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１８０４９ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （芝・左）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４０．０
１：３３．１

良

良

７９ タイセイドリーム 牡２鹿 ５４ 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１２＋ ２１：３６．１ 基準タイム １．７�

６８ ニシノアプレゲール 牡２芦 ５４ 和田 竜二西山 茂行氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム ４６４± ０１：３６．２� ３．８�
５５ ラ シ ー マ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４８０＋ ２１：３６．３� ６．１�
８１２ テイエムレオネッサ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 ４５６－ ２１：３７．０４ １８７．３�
８１１ ウインアルカディア 牡２栗 ５４ 幸 英明�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ １４．９�
４４ シゲルオリオンザ 牡２鹿 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 八木農場 ４６８＋ ４１：３７．１� ９３．１�
６７ ブライダルドレス 牝２芦 ５４ 北村 友一飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４５８－１０１：３７．３１� ２０．３	
１１ コウエイターボ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４± ０１：３７．５１� ４８．９

２２ 	 レアヴェントゥーレ 牡２芦 ５４ 岡部 誠小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC ５２２－１６１：３７．７１� ２３．８�
（愛知）

５６ ジョウショーピアス 牝２栗 ５４ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 ４４２－ ４１：３７．８� １１１．８�
３３ インディファレンス 牡２栗 ５４ 酒井 学有限会社シルク河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ４１：３７．９クビ ９３．３
７１０ デンコウシラヌイ 牡２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志田中 康弘氏 坂口 正則 平取 コアレススタッド ４１８＋ ２１：３８．３２� ９０．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，４２３，３００円 複勝： ５０，６７６，６００円 枠連： ６，９９８，８００円

馬連： ２９，０６５，６００円 馬単： ２５，７９４，２００円 ワイド： １６，４３４，３００円

３連複： ４７，１３３，６００円 ３連単： ９４，４８２，５００円 計： ２８６，００８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（６－７） ２００円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ２１０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� １，１４０円

票 数

単勝票数 計 １５４２３３ 的中 � ７４４７６（１番人気）
複勝票数 計 ５０６７６６ 的中 � ３１３２０６（１番人気）� ７８２７６（２番人気）� ４４００２（３番人気）
枠連票数 計 ６９９８８ 的中 （６－７） ２６００５（１番人気）
馬連票数 計 ２９０６５６ 的中 �� ８２４０２（１番人気）
馬単票数 計 ２５７９４２ 的中 �� ４７３４１（１番人気）
ワイド票数 計 １６４３４３ 的中 �� ４２９７４（１番人気）�� １７７９５（２番人気）�� １２１７４（３番人気）
３連複票数 計 ４７１３３６ 的中 ��� ８５７５２（１番人気）
３連単票数 計 ９４４８２５ 的中 ��� ６１５１３（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．９―１１．６―１２．４―１１．９―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．１―５９．５―１：１１．４―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６

３ ・（１，３）（２，５）（８，９，１１）４（６，７，１２）－１０
２
４

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

勝馬の
紹 介

タイセイドリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１２．６．３０ 中京２着

２０１０．２．２４生 牡２鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１８０５０ ７月１４日 晴 稍重 （２４中京２）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５０．８
１：４７．８

良

重

５１０ サンライズスマート 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６０－ ８１：５４．７ １４．０�

６１１ アドマイヤクリス 牡３鹿 ５６ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４＋ ４１：５５．０２ ３６．３�

３５ アルユニバース 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜�エーティー 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ２１：５５．３１� １２．７�

８１５ ミッキージュピター 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４５４＋ ２ 〃 クビ ５．２�

２４ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５０２－ ２１：５５．７２� ８９．７�
６１２ マイネルボンド 牡３青鹿５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B４９６＋ ４１：５５．８クビ ３．５	
１１ プリンストロイア 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ５０８－２０１：５６．１１� ３１．５

７１４ サンライズポポロ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 斉藤スタッド ５０８ ― 〃 クビ ２２６．１�
４７ シゲルアボカド 牡３鹿 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 高野 友和 新冠 土井牧場 ４７０－ ６１：５６．３１ ２８．２�
３６ エリモルビーノ 牡３黒鹿５６ 国分 優作山本三津子氏 服部 利之 えりも エクセルマネジメント ５１６＋ ４ 〃 ハナ ９．９
２３ ゴールドマイスター 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４± ０ 〃 クビ １６２．１�
４８ ジャコシップスター 牡３黒鹿５６ 浜中 俊晴間 初栄氏 昆 貢 日高 広富牧場 ４９２－ ６１：５７．０４ ２．７�
５９ タマモコンサート 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文タマモ� 池添 兼雄 新冠 小泉牧場 ５００－ ６ 〃 クビ ４７．０�
７１３ メイショウパーシー 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二松本 好�氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 ４９２－１０１：５７．２１ ２７０．４�
８１６ ポートポケット 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�槇本牧場 岩元 市三 日高 槇本牧場 ４６０± ０１：５９．３大差 １８９．３�
１２ ミキノサンドバギー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲水口 優也谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４６０± ０２：０２．２大差 １３３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１３８，３００円 複勝： ２６，１２５，１００円 枠連： ９，３７０，２００円

馬連： ３０，６６９，０００円 馬単： ２１，３３２，０００円 ワイド： １５，７９３，０００円

３連複： ４７，２７８，０００円 ３連単： ７４，０８４，２００円 計： ２３７，７８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ４５０円 � １，１５０円 � ４１０円 枠 連（５－６） １，６９０円

馬 連 �� １５，６５０円 馬 単 �� ３３，３６０円

ワ イ ド �� ４，９１０円 �� ２，０８０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� ５８，７４０円 ３ 連 単 ��� ４１４，２００円

票 数

単勝票数 計 １３１３８３ 的中 � ７４０７（６番人気）
複勝票数 計 ２６１２５１ 的中 � １５８９６（６番人気）� ５５１５（９番人気）� １７８６５（５番人気）
枠連票数 計 ９３７０２ 的中 （５－６） ４１０２（７番人気）
馬連票数 計 ３０６６９０ 的中 �� １４４７（３４番人気）
馬単票数 計 ２１３３２０ 的中 �� ４７２（７１番人気）
ワイド票数 計 １５７９３０ 的中 �� ７８６（４１番人気）�� １８９４（２１番人気）�� ９７３（３４番人気）
３連複票数 計 ４７２７８０ 的中 ��� ５９４（１１０番人気）
３連単票数 計 ７４０８４２ 的中 ��� １３２（７４３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１３．５―１３．２―１２．８―１２．８―１２．５―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３７．３―５０．５―１：０３．３―１：１６．１―１：２８．６―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

サンライズスマート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．１．９ 京都１１着

２００９．４．１７生 牡３鹿 母 レッドグラス 母母 タケイチオージョ ６戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミキノサンドバギー号は，平成２４年８月１４日まで平地競走に出走できない。

第２回 中京競馬 第５日



１８０５１ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１６ サ ラ ロ ー サ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２＋ ４１：２２．１ ８０．８�

３６ スイートブライアー 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６＋ ４ 〃 アタマ ２．８�
８１８ ヤマトサクラコ 牝３鹿 ５４ 酒井 学谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋ ８１：２２．３１� １２．８�
１１ エリモフェアリー 牝３黒鹿５４ 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４７４＋ ６１：２２．４� ４．９�
７１４ ム ツ ラ ボ シ 牝３鹿 ５４ 北村 友一吉田 和子氏 松田 博資 日高 北田 剛 ４４０－ ６１：２２．６１� ６５．１�
４８ クイーンパワー 牝３栗 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４１６＋ ２１：２２．７� ７．２�
７１５ エスジーアンクル 牝３鹿 ５４ 国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６ ―１：２３．０１� ９．０	
８１７ ハッピーサイゴン 牝３青鹿５４ 石橋 守堀 祥子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：２３．１� １８４．６

５１０ サファイアヒロイン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介有限会社シルク鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４５６＋ ２ 〃 ハナ ２０３．０�
１２ ア ル ー ア 牝３鹿 ５４ 国分 優作 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ８ 〃 ハナ ４６．７
２４ ラインミッシェル 牝３鹿 ５４ 岡部 誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 上村 清志 ４４２－１８１：２３．２� １１９．５�

（愛知）

６１２ アイルランドローズ 牝３栗 ５４ 浜中 俊細川祐季子氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４３４ ―１：２３．３� ６．４�
２３ ニホンピロシトリン 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４１８－ ４１：２３．７２� １２．９�
６１１ テーオージュエル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ５０６＋１４１：２４．１２� ３８０．９�
４７ メイショウコナユキ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 斉藤英牧場 ３７０ ―１：２４．８４ ２１１．９�
７１３ スズカパートナー 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４３０＋ ２１：２４．９クビ ２７．５�
３５ カネトシデンファレ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：２５．０� ８５．９�
５９ アキノギムレット 牝３栗 ５４ 藤岡 康太穐吉 正孝氏 角居 勝彦 新ひだか 西村 和夫 ４２０＋１４１：２７．０大差 １９７．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，２７０，９００円 複勝： ２６，０６７，９００円 枠連： ９，９４６，７００円

馬連： ３０，９５２，３００円 馬単： ２１，２６６，４００円 ワイド： １５，８６０，６００円

３連複： ４６，５２６，１００円 ３連単： ７１，１８２，８００円 計： ２３７，０７３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，０８０円 複 勝 � １，１８０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（３－８） ８１０円

馬 連 �� ８，４３０円 馬 単 �� ２７，５４０円

ワ イ ド �� ２，２８０円 �� ５，２１０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２２，７１０円 ３ 連 単 ��� ２１１，８３０円

票 数

単勝票数 計 １５２７０９ 的中 � １４９１（１１番人気）
複勝票数 計 ２６０６７９ 的中 � ４１１２（１１番人気）� ７０５７９（１番人気）� ２０１６９（６番人気）
枠連票数 計 ９９４６７ 的中 （３－８） ９１２３（３番人気）
馬連票数 計 ３０９５２３ 的中 �� ２７１２（２６番人気）
馬単票数 計 ２１２６６４ 的中 �� ５７０（６２番人気）
ワイド票数 計 １５８６０６ 的中 �� １６６７（２５番人気）�� ７１６（４１番人気）�� ６８６２（６番人気）
３連複票数 計 ４６５２６１ 的中 ��� １５１２（６１番人気）
３連単票数 計 ７１１８２８ 的中 ��� ２４８（４５６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．２―１１．８―１１．６―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．３―４６．１―５７．７―１：０９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
３ ・（１３，７，９）（３，８，１４，１８）２（６，１０，１５）１２（１１，１６）（１，４）－１７－５ ４ １３（７，９，１４，１８）（３，８）（６，２）（１０，１５）１２，１６（１１，１，４）－１７－５

勝馬の
紹 介

サ ラ ロ ー サ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．１２．１０ 阪神１１着

２００９．３．１５生 牝３鹿 母 フ ラ ン カ 母母 Frankova ４戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔制裁〕 エリモフェアリー号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１４番・８番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アキノギムレット号は，平成２４年８月１４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） ２頭 ウインブリーザ号・ナムラダンサー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１８０５２ ７月１４日 晴 稍重 （２４中京２）第５日 第４競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５８．２
１：５３．７

重

不良

５１０ ブードゥーロア 牡３芦 ５６ 藤岡 康太 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B５３０＋ ４２：００．５ ３．０�

８１６ プレミアクラウン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ ２．０�
４８ ヒカリサーベル 牡３青 ５６ 熊沢 重文�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 中川牧場 ５００± ０２：０１．３５ ３６．３�
８１５ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 小坂 忠士阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４７０－ ６２：０１．６１� １３．４�
５９ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４５６－ ６２：０１．７� ５１．２�
７１３ タマモライオン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４６０－ ４２：０２．１２� １１．２	
３６ メイショウシンペイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３８－ ４２：０２．２クビ ５５．６

２４ アシタハドッチダ 牡３鹿 ５６ 岡部 誠杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 山岡ファーム ４６８－ ８２：０２．３� １９０．６�

（愛知）

２３ ローレルアウェイク 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８８＋ ２２：０２．４クビ ８．０�
１２ シゲルブルーベリー 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 斉藤 正男 ４５６－ ２ 〃 ハナ ７３．２
１１ ドラゴンフライ 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 ４５２－１０２：０２．７１� １６３．６�

４７ アマノスペリオール 牡３栗 ５６
５５ ☆高倉 稜中村 孝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 稲葉牧場 ４７２－ ２２：０２．８� ８８．０�

６１２ シゲルメロン �３黒鹿５６ 国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４６４＋ ４２：０３．１１� ９２．２�
３５ ベストオブベスト 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ５８０－ ２２：０４．０５ ８２．０�
７１４ ミキノバラライカ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 天羽 禮治 ４６４－ ２２：０４．６３� ３８２．７�
６１１ マ ル ベ ッ ク 牡３青鹿５６ 幸 英明林 正道氏 的場 均 浦河 安藤牧場 ４８６－ ４２：０５．６６ １４２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０１７，９００円 複勝： ３５，６８２，５００円 枠連： １０，９３９，２００円

馬連： ３５，２４６，８００円 馬単： ２５，８４０，２００円 ワイド： １９，６７９，８００円

３連複： ５４，９４３，９００円 ３連単： ８９，３５３，８００円 計： ２８９，７０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ５１０円 枠 連（５－８） ２１０円

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド �� １６０円 �� １，１７０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ７，０９０円

票 数

単勝票数 計 １８０１７９ 的中 � ４７５１４（２番人気）
複勝票数 計 ３５６８２５ 的中 � ６６０６１（２番人気）� １３９０４２（１番人気）� ９５２５（７番人気）
枠連票数 計 １０９３９２ 的中 （５－８） ３９７１９（１番人気）
馬連票数 計 ３５２４６８ 的中 �� １１３７００（１番人気）
馬単票数 計 ２５８４０２ 的中 �� ３４５０５（２番人気）
ワイド票数 計 １９６７９８ 的中 �� ４２２１０（１番人気）�� ３３２９（１５番人気）�� ４２４６（１１番人気）
３連複票数 計 ５４９４３９ 的中 ��� ２４２００（４番人気）
３連単票数 計 ８９３５３８ 的中 ��� ９３０６（１４番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．１―１１．４―１３．６―１３．０―１２．５―１２．５―１２．８―１２．７―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．３―１８．４―２９．８―４３．４―５６．４―１：０８．９―１：２１．４―１：３４．２―１：４６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．１
１
３
８，１０－１２，１６（９，１４）６－（１，１１）１３－（２，４，１５）－５（３，７）
８，１０（１６，１２）９，１４（６，１３）（１，１１）１５－４，７（２，５）３

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

勝馬の
紹 介

ブードゥーロア �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１２．３．４ 阪神５着

２００９．２．２７生 牡３芦 母 マンボスルー 母母 Slew Boyera ５戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔制裁〕 プレミアクラウン号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルベック号は，平成２４年８月１４日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１８０５３ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・左）

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� 基準タイム

中央レコード

１：２２．１
１：２０．３

良

良

７１２ サウンドリアーナ 牝２黒鹿５４ 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 ４５４ ―１：２３．９ ５．７�

８１４ コウエイピース 牝２青鹿５４ 佐藤 哲三伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４３８ ― 〃 アタマ ２０．３�
７１３ マイネルコイヌール 牡２鹿 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 パカパカ
ファーム ４４０ ―１：２４．３２� １８．７�

２３ プライマリーカラー 牝２鹿 ５４ 小牧 太前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 ４１８ ― 〃 クビ ９．２�
５９ トップエトワール 牡２芦 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４９４ ― 〃 アタマ ２３．９�
５８ エイシンビーム 牡２鹿 ５４ 岡部 誠平井 豊光氏 坂口 正則 様似 清水 誠一 ４３８ ―１：２４．４� １１４．１	

（愛知）

８１５ シゲルコウマザ 牝２芦 ５４
５１ ▲中井 裕二森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 ４１６ ―１：２４．６� ４１．３


６１１ ア ラ ム ナ ス 牡２鹿 ５４ 北村 友一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０６ ―１：２４．７� ３．８�

３５ ハ リ バ ッ ト 牡２青鹿５４ 浜中 俊山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 ４５６ ―１：２５．２３ ７９．０�
４７ ドニカナルボーイ 牡２黒鹿５４ 鮫島 良太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４３８ ― 〃 ハナ １０．７
６１０ レゼトワール 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太�野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 ４６２ ―１：２５．３� ２．８�
１１ コスモサリー 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４２４ ―１：２５．５１� ３７．０�
４６ オリンピックイヤー 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志西村新一郎氏 日吉 正和 新ひだか 藤巻 則弘 ４２８ ―１：２５．８１� ６３．５�
３４ トーホウノブナガ 牡２青鹿５４ 国分 優作東豊物産� 高橋 裕 日高 竹島 幸治 ４５０ ―１：２６．７５ ６３．７�
２２ インカンテーション 牡２鹿 ５４ 酒井 学�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ４８０ ―１：２７．１２� １３３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，７０９，４００円 複勝： ２８，８８０，５００円 枠連： １１，７６８，２００円

馬連： ３２，２９９，９００円 馬単： ２４，０２９，９００円 ワイド： １６，７２０，９００円

３連複： ４８，６７２，０００円 ３連単： ７７，２０２，１００円 計： ２５６，２８２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２３０円 � ４６０円 � ５３０円 枠 連（７－８） １，９５０円

馬 連 �� ４，８７０円 馬 単 �� ９，１００円

ワ イ ド �� １，５００円 �� １，４４０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� １９，０２０円 ３ 連 単 ��� ８１，２８０円

票 数

単勝票数 計 １６７０９４ 的中 � ２３１８５（３番人気）
複勝票数 計 ２８８８０５ 的中 � ３８３９４（３番人気）� １５５２３（６番人気）� １３１７３（７番人気）
枠連票数 計 １１７６８２ 的中 （７－８） ４４６６（８番人気）
馬連票数 計 ３２２９９９ 的中 �� ４９０４（１９番人気）
馬単票数 計 ２４０２９９ 的中 �� １９５０（３３番人気）
ワイド票数 計 １６７２０９ 的中 �� ２７７１（１９番人気）�� ２８９９（１８番人気）�� １４５１（３４番人気）
３連複票数 計 ４８６７２０ 的中 ��� １８８９（５４番人気）
３連単票数 計 ７７２０２１ 的中 ��� ７０１（２３１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１１．８―１２．３―１１．８―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．４―３６．２―４８．５―１：００．３―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドリアーナ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

２０１０．３．２６生 牝２黒鹿 母 オテンバコマチ 母母 ボールドワン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 エイシンビーム号の調教師坂口正則は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１８０５４ ７月１４日 晴 稍重 （２４中京２）第５日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．６
１：２１．５

良

不良

６１２ オールブラックス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４６２＋ ２１：２４．２ ２．８�

１１ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６８－ ４１：２４．３� １０．６�
４８ ミッキークリスエス 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２２± ０１：２４．６２ ２８．１�
３６ ヒカリオーシャン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�ヒカリクラブ 本田 優 伊達 高橋農場 ５１０＋１６１：２４．７クビ １８．７�
１２ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 小牧 太内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２４＋ ４１：２５．２３ ７．３�
５１０ ハードチョンホ �３鹿 ５６ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４３４＋ ２１：２５．８３� ４．８�
５９ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４５６－ ６ 〃 クビ ４．１	
２４ プ レ ド ー ン 牡３芦 ５６ 鮫島 良太幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ５１６－ ２１：２６．０１� ３８９．２

３５ ヒデノリード 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二大石 秀夫氏 昆 貢 日高 合資会社カ
ネツ牧場 B５５０＋ ２１：２６．１クビ ３５．７�

８１５	 アスターコリント 牡３黒鹿５６ 幸 英明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.
W. McNeely III ５１８－ ２ 〃 アタマ １７．０�

６１１ シゲルオリーブ 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 梅内 忍 熊本 有限会社
宮村牧場 ４４２－ ６１：２７．２７ ２６４．６

７１４ シゲルマンゴー 牡３栗 ５６
５５ ☆高倉 稜森中 蕃氏 宮 徹 新冠 守矢牧場 ４５４－１４１：２７．４１ ６５．０�

８１６	 ギ リ ア 牝３鹿 ５４ 酒井 学北畑 忍氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-
take Iida ４５６＋１２１：２７．７２ ２０２．１�

２３ モンサンアリエル 牝３栃栗５４ 国分 優作山下 新一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４５６－ ８１：２８．７６ ２８５．４�
４７ 	 オセアニアアタック 牡３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�グランプリ 矢作 芳人 豪 Burst Pty Ltd,
Mr C Tidy ４９６ ―１：２９．０２ １１５．０�

（１５頭）
７１３ オウケンイチゲキ 牡３鹿 ５６ 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，９２５，３００円 複勝： ３２，２３７，７００円 枠連： １４，１７４，７００円

馬連： ３５，７１１，０００円 馬単： ２２，５０５，３００円 ワイド： １８，２７５，１００円

３連複： ４９，５６３，７００円 ３連単： ７６，１８１，３００円 計： ２６６，５７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ５４０円 枠 連（１－６） ６５０円

馬 連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� １，３１０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� １０，６７０円 ３ 連 単 ��� ３７，４４０円

票 数

単勝票数 差引計 １７９２５３（返還計 １５６３） 的中 � ５１２６７（１番人気）
複勝票数 差引計 ３２２３７７（返還計 １８８１） 的中 � ５８２１２（１番人気）� ３３０７２（５番人気）� １２８４６（８番人気）
枠連票数 差引計 １４１７４７（返還計 ４９） 的中 （１－６） １６１４２（３番人気）
馬連票数 差引計 ３５７１１０（返還計 １５６３４） 的中 �� １２９５５（８番人気）
馬単票数 差引計 ２２５０５３（返還計 ８９８３） 的中 �� ７３９６（８番人気）
ワイド票数 差引計 １８２７５１（返還計 ６０７３） 的中 �� ４９３２（１０番人気）�� ３４５３（２０番人気）�� ２１０４（２５番人気）
３連複票数 差引計 ４９５６３７（返還計 ３５２１８） 的中 ��� ３４３１（３９番人気）
３連単票数 差引計 ７６１８１３（返還計 ４８３２６） 的中 ��� １５０２（１３４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．２―１１．９―１２．２―１２．０―１３．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールブラックス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．１１．１２ 京都５着

２００９．５．１５生 牡３鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ ６戦１勝 賞金 ７，８５０，０００円
〔出走取消〕 オウケンイチゲキ号は，疾病〔左後踏創〕のため出走取消。
※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 ブラックビスケット号



１８０５５ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０１．０
１：５６．１

良

良

７１４ コスモオアシス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１０－ ４２：０２．５ ５６．７�

４７ ウォーターボルカノ 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４６８＋ ２２：０２．７１� ３４．０�
４８ ツルマルナルト 牡３鹿 ５６ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ５１６＋ ４ 〃 アタマ ８．５�
５１０ バーニングジール 牡３黒鹿５６ 国分 優作 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２ 〃 ハナ ２３．７�
１２ ベネフィットユー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４４４－ ６２：０２．９１� ６．１�
６１１ ダイシンハンター 牡３鹿 ５６ 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ４２：０３．０� ６．８�
２４ コパノウェルス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５０４－ ６２：０３．１� １８．９	
８１５ スナークデュラン 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦杉本 豊氏 野村 彰彦 浦河 昭和牧場 ４６０± ０２：０３．６３ ６９．３

６１２ ネオアレクサンドラ 牝３鹿 ５４ 幸 英明小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２± ０２：０３．７� １３．４�
３５ スリータイタン 牡３黒鹿５６ 国分 恭介永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 ４８０－ ８２：０３．９１� １５２．８
２３ ロードバッカス 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム B４６４＋ ２２：０４．２１� ３．１�
５９ デンコウチャレンジ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ １６８．９�
３６ クラシックヴィオラ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 境 直行 日高 春木 昭雄 B４２４＋ ４２：０４．９４ ２１４．２�
８１６ チ ュ ウ キ チ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４２２－ ４２：０５．０� ２８．２�
８１７ ルールスティンガー 牡３青鹿５６ 岡部 誠儀賀 昭三氏 北出 成人 新冠 競優牧場 ４７４ ―２：０５．１クビ １０７．１�

（愛知）

１１ ラ イ ト ガ イ 牡３芦 ５６ 酒井 学前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２± ０２：０７．２大差 １４２．９�
７１３ マーティンボロ 牡３青鹿５６ 藤岡 康太吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３２－ ２２：０９．３大差 ４．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，２３６，０００円 複勝： ３１，７３６，８００円 枠連： １３，０５１，５００円

馬連： ４０，６１２，６００円 馬単： ２４，９９８，３００円 ワイド： ２０，２２０，６００円

３連複： ５９，６２９，６００円 ３連単： ８７，４０１，８００円 計： ２９５，８８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６７０円 複 勝 � １，３５０円 � ９３０円 � ３２０円 枠 連（４－７） １，７８０円

馬 連 �� ６３，５１０円 馬 単 �� ２０４，９９０円

ワ イ ド �� １２，０９０円 �� ４，９２０円 �� ３，３５０円

３ 連 複 ��� １９５，５９０円 ３ 連 単 ��� ２，２２４，２３０円

票 数

単勝票数 計 １８２３６０ 的中 � ２５３８（１１番人気）
複勝票数 計 ３１７３６８ 的中 � ５６９６（１１番人気）� ８５０８（１０番人気）� ３０３２８（５番人気）
枠連票数 計 １３０５１５ 的中 （４－７） ５４１９（９番人気）
馬連票数 計 ４０６１２６ 的中 �� ４７２（８０番人気）
馬単票数 計 ２４９９８３ 的中 �� ９０（１９７番人気）
ワイド票数 計 ２０２２０６ 的中 �� ４０８（７６番人気）�� １０１２（４８番人気）�� １４９７（３９番人気）
３連複票数 計 ５９６２９６ 的中 ��� ２２５（２９０番人気）
３連単票数 計 ８７４０１８ 的中 ��� ２９（２１６４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１３．０―１２．９―１２．６―１２．０―１２．４―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３６．５―４９．４―１：０２．０―１：１４．０―１：２６．４―１：３８．４―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．１
１
３
１（１４，１５）（３，１６）（４，７）８（２，１１）（１０，１２）（５，１３）（６，９，１７）・（１，１５）（１４，３）１６（４，７）８（２，１１）（６，１０）１２（５，１３）１７，９

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

勝馬の
紹 介

コスモオアシス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ムタファーウエク デビュー ２０１１．１０．１ 中山３着

２００９．４．２０生 牝３鹿 母 マイネトップレディ 母母 キープイットアップ ９戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔制裁〕 ウォーターボルカノ号の騎手芹沢純一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）
〔その他〕 マーティンボロ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１８０５６ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５０．８
１：４７．８

良

重

３６ ビューティーモズ 牝４黒鹿５５ 酒井 学北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８２＋ ６１：５２．６ ２２．１�

４７ タマモクララ 牝３鹿 ５２ 国分 優作タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４７８＋ ２１：５２．８１� １０．７�
２３ ラルシュドール 牝３鹿 ５２ 浜中 俊 �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 ５１４＋１４１：５３．４３� ６．８�
４８ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５２ 和田 竜二本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４０＋ ２１：５３．８２� １５．４�
５１０ メテオーリカ 牝３黒鹿５２ 北村 友一吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４２８－１２１：５４．１１� １６．５�
３５ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４５０－ ４ 〃 アタマ １８．８	
２４ � ア ラ ン ロ ド 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ １１４．３

１１ サイモンガーランド 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ １．８�
８１６ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B４４２± ０１：５４．４１� １０４．５�

８１５ リアライズキボンヌ 牝３鹿 ５２ 国分 恭介工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ ２５．２
７１４ アドマイヤインディ 牝６栗 ５５ 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 洞爺 ノーザンファーム ４７４＋ ６１：５４．６１� ５２．８�
６１１ デ コ レ イ ト 牝３鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム ４５４＋ ６１：５４．７� ９３．５�
６１２ ホホヲヨセテ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４３０＋ ４１：５４．９１� １３１．５�
５９ シシリアンブリーズ 牝４鹿 ５５ 幸 英明 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６６－１０１：５５．０� ７．６�
１２ シゲルサクランボ 牝３黒鹿５２ 渡辺 薫彦森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３８± ０１：５５．１� １７８．７�
７１３ シゲルセキニンシャ 牝４青鹿５５ 岡部 誠森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４７６＋ ７１：５５．３� ２３５．４�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０５７，４００円 複勝： ３８，２６５，２００円 枠連： １５，７５４，０００円

馬連： ４９，２８９，４００円 馬単： ３４，０４８，５００円 ワイド： ２３，１１８，４００円

３連複： ７３，１５４，１００円 ３連単： １２３，１４８，３００円 計： ３７９，８３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ５６０円 � ３６０円 � ２６０円 枠 連（３－４） ２，７８０円

馬 連 �� １２，２３０円 馬 単 �� ２６，４６０円

ワ イ ド �� ３，１３０円 �� ２，７３０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ３２，９２０円 ３ 連 単 ��� ２６４，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２３０５７４ 的中 � ８２３９（８番人気）
複勝票数 計 ３８２６５２ 的中 � １６４６７（９番人気）� ２７９１５（５番人気）� ４３３８９（２番人気）
枠連票数 計 １５７５４０ 的中 （３－４） ４１９４（１１番人気）
馬連票数 計 ４９２８９４ 的中 �� ２９７５（３６番人気）
馬単票数 計 ３４０４８５ 的中 �� ９５０（６９番人気）
ワイド票数 計 ２３１１８４ 的中 �� １７９９（３６番人気）�� ２０７２（３１番人気）�� ４１７８（１１番人気）
３連複票数 計 ７３１５４１ 的中 ��� １６４０（８７番人気）
３連単票数 計１２３１４８３ 的中 ��� ３４３（６１８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１３．６―１３．１―１２．９―１２．６―１２．２―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３７．７―５０．８―１：０３．７―１：１６．３―１：２８．５―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．３
１
３
７，６（５，１２）（３，１３）１１（８，１４）（１，１５）１０，９（２，１６）４
７（６，１２，１４）（５，３，１３，９）（８，１５）（１，１１，１６）１０（２，４）

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

勝馬の
紹 介

ビューティーモズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．８．２１ 札幌６着

２００８．３．１４生 牝４黒鹿 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール １１戦３勝 賞金 ２０，５００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１８０５７ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第９競走 ��
��２，２００�

あ つ み

渥 美 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．５
２：１０．０

良

良

６７ トラストワン 牡４黒鹿５７ 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ５００＋ ２２：１７．４ １０．７�

２２ スマッシュスマイル 牡４栃栗５７ 中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８４－ ６２：１７．６１� ６．４�
７８ ヒラボクビクトリー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ７．３�
６６ ミッキーマスカット 牡４鹿 ５７ 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５３２± ０２：１７．７クビ １．８�
８１１ ギリギリヒーロー 牡４栗 ５７ 太宰 啓介�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２２－ ４２：１７．８� １９．２�
１１ パントクラトール 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７４± ０２：１８．０１	 １１．６	
８１０ ベンジャミン 牡４青鹿５７ 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ５０４± ０２：１８．２１� ９．１

３３ 
 アウグーリオ 牡４栗 ５７ 鮫島 良太前田 幸治氏 中村 均 米 Joseph A.

Duffel ４５４＋ ８２：１８．３� ２３８．６�
４４ ブルータンザナイト 牡３青鹿５４ 幸 英明桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５４２＋ ６２：１８．４� ２１．７�
７９ ブライティアトップ 牝３黒鹿５２ 国分 優作小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４６２＋ ２２：１８．５� ８２．８
５５ � オーリーライアン 牡３鹿 ５４ 岡部 誠十文字織栄氏 角田 輝也 浦河 株式会社 グ

ラン・ファーム ４０４－１９２：１８．９２� １７４．８�
（愛知） （愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，０８７，３００円 複勝： ６０，４３５，１００円 枠連： １５，２３９，７００円

馬連： ６５，８９９，２００円 馬単： ４６，６４４，６００円 ワイド： ２７，０１４，４００円

３連複： ８７，１６４，６００円 ３連単： １９２，０２９，５００円 計： ５２４，５１４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３４０円 � ２６０円 � ２８０円 枠 連（２－６） ４６０円

馬 連 �� ３，２６０円 馬 単 �� ６，０６０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ８６０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ６，６３０円 ３ 連 単 ��� ４３，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３００８７３ 的中 � ２２２２７（５番人気）
複勝票数 計 ６０４３５１ 的中 � ４４３３０（５番人気）� ６５７２２（２番人気）� ５７６１２（３番人気）
枠連票数 計 １５２３９７ 的中 （２－６） ２４５７３（２番人気）
馬連票数 計 ６５８９９２ 的中 �� １４９３０（１３番人気）
馬単票数 計 ４６６４４６ 的中 �� ５６８７（２３番人気）
ワイド票数 計 ２７０１４４ 的中 �� ６９８４（１３番人気）�� ７６５７（１１番人気）�� １１２５３（６番人気）
３連複票数 計 ８７１６４６ 的中 ��� ９７０９（２２番人気）
３連単票数 計１９２０２９５ 的中 ��� ３２２６（１３１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１２．６―１３．７―１３．３―１３．０―１２．９―１２．９―１１．６―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．５―３７．１―５０．８―１：０４．１―１：１７．１―１：３０．０―１：４２．９―１：５４．５―２：０５．６

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

トラストワン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．７．１８ 函館１着

２００８．４．１５生 牡４黒鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル １３戦３勝 賞金 ３５，４６７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１８０５８ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

お ん た け

御 嶽 特 別
発走１５時００分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．７．１６以降２４．７．８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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：５０．８
１：４７．８

良

重

２４ 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 ５０２＋ ２１：５１．８ ３．０�

６１１� キャッツインブーツ 牡７栗 ５４ 岡部 誠山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn
Stud Farms Ltd ５３６＋ ６１：５２．４３� ７７．１�

（愛知）

８１６ アグネスハイヤー 牡６鹿 ５４ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４４４－ ４１：５２．７１� ７２．４�
１１ ダートムーア 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２ 〃 クビ ２３．７�
４７ 	 バトルドンジョン 牡５栗 ５４ 国分 恭介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４８０± ０ 〃 ハナ ４９．５�
７１３ カピオラニパレス 牡４芦 ５５ 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム ５０２－ ８１：５２．９１� ９．１�
４８ ボーカリスト 牡６鹿 ５４ 渡辺 薫彦増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：５３．０� ８３．７�
８１５� 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± ０１：５３．１クビ ２．５

６１２	 イーサンジャンパー 牡６栗 ５５ 幸 英明国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ５０８＋ ２１：５３．４１� １６．６�
５１０ サンマルボス 牡５鹿 ５５ 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４８４＋ ４１：５３．７２ ４０．５�
５９ 	 ワンダーアサールト 牡６黒鹿５３ 野元 昭嘉山本 信行氏 小原伊佐美 新ひだか 米田牧場 ５０２± ０１：５３．９１
 ２４９．４
３６ 	 メイショウタクミ 牡６黒鹿５１ 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 林 孝輝 ４６８－ ８１：５４．１１
 ２１９．２�
１２ パルクエスト 牝６鹿 ５１ 畑端 省吾木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ４９６－ ８１：５４．６３ ７３．９�
７１４ クレヨンロケット 牡６栗 ５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：５４．８１
 ６．５�
２３ アドマイヤジャガー 牡５鹿 ５５ 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：５５．３３ ２７．９�
３５ シゲルアーモンド 牡３青 ５１ 高倉 稜森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 ５２８－ ４ 〃 クビ １６２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６７８，０００円 複勝： ５０，６２１，３００円 枠連： ２４，２９０，１００円

馬連： ８８，９３０，７００円 馬単： ５６，２６９，１００円 ワイド： ３５，８４９，０００円

３連複： １２７，６８５，９００円 ３連単： ２２０，１９７，６００円 計： ６３３，５２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � １，２４０円 � １，３２０円 枠 連（２－６） １，８３０円

馬 連 �� １０，１６０円 馬 単 �� １５，４１０円

ワ イ ド �� ２，４５０円 �� ３，２７０円 �� ２３，２２０円

３ 連 複 ��� １１９，４４０円 ３ 連 単 ��� ５３２，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２９６７８０ 的中 � ７９１０２（２番人気）
複勝票数 計 ５０６２１３ 的中 � １１９８１３（２番人気）� ８５６０（１１番人気）� ８０３７（１２番人気）
枠連票数 計 ２４２９０１ 的中 （２－６） ９８１５（５番人気）
馬連票数 計 ８８９３０７ 的中 �� ６４６３（２７番人気）
馬単票数 計 ５６２６９１ 的中 �� ２６９５（４４番人気）
ワイド票数 計 ３５８４９０ 的中 �� ３６５４（２３番人気）�� ２７０８（３５番人気）�� ３７４（９０番人気）
３連複票数 計１２７６８５９ 的中 ��� ７８９（１８６番人気）
３連単票数 計２２０１９７６ 的中 ��� ３０５（８５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３７．０―４９．５―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．８―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

ナムラビクター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１２．４．１５ 阪神１６着

２００９．５．１６生 牡３鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー ５戦３勝 賞金 ２９，９１０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 キンショーダンデー号・セトノシャンクス号・メジロオマリー号・ライブリシーラ号
（非抽選馬） ４頭 エターナルロブロイ号・トップオブカハラ号・ドリームマジシャン号・ヨクバリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１８０５９ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走１５時３５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：２２．６
１：２１．５

良

不良

３５ エ ア ウ ル フ 牡５栗 ５７ 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４７２－ ４１：２２．５レコード ２．４�

８１５� アイアムルビー 牝５栗 ５５ 幸 英明堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４５６＋ ６１：２３．０３ １２．７�

８１６ ユメノキラメキ 牝５栗 ５５ 酒井 学諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７４－ ８１：２３．３１� ３０．３�
１２ エーシンハダル 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B４９２－ ８ 〃 クビ ７．１�
４８ � シゲルソウサイ 牡４鹿 ５７ 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ５００－ ６１：２３．４	 ３．１�
６１２� パルラメンターレ 牡５鹿 ５７ 小牧 太藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ４８０－ ４１：２３．５クビ ２５．０�
２３ マッシヴエンペラー 牡７栗 ５７ 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４９６－ ６ 〃 ハナ ９４．１	
６１１ メトロノース 牡６芦 ５７ 太宰 啓介 
キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４ 〃 ハナ ２５．５�
２４ ヒシコモンズ 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８４± ０１：２３．６	 ５２．８�
１１ エーシンポルックス 牡５芦 ５７ 中村 将之�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５０６－ ２１：２３．８１	 １６．４
５１０ グローリールピナス 牝６栃栗５５ 小坂 忠士大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ６３．３�
４７ ムスタングリーダー 牡５芦 ５７ 岡部 誠杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４４０－ ２ 〃 ハナ ２８．８�

（愛知）

５９ ファンドリカップ 牡６芦 ５７ 藤岡 康太水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社
松田牧場 ４９２－ ６１：２４．０１
 ４８．４�

３６ ダノンハラショー 牡５栗 ５７ 中井 裕二�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５８－ ６ 〃 クビ １５４．６�
７１３ マイネルエルドラド 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５０４＋ ６１：２５．６１０ １９５．１�
７１４ アグネスマクシマム 牡８栗 ５７ 国分 恭介渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：３３．９大差 １９３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，４９５，０００円 複勝： ７２，７５０，４００円 枠連： ４４，２６５，０００円

馬連： １７３，６６１，９００円 馬単： ９８，４９６，３００円 ワイド： ６１，８５６，６００円

３連複： ２５８，０６３，７００円 ３連単： ４７７，７７８，３００円 計： １，２３０，３６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ３４０円 � ７１０円 枠 連（３－８） １，１７０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� １，４１０円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� １２，１９０円 ３ 連 単 ��� ４７，０４０円

票 数

単勝票数 計 ４３４９５０ 的中 � １４８４０６（１番人気）
複勝票数 計 ７２７５０４ 的中 � ２２１１５４（１番人気）� ４６０７４（５番人気）� １８９８９（９番人気）
枠連票数 計 ４４２６５０ 的中 （３－８） ２７９５８（４番人気）
馬連票数 計１７３６６１９ 的中 �� ８８１４７（５番人気）
馬単票数 計 ９８４９６３ 的中 �� ３０６０１（７番人気）
ワイド票数 計 ６１８５６６ 的中 �� ２６６４８（５番人気）�� １０６３５（１４番人気）�� ４６０２（３２番人気）
３連複票数 計２５８０６３７ 的中 ��� １５６２９（３２番人気）
３連単票数 計４７７７７８３ 的中 ��� ７４９６（１２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．２―４５．９―５７．８―１：１０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．６
３ １２（８，１５，１６）（９，１１）１（５，３）－（４，１０）（６，１３）７－２＝１４ ４ １２（８，１５，１６）（９，１１）（１，５）３－（４，１０）６（７，１３，２）＝１４

勝馬の
紹 介

エ ア ウ ル フ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１１．８ 東京１着

２００７．４．２３生 牡５栗 母 エアシャキーラ 母母 サトルチェンジ ２４戦５勝 賞金 １４７，９５５，０００円
〔調教再審査〕 アグネスマクシマム号は，発走後に外側に逃避したことについて調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスマクシマム号は，平成２４年８月１４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ゴーイングパワー号・シセイオウジ号・トーホウプリンセス号・フィールドシャイン号・モエレジュンキン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１８０６０ ７月１４日 晴 良 （２４中京２）第５日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５１０ シルクドリーマー 牡３鹿 ５４ 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４６２± ０１：２１．２ ３．４�

６１２ アドマイヤコリン 牡４青鹿５７ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３８－ ４１：２１．３� ３．５�
３６ バハドゥール 牡３鹿 ５４ 浜中 俊田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４± ０１：２１．６２ ８．１�
７１５ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５ 幸 英明齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４６０± ０１：２１．７� １３．７�
４８ ピルケンハンマー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ５０２＋ ６ 〃 クビ ９．９�
１２ メイショウガルソン 牡５栗 ５７ 和田 竜二松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 浦河日成牧場 ４９０－ ８１：２１．８クビ １９．４�
７１４ ヴェリタスローズ 牝５青 ５５

５２ ▲森 一馬松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０－ ６１：２１．９� １３５．７�
４７ サンキストビーチ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４２＋ ６１：２２．１１ ９３．３	
３５ アルティザン 牡３鹿 ５４ 岡部 誠 
ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４７２－ ２１：２２．７３� ５３．７�

（愛知）

１１ デンコウデア 牝３黒鹿 ５２
４９ ▲中井 裕二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 ４５２－ ８１：２２．９１� １４５．３�

８１７ ジャスティシア 牝３鹿 ５２
４９ ▲藤懸 貴志
ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４４６＋１８１：２３．０� ５．９

７１３� オースミラバー 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太�オースミ 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４９８－ ６１：２３．１� ３１６．５�
２３ � トキノライジン 牡５栗 ５７

５４ ▲花田 大昂田中 準市氏 矢野 照正 新冠 村田牧場 ４６０－ ２１：２３．２ アタマ＋クビ １０４．５�
８１８ ワンダーフォルテ 牡４栗 ５７

５６ ☆高倉 稜山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ４９２－ ２１：２３．６２� ３５．８�
６１１ サンマルリジイ 牝３黒鹿５２ 太宰 啓介相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８４－ ２１：２４．４５ ２５１．８�
８１６� グレイトエンペラー 	４鹿 ５７ 小坂 忠士小川 勲氏 作田 誠二 日高 高橋牧場 B４４２± ０１：２６．６大差 ２０２．２�
２４ � ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５５ 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５８－ ８ （競走中止） ４９．８�
５９ ミヤジシェンロン 牡５鹿 ５７ 田中 健曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４４４－１０ （失格） ２１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，７５０，７００円 複勝： ４５，５１６，９００円 枠連： ２４，１５９，３００円

馬連： ８４，３４４，５００円 馬単： ４８，４５１，８００円 ワイド： ３４，０２３，３００円

３連複： １１４，０６１，９００円 ３連単： ２０８，４５５，６００円 計： ５８７，７６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（５－６） ４６０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ４７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� ５，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２８７５０７ 的中 � ６８１９９（１番人気）
複勝票数 計 ４５５１６９ 的中 � ８９２４８（２番人気）� １０６３２９（１番人気）� ４２３８０（４番人気）
枠連票数 計 ２４１５９３ 的中 （５－６） ３９５７８（１番人気）
馬連票数 計 ８４３４４５ 的中 �� １１０７３４（１番人気）
馬単票数 計 ４８４５１８ 的中 �� ３２１７６（１番人気）
ワイド票数 計 ３４０２３３ 的中 �� ３７２４５（１番人気）�� １７１１５（２番人気）�� １３９０６（３番人気）
３連複票数 計１１４０６１９ 的中 ��� ５４０４５（２番人気）
３連単票数 計２０８４５５６ 的中 ��� ２６２４８（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．０―１１．６―１１．５―１２．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３３．８―４５．４―５６．９―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．８
３ １，１１，１７，９，１４，１８，５，８，１３（３，１０）１５，７（４，６，１２）－（１６，２） ４ １－（１１，１７）（９，１４）１８（５，８）（３，１０，１３）１５（４，７，６）１２，２－１６

勝馬の
紹 介

シルクドリーマー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．７．２３ 新潟４着

２００９．４．２５生 牡３鹿 母 ドリームキセキ 母母 ドリームロッチ １２戦２勝 賞金 １９，９７０，０００円
〔競走中止〕 ダンスインザスカイ号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔失格〕 ミヤジシェンロン号は，１３位〔タイム１分２３秒１，着差アタマ〕に入線したが，最後の直線コースで内側に斜行して

「ダンスインザスカイ」号の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 ミヤジシェンロン号の騎手田中健は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成２４年７月２１日から平成２４年７月

２９日まで騎乗停止。
〔その他〕 グレイトエンペラー号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２４中京２）第５日 ７月１４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６頭 本 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

１７１，６１０，０００円
９，４４０，０００円
１，４５０，０００円
１５，１６０，０００円
６２，２９５，５００円
４，８１０，０００円
１，７７６，０００円

勝馬投票券売得金
２６９，７８９，５００円
４９８，９９６，０００円
１９９，９５７，４００円
６９６，６８２，９００円
４４９，６７６，６００円
３０４，８４６，０００円
１，０１３，８７７，１００円
１，７９１，４９７，８００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 ５，２２５，３２３，３００円

総入場人員 １４，１１５名 （有料入場人員 １３，２１５名）


