

馬連： ２６９，５１８，９００円 馬単： １３７，４２１，８００円 ワイド： １０５，０５９，２００円

３連複： ３６２，１９９，６００円 ３連単： ６７３，８３２，６００円 計： １，８４２，９２２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２９０円 � ３２０円 � ２７０円 枠 連（４－６） ７００円

馬 連 �� ３，９７０円 馬 単 �� ７，２２０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� １，２９０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ７，６７０円 ３ 連 単 ��� ５１，４８０円

票 数

単勝票数 計 ８８０９１９ 的中 � ７５５１４（５番人気）
複勝票数 計１２９４４２９ 的中 � １１７２０７（４番人気）� １０６４２３（５番人気）� １３５０９４（３番人気）
枠連票数 計 ７７３５５６ 的中 （４－６） ８２６５５（２番人気）
馬連票数 計２６９５１８９ 的中 �� ５０１４９（１４番人気）
馬単票数 計１３７４２１８ 的中 �� １４０６２（２８番人気）
ワイド票数 計１０５０５９２ 的中 �� １８６７５（１４番人気）�� １９９２８（１３番人気）�� ３３０７０（９番人気）
３連複票数 計３６２１９９６ 的中 ��� ３４８７０（２５番人気）
３連単票数 計６７３８３２６ 的中 ��� ９６６０（１６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．５―１２．３―１２．４―１２．３―１２．３―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３６．０―４８．３―１：００．７―１：１３．０―１：２５．３―１：３７．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラブトゥギャザー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１２．１３ 中山２着

２００６．３．１７生 牡６鹿 母 ベリーリズミック 母母 ブラッシングキャティ ２０戦４勝 賞金 ７２，１３９，０００円
※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） １頭 タイガースラム号
（非抽選馬） ６頭 キングブレイク号・コウユーヒーロー号・サンマルボス号・スペシャルイモン号・メテオライト号・

ワンダーアサールト号

５レース目


