
１７０６９ ７月４日 晴 稍重 （２２阪神３）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

た か と り

鷹 取 特 別
発走１５時００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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

５９ ソリタリーキング 牡３黒鹿５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：５２．４ ２．３�

３６ ポイマンドレース 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５０８－ ６ 〃 クビ ４．７�
８１５ メガロスバンダム 牡５鹿 ５７ 北村 友一山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ５１４± ０１：５２．７１� １２．１�
１２ トーセンスターン 牡５鹿 ５７ 浜中 俊島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６１：５３．１２� １８．１�
２４ シルクターンベリー 牡３鹿 ５４ 松田 大作有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋ ２１：５３．２� ２１．０�
４７ ス エ ズ 	５鹿 ５７ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１０－ ４１：５３．４１� ２４．２	
８１６ ブ イ コ ナ ン 牡３鹿 ５４ 安藤 光彰藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４７６＋ ２１：５３．６１
 ７５．２

１１ ナリタスプリング 牡３青鹿５４ 福永 祐一�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４７６± ０１：５３．８１
 ４．０�
７１３ アグネスミヌエット 牝５鹿 ５５ 高田 潤渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３２± ０１：５４．０１
 ２２８．６
５１０ リバーキャッスル 牝５栗 ５５ 赤木高太郎河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４２６－ ８１：５４．１� １４６．６�
６１２ バアゼルリバー 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７８＋１８ 〃 ハナ ５４．３�
３５ キャトルキャール 牝５栗 ５５ 太宰 啓介吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４４６＋ ２１：５４．２クビ ２４３．０�
４８ マイネルトラヴェル 牡７青鹿５７ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４８０－ ６ 〃 アタマ ２１８．６�
７１４ バトルブリンディス 牡５青鹿５７ 川島 信二宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４７２＋ ８１：５４．４１
 ９６．３�
６１１ クリストフォルス 牡５栗 ５７ 川田 将雅広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３８＋ ２１：５５．５７ ２０．０�
２３ ローレルレヴァータ 	３鹿 ５４ 松山 弘平 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４６０± ０ （競走中止） ８０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，０９１，２００円 複勝： ５４，６４７，０００円 枠連： ２９，５０９，７００円

普通馬連： １３８，４１３，９００円 馬単： ８５，１０６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，００５，７００円

３連複： １７２，８５０，１００円 ３連単： ３２４，０４９，５００円 計： ８８２，６７３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（３－５） ５４０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ６７０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３５０９１２ 的中 � １２３７２６（１番人気）
複勝票数 計 ５４６４７０ 的中 � １６５９１２（１番人気）� ９１６５１（３番人気）� ４５７５０（４番人気）
枠連票数 計 ２９５０９７ 的中 （３－５） ４０４２９（２番人気）
普通馬連票数 計１３８４１３９ 的中 �� ２０３１０６（２番人気）
馬単票数 計 ８５１０６０ 的中 �� ５９３７１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３００５７ 的中 �� ４０４７７（２番人気）�� １４９８６（５番人気）�� １７３７７（４番人気）
３連複票数 計１７２８５０１ 的中 ��� ６７８０７（４番人気）
３連単票数 計３２４０４９５ 的中 ��� ３５３８４（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．５―３７．８―５０．６―１：０３．３―１：１５．５―１：２７．７―１：４０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソリタリーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．６ 阪神１着

２００７．４．１１生 牡３黒鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ ６戦３勝 賞金 ３８，９５７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔競走中止〕 ローレルレヴァータ号は，発走後まもなく前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 アグネスラナップ号・プレストンペスカ号


