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１７０８５ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．４
１：３３．１

良

良

２３ ピタゴラスコンマ 牡２鹿 ５４ 横山 典弘�瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９６＋１０１：３６．６ ４．１�

４７ ミヤコマンハッタン 牝２鹿 ５４ 小牧 太吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ４．１�
６１１ マイネルモーヴ 牡２栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７８± ０１：３７．４５ ３．５�
３６ ロードラディアント 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４５８－ ４１：３７．５� ３１．８�
２４ キープビリービング 牡２黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ １６．１�
５１０ マイネエミリー 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ４００± ０１：３７．６クビ ９．７	
４８ 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 ４２２－ ２ 〃 クビ ４４６．５

８１６ オペラダンシング 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４４０± ０１：３７．７クビ ８．５�
１１ アブマーシュ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ４９．６�
７１３ タヂカラオー 牡２栗 ５４ 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４６２－ ６１：３７．８� ７３．０
７１４ テイエムデジタル 牡２鹿 ５４ 宮崎 北斗竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４５８± ０１：３８．１２ ４９９．４�
３５ フランスギャル 牝２黒鹿５４ 村田 一誠菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４５２－ ６１：３８．２� ３１８．４�
６１２ ダイワブランド 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ２１：３８．４１� ９．２�
８１５ タイセイスティング 牡２栗 ５４ 北村 宏司田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ４８４± ０１：３８．７２ ２２５．１�
５９ キ タ ル フ ァ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４３４－ ８１：３８．８クビ ８８．８�
１２ チ ョ ウ ウ ン 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 恵比寿牧場 ４８０－ ６１：３９．０１� ４５９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８４９，１００円 複勝： ３３，６６０，５００円 枠連： １３，６０９，２００円

馬連： ５１，５３１，６００円 馬単： ３４，８７５，７００円 ワイド： ２０，７５１，９００円

３連複： ６２，６９０，０００円 ３連単： ９８，８７３，９００円 計： ３３６，８４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（２－４） ５３０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ４，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２０８４９１ 的中 � ４０２４６（３番人気）
複勝票数 計 ３３６６０５ 的中 � ７２１４４（２番人気）� ７６６１１（１番人気）� ４４９９５（３番人気）
枠連票数 計 １３６０９２ 的中 （２－４） １９１２８（１番人気）
馬連票数 計 ５１５３１６ 的中 �� ６０２４２（１番人気）
馬単票数 計 ３４８７５７ 的中 �� ２１００８（１番人気）
ワイド票数 計 ２０７５１９ 的中 �� ２０４５０（１番人気）�� １３１４６（３番人気）�� １３３１８（２番人気）
３連複票数 計 ６２６９００ 的中 ��� ４２０２４（１番人気）
３連単票数 計 ９８８７３９ 的中 ��� １７０４１（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．０―１２．４―１２．５―１２．０―１２．１―１２．１

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピタゴラスコンマ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１１．６．１９ 中山３着

２００９．２．１８生 牡２鹿 母 ディソサード 母母 I’m Out ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

１７０８６ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第２競走 ��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１３ ミヤビコンクエスト 牡３栗 ５６ 中舘 英二村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 ４６４＋ ４１：１３．３ １１．９�

８１６ ブロンクステイル 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 追分ファーム ４８２＋ ４１：１３．４� ４．２�
５１０ シーズアップルズ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３０± ０１：１３．５� ２２．３�
４８ ブラックアース 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４９４＋１８ 〃 ハナ １７．２�
４７ ソルトキャスケード 牝３鹿 ５４ 松岡 正海伊藤 仁氏 萱野 浩二 日高 白井牧場 ４５６± ０１：１３．６� １８．７�
８１５ 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 〃 クビ ２．９�
１１ メジロクロビシ 牝３青 ５４ 上村 洋行岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４５０－ ６１：１３．７� ８．７	
２４ ヒラボクローレル �３鹿 ５６ 北村 宏司
平田牧場 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 ４５２＋ ６１：１４．１２� ６１．２�
１２ マックスファイヤー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４６６± ０１：１４．８４ ５３．５�
６１２ ファインユウマ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４２２± ０１：１４．９クビ ４．３
７１４ グランドセイリング 牡３栗 ５６ 柴田 大知関 駿也氏 武市 康男 新冠 八木 常郎 B４９４－ ４１：１５．５３� ５２．０�
３６ バルトデスティニー 牝３栗 ５４ 大野 拓弥吉岡 泰治氏 和田正一郎 新ひだか 増本牧場 ４４２± ０１：１５．７１� １２７．２�
２３ キョウエイバトラー 牡３青鹿５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 的場 均 日高 春木 昭雄 ４６８± ０１：１６．０１� ３０６．４�
５９ スターリーベイ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 和子氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３９２ ―１：１６．１� １５０．７�
３５ ニューロマンサー 牝３栗 ５４ 伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ２１６．６�
６１１ ラシアンタンカード 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社
大原ファーム ４４４ ―１：１６．５２� ４０５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５９２，９００円 複勝： ３３，３１６，４００円 枠連： １７，５３２，１００円

馬連： ５７，４９６，５００円 馬単： ３７，７３５，１００円 ワイド： ２３，２２７，０００円

３連複： ６７，６７７，９００円 ３連単： １１１，１２２，１００円 計： ３６７，７００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３７０円 � １８０円 � ４１０円 枠 連（７－８） ７４０円

馬 連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ６，２９０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ２，３６０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １１，４３０円 ３ 連 単 ��� ７２，５１０円

票 数

単勝票数 計 １９５９２９ 的中 � １３０６３（５番人気）
複勝票数 計 ３３３１６４ 的中 � ２１５６１（５番人気）� ６２４３８（２番人気）� １８７６２（６番人気）
枠連票数 計 １７５３２１ 的中 （７－８） １７６０１（４番人気）
馬連票数 計 ５７４９６５ 的中 �� １５１１２（１１番人気）
馬単票数 計 ３７７３５１ 的中 �� ４４３１（２２番人気）
ワイド票数 計 ２３２２７０ 的中 �� ６７００（８番人気）�� ２３５５（２４番人気）�� ５１５８（１３番人気）
３連複票数 計 ６７６７７９ 的中 ��� ４３７３（３６番人気）
３連単票数 計１１１１２２１ 的中 ��� １１３１（２１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１３．１―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．５―４７．６―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤビコンクエスト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１．１６ 中山９着

２００８．４．１３生 牡３栗 母 オルガナイザー 母母 シ ラ ー ７戦１勝 賞金 ６，５５０，０００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。
（非当選馬） １頭 タイセイブーケ号

第３回　中山競馬　第８日



１７０８７ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１１ 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 ４８４－ ４１：５５．７ ２．５�

５６ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４３４＋ ２１：５５．９１� １１．９�
３３ プレシャスマリン 牝３栗 ５４ 三浦 皇成西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 B４６８＋ ２１：５７．５１０ １５．７�
４４ ベネチアブルー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：５７．７１ ７４．８�
８１３ 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± ０１：５８．０１� １６１．６�
７１０ キタサンウタヒメ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�大野商事 嶋田 功 日高 広中 稔 ４３２＋ ２ 〃 アタマ ８．４	
６８ トミケンロブスト 牝３鹿 ５４ 武士沢友治冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか タツヤファーム ４６０－ ２１：５８．２１� １０６．２

８１２ カトルズスルー 牝３栗 ５４ 上村 洋行山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５８．４１� １８．８�
４５ ケージーアミーガ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ４．５�
１１ ニシノコイシクテ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太西山 茂行氏 小西 一男 むかわ 西山牧場 ４１４± ０１：５９．１４ ８８．２
６９ クリールダイナー 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次横山 修二氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４１８－１０２：００．１６ １１１．３�
５７ ベイビーブルーアイ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４３８＋ ４２：００．８４ ５６０．３�
２２ ディープインアスク 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５８－ ４２：０４．１大差 ３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，４１０，３００円 複勝： ３３，８９０，９００円 枠連： １２，９１３，１００円

馬連： ５４，８５０，５００円 馬単： ４０，７７３，６００円 ワイド： ２１，９９３，２００円

３連複： ６４，９０２，５００円 ３連単： １２１，４４０，４００円 計： ３７０，１７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � ３４０円 枠 連（５－７） ８６０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ６６０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ４，０４０円 ３ 連 単 ��� １６，０６０円

票 数

単勝票数 計 １９４１０３ 的中 � ６３０８０（１番人気）
複勝票数 計 ３３８９０９ 的中 � １０９２８４（１番人気）� ２８２４５（５番人気）� １９４００（６番人気）
枠連票数 計 １２９１３１ 的中 （５－７） １１１７２（３番人気）
馬連票数 計 ５４８５０５ 的中 �� ３５５０２（５番人気）
馬単票数 計 ４０７７３６ 的中 �� １７４７６（７番人気）
ワイド票数 計 ２１９９３２ 的中 �� １７１２７（３番人気）�� ８０８２（８番人気）�� ３２９４（１９番人気）
３連複票数 計 ６４９０２５ 的中 ��� １１８５８（１６番人気）
３連単票数 計１２１４４０４ 的中 ��� ５５８２（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．９―５０．７―１：０３．８―１：１６．５―１：２９．９―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンミミック �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．１．２３ 小倉１３着

２００８．２．１０生 牝３黒鹿 母 ヤマニンソリテール 母母 マ ダ ニ ナ ５戦１勝 賞金 ６，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベイビーブルーアイ号・ディープインアスク号は，平成２３年８月１０日まで平地競走に出走でき

ない。

１７０８８ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ グランドジョラス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ４９８＋ ６１：１２．７ ３．４�

６１１ セイカフォルテ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４４± ０１：１２．８� ４．５�
２３ ケージーハヤテ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９４＋ ２１：１３．０１ ２．９�
８１６ カシノダンガン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４７２± ０１：１３．４２� １３５．３�
７１３ チャンピオンアラシ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信坪野谷和平氏 大竹 正博 新冠 川上牧場 ４６６± ０１：１３．５クビ ２０．３�
６１２ ダイワイマージュ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 大典牧場 ４６８－１０１：１３．７１� １３．７�
３６ カシノマイラヴ 牡３青鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 B４３４－ ８１：１４．０２ ２８０．３�
７１４ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４ 小島 太一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４５８＋ ２１：１４．１� １２．６	
５９ ヴェントディーオ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成大野 數芳氏 松山 将樹 日高 川端 正博 ４７８＋ ２１：１４．２� ８．８

５１０ コウヨウワールド 牡３芦 ５６

５３ ▲高嶋 活士寺内 正光氏 的場 均 浦河 谷川牧場 ４５０＋ ２１：１４．６２� ４０１．４�
１１ ドゥーユアベスト 牡３黒鹿５６ 村田 一誠吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ５１６ ―１：１５．３４ ２６．１�
１２ マドラスシチー 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎 友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４７４＋ ４１：１５．４� ４２９．８�
４７ エアーズロック 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�小林牧場 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 ４６４＋ ６１：１５．５クビ １０７．１�
４８ ラブインザレイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優安達 允彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：１５．６� １７１．４�
３５ ドラマティックデイ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治藤田 在子氏 天間 昭一 日高 天羽 禮治 ４６４ ―１：１６．５５ ３４４．５�
２４ ヒカルビジュー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６２＋ ６１：１７．０３ ７３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９６１，４００円 複勝： ２６，６９５，２００円 枠連： １３，９３７，６００円

馬連： ４９，３２２，８００円 馬単： ３５，１２３，０００円 ワイド： ２０，５３１，７００円

３連複： ６１，６０４，５００円 ３連単： １１０，７３８，３００円 計： ３３４，９１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（６－８） ６００円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １９０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 ��� ３，６５０円

票 数

単勝票数 計 １６９６１４ 的中 � ３９５３９（２番人気）
複勝票数 計 ２６６９５２ 的中 � ６３７７８（２番人気）� ４４２７７（３番人気）� ６５７８０（１番人気）
枠連票数 計 １３９３７６ 的中 （６－８） １７１７９（３番人気）
馬連票数 計 ４９３２２８ 的中 �� ４６５８４（３番人気）
馬単票数 計 ３５１２３０ 的中 �� １６４０８（４番人気）
ワイド票数 計 ２０５３１７ 的中 �� １５８１７（３番人気）�� ３００８５（１番人気）�� １８７５０（２番人気）
３連複票数 計 ６１６０４５ 的中 ��� ８２１２６（１番人気）
３連単票数 計１１０７３８３ 的中 ��� ２２４１６（４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１２．１―１２．５―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３５．０―４７．５―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドジョラス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．１１．２１ 東京６着

２００８．４．２７生 牡３青鹿 母 ス モ モ 母母 ア ド ロ ８戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒカルビジュー号は，平成２３年８月１０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。
（非当選馬） ４頭 オリジン号・トウショウジャック号・ベニノダイヤ号・ヤギリエスペランサ号
（非抽選馬） ２頭 サンマルグロワール号・テイエムサウスダン号



１７０８９ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８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

８１４ ブランダムール 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４３０ ―１：１０．４ ４．７�

７１２ ヨシールプリンセス 牝２鹿 ５４ 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４２４ ―１：１１．２５ ５．１�
８１５ フリートアロー 牡２栗 ５４ 伊藤 工真矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４７４ ―１：１１．８３� １９．２�
４７ リ ョ ウ ラ ン 牡２栗 ５４ 村田 一誠�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５０ ―１：１２．０１� ３．０�
６１０ トーセンファースト 牝２芦 ５４

５１ ▲横山 和生島川 �哉氏 後藤 由之 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６２ ―１：１２．２１� ９５．９	

１１ ジョイフルワールド 牡２栗 ５４ 小牧 太前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 佐竹 学 ４３２ ― 〃 クビ １２．１

２２ ドラゴンアリー 牝２黒鹿５４ 田中 勝春窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 新ひだか ヒサイファーム ４１８ ―１：１２．５２ ６．４�
３４ ギンザクリスタル 牝２青鹿５４ 三浦 皇成有馬 博文氏 清水 英克 安平 ノーザンファーム ４２２ ―１：１２．６クビ １６．９�
４６ エクセレントアイ 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４１８ ―１：１２．８１� １３７．６
２３ トワイライトダンス 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４０２ ―１：１３．１１� ５４．９�
３５ フレンドブライト 牡２鹿 ５４ 江田 照男横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 佐々木 貴博 ４１０ ―１：１３．５２� １７７．３�
５９ イニシエノウタ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４４８ ―１：１３．９２� ２４．８�
６１１ エーシンルンバ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４５０ ―１：１４．３２� １３．８�
７１３ ホクテンスマート 牡２栗 ５４ 北村 宏司小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム ４６４ ―１：１４．６２ １１５．０�
５８ プリティグッド 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２６ ―１：１６．４大差 ３８３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，３９３，３００円 複勝： ２６，７０１，５００円 枠連： １４，６９０，３００円

馬連： ５０，８３０，７００円 馬単： ３５，４６９，７００円 ワイド： １８，６７０，７００円

３連複： ６０，１３０，５００円 ３連単： ９６，８１１，５００円 計： ３２２，６９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ４２０円 枠 連（７－８） ７８０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� １，１５０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ４，９３０円 ３ 連 単 ��� ２０，９８０円

票 数

単勝票数 計 １９３９３３ 的中 � ３２７３１（２番人気）
複勝票数 計 ２６７０１５ 的中 � ４３５５９（２番人気）� ３８７０４（３番人気）� １３４９０（８番人気）
枠連票数 計 １４６９０３ 的中 （７－８） １３９６９（３番人気）
馬連票数 計 ５０８３０７ 的中 �� ３０８４６（４番人気）
馬単票数 計 ３５４６９７ 的中 �� ９９８８（７番人気）
ワイド票数 計 １８６７０７ 的中 �� ８６９５（４番人気）�� ３９２９（１７番人気）�� ３４６０（１８番人気）
３連複票数 計 ６０１３０５ 的中 ��� ９００５（１７番人気）
３連単票数 計 ９６８１１５ 的中 ��� ３４０６（５１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．７―１１．７―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．６―４６．３―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランダムール �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Woodman 初出走

２００９．４．６生 牝２栗 母 ウッディークー 母母 ブリズントゥアウィン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホクテンスマート号・プリティグッド号は，平成２３年８月１０日まで平地競走に出走できない。
※トワイライトダンス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１７０９０ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

６１１ シルクオフィサー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８－ ６１：５４．６ ３．９�

７１３ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 B４５４－ ４１：５５．５５ ２１．４�
８１６� カラヴィンカ 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太吉田 和美氏 堀 宣行 米 Nesco II ４２６－１０１：５５．７１� １３６．２�
５１０ モエレシュネル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中村 和夫氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ４９６＋ ２１：５６．１２� ５．２�
４７ グランデスバル 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �グランデオーナーズ 勢司 和浩 浦河 鵜木 唯義 ４６０＋ ６１：５６．８４ ７．６�
８１５ コスモゴールデン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４９４－ ８１：５７．１２ ６．０	
２４ ビッグスナイパー 牡３青鹿５６ 上村 洋行平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 ４９０± ０１：５７．３１� ２４．５

５９ エフティシュタルク 牡３青鹿５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B５２４－ ４１：５７．５１ ４．０�
３６ トーホウベスト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ８．９�
１１ ベルウッドショット 牡３栗 ５６ 村田 一誠鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 飯岡牧場 ４６８－ ２１：５７．６	 １２１．０
３５ サウンドボス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成増田 雄一氏 池上 昌弘 新ひだか 静内フアーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ３９．６�
２３ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 B５０２－ ２１：５７．８１ ２３７．９�
７１４ ミッドナイトブルー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４９２－１２１：５８．０１� ９７．８�
４８ タマモアイガー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗タマモ� 伊藤 伸一 新ひだか 曾我 博 ４９８＋ ６１：５８．１� ４６４．７�
１２ ヘンリーレガッタ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥吉田 和美氏 牧 光二 新ひだか 平野牧場 ５２０ ―１：５９．４８ １７５．８�

（１５頭）
６１２� エーシンセントラル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信�栄進堂 久保田貴士 米 Forging

Oaks LLC ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，５２４，１００円 複勝： ３７，０６３，１００円 枠連： １６，８１５，２００円

馬連： ５９，４７５，２００円 馬単： ３６，９９１，５００円 ワイド： ２３，３０６，６００円

３連複： ７２，６９３，３００円 ３連単： １１５，１６３，８００円 計： ３８３，０３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � ２００円 � ４６０円 � ２，１９０円 枠 連（６－７） ３，９４０円

馬 連 �� ４，１９０円 馬 単 �� ６，８６０円

ワ イ ド �� １，３４０円 �� ６，９６０円 �� １８，６１０円

３ 連 複 ��� ２１２，０５０円 ３ 連 単 ��� ５９４，３５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１５２４１（返還計 １６３） 的中 � ４４２３８（１番人気）
複勝票数 差引計 ３７０６３１（返還計 ２１１） 的中 � ６３２５６（２番人気）� １９７０１（７番人気）� ３６００（１２番人気）
枠連票数 差引計 １６８１５２（返還計 １７） 的中 （６－７） ３１５２（１４番人気）
馬連票数 差引計 ５９４７５２（返還計 ５３７） 的中 �� １０４８７（１６番人気）
馬単票数 差引計 ３６９９１５（返還計 ４４０） 的中 �� ３９８２（３２番人気）
ワイド票数 差引計 ２３３０６６（返還計 ２２９） 的中 �� ４４４２（１９番人気）�� ８１３（４１番人気）�� ３０２（７０番人気）
３連複票数 差引計 ７２６９３３（返還計 １１９４） 的中 ��� ２５３（１９０番人気）
３連単票数 差引計１１５１６３８（返還計 ２８８１） 的中 ��� １４３（７９２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．３―１３．４―１２．６―１２．５―１２．６―１３．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．５―５０．９―１：０３．５―１：１６．０―１：２８．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクオフィサー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．８．１ 函館３着

２００８．３．３１生 牡３鹿 母 ナイトクルーズ 母母 ナイトスパーク ６戦１勝 賞金 ９，７００，０００円
〔出走取消〕 エーシンセントラル号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
〔その他〕 エフティシュタルク号は，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。



１７０９１ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・右・外）

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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

８１６ ネオブラックダイヤ 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－ ４２：１４．９ １．９�

５９ オービーキング 牡３鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４５４＋ ４２：１５．２１� １０．５�
４７ モンドナハト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 ４３８± ０２：１５．６２� ４０．８�
１２ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４８４＋ ２２：１５．９２ １７．５�
６１１ クリーンメタボ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ４２：１６．１１ １０．３�
２３ シャトルベクター 牡３青鹿５６ 武士沢友治加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ５００＋ ４２：１６．３１� １９８．５	
８１５ クレバーホーク 牝３黒鹿５４ 中舘 英二田
 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４４８－ ４２：１６．４� ５４．８�
２４ ブライトジェム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成吉田 和美氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 B４７６＋ ４２：１６．７１� ３２．５�
３６ ア ル シ ノ エ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４９２± ０ 〃 クビ １７．８
４８ オールヴォアール 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 前川 隆則 ５０２－ ２２：１７．７６ ３．２�
５１０ ブライティアアース 牝３栗 ５４ 西田雄一郎小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ３５８．３�
３５ 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 ４３４＋ ２ 〃 ハナ ３７６．７�
７１３ ベルウッドアルピナ 牝３黒鹿５４ 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６２：１８．０２ ４４９．５�
７１４ ヤングチョウサン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４３４－ ２２：１８．１クビ ４９．７�
６１２� コスモマローネ 牝３栗 ５２

４９ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新
A J Cook &
Rich Hill Thor-
oughbreds Ltd

４３４－ ４２：１８．２� １２４．８�
１１ チャンスワン 牡３栗 ５６ 村田 一誠�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 谷川牧場 B４７６－ ８２：２９．１大差 １６０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４１６，４００円 複勝： ５１，９７５，９００円 枠連： １７，９０３，２００円

馬連： ７５，６０８，２００円 馬単： ５３，２４６，６００円 ワイド： ２７，６４７，３００円

３連複： ８０，９６２，７００円 ３連単： １５７，８３２，８００円 計： ４８７，５９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � ６１０円 枠 連（５－８） ９４０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� １，２００円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� ７，０７０円 ３ 連 単 ��� ２２，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２２４１６４ 的中 � ９３２６４（１番人気）
複勝票数 計 ５１９７５９ 的中 � ２８６９５５（１番人気）� ３０７６５（４番人気）� １０４６３（８番人気）
枠連票数 計 １７９０３２ 的中 （５－８） １４２０７（３番人気）
馬連票数 計 ７５６０８２ 的中 �� ４８６７９（３番人気）
馬単票数 計 ５３２４６６ 的中 �� ２６５５４（４番人気）
ワイド票数 計 ２７６４７３ 的中 �� １５５３０（３番人気）�� ５５４３（１１番人気）�� ２２０２（２５番人気）
３連複票数 計 ８０９６２７ 的中 ��� ８４６２（１７番人気）
３連単票数 計１５７８３２８ 的中 ��� ５１５１（５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．９―１２．５―１２．７―１２．８―１２．７―１３．０―１２．４―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．０―３４．９―４７．４―１：００．１―１：１２．９―１：２５．６―１：３８．６―１：５１．０―２：０２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ネオブラックダイヤ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．１．３０ 東京２着

２００８．２．５生 牡３青鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード ５戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャンスワン号は，平成２３年８月１０日まで平地競走に出走できない。

１７０９２ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第８競走 ��１，８００�
お り ひ め

織 姫 賞
発走１４時００分 （芝・右）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１２ ビューティファイン 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８６－ ２１：４８．７ １４．２�

５８ イッツスパーブ 牝３鹿 ５２ 上村 洋行 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：４９．１２� ２３．８�
３３ シーズンズベスト 牝４青鹿５５ 中舘 英二 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ６１：４９．３１ １．３�
８１３ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５２ 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４ 〃 クビ ９．６�
８１４ 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± ０１：４９．４クビ ３１．６�
６１０ レインボーシューズ 牝３鹿 ５２ 田中 勝春吉田 哲哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２４＋ ２１：４９．６１� ２２．１�
７１１ デラコリーナ 牝３鹿 ５２ 松岡 正海 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４５８－ ４１：４９．９２ １４．１	
３４ 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 ４４８－ ２１：５０．０クビ ２２．６

１１ フ ジ チ ャ ン 牝３鹿 ５２ 江田 照男臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４６２＋ ８１：５０．２１� ８８．０�
６９ ムライチンタ 牝３栗 ５２ 村田 一誠坂田 行夫氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ ４５６＋ ４１：５０．３クビ １５９．６�
４６ ユーピロンユー 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４６６＋ ６１：５０．５１� ３９．８
２２ ク リ ア キ ー 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４２８－ ６ 〃 クビ ８９．８�
５７ スマイルプライズ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４１４＋ ４１：５０．６クビ ４７．８�
４５ � シ テ ィ オ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥伊達 敏明氏 田中 剛 日高 サンシャイン

牧場 ４３０－ ４１：５１．８７ ２５４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，７１５，９００円 複勝： ８９，７５４，９００円 枠連： ２３，７７２，２００円

馬連： ８２，０９０，４００円 馬単： ６６，２８７，３００円 ワイド： ３０，９４３，１００円

３連複： ９７，２１１，１００円 ３連単： ２０６，０１８，７００円 計： ６２９，７９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２７０円 � ３４０円 � １１０円 枠 連（５－７） ２，９８０円

馬 連 �� ９，１４０円 馬 単 �� ２２，３４０円

ワ イ ド �� １，９９０円 �� ３８０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� ５０，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３３７１５９ 的中 � １８７３１（４番人気）
複勝票数 計 ８９７５４９ 的中 � ３２５８２（４番人気）� ２４３１０（６番人気）� ６４４６７７（１番人気）
枠連票数 計 ２３７７２２ 的中 （５－７） ５９０６（１０番人気）
馬連票数 計 ８２０９０４ 的中 �� ６６３１（２４番人気）
馬単票数 計 ６６２８７３ 的中 �� ２１９０（４４番人気）
ワイド票数 計 ３０９４３１ 的中 �� ３４３０（２６番人気）�� ２１６７０（３番人気）�� １７４５３（５番人気）
３連複票数 計 ９７２１１１ 的中 ��� ２１１９８（１１番人気）
３連単票数 計２０６０１８７ 的中 ��� ３００８（１５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．０―２４．２―３６．０―４８．１―１：００．４―１：１２．６―１：２４．７―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．１
１
３
１，３，６，１０（５，８，１１）９，７（２，１３）（４，１２，１４）・（１，３）１１，６－１０，８（２，５）（７，９，１２）４，１３，１４

２
４

・（１，３，１１）１０，６，５，８－（７，９）２，１３（４，１４）１２・（１，３）１１（８，１２）（２，６，１０）（４，７）（１３，５，９，１４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビューティファイン �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００８．９．１４ 中山６着

２００６．２．１９生 牝５栗 母 テンタシオン 母母 ビューチフルドラマ ２９戦２勝 賞金 ３２，４４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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。
（非抽選馬） ７頭 オルレアンノオトメ号・オンザスローン号・キアラ号・トーセンソニア号・ビコーペグー号・フレンドリードレス号・

ベイルリ号



１７０９３ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第９競走 ��
��１，８００�

ひ こ ぼ し

彦 星 賞
発走１４時３５分 （ダート・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．７．１０以降２３．７．３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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１４ ウインマリアベール 牝４栗 ５５ 蛯名 正義�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：５３．５ ２．９�

４７ クラブトゥギャザー 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：５３．６� ５．６�
２４ ドリームリバイバル 牡６栗 ５４ 中谷 雄太セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４８４＋ ９１：５３．９１� ３６．７�
１２ アポカリプス 牡４鹿 ５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 B５０８＋１０１：５４．１１� １１．５�
５１０ スギノブレイド �５栗 ５６ 中舘 英二杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B５０６＋ ６１：５４．３１� ７．７�
４８ 	 アルファオリオン 牡８鹿 ５４ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７４＋１０１：５４．４� １２０．５�
８１６ エ バ ー モ ア 牡７鹿 ５３ 江田 照男圓城 正男氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４７４－ ６１：５４．６１� ３８１．７	
５９ ドリームハッチ 牡５黒鹿５２ 平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ １７１．６

３５ 	 キャトルマン 牡６鹿 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム B５３２－１０１：５４．７クビ １７．１�
６１２ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５２ 小林 淳一小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ３６５．５
７１３ レッドジョーカー 牡３黒鹿５３ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５３０＋ ２ 〃 クビ ５．６�
２３ ホワイトショウフク 牡６芦 ５２ 赤木高太郎山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５６－ ６１：５５．０２ １６４．９�
８１５ ダイワバーガンディ 牝５鹿 ５２ 柴田 大知大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７２＋１０１：５５．１クビ ６６．８�
６１１
 エアイグアス 牡５黒鹿５５ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４８８± ０１：５５．６３ ６．４�
１１ 	 ア リ ガ タ イ 牝４鹿 ５２ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 B４８０＋ ６１：５６．３４ ５５．２�
３６ 	 ガ ナ ー ル 牡４黒鹿５６ 松岡 正海伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 ５１４－ ４１：５７．５７ ２３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８３９，０００円 複勝： ５５，３６３，６００円 枠連： ２９，８１９，４００円

馬連： １２５，９５５，０００円 馬単： ７０，０３３，９００円 ワイド： ３９，６９５，６００円

３連複： １３５，８６８，７００円 ３連単： ２５２，４７５，３００円 計： ７４２，０５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ６６０円 枠 連（４－７） ６００円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １，９１０円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� ９，５００円 ３ 連 単 ��� ３６，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３２８３９０ 的中 � ８９６６６（１番人気）
複勝票数 計 ５５３６３６ 的中 � １４４８８９（１番人気）� ８００５７（２番人気）� １４７７７（９番人気）
枠連票数 計 ２９８１９４ 的中 （４－７） ３７１９４（１番人気）
馬連票数 計１２５９５５０ 的中 �� １１２７４３（１番人気）
馬単票数 計 ７００３３９ 的中 �� ３５９９４（１番人気）
ワイド票数 計 ３９６９５６ 的中 �� ３３１０１（１番人気）�� ４７６９（２０番人気）�� ４１０８（２３番人気）
３連複票数 計１３５８６８７ 的中 ��� １０５５７（３０番人気）
３連単票数 計２５２４７５３ 的中 ��� ５０７７（１１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１３．０―１３．３―１２．９―１２．８―１２．７―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．７―５０．０―１：０２．９―１：１５．７―１：２８．４―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．８
１
３
１１，２，１４，９（５，７，１３）１５（１，１０）－（４，１６）１２，３，８＝６
１１（２，１４）９（５，７，１３，１５）（３，４，１０）（１，１６）１２，８，６

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

勝馬の
紹 介

ウインマリアベール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 福島３着

２００７．３．１９生 牝４栗 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド １６戦４勝 賞金 ５２，５５６，０００円
※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） ２頭 アイノカゼ号・パクサ号
（非抽選馬） １頭 ファイナルパンチ号

１７０９４ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

も ば ら

茂 原 特 別
発走１５時１０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５１０ ダンシングマオ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：１１．４ ８．２�

８１５ デュアルスウォード 牡３黒鹿５４ 江田 照男 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２１：１１．６１� ７．３�
３５ ゼンノベラーノ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５３４＋ ８１：１１．８１� ８．４�
２３ ナックルパート 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５００＋ ４ 〃 クビ １７．９�
１１ スリーボストン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０６＋ ２１：１１．９� ４．６	
４８ ハッピーダイアリー 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：１２．０クビ ４．５

１２ セイウンエンドラン 牝４栗 ５５ 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５４６＋１０ 〃 ハナ ２５．６�
８１６ ピンクペガサス 牡６黒鹿５７ 赤木高太郎木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ５００± ０１：１２．２１� ２４．８�
６１２ オ ク ル ス 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義山本弥恵子氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４４８－ ４１：１２．６２	 ４．６
４７ サダムテンジン 牝５栗 ５５ 中舘 英二大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４６８＋ ６１：１２．７� ２９．３�
２４ 
 クレムリンエッグ 牡６栗 ５７ 大野 拓弥�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm B４８２－ ４１：１２．８	 １８４．４�
３６ メジロオマリー 牡６黒鹿５７ 上村 洋行岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４６２± ０１：１２．９クビ ３６９．３�
７１４ ミッキーデジタル 牡４栗 ５７ 小牧 太野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋ ４ 〃 クビ ２８．７�
５９ ダンサーズブロンド 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ３９４－ ４１：１３．２１� ４９９．９�
６１１
� ジャッカヴェルデ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４９２＋ ２１：１４．４７ ２５８．９�
７１３ コアレスカポーテ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 B４６０－ ６１：１５．８９ １１８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，５３３，１００円 複勝： ６７，７９８，５００円 枠連： ３２，１８５，０００円

馬連： １７９，３８７，８００円 馬単： ９５，４５０，０００円 ワイド： ５２，８５６，０００円

３連複： １８１，５０１，３００円 ３連単： ３４２，１０８，２００円 計： ９９１，８１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２６０円 � ２８０円 � ２８０円 枠 連（５－８） ２，４００円

馬 連 �� ３，３６０円 馬 単 �� ６，７８０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ８４０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ７，４９０円 ３ 連 単 ��� ４８，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４０５３３１ 的中 � ３９２８４（５番人気）
複勝票数 計 ６７７９８５ 的中 � ６９８３５（４番人気）� ６４９０７（６番人気）� ６５４２８（５番人気）
枠連票数 計 ３２１８５０ 的中 （５－８） ９９３２（１３番人気）
馬連票数 計１７９３８７８ 的中 �� ３９４２９（１５番人気）
馬単票数 計 ９５４５００ 的中 �� １０３９７（３１番人気）
ワイド票数 計 ５２８５６０ 的中 �� １３４３７（１４番人気）�� １５７８３（１１番人気）�� １３４２１（１５番人気）
３連複票数 計１８１５０１３ 的中 ��� １７９０７（２６番人気）
３連単票数 計３４２１０８２ 的中 ��� ５２１８（１７１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．６―１２．２―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．２―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．２
３ １６，１２（１，１４）（２，８，１５）（５，１０）４，１３（３，７，１１）９，６ ４ １６，１２，１（２，８，１４）（５，１５，１０）（４，３）７－（１３，９）（１１，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンシングマオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Payant デビュー ２００９．１２．１３ 中山１着

２００７．４．１９生 牝４鹿 母 エスカビオーサ 母母 Elegia ９戦４勝 賞金 ４４，０１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コアレスカポーテ号は，平成２３年８月１０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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エビスオール号・マイネルエルドラド号
（非抽選馬） ２頭 クラッカージャック号・ファンドリカップ号

２レース目



１７０９５ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４７回七 夕 賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳以上，２２．７．１０以降２３．７．３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

賞 品
本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１５ イタリアンレッド 牝５鹿 ５２ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７４－ ６２：００．５ １７．７�

５１０� タッチミーノット 牡５黒鹿５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４９２－ ８ 〃 クビ ６．２�
１２ アニメイトバイオ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７６－ ８２：００．８１� ９．９�
７１３ シャドウゲイト 牡９黒鹿５８ 田中 勝春飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６± ０２：００．９� ３５．４�
６１２ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５３ 柴田 大知小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７２± ０２：０１．０クビ ９８．６�
４７ アドマイヤメジャー 牡５青鹿５６ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４４６－１０ 〃 クビ ３０．９�
８１６� コスモファントム 牡４鹿 ５７．５ 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５０４－ ８２：０１．１クビ １５．４

２３ オペラブラーボ 牡７鹿 ５６ 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ １１．５�
４８ マッハヴェロシティ 牡５青 ５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２２－ ２２：０１．２クビ ４４．９�
６１１ ダンツホウテイ 牡６黒鹿５６ 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ２３．４
１１ � エーシンジーライン 牡６黒鹿５５ 田辺 裕信�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm ４８６－１２２：０１．４１	 １０７．５�
５９ キャプテントゥーレ 牡６芦 ５８．５ 小牧 太 	社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 クビ ２．２�
３６ ケイアイドウソジン 牡５鹿 ５７ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９６－ ２２：０１．５クビ ３６．２�
８１７ トウショウウェイヴ 牡６黒鹿５５ 武士沢友治トウショウ産業� 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 ４６４－１０２：０１．７１ １９４．８�
２４ サンライズベガ 牡７鹿 ５６ 北村 宏司松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ４２：０１．９１
 ２５．８�
３５ マ ゼ ラ ン 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義 	キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３８－ ２ 〃 ハナ ８．７�
７１４ ロードキャニオン �７鹿 ５１ 小野寺祐太 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム B４６２－ ４２：０２．４３ ３５２．４�

（１７頭）

売 得 金
単勝： １７０，４８５，０００円 複勝： ２３５，１９７，０００円 枠連： １６６，７４２，５００円 馬連： ７５４，６８４，８００円 馬単： ４０６，７８３，２００円

ワイド： ２２４，８３０，９００円 ３連複： ９５７，５４２，７００円 ３連単： １，９０５，８０１，７００円 ５重勝： １，４５５，４２３，０００円 計： ６，２７７，４９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ４８０円 � ２５０円 � ３２０円 枠 連（５－８） ６２０円

馬 連 �� ３，９５０円 馬 単 �� １１，１００円

ワ イ ド �� １，４７０円 �� １，８９０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� １３，１２０円 ３ 連 単 ��� ８４，６２０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／中山１０R／函館１１R／京都１１R／中山１１R

キャリーオーバー なし����� ６７，１３１，３９０円

票 数

単勝票数 計１７０４８５０ 的中 � ７６２２０（７番人気）
複勝票数 計２３５１９７０ 的中 � １１８７６５（７番人気）� ２８２２７１（２番人気）� １９６６６８（４番人気）
枠連票数 計１６６７４２５ 的中 （５－８） ２０１４４４（１番人気）
馬連票数 計７５４６８４８ 的中 �� １４１０４７（１５番人気）
馬単票数 計４０６７８３２ 的中 �� ２７０５２（３８番人気）
ワイド票数 計２２４８３０９ 的中 �� ３７９２６（１５番人気）�� ２９０４３（１９番人気）�� ４３９２２（１３番人気）
３連複票数 計９５７５４２７ 的中 ��� ５３８６８（４５番人気）
３連単票数 計１９０５８０１７ 的中 ��� １６６２２（２６８番人気）
５重勝票数 計１４５５４２３０ 的中 ����� １６

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．４―１２．４―１３．２―１２．０―１１．７―１１．５―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．８―４８．２―１：０１．４―１：１３．４―１：２５．１―１：３６．６―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．４
１
３
１，９，１３（４，１６）（２，５，１０）３，１４，６，７－１５（８，１２）－１７，１１・（１，９）１３（４，１６，５，７）（２，６，１０，１５）（３，８，１２）１４，１１，１７

２
４
１，９（４，１６，１３）（２，５）１０（３，６，１４，７）－１５（８，１２）－（１１，１７）・（１，９，１３）（１６，７）（４，２，６，５，１５）（３，１０）（８，１２）１１，１４－１７

勝馬の
紹 介

イタリアンレッド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Indian Ridge デビュー ２００９．６．６ 中京３着

２００６．２．２４生 牝５鹿 母 バルドネキア 母母 Rosa de Caerleon １６戦６勝 賞金 １２８，３８３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 コロンバスサークル号・ダイシンプラン号・ダイワジャンヌ号・デストラメンテ号・ニシノメイゲツ号

１７０９６ ７月１０日 晴 良 （２３中山３）第８日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

７１３ ダノンシュナップス 牡４栗 ５７ 横山 典弘�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：３４．１ ４．５�

８１６ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４３８± ０１：３４．３１� ３１．５�
６１１ トーセンフリージア 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９０－ ６１：３４．６２ ８．８�
５１０ ゴールドカルラ 牝３鹿 ５２ 宮崎 北斗磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４９２＋ ２１：３４．７� ３２．５�
３６ ア カ リ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５２＋ ８１：３４．９１ ５０．４�
８１５ ヨシサプライズ 牝６鹿 ５５

５２ ▲平野 優田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３４± ０１：３５．０� １７７．２	
４７ ベ リ ア ル 牡３栗 ５４ 松岡 正海田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５２＋ ８ 〃 アタマ ６．９

７１４ ロジフェローズ 牝４青鹿５５ 北村 宏司久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４５４＋ ４１：３５．１� １０．６�
４８ � トレノソルーテ 	５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５１８－ ４１：３５．２クビ １７９．３�
５９ レッドクロス 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４５６－ ４１：３５．３� ７．８
１１ マルタカシクレノン 牡３青鹿５４ 江田 照男國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４８２－ ４１：３５．４� ６．５�
２４ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 小牧 太 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３２－ ６１：３５．９３ ９．３�
１２ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ４９０－ ８１：３６．５３� ６．５�
３５ マイネホコモモラ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４１２± ０１：３６．７１� ３１９．０�
６１２ ナンヨークイーン 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４４４－ ６１：３６．９１ １０２．１�
２３ バトルシュリイマン 牡４鹿 ５７ 中舘 英二宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４９８＋３２１：３８．７大差 ２６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，７２３，９００円 複勝： ８５，５８２，１００円 枠連： ６２，３９９，９００円

馬連： １８４，５６５，１００円 馬単： １０５，５８５，４００円 ワイド： ６５，９２９，６００円

３連複： ２３１，７９２，４００円 ３連単： ４４９，４８８，１００円 計： １，２４４，０６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ６８０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ３，１３０円

馬 連 �� ７，２４０円 馬 単 �� １２，０３０円

ワ イ ド �� ２，２１０円 �� ７８０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� １７，３９０円 ３ 連 単 ��� １１０，９９０円

票 数

単勝票数 計 ５８７２３９ 的中 � １０２９９４（１番人気）
複勝票数 計 ８５５８２１ 的中 � １５４３７７（１番人気）� ２６５１８（９番人気）� ８８４２０（５番人気）
枠連票数 計 ６２３９９９ 的中 （７－８） １４７１４（１５番人気）
馬連票数 計１８４５６５１ 的中 �� １８８３６（３０番人気）
馬単票数 計１０５５８５４ 的中 �� ６４８１（５６番人気）
ワイド票数 計 ６５９２９６ 的中 �� ７２０９（２９番人気）�� ２２０２９（７番人気）�� ６１３８（３２番人気）
３連複票数 計２３１７９２４ 的中 ��� ９８３７（６５番人気）
３連単票数 計４４９４８８１ 的中 ��� ２９８９（４０１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１０．９―１１．５―１２．２―１２．３―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３４．２―４５．７―５７．９―１：１０．２―１：２２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンシュナップス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Bering デビュー ２００９．１０．４ 中山４着

２００７．１．１２生 牡４栗 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique １０戦２勝 賞金 １９，７５５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルシュリイマン号は，平成２３年８月１０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ゴーゴーシュンスケ号
（非抽選馬） １頭 ナンヨーオウトー号

５レース目



（２３中山３）第８日 ７月１０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４０，２８０，０００円
１，０９０，０００円
２０，７２０，０００円
２，４５０，０００円
２２，７８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，６４１，５００円
５，１２５，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
４７６，４４４，４００円
７７６，９９９，６００円
４２２，３１９，７００円
１，７２５，７９８，６００円
１，０１８，３５５，０００円
５７０，３８３，６００円
２，０７４，５７７，６００円
３，９６７，８７４，８００円
１，４５５，４２３，０００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
５ 重 勝
計 １２，４８８，１７６，３００円

総入場人員 ３０，１８９名 （有料入場人員 ２７，３７１名）



平成２３年度 第３回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３４４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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，６９８，２５０，０００円
２３，４２０，０００円
８０，５５０，０００円
１２，７１０，０００円
１５９，４６０，０００円

５２７，０００円
５２７，０００円

４６１，９４４，２５０円
３９，１３９，２００円
１３，３０５，６００円

勝馬投票券売得金
３，０５３，７１４，４００円
４，９４６，９５９，２００円
２，４１４，２６４，７００円
９，９５２，４０７，７００円
６，４１６，４８９，６００円
３，４００，６３５，８００円
１１，６７３，２７０，２００円
２３，２８８，７６１，７００円
４，９９７，１５３，０００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
５ 重 勝
計 ７０，１４３，６５６，３００円

総入場延人員 ２０８，８１６名 （有料入場延人員 １５４，４０４名）


