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１７０２５ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第１競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２ ニシノカーリー 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２０± ０１：１２．６ ８．１�

３６ フォトジェニック 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６２＋ ６１：１３．０２� ４．１�

６１１ ユキノヴィーナス 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 B４７０＋ ４１：１３．１� １５０．７�
５１０ パ ヤ ド ー ル 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：１３．４２ ４．８�
５９ スマートレモラ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋ ２１：１３．６１� ３．４�
７１４ シ ュ ヤ ク 牝３鹿 ５４ 田中 勝春田中 春美氏 嶋田 潤 浦河 桑田 正己 ４６４－１２１：１３．７クビ １１．０�
１２ アイティクイーン 牝３栗 ５４ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ３８．３	
８１６ パスザトーチ 牝３栗 ５４ 小林 淳一藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 ５０６－ ２１：１３．８クビ ４８９．０

３５ ベネチアブルー 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４３６－ ４１：１３．９� ２３９．３�
４７ メリーチャン 牝３芦 ５４ 中舘 英二ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８－ ６ 〃 ハナ ６．１
８１５ グランプラス 牝３青鹿５４ 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４１：１４．０クビ ２６．３�
２４ ブライティアアネル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治小林 昌志氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 博志 ４６６－ ６１：１４．１� ３６９．８�
１１ プレジャーカフェ 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４３０＋ ６１：１４．３１� ３１０．３�
４８ マラゲーニャ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ２４．８�
７１３ カナレセッテ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎グリーンスウォード 中川 公成 浦河 谷口牧場 ４５０ ―１：１４．５１ ３９１．２�
２３ フ ジ サ ク ラ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太藤田 達男氏 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４５２ ―１：１８．０大差 ３０１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１２５，２００円 複勝： ３４，０６３，０００円 枠連： １３，８９７，０００円

馬連： ５１，１３４，７００円 馬単： ３４，４４８，０００円 ワイド： ２１，２０５，２００円

３連複： ６７，２３０，５００円 ３連単： １０４，８９７，９００円 計： ３４４，００１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ２，３５０円 枠 連（３－６） １，６６０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，８３０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ８，３００円 �� ５，５３０円

３ 連 複 ��� ５４，６５０円 ３ 連 単 ��� ２０９，８００円

票 数

単勝票数 計 １７１２５２ 的中 � １６８２７（５番人気）
複勝票数 計 ３４０６３０ 的中 � ３９３３０（５番人気）� ７５０６２（１番人気）� ２６７７（１０番人気）
枠連票数 計 １３８９７０ 的中 （３－６） ６２０２（７番人気）
馬連票数 計 ５１１３４７ 的中 �� ２３２０４（８番人気）
馬単票数 計 ３４４４８０ 的中 �� ６６４２（１８番人気）
ワイド票数 計 ２１２０５２ 的中 �� ８９４０（７番人気）�� ６０３（３９番人気）�� ９０９（３５番人気）
３連複票数 計 ６７２３０５ 的中 ��� ９０８（８４番人気）
３連単票数 計１０４８９７９ 的中 ��� ３６９（４１４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．６―１２．３―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３４．１―４６．４―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３８．５
３ ・（７，１１）（１２，１４）（９，１６）（８，１５，１０）（１，２，６）５－１３－４＝３ ４ ・（７，１１）１４，１２（９，１６）（８，１５，１０）（１，２，６）５，１３－４＝３

勝馬の
紹 介

ニシノカーリー �
�
父 Shamardal �

�
母父 Bering デビュー ２０１０．１２．１１ 中山２着

２００８．３．３１生 牝３鹿 母 オンリーザロンリー 母母 Specificity ７戦１勝 賞金 １１，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジサクラ号は，平成２３年７月２５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 エムオーテースト号・カシノラム号・ソルトキャスケード号・ニットウカスミ号・ラブヘリテージ号・ワンステップ号

１７０２６ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６７ タングルジャングル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 日高 日高大洋牧場 ４５０－ ２１：５６．５ １．８�

８１２� フ ィ オ リ ア 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.
Partners ４７６＋ ２１：５７．２４ ６．５�

５６ � グレイドケイ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥�川島牧場 矢野 照正 米 B. Wayne
Hughes ５１０－ ２１：５７．４１� ４９．７�

８１１ ヤマノオペラオー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B４９２－ ２１：５７．５� ２９６．５�
２２ ビッグアスリート 牡３鹿 ５６ 吉田 豊横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 ４６２－ ６１：５７．８１� １６．５�
７９ � ダンスオブウォー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 米 Darley ５０４－ ６１：５７．９� ４．７	
３３ キープザブレイヴ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８２－ ４ 〃 クビ ５６．９

６８ � キ ザ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉澤 克己氏 戸田 博文 米

Petaluma
Bloodstock &
Andre Lynch

４４４－ ８１：５８．２１� ５．７�
４４ ステラソルジャー 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太�橋 良尚氏 田島 俊明 日高 長田ファーム ４５０＋ ２１：５８．３� １４６．８�
５５ バルチクリッジ �３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４１０－ ６１：５９．７９ １０３．３
１１ トーセンファミリア 牡３鹿 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５０２－ ２２：０１．１９ ３７．４�
７１０ オリンピアシチー 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 青森 清水 貞信 ４３２－ ６２：０１．３１� ２５６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，８８１，０００円 複勝： ３６，１５０，６００円 枠連： １２，１９３，６００円

馬連： ４６，５２１，１００円 馬単： ３５，９３２，４００円 ワイド： ２０，９４３，６００円

３連複： ５６，０４１，４００円 ３連単： １１４，７２６，５００円 計： ３４３，３９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ５７０円 枠 連（６－８） ４３０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，１１０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ５，８２０円 ３ 連 単 ��� １４，２００円

票 数

単勝票数 計 ２０８８１０ 的中 � ９４３１４（１番人気）
複勝票数 計 ３６１５０６ 的中 � １５３８１５（１番人気）� ３９３２１（４番人気）� ９２３９（８番人気）
枠連票数 計 １２１９３６ 的中 （６－８） ２１２７５（２番人気）
馬連票数 計 ４６５２１１ 的中 �� ６７６１７（２番人気）
馬単票数 計 ３５９３２４ 的中 �� ３０７３５（３番人気）
ワイド票数 計 ２０９４３６ 的中 �� ２０６７４（３番人気）�� ４３４７（１３番人気）�� １８１６（２４番人気）
３連複票数 計 ５６０４１４ 的中 ��� ７１０７（１８番人気）
３連単票数 計１１４７２６５ 的中 ��� ５９６３（４３番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１３．６―１３．７―１２．８―１２．８―１２．７―１２．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３８．５―５２．２―１：０５．０―１：１７．８―１：３０．５―１：４３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３
６（５，７）（１１，１２）１（８，９）－２（３，１０）－４・（６，７）（１１，１２，９）５，８，２（１，３）４，１０

２
４

・（６，７）（５，１１，１２）（１，９）８（３，２）１０－４・（６，７）（１１，１２）９－８（５，３，２）４，１，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タングルジャングル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fairy King デビュー ２０１０．１１．６ 東京２着

２００８．３．２３生 牡３鹿 母 ホクセツエレガンス 母母 Jungle Jezebel ６戦１勝 賞金 １１，１００，０００円

第３回　中山競馬　第３日



１７０２７ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第３競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４８ ミ ト ラ �３黒鹿５６ 横山 典弘吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：１２．２ ５．１�

４７ アップターン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８６－ ８１：１２．５２ ３．６�
６１２ ヒ マ ラ ヤ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４± ０ 〃 ハナ １６．５�
３６ コスモハンサム 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６２－ ２１：１２．７１� １２．３�
２４ テラノチョイス 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義寺田 寿男氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０－ ２１：１２．９１ ２．５�
１２ チャーミングロック 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７０＋ ２１：１３．０� ３４．６�
７１４ トシキャプテン 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４４８－ ６１：１３．６３� ２６４．１	
１１ スバルオーロラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 B４９４＋ ８ 〃 ハナ １２５．８

８１５ ケイオーワールド 牡３栗 ５６ 吉田 豊ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ４１：１３．９１� ２５．１�
６１１ ニジュウショウ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４８６－ ４１：１４．０� ４８６．７
５１０ リバルドホープ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 B４３４－ ２１：１４．２１� ６．９�
８１６ ジレイトソーニ 牝３栗 ５４ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 北光牧場 ４２２－ ６１：１４．８３� ２９６．５�
３５ サンマルファイア 牡３鹿 ５６ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４９６－ ２１：１５．１１� ３０７．７�
２３ ヨハネジュニア 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優安達 允彦氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５０８－ ４１：１５．６３ ３２２．４�
５９ トーアアサギリ 牝３青鹿５４ 村田 一誠高山ランド� 浅野洋一郎 豊浦トーア牧場 ４４２＋ ２１：１５．８１� ５０４．１�
７１３ シ ュ ク ラ ン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８４ ―１：１６．０１� ４０３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６３７，２００円 複勝： ３６，８０８，７００円 枠連： １５，８８２，４００円

馬連： ５１，０２３，９００円 馬単： ３６，１６９，７００円 ワイド： ２１，７６４，０００円

３連複： ６２，６１４，５００円 ３連単： １０４，８８０，８００円 計： ３４８，７８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ４３０円 枠 連（４－４） １，１４０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� １，１７０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ７，０５０円 ３ 連 単 ��� ２７，３００円

票 数

単勝票数 計 １９６３７２ 的中 � ３０７７２（３番人気）
複勝票数 計 ３６８０８７ 的中 � ５２６３１（３番人気）� ７１６４７（２番人気）� １７４６５（６番人気）
枠連票数 計 １５８８２４ 的中 （４－４） １０３５３（４番人気）
馬連票数 計 ５１０２３９ 的中 �� ３６３８６（４番人気）
馬単票数 計 ３６１６９７ 的中 �� １１７９０（９番人気）
ワイド票数 計 ２１７６４０ 的中 �� １１８１８（４番人気）�� ４４３４（１４番人気）�� ４０３６（１５番人気）
３連複票数 計 ６２６１４５ 的中 ��� ６５５６（２２番人気）
３連単票数 計１０４８８０８ 的中 ��� ２８３６（８９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１２．２―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．１―４６．３―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３８．１
３ ・（４，６）１２（５，１５）２（８，９，１６，１０）７，１－１１－１４－３－１３ ４ ・（４，６，１２）（２，１５）（７，５，８）－１６（１，９，１０）１１，１４＝３，１３

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．２０ 東京１２着

２００８．４．１１生 �３黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 カシノモンブラン号

１７０２８ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５６ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：５６．１ １．３�

２２ ヤマニンミミック 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８８± ０１：５６．７３� １２．９�
５７ トーセンルクリア 牝３栗 ５４ 伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 田端牧場 ４３８－ ２１：５７．１２� １８．８�
７１１ エメラルドインディ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 杵臼牧場 ４４４± ０１：５７．２� １２．０�
３３ ジョウテンティアラ 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４１８＋ ２１：５７．３� ２１４．７�
８１２ メリーハート 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝栗山 良子氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ４６０± ０１：５７．５１ ８２．５	
７１０ ア カ マ イ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４４２－ ２１：５９．６大差 ９．０

１１ フィッシュザビート 牝３黒鹿５４ 柴田 大知魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 福田牧場 ４３０－１０１：５９．７� ９９．７�
４５ ツクバクリコ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４８４± ０２：００．０２ １７．４�
６８ マ リ ー シ ア 牝３芦 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４５２± ０２：０１．１７ ３７．７
８１３ オンワードガイア 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４２８－１２２：０２．３７ ３５２．３�
４４ オンワードフリッグ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４４６ ―２：０４．８大差 ５７．０�
６９ ア ロ ア ロ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介�ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 岡本牧場 ４４０± ０ （競走中止） １１３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，９３０，２００円 複勝： ８６，２８９，８００円 枠連： １４，０９８，８００円

馬連： ４５，３４８，３００円 馬単： ４６，９０３，２００円 ワイド： ２３，３０３，６００円

３連複： ６０，３５３，２００円 ３連単： １２７，５５１，８００円 計： ４２９，７７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（２－５） ５２０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２７０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ３，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２５９３０２ 的中 � １６３９４８（１番人気）
複勝票数 計 ８６２８９８ 的中 � ６５２２５９（１番人気）� ３４６９８（４番人気）� ３５８０６（３番人気）
枠連票数 計 １４０９８８ 的中 （２－５） ２００５３（２番人気）
馬連票数 計 ４５３４８３ 的中 �� ５７８２３（２番人気）
馬単票数 計 ４６９０３２ 的中 �� ５０５１１（２番人気）
ワイド票数 計 ２３３０３６ 的中 �� ２３８３６（２番人気）�� ２２９３９（３番人気）�� ４９３０（１２番人気）
３連複票数 計 ６０３５３２ 的中 ��� ２９６０９（４番人気）
３連単票数 計１２７５５１８ 的中 ��� ２３７３３（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１２．８―１３．２―１２．９―１２．８―１２．８―１３．１―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３７．７―５０．９―１：０３．８―１：１６．６―１：２９．４―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．５
１
３
６（１２，８）（３，７）（１，５，１０）（２，１３）－１１＝４・（６，１２）（１０，２）（３，７）（８，５）１，１１－１３＝４

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

勝馬の
紹 介

ア ソ ル ー タ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．２．６ 東京４着

２００８．２．８生 牝３栗 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン ７戦１勝 賞金 １３，１３０，０００円
〔競走中止〕 アロアロ号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症したため発走後まもなく競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードガイア号・オンワードフリッグ号は，平成２３年７月２５日まで平地競走に出走できない。



１７０２９ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第５競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

４８ エクセルシオール 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７６ ―１：１０．０ ２．９�

６１１ ビウイッチアス 牝２黒鹿５４ 北村 宏司井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４２４ ―１：１０．２１� １１．８�
１２ レオアクティブ 牡２栗 ５４ 松岡 正海田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４５４ ―１：１０．３� ８．１�
２４ エースドライバー 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：１０．８３ ２．７�
５９ ヒヅグータス 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４４８ ― 〃 クビ ６８．６�
４７ キ タ ル フ ァ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４４２ ―１：１１．１２ ２３５．８	
７１３ マ ス イ デ ア 牝２黒鹿５４ 村田 一誠益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 ４０８ ―１：１１．２� １０７．１

２３ コンパティビリティ 牡２栗 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４１２ ―１：１１．４１ ８．０�
６１２ ライムフレーバー 牡２黒鹿５４ 武士沢友治 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 真歌田中牧場 ４２４ ―１：１１．５� ３７．５�
５１０ タケデンザビエル 牝２栗 ５４ 西田雄一郎武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４６０ ―１：１１．７１� ９０．８
３５ テイエムデジタル 牡２鹿 ５４ 吉田 豊竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４５８ ―１：１１．８� １５２．９�
８１５ ダイキチパワー 牡２栗 ５４ 丸田 恭介西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４５０ ―１：１２．５４ ８５．５�
１１ カ シ ノ ム ク 牝２芦 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 竹原 孝昭 ４５６ ―１：１３．１３� ２２７．３�
７１４ マ シ ェ リ 牝２栗 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２４ ―１：１３．３１� ４２９．５�
３６ ユウミプリンセス 牝２栗 ５４ 柴田 善臣相原 宏�氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 ４２２ ―１：１３．４� １８．１�
８１６ アブマーシュ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４５８ ― （競走中止） １７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２１４，１００円 複勝： ２９，９４３，１００円 枠連： １７，５５１，８００円

馬連： ５６，３９５，８００円 馬単： ３８，７１１，８００円 ワイド： ２２，５０８，７００円

３連複： ６６，６８１，５００円 ３連単： １０９，００４，７００円 計： ３６４，０１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � ２３０円 枠 連（４－６） １，２９０円

馬 連 �� １，９５０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ５９０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� ２１，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２３２１４１ 的中 � ６４３７８（２番人気）
複勝票数 計 ２９９４３１ 的中 � ６５０７９（２番人気）� ２４３３２（５番人気）� ３２７２０（３番人気）
枠連票数 計 １７５５１８ 的中 （４－６） １００４９（６番人気）
馬連票数 計 ５６３９５８ 的中 �� ２１３８４（９番人気）
馬単票数 計 ３８７１１８ 的中 �� ９９８１（９番人気）
ワイド票数 計 ２２５０８７ 的中 �� ８１８１（７番人気）�� ９８２８（５番人気）�� ４５９２（１３番人気）
３連複票数 計 ６６６８１５ 的中 ��� １０８２２（１４番人気）
３連単票数 計１０９００４７ 的中 ��� ３７８２（５７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．３―１１．８―１１．７―１１．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．４―３５．２―４６．９―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．８
３ ８，９（７，１３，１６）１１（５，１２）（１０，４）（３，６）２－１，１４，１５ ４ ８，９（７，１３）１１（５，１２）（１０，３，２）４－（１５，１４）６－１

勝馬の
紹 介

エクセルシオール �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Zafonic 初出走

２００９．４．４生 牡２栗 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 アブマーシュ号は，４コーナー手前で前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 テイエムデジタル号の騎手吉田豊は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２３年７月２日から平成２３年７月１０日

まで騎乗停止。
〔その他〕 テイエムデジタル号〔１１位入線〕は，４コーナーで急に外側に斜行して「タケデンザビエル」号〔１０位入線〕の走行を妨害。

（その他３番・４番への進路影響）
※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 エステージャ号・ブルジュハリファ号

１７０３０ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第６競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６８ ディープスノー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 ４５２－ ６２：０１．５ ９．５�

５７ エーブフウジン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４６０－ ２２：０１．８２ １．５�

５６ キリマンジャロ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春近藤 英子氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B４９４＋ ２２：０２．０１� １２．９�
７１１ メジロサモン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優岩� 伸道氏 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４０２－ ２２：０２．１� ２２．７�
８１３ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２８－ ２ 〃 クビ １６．０�
７１０ コスモパシフィズム 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 日高 出口牧場 ４５２＋ ４２：０２．２� ３０．２	
１１ ナイスアゲイン 牡３青鹿５６ 北村 宏司�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ５０８＋１２ 〃 クビ ５．６

３３ マスイルベッロ 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４３２± ０２：０２．３クビ ４１１．２�
４５ クレバーホーク 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４５２＋２２２：０２．４� ４３．２
６９ サファリトップガン 牡３栗 ５６ 小林 淳一熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 日高 厚賀古川牧場 B４４８± ０ 〃 アタマ ５８６．９�
８１２ メジロサンノウ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６－ ２２：０２．６１� ６４．１�
２２ ラ ブ バ レ ー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新冠 村上牧場 ４５０－ ８２：０３．５５ ３９３．６�
４４ アートオブクウィル 牝３青鹿５４ 中舘 英二岡田 隆寛氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４４２＋ ２２：０３．６� ７２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，６１８，８００円 複勝： ７０，０３１，９００円 枠連： １６，８２５，６００円

馬連： ５６，４０９，２００円 馬単： ５０，０９８，２００円 ワイド： ２６，７０７，３００円

３連複： ７１，８３６，２００円 ３連単： １５２，４４４，７００円 計： ４６９，９７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ４５０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，０１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� １１，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２５６１８８ 的中 � ２１４３６（３番人気）
複勝票数 計 ７００３１９ 的中 � ３６２８５（３番人気）� ４６０７０６（１番人気）� ３４１８６（４番人気）
枠連票数 計 １６８２５６ 的中 （５－６） ２７８３０（２番人気）
馬連票数 計 ５６４０９２ 的中 �� ７３４３４（２番人気）
馬単票数 計 ５００９８２ 的中 �� １９２７０（８番人気）
ワイド票数 計 ２６７０７３ 的中 �� ２４９８７（２番人気）�� ５７６６（１３番人気）�� １８６０８（４番人気）
３連複票数 計 ７１８３６２ 的中 ��� ３３１５４（５番人気）
３連単票数 計１５２４４４７ 的中 ��� ９５２４（３８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．８―１２．４―１２．８―１２．２―１２．１―１１．８―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３６．０―４８．４―１：０１．２―１：１３．４―１：２５．５―１：３７．３―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０
１
３
１（４，５）９（１２，１３）（８，１０）７（２，６）３，１１・（１，４，５）９，１２（１０，１３，７）（８，６）（２，１１，３）

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

勝馬の
紹 介

ディープスノー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．８．２２ 新潟６着

２００８．３．２２生 牝３鹿 母 カフェオペラ 母母 Takreem ５戦１勝 賞金 ５，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０５分に変更。
〔騎手変更〕 オーガストウェイ号の騎手石橋脩は，第５競走での落馬による検査のため横山典弘に変更。



１７０３１ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第７競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ ユメノキズナ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：１１．４ １４．７�

７１４ ナムラストリーク 牝３栗 ５２
４９ ▲嶋田 純次奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４４４＋ ８１：１１．５� ４．３�

５９ � シャイニイチカ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４２６＋ ２１：１２．０３ ６．４�
１２ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B４９６＋ ６１：１２．１� １２．０�
６１２ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１８＋ ６ 〃 クビ ２．９�
１１ タマモワルツ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４９０＋ ４１：１２．２� ８．３�
４７ � スメルスイート 牝３黒鹿５２ 武士沢友治中村 和夫氏 栗田 徹 新ひだか 沖田 博志 B５００± ０ 〃 クビ １５９．２	
６１１ フレイムヴェイン 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝 
サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：１２．３� ６５．６�
８１５ グレイスサンセット 牝６鹿 ５５ 松岡 正海松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ

ナル牧場 ４８４＋ ６ 〃 ハナ ４７．１�
８１６ オメガリトルスター 牝５栗 ５５ 北村 宏司原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：１２．４� １５．９
５１０ ニシノフェミニン 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５２＋ ４１：１２．７１� ２３．５�
３６ プリマベーラシチー 牝４栗 ５５ 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 日高 富川田中牧場 ４６６＋ ２１：１３．１２� ４０．１�
４８ ライヴドリームス 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲平野 優下河邉行信氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６２－ ４ 〃 クビ ２２．８�

７１３ パブリックアフェア 牝４栗 ５５
５２ ▲小野寺祐太 
サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４４６－ ８１：１３．２クビ １７０．８�

３５ � モルフェソングエル 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣並河賢一郎氏 本間 忍 むかわ ヤマイチ牧場 ４７０± ０１：１４．５８ ３５．６�
２３ バブルガムレディ 牝６黒鹿５５ 柴田 大知谷掛 龍夫氏 田島 俊明 門別 山際 辰夫 ４９６± ０１：１４．７１� ３１２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６６６，２００円 複勝： ４２，５８６，４００円 枠連： ２０，９５０，９００円

馬連： ７４，６５１，６００円 馬単： ４３，３８９，５００円 ワイド： ２９，０８４，８００円

３連複： ８７，００４，６００円 ３連単： １３７，７１６，２００円 計： ４５８，０５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３６０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（２－７） ３，９６０円

馬 連 �� ３，０２０円 馬 単 �� ７，４４０円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� １，５５０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ７，５００円 ３ 連 単 ��� ６１，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２２６６６２ 的中 � １２２１７（６番人気）
複勝票数 計 ４２５８６４ 的中 � ２５０３５（５番人気）� ７６１４０（２番人気）� ６５２４６（３番人気）
枠連票数 計 ２０９５０９ 的中 （２－７） ３９１３（１７番人気）
馬連票数 計 ７４６５１６ 的中 �� １８２８１（１０番人気）
馬単票数 計 ４３３８９５ 的中 �� ４３０９（２６番人気）
ワイド票数 計 ２９０８４８ 的中 �� ５５８３（１６番人気）�� ４５１２（２０番人気）�� １１５７９（４番人気）
３連複票数 計 ８７００４６ 的中 ��� ８５６８（２１番人気）
３連単票数 計１３７７１６２ 的中 ��� １６５５（１９３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．４―１２．２―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．８―４６．０―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユメノキズナ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．２５ 東京２着

２００７．４．２９生 牝４鹿 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ ８戦３勝 賞金 ２６，４００，０００円

１７０３２ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２２ � ロックバルーン 牡６栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch
Bages Ltd ４７０－ ６２：０１．１ ３．７�

１１ � セイカペガサス 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６０－ ２２：０１．３１ ４４．９�
３３ コスモロビン 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２０－ ６２：０１．５１ １．４�
５５ シルクプロミス 牝５栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４５０± ０２：０１．７１� ２３．８�
８１０� ディアドクター 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４８２－１３ 〃 クビ ７９．６�
８９ ライジングエース 牡３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次佐々木 力氏 手塚 貴久 新ひだか タイヘイ牧場 ５１６＋１２２：０１．８� １１．２	
６６ � ミシュランシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７４－ ２２：０２．０１� ４１．６

４４ � ウォッチバレー 牡３鹿 ５４

５１ ▲平野 優金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 沖田牧場 ４５８－ ４２：０２．３２ １６．７�
７８ ブルーデライト 牝５栗 ５５ 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 三石 中村 和夫 B４７０＋１２ 〃 アタマ １３９．２�
７７ ホ ク シ ン 牡３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 ４６６－ ４２：０２．８３ １１９．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，００９，１００円 複勝： ６４，０７７，８００円 枠連： １４，５０２，６００円

馬連： ５８，４３４，２００円 馬単： ６０，４７５，１００円 ワイド： ２５，３２４，５００円

３連複： ６７，２９１，９００円 ３連単： ２０７，７２８，５００円 計： ５２３，８４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � １１０円 枠 連（１－２） ５，９００円

馬 連 �� ５，７４０円 馬 単 �� ９，２７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� １５０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� １７，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２６００９１ 的中 � ５６７０３（２番人気）
複勝票数 計 ６４０７７８ 的中 � ６８７６１（２番人気）� １９９８２（６番人気）� ４３４１９９（１番人気）
枠連票数 計 １４５０２６ 的中 （１－２） １８１６（１４番人気）
馬連票数 計 ５８４３４２ 的中 �� ７５１６（１３番人気）
馬単票数 計 ６０４７５１ 的中 �� ４８１７（２２番人気）
ワイド票数 計 ２５３２４５ 的中 �� ７２８５（１１番人気）�� ６２９５４（１番人気）�� １１６１５（６番人気）
３連複票数 計 ６７２９１９ 的中 ��� ４１２３７（５番人気）
３連単票数 計２０７７２８５ 的中 ��� ８６６９（４８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．１―１１．８―１２．９―１２．６―１２．８―１２．１―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．３―３５．４―４７．２―１：００．１―１：１２．７―１：２５．５―１：３７．６―１：４９．２

コーナー
通過順位

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

２
４
８－１－２－９，１０－（５，３）－６，４－７
１，８，２，１０（９，３）（５，６）４－７

勝馬の
紹 介

�ロックバルーン �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．７．１９ 新潟１着

２００５．３．２１生 牡６栗 母 Al Saqiya 母母 Augusta Springs １８戦３勝 賞金 ３３，４８９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔その他〕 コスモロビン号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



１７０３３ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第９競走 ��１，８００�
ち ょ う し

銚 子 特 別
発走１４時３５分 （ダート・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ � モエレエンデバー 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８６＋ ４１：５３．８ ５．１�

８１６ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８０－ ４ 〃 アタマ ４．７�
２３ ルシャンベルタン 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４６４－ ６１：５４．３３ ３８．６�
４８ サトノジューオー 牡４青鹿５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３４＋ ２１：５４．５１ ３．４�
８１５ チャンピオンハーレ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４６４－ ２１：５５．１３� １８．５�
２４ トウカイノーマル 牡４青鹿５７ 嘉藤 貴行内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２８± ０ 〃 クビ ２２．１�
７１３ ベルモントスコッチ 牡３栗 ５４ 武士沢友治 	ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４７２－ ４１：５５．６３ １５９．９

６１１ ニシキホマレ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１０＋ ４１：５５．７クビ ２２９．６�
３６ ディアトゥドリーム 牡５栗 ５７ 村田 一誠増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 三石橋本牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ４０１．５�
４７ アウトストラーダ 牡３栗 ５４ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 新冠 石郷岡 雅樹 ４８２± ０ 〃 ハナ ２５．７
５１０ メイショウパルマ 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１８－ ６１：５５．９１� ４．４�
３５ ニューレジェンド 牡３青 ５４ 横山 典弘青山 洋一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５２８－ ６１：５６．０� １２．８�
５９ カフェラビリンス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５１８－ ４ 〃 ハナ ５４．３�
６１２� ホウショウマツエ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣芳賀 吉孝氏 根本 康広 米 Green

Gates Farm ４５８＋ ２１：５６．３１� ６２．３�
１１ ティアップブレイズ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５１８± ０１：５６．４� ３５．２�
７１４� ネオライディーン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春小林 仁幸氏 牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ４２：０２．６大差 ２１０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，２３２，２００円 複勝： ５５，０５４，９００円 枠連： ３０，６５８，０００円

馬連： １３７，１８６，８００円 馬単： ７０，２３２，５００円 ワイド： ４１，８５７，４００円

３連複： １３４，１３４，２００円 ３連単： ２３３，１０７，４００円 計： ７３３，４６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ６２０円 枠 連（１－８） １，０５０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� １，９００円 �� ２，７４０円

３ 連 複 ��� ８，１６０円 ３ 連 単 ��� ３９，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３１２３２２ 的中 � ４９１６４（４番人気）
複勝票数 計 ５５０５４９ 的中 � ９４８００（２番人気）� ７５６１７（４番人気）� １８０１３（８番人気）
枠連票数 計 ３０６５８０ 的中 （１－８） ２１６１９（６番人気）
馬連票数 計１３７１８６８ 的中 �� ７５４３０（５番人気）
馬単票数 計 ７０２３２５ 的中 �� ２１９３１（９番人気）
ワイド票数 計 ４１８５７４ 的中 �� １８７０６（５番人気）�� ５２６９（２１番人気）�� ３６１２（３１番人気）
３連複票数 計１３４１３４２ 的中 ��� １２１３６（２６番人気）
３連単票数 計２３３１０７４ 的中 ��� ４３７１（１１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１２．６―１２．９―１２．４―１２．５―１２．６―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．２―５０．１―１：０２．５―１：１５．０―１：２７．６―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．８
１
３
８，１２（１４，１６）１３（９，１０，１５）１１（２，３，４）－（６，７）－５－１
８（１２，１６）１３，１５（９，１０）２，１１（１４，４）３（６，７，５）－１

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

勝馬の
紹 介

�モエレエンデバー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 オペラハウス

２００７．２．２８生 牡４黒鹿 母 センターアンジェロ 母母 サマーミストレス １２戦２勝 賞金 ２３，４７８，０００円
地方デビュー ２００９．５．２１ 門別

〔騎手変更〕 グランドシチー号の騎手石橋脩は，第５競走での落馬負傷のため西田雄一郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオライディーン号は，平成２３年７月２５日まで平地競走に出走できない。

１７０３４ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第１０競走 ��２，２００�
あ わ

安 房 特 別
発走１５時１０分 （芝・右・外）

３歳以上，１，０００万円以下，２２．６．２６以降２３．６．１９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

５７ コスモラピュタ 牡４鹿 ５８ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０２：１１．７ ３．２�

５８ モ ン テ エ ン 牡４鹿 ５７．５ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４５４－ ６ 〃 クビ ４．２�
２２ スズカスコーピオン 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８８－ ２２：１２．０１� ５．４�
８１４� ミッションモード 牡４栗 ５７．５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４８６＋ ２２：１２．２１� ５．５�
８１３ ラッキーポケット 牡５鹿 ５５ 後藤 浩輝松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ ２６．９�
６９ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５２ 吉田 豊 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ６２：１２．３� １９．０�
７１２ ゴールドスパークル 牡５栗 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ ８．３	
３３ � シンボリアニマート 牡５鹿 ５４ 大野 拓弥シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 ４９０－ ６２：１２．４� １７．３

１１ ベルグミサイル 牡７芦 ５１ 武士沢友治山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４８２± ０２：１２．６１� １４３．６�
７１１ タイセイダンサー 牡５鹿 ５３ 平野 優田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４３６－ ６２：１２．７� ７０．９�
４６ シンボリローレンス 	６黒鹿５３ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２－ ６２：１２．８クビ ２２７．１
４５ ジェイケイラン 牝５黒鹿５２ 北村 宏司小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０８＋ ４ 〃 アタマ ５８．４�
３４ リヴィエラブルー 	７鹿 ５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ５０４± ０２：１２．９� ２０１．３�
６１０ トレジャーハント 牡５栗 ５５ 中舘 英二 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１２± ０２：１３．２２ ４０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３５，２６８，６００円 複勝： ６１，４４０，５００円 枠連： ３５，７２２，０００円

馬連： １３６，７６７，８００円 馬単： ７５，８５７，７００円 ワイド： ４６，９３０，０００円

３連複： １５４，０２４，４００円 ３連単： ２７８，７８０，０００円 計： ８２４，７９１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（５－５） ８４０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ４５０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３５２６８６ 的中 � ８７３７６（１番人気）
複勝票数 計 ６１４４０５ 的中 � １０９０７４（２番人気）� １１００３６（１番人気）� ９６６１８（３番人気）
枠連票数 計 ３５７２２０ 的中 （５－５） ３１５８３（４番人気）
馬連票数 計１３６７６７８ 的中 �� １２７５２１（１番人気）
馬単票数 計 ７５８５７７ 的中 �� ３８３２５（１番人気）
ワイド票数 計 ４６９３００ 的中 �� ３４５６７（１番人気）�� ２５７０５（４番人気）�� ２２１２３（６番人気）
３連複票数 計１５４０２４４ 的中 ��� ７５７４８（２番人気）
３連単票数 計２７８７８００ 的中 ��� ３１９８７（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．７―１２．３―１１．７―１２．２―１２．０―１２．０―１１．９―１１．９―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２４．０―３６．３―４８．０―１：００．２―１：１２．２―１：２４．２―１：３６．１―１：４８．０―１：５９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモラピュタ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．１３ 中山２着

２００７．５．２生 牡４鹿 母 ヒャッカリョウラン 母母 ペシェミョン １６戦４勝 賞金 ７９，２６１，０００円
〔騎手変更〕 スズカスコーピオン号の騎手石橋脩は，第５競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。



１７０３５ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第１１競走 ��１，２００�
ふなばし

船橋ステークス
発走１５時４５分 （芝・右・外）

３歳以上，１，６００万円以下，２２．６．２６以降２３．６．１９まで１回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

船橋市長賞（１着）
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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５９ エーシンリジル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４５８－ ２１：０７．４ ３．８�

３５ ツルマルジュピター 牡４黒鹿５７．５ 後藤 浩輝鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８０－ ４１：０７．６１ ３．９�
２３ � レジェトウショウ 牝５栗 ５４ 吉田 豊トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８２＋１０ 〃 クビ ４．９�
７１４ アイアムマリリン 牝５青鹿５２ 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：０７．７クビ ６．６�
６１１� ロードバロック 牡６鹿 ５３ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３４＋ ２ 〃 クビ ５３．１�
６１２ ミスクリアモン 牝５鹿 ５３ 西田雄一郎平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７８＋ ２１：０７．９１� ３３．１�
２４ グローリールピナス 牝５栃栗５３ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ４２．８	
１２ クリールバレット 牡７鹿 ５２ 柴田 大知横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４６８－ ８ 〃 クビ １０９．８

８１５ カホマックス 牝４鹿 ５５ 中舘 英二星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－１０ 〃 ハナ ３０．０�
５１０ ケイアイエーデル 牝６鹿 ５２ 小野寺祐太 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４３４－ ４１：０８．０クビ ４６２．８�
３６ マヤノロシュニ 牝５芦 ５２ 村田 一誠田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４４６＋ ６１：０８．２１� ２４．５
１１ シセイカグヤ 牝５鹿 ５４ 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６４＋１２１：０８．４１� ２０．４�
４８ トウショウブリッツ 牡７鹿 ５４ 蛯名 正義トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９６－ ６１：０８．６１ ９８．２�
４７ バイラオーラ 牝５栗 ５２ 伊藤 工真 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４± ０１：０８．７� ５７．９�
７１３ テイエムキューバ 牡３栗 ５１ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４６６＋２６１：０９．４４ ３４．４�
８１６ サクラミモザ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４７４＋ ２ （競走中止） ８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，０２２，２００円 複勝： ９０，８３２，９００円 枠連： ５４，２４５，８００円

馬連： ２８５，２２０，７００円 馬単： １５１，５５５，４００円 ワイド： ８８，０２７，６００円

３連複： ３２６，１１１，７００円 ３連単： ６２４，２６５，２００円 計： １，６７７，２８１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（３－５） ６４０円

馬 連 �� ７２０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ４，６８０円

票 数

単勝票数 計 ５７０２２２ 的中 � １２０２７５（１番人気）
複勝票数 計 ９０８３２９ 的中 � １６９６９８（２番人気）� １７０７３５（１番人気）� １４９７１６（３番人気）
枠連票数 計 ５４２４５８ 的中 （３－５） ６３０８７（１番人気）
馬連票数 計２８５２２０７ 的中 �� ２９２３８９（１番人気）
馬単票数 計１５１５５５４ 的中 �� ８４８５３（１番人気）
ワイド票数 計 ８８０２７６ 的中 �� ８２６８５（１番人気）�� ６２０５０（２番人気）�� ５６７１９（３番人気）
３連複票数 計３２６１１１７ 的中 ��� ２０４０６３（１番人気）
３連単票数 計６２４２６５２ 的中 ��� ９８５５６（１番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．３―１１．０―１１．３―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．０―３３．０―４４．３―５５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３４．４
３ １２，１５（６，１６）（５，８，９）１４，１１（１，１３）（２，１０）（３，４，７） ４ １２，１５，１６，６（５，９）１４（８，１１）１（２，１３）（３，４，１０）７

勝馬の
紹 介

エーシンリジル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２７ 阪神７着

２００７．３．８生 牝４鹿 母 エイシンルーデンス 母母 エイシングレシャス ２１戦５勝 賞金 ８０，９７８，０００円
〔競走中止〕 サクラミモザ号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 デリキットピース号・トーホウカイザー号・ナイアード号

１７０３６ ６月２５日 曇 良 （２３中山３）第３日 第１２競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ クラックシード 牝４黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２＋１２１：４８．２ ２．５�

４４ マイネルレイン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５２４＋ ４１：４８．３� ３．９�

８１３ スーパーオービット 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４８－ ４１：４８．５１ １７．２�

７１１ チェルカトローバ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４３２－１２１：４８．７１� ２４２．２�

５６ シルクペガサス 牡６栗 ５７ 田中 勝春有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５０－ ８ 〃 クビ ５９．７�
２２ マ シ ラ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０１：４８．８� ２０．０	
５７ ロードシップ 牡４青鹿５７ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 ５０８－ ６ 〃 ハナ ７．２

６９ ジョウノアラミス 牡３鹿 ５４ 北村 宏司小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４９６＋ ４１：４８．９� ５．３�
３３ サトノペガサス 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ ８．９�
８１２ エムオークラウン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信大浅 貢氏 高柳 瑞樹 日高 門別牧場 B４５４＋ ２ 〃 ハナ １７６．２
７１０� スプリングナイル 牡５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太加藤 春夫氏 成島 英春 様似 堀 弘康 B４６６± ０ 〃 ハナ ５１４．５�
６８ スモールキング 牡３鹿 ５４ 中舘 英二�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４２－ ８１：４９．５３� ４２．０�
４５ � グローリーゲイル �４黒鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士岡田 牧雄氏 清水 美波 浦河 山田 昇史 ４１２－ ４１：５０．０３ ３８３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４６，２２６，６００円 複勝： ５７，３５２，７００円 枠連： ３１，１７５，７００円

馬連： １４５，６３１，８００円 馬単： ９０，４８６，３００円 ワイド： ４８，４８８，５００円

３連複： １５９，１２９，２００円 ３連単： ３４４，７１０，９００円 計： ９２３，２０１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ３１０円 枠 連（１－４） ４７０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ６７０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 ��� ７，４５０円

票 数

単勝票数 計 ４６２２６６ 的中 � １４６９７０（１番人気）
複勝票数 計 ５７３５２７ 的中 � １２８８３７（１番人気）� １０８９７９（２番人気）� ３５７７７（６番人気）
枠連票数 計 ３１１７５７ 的中 （１－４） ４９７０９（１番人気）
馬連票数 計１４５６３１８ 的中 �� ２０６９２０（１番人気）
馬単票数 計 ９０４８６３ 的中 �� ８５０９６（１番人気）
ワイド票数 計 ４８４８８５ 的中 �� ５７１６１（１番人気）�� １６５１５（９番人気）�� １１４３２（１５番人気）
３連複票数 計１５９１２９２ 的中 ��� ４７３９９（８番人気）
３連単票数 計３４４７１０９ 的中 ��� ３４１５９（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．５―３６．８―４９．３―１：０１．２―１：１３．３―１：２４．９―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
１
３
４，６，７（１，２，８）９，１２，５－３，１３，１１，１０
４，６（１，７）（２，８）９（５，３，１２）（１０，１３）１１

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

勝馬の
紹 介

クラックシード �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．３．７ 中山１着

２００７．５．５生 牝４黒鹿 母 ファビラスキャット 母母 ファビラスラフイン ８戦３勝 賞金 ３０，１３４，０００円
〔騎手変更〕 サトノペガサス号の騎手石橋脩は，第５競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。



（２３中山３）第３日 ６月２５日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８２，９１０，０００円
６，３９０，０００円
１３，９４０，０００円
１，４９０，０００円
１７，３４０，０００円
５８，６２０，７５０円
４，４２０，０００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
３５０，８３１，４００円
６６４，６３２，３００円
２７７，７０４，２００円
１，１４４，７２５，９００円
７３４，２５９，８００円
４１６，１４５，２００円
１，３１２，４５３，３００円
２，５３９，８１４，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，４４０，５６６，７００円

総入場人員 ２１，６３１名 （有料入場人員 １９，６６３名）


