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１８０６１ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・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

１：５０．８
１：４７．８

良

重

２２ アグネスローザ 牝３鹿 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４１８± ０１：５４．６ １９．７�

１１ アッパレオリュウ 牝３黒鹿５４ 松山 弘平華山 龍一氏 柴田 光陽 新ひだか 静内酒井牧場 ４８６± ０１：５４．９１� ２３．４�
７１１ シゲルリンゴ 牝３栗 ５４ 北村 友一森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 ４４４＋ ２ 〃 クビ ４．５�
３４ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３６± ０１：５５．０クビ ７．９�
６９ フェアリーダンス 牝３栗 ５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４１：５５．４２� １．５�
６１０ ヴァルカモニカ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４８４－ ８ 〃 ハナ ３７．７�
５８ ミスハレクラニ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８± ０１：５５．５� ４６．２	
８１３ ファーマプリンセス 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介中西 功氏 柴田 光陽 浦河 オンワード牧場 ４４８＋ ４１：５５．８１� ５５．９

３３ ハクユウマンボ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 ４９４＋２４１：５６．３３ ２０３．５�
４５ スリーベルクイン 牝３青鹿５４ 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 新冠 村田牧場 ３６６± ０１：５６．７２� １９５．９
７１２ チュウワビーナス 牝３鹿 ５４ 酒井 学中西 忍氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６ 〃 クビ ５６．０�
８１４ ギブアリーズン 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�ノースヒルズ 武田 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ４１：５７．１２� ６２．７�
５７ メイショウキヨヒメ 牝３黒鹿５４ 国分 優作松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 村下 明博 ４３８－ ８ 〃 ハナ １５８．８�
４６ カシノチャーム 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 青森 一山育成牧場 ４８０＋ ２１：５７．４１� ４７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９３３，２００円 複勝： ４４，５６６，４００円 枠連： ８，１４０，１００円

馬連： ３１，１５０，２００円 馬単： ２８，５０３，２００円 ワイド： １７，０７４，７００円

３連複： ５６，１７５，３００円 ３連単： １０６，８３５，１００円 計： ３０８，３７８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ８１０円 � ９１０円 � ２４０円 枠 連（１－２） １０，３８０円

馬 連 �� １１，０３０円 馬 単 �� ２６，３７０円

ワ イ ド �� ２，５６０円 �� ８７０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� １０，７９０円 ３ 連 単 ��� １１０，５９０円

票 数

単勝票数 計 １５９３３２ 的中 � ６３８２（４番人気）
複勝票数 計 ４４５６６４ 的中 � １３２０６（４番人気）� １１６３１（５番人気）� ５８９９０（２番人気）
枠連票数 計 ８１４０１ 的中 （１－２） ５７９（２１番人気）
馬連票数 計 ３１１５０２ 的中 �� ２０８５（２３番人気）
馬単票数 計 ２８５０３２ 的中 �� ７９８（５２番人気）
ワイド票数 計 １７０７４７ 的中 �� １５９０（２４番人気）�� ４９６２（６番人気）�� ３９１８（９番人気）
３連複票数 計 ５６１７５３ 的中 ��� ３８４５（２６番人気）
３連単票数 計１０６８３５１ 的中 ��� ７１３（２２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１３．５―１３．３―１２．９―１２．５―１２．７―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３７．５―５０．８―１：０３．７―１：１６．２―１：２８．９―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

２
４

・（８，１３）（１０，９）（１，１２）（６，１１）（３，４）（２，１４）（５，７）・（８，１３）９（１０，１１）１，３（４，１２）（２，６）（５，１４，７）
勝馬の
紹 介

アグネスローザ �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１２．５．５ 京都５着

２００９．５．２４生 牝３鹿 母 アグネスシルキー 母母 アグネスヒロイン ４戦１勝 賞金 ５，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※出走取消馬 ホッコーピーチ号（疾病〔右肩跛行〕のため）

１８０６２ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

１：０８．７
１：０６．５

重

良

７１５ バ コ パ 牡３栗 ５６ 武 豊畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７８－ ４１：０９．５ ２３．７�

６１１ ボックスクレバー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：０９．６� ６．６�
８１７ マコトヴィルッキオ 牝３栃栗５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 藤岡 健一 様似 出口 繁夫 ４６２± ０１：０９．９１� ８．９�
５１０ シゲルアンズ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 戸川牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ５．５�
１２ アルティメイト 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二アルツト組合 境 直行 新ひだか 飛野牧場 ４３４＋ ８ 〃 ハナ ７．８�
３６ マ ル ー チ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８＋１４１：１０．０� １０．６�
２３ アルフィルク 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４２８± ０１：１０．１� １８．９	
７１４ サマーロータス 牝３栗 ５４ 熊沢 重文セゾンレースホース
 飯田 雄三 新ひだか 武 牧場 B４６６＋ ８ 〃 クビ ５２．５�
７１３ プラチナエンジェル 牝３鹿 ５４ 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４５２＋２０ 〃 ハナ １１．４�
２４ ゴーイングウェイ 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４４６＋ ２１：１０．３１� １６．８
６１２ ニホンピロルノン 牝３鹿 ５４ 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 ４４６－ ２ 〃 アタマ ４．３�
１１ カシノデューク 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志柏木 務氏 坪 憲章 熊本 本田 土寿 ４８４± ０ 〃 ハナ １７．１�
８１８ フトゥールム 牝３栗 ５４ 国分 優作�イクタ 梅内 忍 新冠 越湖ファーム ４３０－ ２ 〃 アタマ １５３．４�
８１６ スズカドンドン 牝３鹿 ５４ 国分 恭介永井商事
 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４４８ ―１：１０．４� １７２．８�
４８ モンハピネス 牝３青鹿５４ 渡辺 薫彦星野 壽市氏 大根田裕之 日高 前野牧場 ３９０－１０１：１０．６� １６３．３�
４７ イ ロ ッ ポ イ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 ４６２± ０１：１０．８１ １０７．９�
３５ シゲルパイナップル 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史森中 蕃氏 中村 均 日高 三輪牧場 ４８６－ ４１：１１．０１� １６５．８�
５９ メイショウイックウ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 ４５０－ ４１：１１．２１� ２２３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，６８１，９００円 複勝： ２９，８００，８００円 枠連： １５，４２５，１００円

馬連： ４１，０６８，９００円 馬単： ２５，７２３，０００円 ワイド： ２１，５２５，２００円

３連複： ６７，４７５，５００円 ３連単： ９４，７９２，０００円 計： ３１２，４９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３７０円 複 勝 � ７８０円 � ２７０円 � ３００円 枠 連（６－７） ８９０円

馬 連 �� ９，４９０円 馬 単 �� ２２，６００円

ワ イ ド �� ３，１４０円 �� ３，４８０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ２４，６７０円 ３ 連 単 ��� ２０７，５９０円

票 数

単勝票数 計 １６６８１９ 的中 � ５５５０（１１番人気）
複勝票数 計 ２９８００８ 的中 � ８７５８（１１番人気）� ３２０６６（３番人気）� ２７２４３（４番人気）
枠連票数 計 １５４２５１ 的中 （６－７） １２８２８（３番人気）
馬連票数 計 ４１０６８９ 的中 �� ３１９７（３８番人気）
馬単票数 計 ２５７２３０ 的中 �� ８４０（８９番人気）
ワイド票数 計 ２１５２５２ 的中 �� １６７４（４３番人気）�� １５０７（４７番人気）�� ３７８５（１６番人気）
３連複票数 計 ６７４７５５ 的中 ��� ２０１９（９３番人気）
３連単票数 計 ９４７９２０ 的中 ��� ３３７（６８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．３―１１．２―１１．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．０―４６．２―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．５
３ ・（１５，１７）（４，１０，１４）（３，５，１２，１１）（２，６，１３）１（７，８，１８）－（９，１６） ４ ・（１５，１７）（４，１０，１４）３（１２，１１）５（１，２，６，１３）（７，８，１８）－（９，１６）

勝馬の
紹 介

バ コ パ �
�
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 ２０１２．３．１１ 阪神１５着

２００９．３．１１生 牡３栗 母 ベ ア 母母 パルフェアムール ４戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
※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） ３頭 クロコサイレンス号・シゲルポンカン号・トーホウビート号
（非抽選馬） ３頭 エクストラトーン号・コスモナデシコ号・タマモスターライト号

第２回 中京競馬 第６日



１８０６３ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・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

１：１０．１
１：０８．７

重

重

６１１ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８０± ０１：１１．７ ３１．９�

３５ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 酒井 学脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４３２＋ ８１：１２．０２ ２５．６�
２３ パスパルトゥー 牝３栗 ５４ 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６＋ ２１：１２．５３ ４．１�
５９ エイユーラピス 牝３鹿 ５４ 国分 恭介笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 ４５０－ ８１：１２．８２ １６．２�
４８ イイデカントリ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４６０＋ ４１：１２．９� ２．６�
１１ スノーレガーロ 牝３鹿 ５４ 国分 優作島川 利子氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４５０－ ８ 〃 アタマ ５４．１�
８１５ メジロガラメキ 牝３栗 ５４ 和田 竜二�野 哲氏 小崎 憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４４４＋ ４１：１３．１１� １７．５	
３６ シャトーエルシド 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太円城 幸男氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４３０－ ４１：１３．５２� １７１．３

７１３ ヴォワドランジュ 牝３栗 ５４ 小坂 忠士田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ２１：１３．６� ２８．５�
２４ クイーンズライフ 牝３栗 ５４ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４＋ ２１：１３．９１� ４．９�
１２ アイミーマイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４０－ ８１：１４．１１� ２１３．８
４７ コイスルオトメ 牝３栗 ５４ 幸 英明トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 冨岡 博一 ４７４＋１６１：１４．２クビ ２１．９�
８１６ アラビアンパール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６± ０ 〃 アタマ ８５．６�

５１０ トウケイマネキネコ 牝３栗 ５４ 太宰 啓介木村 信彦氏 鹿戸 明 安平 ノーザンファーム ５０８－ ８ 〃 ハナ ９．０�
７１４ シゲルナツメ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 石川 栄一 ４６２－ ４１：１４．９４ ３４２．１�
６１２ スズカバビロン 牝３栗 ５４ 松山 弘平永井 啓弍氏 小野 幸治 浦河 辻 牧場 ４４８－ ２１：１５．０� ２６０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１４５，７００円 複勝： ２９，６００，３００円 枠連： １４，２６７，４００円

馬連： ３９，１５９，８００円 馬単： ２６，６５８，６００円 ワイド： １９，９４６，８００円

３連複： ５９，３１１，８００円 ３連単： ９６，１９５，１００円 計： ３０２，２８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１９０円 複 勝 � ５９０円 � ５７０円 � ２２０円 枠 連（３－６） １７，０４０円

馬 連 �� ２５，４２０円 馬 単 �� ５２，７５０円

ワ イ ド �� ４，８９０円 �� １，９８０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ３０，８１０円 ３ 連 単 ��� ３３８，０６０円

票 数

単勝票数 計 １７１４５７ 的中 � ４２４２（１０番人気）
複勝票数 計 ２９６００３ 的中 � １１９２２（９番人気）� １２３４５（８番人気）� ４３３５６（３番人気）
枠連票数 計 １４２６７４ 的中 （３－６） ６１８（２７番人気）
馬連票数 計 ３９１５９８ 的中 �� １１３７（４８番人気）
馬単票数 計 ２６６５８６ 的中 �� ３７３（１０３番人気）
ワイド票数 計 １９９４６８ 的中 �� ９８６（４６番人気）�� ２５００（２８番人気）�� ３１７２（１８番人気）
３連複票数 計 ５９３１１８ 的中 ��� １４２１（８９番人気）
３連単票数 計 ９６１９５１ 的中 ��� ２１０（７３７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．４―１１．８―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３４．９―４６．７―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジガンバレ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．９．２５ 阪神１１着

２００９．４．１７生 牝３鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ １２戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
※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 ジョーリコチャン号・ヤマカツナタリー号

１８０６４ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第４競走 ３，０００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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３：２０．６良

５７ スーサンストリーム 牡５芦 ６０ 横山 義行林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６６＋ ２３：１７．２ 基準タイム １．５�

３４ スズカマジェスタ 牡４青鹿６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７４－ ４３：１７．７３ ４．８�
８１３� エーシンイグアス 牡４鹿 ６０ 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 ５０８－ ２３：２０．８大差 １０．２�
７１１ ニシノスローン 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐西山 茂行氏 菅原 泰夫 むかわ 西山牧場 ５０６＋ ６３：２１．１２ ２２．１�
３３ カリズマアゲン 牡５鹿 ６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 ４９０－ ８３：２１．９５ １０８．９�
４６ シュガーツヨシ 牡３鹿 ５８ 鈴木 慶太横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 谷藤 弘美 ４２２－ ８３：２４．５大差 ６５．３�
１１ リアルブラック �３青鹿５８ 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４７４＋ ２３：２４．６� ８７．８	
６１０� コパノハリケーン 牡４鹿 ６０ 今村 康成小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９４－ ２３：２５．５５ ７６．５

７１２� トーアティアレ 牝５鹿 ５８ 石神 深一高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４６４＋１２３：２６．８８ ５１．０�
８１４ スズカケノミチ 牝５栗 ５８ 高野 和馬武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５６－ ８３：２７．６５ ３７．２�
４５ � セフティファンキー 牡６栗 ６０ 白浜 雄造池田 實氏 服部 利之 浦河 梅田牧場 ４６６－ ４３：２８．０２� ４３．９
２２ チャーミーハヅキ 牝５芦 ５８

５７ ▲森 一馬今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４６４－１０３：３０．２大差 １５．７�
６９ ナリタシーズン 牡５栗 ６０ 中村 将之�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５０２＋ ２３：３１．５８ １９．２�
５８ � メイショウザイラー 牡４栗 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 増本 豊 浦河 岡部牧場 ４７６＋ ４ 〃 アタマ ８２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，８８５，７００円 複勝： ２６，６９９，８００円 枠連： １０，４０９，６００円

馬連： ２６，８４１，３００円 馬単： ２４，９７２，３００円 ワイド： １３，２９４，１００円

３連複： ４２，８１６，８００円 ３連単： ８６，７８０，０００円 計： ２４６，６９９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（３－５） ２９０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３３０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� １，３５０円

票 数

単勝票数 計 １４８８５７ 的中 � ７８６６６（１番人気）
複勝票数 計 ２６６９９８ 的中 � １６２０６６（１番人気）� ３６４１４（２番人気）� １５２８５（３番人気）
枠連票数 計 １０４０９６ 的中 （３－５） ２６５７１（１番人気）
馬連票数 計 ２６８４１３ 的中 �� ７５８８４（１番人気）
馬単票数 計 ２４９７２３ 的中 �� ５１５２２（１番人気）
ワイド票数 計 １３２９４１ 的中 �� ２７５８３（１番人気）�� ８９０１（２番人気）�� ５８７９（４番人気）
３連複票数 計 ４２８１６８ 的中 ��� ４３７６１（１番人気）
３連単票数 計 ８６７８００ 的中 ��� ４７６６６（１番人気）

上り １マイル １：４６．０ ４F ５２．４－３F ３９．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�
１３＝（４，２）－１２－（３，７）（１，６，１１）－（１０，１４）＝５＝（９，８）
１３－（４，７）＝１１＝２－６，３，１２，１，１４－１０－５＝（９，８）

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

勝馬の
紹 介

スーサンストリーム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．７．１８ 小倉５着

２００７．５．２３生 牡５芦 母 レイナシンフォニー 母母 レイナロバリー 障害：６戦１勝 賞金 １５，４００，０００円
※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） ３頭 クリノビッグスカイ号・シャコームサシ号・テイエムセイリュウ号
（非抽選馬） １頭 タトゥーン号



１８０６５ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３６．１
１：３３．１

良

良

８１１� エイシンラトゥナ 牝２黒鹿５４ 松山 弘平平井 豊光氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans ４８８ ―１：３８．２ ４．８�

５６ ベ ル ラ イ ン 牝２栗 ５４ 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３８ ― 〃 クビ １９．６�
５５ マイネルマインツ 牡２栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４７６ ―１：３８．４１� ５．１�
６７ ウインアルザス 牡２鹿 ５４ 酒井 学�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 ４９６ ―１：３８．５� ２．２�
１１ クレスコモア 牡２黒鹿５４ 小牧 太堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５１６ ―１：３８．７１� １０．０�
４４ キュールエアリス 牝２青鹿５４ 北村 友一岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム ４５２ ―１：３８．９１� １２．３�
７９ テイエムレンジャー 牡２鹿 ５４ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 ４７０ ―１：３９．０� ２７．７	
２２ オクターブユニゾン 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 
キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：３９．４２� １３．０�
６８ ナムラケンシロウ 牡２栃栗５４ 国分 恭介奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４４０ ―１：３９．６１� １０５．７�
７１０ モユルオモイ 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦 
キャロットファーム 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４６６ ―１：３９．８１� ６５．３
８１２ サカジロユウリー 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介ロイヤルパーク 西橋 豊治 浦河 近藤牧場 ３９２ ―１：４０．５４ １９０．３�
３３ シゲルカプリコーン 牡２鹿 ５４ 国分 優作 �ブルアンドベア 加藤 敬二 浦河 丸幸小林牧場 ４６６ ―１：４１．２４ １０８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，２３９，０００円 複勝： ３１，１８８，３００円 枠連： ９，８２０，７００円

馬連： ４０，７９６，６００円 馬単： ３３，４１８，４００円 ワイド： １９，２０２，７００円

３連複： ５５，６９３，３００円 ３連単： １０６，８０５，３００円 計： ３１９，１６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � ３８０円 � １７０円 枠 連（５－８） ９１０円

馬 連 �� ４，３５０円 馬 単 �� ６，５９０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� ４３０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ５，８７０円 ３ 連 単 ��� ３７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２２２３９０ 的中 � ３６８６５（２番人気）
複勝票数 計 ３１１８８３ 的中 � ５９５１８（２番人気）� １６７１７（７番人気）� ５４０５５（３番人気）
枠連票数 計 ９８２０７ 的中 （５－８） ８０１７（３番人気）
馬連票数 計 ４０７９６６ 的中 �� ６９２４（１８番人気）
馬単票数 計 ３３４１８４ 的中 �� ３７４７（２６番人気）
ワイド票数 計 １９２０２７ 的中 �� ３４６０（１９番人気）�� １２１８８（４番人気）�� ４３９８（１５番人気）
３連複票数 計 ５５６９３３ 的中 ��� ７００５（２３番人気）
３連単票数 計１０６８０５３ 的中 ��� ２０９３（１２５番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．１―１２．０―１２．９―１２．７―１２．０―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２５．２―３７．２―５０．１―１：０２．８―１：１４．８―１：２６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

�エイシンラトゥナ �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Kingmambo 初出走

２０１０．３．１１生 牝２黒鹿 母 Queen’s Play 母母 Colonial Play １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１８０６６ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第６競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

２：１１．５
２：１０．０

良

良

５１０ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５６ 小牧 太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４３０－１８２：１６．９ １３．８�

３６ アスカノラポール 牡３栗 ５６ 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５３０＋ ４２：１７．０� ６．８�

４７ ナリタウィッシュ 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４４８± ０２：１７．１� １．７�

７１４ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８０± ０２：１７．２� ６．７�
８１６ イクオリティ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７８－ ４２：１７．５２ １９．６�
３５ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４２４＋ ４２：１７．６� １２０．０�
８１５ ブラックレイン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二木浪 巖氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５００＋ ４２：１７．８１� １１９．１	
１２ カ ゼ カ オ ル 牡３鹿 ５６ 酒井 学荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６２－１６２：１７．９� ５６．４

１１ ウインアズーリ 牡３栗 ５６ 北村 友一�ウイン 北出 成人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８６－ ４ 〃 クビ １０．５�
６１２ メイショウゲンカイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７６－ ４２：１８．０クビ ５４．５�
２４ リッカシェクル 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉立花 幸雄氏 武田 博 新冠 赤石 久夫 ４０８± ０２：１８．４２� ２１２．５
２３ ヨドノエース 牡３黒鹿５６ 和田 竜二海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４５８－ ２２：１８．５クビ ２３．９�
４８ ビコークラウン 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４４６－ ６２：１８．７１� ２７３．４�
６１１ エイトビート 	３鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６－ ６２：１８．９１� ４７．０�
７１３ ジャコキング 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜晴間 初栄氏 庄野 靖志 新冠 村上牧場 ４０８＋ ２２：１９．２１� １６１．０�
５９ ジャックスワロー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４８４－ ４２：１９．４１ ２４１．１�
８１７ シゲルパパイア 	３黒鹿５６ 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 浦河 中村 雅明 ４８４＋ ８２：２０．４６ ９６．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，７０８，０００円 複勝： ４３，１２６，８００円 枠連： １２，６６０，８００円

馬連： ３９，０８２，２００円 馬単： ３３，８９１，４００円 ワイド： ２０，５１２，６００円

３連複： ５９，７１３，６００円 ３連単： １１２，４８２，８００円 計： ３４２，１７８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３２０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（３－５） ４，０８０円

馬 連 �� ３，６６０円 馬 単 �� ９，０３０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ３８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ２２，３００円

票 数

単勝票数 計 ２０７０８０ 的中 � １１８６３（５番人気）
複勝票数 計 ４３１２６８ 的中 � １９３８７（５番人気）� ３９１１２（４番人気）� ２１３０２１（１番人気）
枠連票数 計 １２６６０８ 的中 （３－５） ２２９１（１３番人気）
馬連票数 計 ３９０８２２ 的中 �� ７８９１（１２番人気）
馬単票数 計 ３３８９１４ 的中 �� ２７７１（２６番人気）
ワイド票数 計 ２０５１２６ 的中 �� ４２５２（１２番人気）�� １３３９２（４番人気）�� ２３８９２（１番人気）
３連複票数 計 ５９７１３６ 的中 ��� ２４７７０（５番人気）
３連単票数 計１１２４８２８ 的中 ��� ３７２４（６１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．１―１３．８―１３．６―１３．３―１２．０―１２．４―１１．８―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．０―３６．１―４９．９―１：０３．５―１：１６．８―１：２８．８―１：４１．２―１：５３．０―２：０４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．７
１
３
１６，１７（６，１２）（３，５，１０）（４，１４）１５，２，１３，８，１１，７，９－１・（１６，１４）（６，１０）（３，１７）１２，５，４（２，１５）１３－（７，１１）－（８，９）－１

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

勝馬の
紹 介

メイショウタマカゼ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１２．３．４ 阪神８着

２００９．４．２７生 牡３栗 母 ダンシングブルーム 母母 シルヴァーキャップ ７戦１勝 賞金 ５，９００，０００円



１８０６７ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・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

１：５０．８
１：４７．８

良

重

５１０ キングヒーロー 牡３黒鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ４９８－１０１：５３．５ ７．７�

５９ エイコーンパス 牡３栗 ５４ 北村 友一吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２＋１０１：５３．９２� １７．９�

６１１ ハイランドジャガー 牡３芦 ５４ 熊沢 重文小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５１０－ ４１：５４．０クビ １４．４�
８１５ コウエイチャンス 牡３鹿 ５４ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４７４＋１０１：５４．１� ５．８�
７１３ ラガートモヒーロ 牡３黒鹿５４ 太宰 啓介奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ ９．９�
６１２ ヤマニンフリスキー 牡５青 ５７

５４ ▲水口 優也土井 肇氏 野村 彰彦 新冠 錦岡牧場 ４６８＋ ８１：５４．３１� １８６．１�
２３ メイショウシャイン 牡５鹿 ５７ 小坂 忠士松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７６－ ４ 〃 ハナ ７６．８�
４７ オーシャンパワー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４６４＋ ８１：５４．４� ３．７	
３６ トップサンダー 牡６栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志
宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５０４－ ４１：５４．５� ３８．６�
１１ ミッキーヘネシー 牡３栃栗 ５４

５１ ▲中井 裕二野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 B４７６± ０１：５４．６� ５．３�
２４ シルクコスモス �５栗 ５７ 幸 英明有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４６０－２０１：５４．８１ ６５．４
４８ トランソニック 牡６栗 ５７ 岩田 康誠太田 美實氏 庄野 靖志 門別 天羽牧場 ４７４± ０１：５４．９� １５．３�
７１４ ラインレグルス 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８２－ ４１：５５．０� １２．７�
８１６	 メイショウカイオウ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８４－ ６１：５５．２１� ３４．９�
３５ トゥルーフレンド 牡３鹿 ５４ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 ４８４＋ ４１：５５．８３� ４２．１�
１２ ドリームボルケーノ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲森 一馬セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 対馬 正 ５１０－ ８１：５６．１１� ６２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８５５，３００円 複勝： ４３，８２１，６００円 枠連： １８，６２１，５００円

馬連： ６０，９４３，２００円 馬単： ３６，７８７，３００円 ワイド： ３０，００４，６００円

３連複： ８９，２６７，４００円 ３連単： １３０，１１４，３００円 計： ４３４，４１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２７０円 � ５２０円 � ４５０円 枠 連（５－５） ６，７９０円

馬 連 �� ６，７８０円 馬 単 �� １１，２５０円

ワ イ ド �� ２，３２０円 �� ２，０６０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ２４，８９０円 ３ 連 単 ��� １８０，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２４８５５３ 的中 � ２５６３０（４番人気）
複勝票数 計 ４３８２１６ 的中 � ４８４２４（４番人気）� ２０６６３（９番人気）� ２５０２７（８番人気）
枠連票数 計 １８６２１５ 的中 （５－５） ２０２４（２５番人気）
馬連票数 計 ６０９４３２ 的中 �� ６６３７（２８番人気）
馬単票数 計 ３６７８７３ 的中 �� ２４１５（４７番人気）
ワイド票数 計 ３０００４６ 的中 �� ３１７８（３１番人気）�� ３５９６（２４番人気）�� ３１２６（３３番人気）
３連複票数 計 ８９２６７４ 的中 ��� ２６４７（９３番人気）
３連単票数 計１３０１１４３ 的中 ��� ５３３（６０６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１３．６―１３．２―１３．２―１２．９―１２．１―１１．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．８―５１．０―１：０４．２―１：１７．１―１：２９．２―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

キングヒーロー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．１０．２９ 京都１４着

２００９．４．３０生 牡３黒鹿 母 キングシスター 母母 エイティシスター １０戦２勝 賞金 １８，９５０，０００円
〔制裁〕 ミッキーヘネシー号の騎手中井裕二は，３コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金３０，０００円。（４番・１２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ドルモン号・ドンビザッツウェイ号・リンクルリッジ号
（非抽選馬） ２頭 シルバーチーフ号・バンブーチェルシー号

１８０６８ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

２：０１．０
１：５６．１

良

良

７１１ ヴィクトリースター 牡４鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム ４６２＋ ８２：０２．１ ５．９�

１１ カ ナ ロ ア 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 ４５２＋１０２：０２．２� ３．２�

６９ クイーンキセキ 牝３黒鹿５２ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２８± ０２：０２．５１� １５．９�
８１２ マコトヴォイジャー 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 B５２０－ ６ 〃 クビ ８．６�
７１０ エバーグリーン 牡４青 ５７

５６ ☆高倉 稜吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２２：０２．７１� ２．７�
５６ マ ナ ウ ス 牡３鹿 ５４ 幸 英明鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 ４７８－ ２２：０２．９１� ２６．９	
４４ ブラボープリンス 牡３栗 ５４ 太宰 啓介松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７２－ ６２：０３．１１� ３０．９

８１３� テーオーダンシング 	５鹿 ５７ 国分 恭介小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５２０－ ６ 〃 ハナ １８．９�
５７ チャーミングダンス 牝４青鹿５５ 北村 友一 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか ケイアイファーム ４６４＋ ２ 〃 アタマ ６０．６�
６８ トーセンケイトゥー 牡４栗 ５７ 鮫島 良太島川 哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８－ ２２：０３．４１� １４．７�
３３ ナリタタイフーン 牡３鹿 ５４ 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９０＋ ２２：０４．７８ ２１５．８�
２２ サンライズシャトー 牡３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４６２－ ６２：０４．８� １２５．１�
４５ ハ ナ カ ゲ 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４４６＋１６２：０５．０１ ７９．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，６３３，３００円 複勝： ３７，８５６，８００円 枠連： １８，３７３，１００円

馬連： ５６，４８２，９００円 馬単： ３６，５０６，２００円 ワイド： ２３，８９２，０００円

３連複： ７１，９１８，６００円 ３連単： １３１，３０１，９００円 計： ３９９，９６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ４１０円 枠 連（１－７） ３００円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ４５０円 �� １，７８０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 ��� ３０，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３３３ 的中 � ３１８４６（３番人気）
複勝票数 計 ３７８５６８ 的中 � ４５４０７（３番人気）� ６７８６７（２番人気）� ２００５２（８番人気）
枠連票数 計 １８３７３１ 的中 （１－７） ４５４１０（１番人気）
馬連票数 計 ５６４８２９ 的中 �� ４１５７３（３番人気）
馬単票数 計 ３６５０６２ 的中 �� １１２７１（８番人気）
ワイド票数 計 ２３８９２０ 的中 �� １４３４１（３番人気）�� ３１２２（２３番人気）�� ５１８８（１６番人気）
３連複票数 計 ７１９１８６ 的中 ��� ８７９８（２２番人気）
３連単票数 計１３１３０１９ 的中 ��� ３１３７（９７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１３．１―１３．０―１２．７―１２．１―１１．６―１１．７―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３７．２―５０．２―１：０２．９―１：１５．０―１：２６．６―１：３８．３―１：４９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリースター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．７．１１ 阪神６着

２００８．４．２９生 牡４鹿 母 ヴィクトリークライ 母母 Verveine １３戦２勝 賞金 ２９，２７１，０００円
〔制裁〕 エバーグリーン号の騎手高倉稜は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）



１８０６９ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第９競走 ��１，４００�
し ま

志 摩 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１１ マイネボヌール 牝３青鹿５２ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４０± ０１：２１．０ ５．８�

４７ ナオミノユメ 牝３鹿 ５２ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４２２－ ４１：２１．２１� １５．５�
７１４ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 酒井 学市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：２１．３� １７．５�
１２ � グローリアスローズ 牝４栗 ５５ 小牧 太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ２４．９�
６１１ オメガセニョリーナ 牝３鹿 ５２ 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：２１．４� ４．０�
７１３ ラストメッセージ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４３４＋ ４ 〃 アタマ ３．３�
３６ ロマンスリップ 牝３鹿 ５２ 国分 優作	下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B４５６－ ２１：２１．５� ４１．３

６１２ ソ ム ニ ア 牝５栗 ５５ 藤岡 康太吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２１：２１．６� １３０．４�
３５ ウイングザムーン 牝３鹿 ５２ 飯田 祐史	�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ １１．６�
８１７ ニシノモレッタ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ５１２＋ ４１：２１．７クビ ６８．２
５１０ ツインテール 牝４栗 ５５ 鮫島 良太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４１：２１．８	 ２８．９�
８１６ アマルフィターナ 牝５黒鹿５５ 松山 弘平 	キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ４ 〃 アタマ １３．９�
４８ シンコームーン 牝３栗 ５２ 国分 恭介豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４２－ ６１：２２．２２� ４０．７�
２４ アブマーシュ 牝３鹿 ５２ 幸 英明伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４５８－ ６１：２２．３	 １４．８�
８１５ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７６－ ４１：２２．４� ４１．２�
２３ マヤリッシュ 牝４黒鹿５５ 熊沢 重文	まの 大橋 勇樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４２８＋１４１：２２．６１� １７２．４�
５９ アンバルブライベン 牝３鹿 ５２ 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４５６－ ２１：２３．０２� ８８．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２８，５４５，６００円 複勝： ５０，０５８，１００円 枠連： ２４，５４６，９００円

馬連： ９１，１８６，３００円 馬単： ５２，４７５，６００円 ワイド： ３７，８６８，９００円

３連複： １２５，２９５，９００円 ３連単： ２１１，６３６，１００円 計： ６２１，６１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２２０円 � ５５０円 � ４４０円 枠 連（１－４） ２，０５０円

馬 連 �� ４，５６０円 馬 単 �� ７，９２０円

ワ イ ド �� １，５４０円 �� １，０６０円 �� ３，１３０円

３ 連 複 ��� ３０，６７０円 ３ 連 単 ��� １６６，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２８５４５６ 的中 � ３９３４３（３番人気）
複勝票数 計 ５００５８１ 的中 � ７０２４６（３番人気）� ２１７３８（８番人気）� ２８１４３（６番人気）
枠連票数 計 ２４５４６９ 的中 （１－４） ８８６２（９番人気）
馬連票数 計 ９１１８６３ 的中 �� １４７７０（１９番人気）
馬単票数 計 ５２４７５６ 的中 �� ４８９４（２７番人気）
ワイド票数 計 ３７８６８９ 的中 �� ６０９１（１７番人気）�� ９０４９（９番人気）�� ２９０５（３９番人気）
３連複票数 計１２５２９５９ 的中 ��� ３０１５（９６番人気）
３連単票数 計２１１６３６１ 的中 ��� ９３７（５０５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．３―１１．４―１１．４―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．４―４５．８―５７．２―１：０８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．２
３ １４－１５（９，１６）（１１，１７）（４，１３）（８，５，６）（２，１）（３，１２）（７，１０） ４ １４＝（１１，１５）（９，４，１３，１６，１７）（８，５，６）２（３，１）－（７，１２，１０）

勝馬の
紹 介

マイネボヌール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー ２０１１．８．２１ 小倉２着

２００９．２．１９生 牝３青鹿 母 コスモフォーチュン 母母 グレースマリヤ １１戦２勝 賞金 ３０，１６１，０００円

１８０７０ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

ち た

知 多 特 別
発走１５時００分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０６．５

重

良

４４ アースソニック 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６８± ０１：０８．９ ２．２�

７９ アンプレシオネ 牝７芦 ５５ 松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４６２－ ４ 〃 クビ ３４．１�

３３ スギノエンデバー 牡４鹿 ５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４６± ０１：０９．０� ３．２�
６８ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 北村 友一横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：０９．２１� １４．７�
５６ グッドルッキング 牝６芦 ５５ 武 豊長谷川光司氏 野村 彰彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ２１：０９．３� ５．３�
８１２ ハンターワディ 牡５鹿 ５７ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７０± ０１：０９．５� １４．０�
５５ ベストバウト 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ５０４± ０１：０９．６	 ５５．３	
７１０ フェブスカイ 牡５鹿 ５７ 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４３６－ ４１：０９．８１� １０５．５

２２ フェブムービング 牡５鹿 ５７ 幸 英明釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 B４７６± ０１：０９．９� ５９．７�
６７ ランドタカラ 牡５黒鹿５７ 小牧 太木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ９７．５�
１１ トウカイレジーナ 牝５鹿 ５５ 藤懸 貴志内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４５４± ０１：１０．４３ ４８．９
８１１ テイエムキューバ 
４栗 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４３４－３６１：１１．１４ ２３．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，６６９，９００円 複勝： ４６，２１７，０００円 枠連： ２０，０２９，０００円

馬連： ９４，７７７，８００円 馬単： ６４，４２６，４００円 ワイド： ３６，０７７，９００円

３連複： １２１，７９２，９００円 ３連単： ２８１，２４９，２００円 計： ６９６，２４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２７０円 � １４０円 枠 連（４－７） ２，３１０円

馬 連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� １８０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� １６，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３１６６９９ 的中 � １１８１５６（１番人気）
複勝票数 計 ４６２１７０ 的中 � １３０２７１（１番人気）� ２９６１５（６番人気）� ９８１６６（２番人気）
枠連票数 計 ２００２９０ 的中 （４－７） ６４１１（１０番人気）
馬連票数 計 ９４７７７８ 的中 �� ２５３００（９番人気）
馬単票数 計 ６４４２６４ 的中 �� １１７００（１１番人気）
ワイド票数 計 ３６０７７９ 的中 �� １０６５２（８番人気）�� ６５９６８（１番人気）�� ８４２４（１１番人気）
３連複票数 計１２１７９２９ 的中 ��� ３８２１５（６番人気）
３連単票数 計２８１２４９２ 的中 ��� １２８２８（４３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１１．３―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．４―４５．７―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
３ １１－２，６，９（４，８）（１，３，５）－１２，１０－７ ４ １１（２，６）９，４，８（１，３，５）（１０，１２）－７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースソニック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１１．６ 京都１着

２００９．４．３生 牡３鹿 母 ダイヤモンドピアス 母母 タマモダイヤモンド １０戦３勝 賞金 ４１，２４４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。

１レース目



１８０７１ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�ジュライステークス

発走１５時３５分 （ダート・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５１�４歳以上５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５０．８
１：４７．８

良

重

４４ ローマンレジェンド 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：４９．４レコード １．５�

３３ トウショウフリーク 牡５鹿 ５６ 武 豊トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２＋ ２１：５０．４６ ６．３�
８８ ナリタシルクロード 牡５鹿 ５６ 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５２２＋ ２１：５１．７８ ５．９�
６６ タマモクリエイト 牡７鹿 ５６ 幸 英明タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１８＋ ６１：５２．０１� ４１．２�
８９ � イ ン バ ル コ 牡６鹿 ５９ 酒井 学藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B５２０－ ２１：５２．２１	 ３２．８�
７７ グレープブランデー 牡４黒鹿５６ 和田 竜二 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８１：５２．４１	 ６．４	
２２ ウインペンタゴン 牡６鹿 ５６ 北村 友一�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９４＋ ２ 〃 アタマ ５３．２

５５ ブ ル ロ ッ ク 牡５鹿 ５６ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４８０－ ４１：５３．４６ １０３．２�
１１ � ガ ブ リ ン 牡１０鹿 ５７ 小牧 太榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４６０－ ４１：５６．８大差 １５４．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ７２，１５７，９００円 複勝： １５０，０５７，９００円 枠連： ２９，４７７，１００円

馬連： １５６，１１３，６００円 馬単： １４２，５１７，４００円 ワイド： ５６，１６１，１００円

３連複： １９８，９７２，４００円 ３連単： ７４７，５６０，３００円 計： １，５５３，０１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（３－４） ４１０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド �� １７０円 �� １５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� １，６３０円

票 数

単勝票数 計 ７２１５７９ 的中 � ３９３１８７（１番人気）
複勝票数 計１５００５７９ 的中 � ９９６２６０（１番人気）� １２２９８０（３番人気）� １６１９４５（２番人気）
枠連票数 計 ２９４７７１ 的中 （３－４） ５３４３７（３番人気）
馬連票数 計１５６１１３６ 的中 �� ２９１９３０（３番人気）
馬単票数 計１４２５１７４ 的中 �� １８２２２４（３番人気）
ワイド票数 計 ５６１６１１ 的中 �� ８７４５３（２番人気）�� １１８０８３（１番人気）�� ２９７１７（５番人気）
３連複票数 計１９８９７２４ 的中 ��� ２８５６１４（２番人気）
３連単票数 計７４７５６０３ 的中 ��� ３３９７５９（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１２．４―１２．１―１１．９―１２．１―１２．３―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．２―３５．６―４７．７―５９．６―１：１１．７―１：２４．０―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

ローマンレジェンド 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．１．５ 京都３着

２００８．２．２４生 牡４黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ９戦６勝 賞金 ８８，２４４，０００円
〔その他〕 ガブリン号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

１８０７２ ７月１５日 晴 良 （２４中京２）第６日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （ダート・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

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

１１ ドレッドノート �４栗 ５７
５４ ▲水口 優也�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５４－ ６１：２３．１ ３．９�

２４ � ア グ ン 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill
Farm LLC ５３４－ ２１：２４．１６ ８．２�

８１５ シンキングマシーン 牡３黒鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ４９８＋ ２１：２４．３１ ３．０�

６１２	 エーシンハクレイ 牡４芦 ５７ 藤岡 康太�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 ５０２＋ ４１：２４．５１
 １５０．９�
７１３ アローベアタキオン 牡６栗 ５７

５４ ▲中井 裕二宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５０６－１４１：２４．６� １５１．３�
２３ メイショウカルロ 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬松本 好	氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５２＋ ２１：２４．７� １２．６

４８ サンクフルネス 牡３青 ５４ 国分 優作小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ １２．７�
６１１ ジ ャ イ ア ン 牡４鹿 ５７ 松山 弘平�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７４－ ２１：２４．９１
 １０．３�
５１０	 ホーマンベルウィン 牡４黒鹿５７ 酒井 学久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ２９．１
３６ アウゲンイカロス 牡４黒鹿５７ 国分 恭介槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ４９６＋ ６１：２５．０� ２１７．７�
１２ ワイルドビート 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：２５．４２� ５２．８�
５９ チキウミサキ 牝３青鹿５２ 幸 英明三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド B４３６－ ２１：２５．９３ ４４．２�
３５ 	 フランキンセンス 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５３２－１４１：２６．１１
 ３１．１�
４７ エーシンスコルピオ 牡３栗 ５４ 佐藤 哲三�栄進堂 田所 秀孝 浦河 室田 千秋 B４６２－ ６１：２６．５２� １２３．６�
８１６ サトノシーザー 牡３青 ５４ 小牧 太里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 ５２２＋１０１：２６．６� １１．６�
７１４ タマモオンゾウシ 牡３栗 ５４ 武 豊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ５０２＋１０１：２８．３大差 １３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，５７９，２００円 複勝： ６６，１７３，９００円 枠連： ３７，３９０，２００円

馬連： １２８，８２３，１００円 馬単： ７４，６９４，４００円 ワイド： ５３，１８７，６００円

３連複： １８５，７２７，３００円 ３連単： ３３７，７２４，６００円 計： ９２９，３００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（１－２） １，０６０円

馬 連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ４，３５０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ２８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４５５７９２ 的中 � ９３４８５（２番人気）
複勝票数 計 ６６１７３９ 的中 � １２２１３２（２番人気）� ５７５４３（３番人気）� １６３８３１（１番人気）
枠連票数 計 ３７３９０２ 的中 （１－２） ２６１３８（３番人気）
馬連票数 計１２８８２３１ 的中 �� ４５７６２（６番人気）
馬単票数 計 ７４６９４４ 的中 �� １２６７３（１５番人気）
ワイド票数 計 ５３１８７６ 的中 �� １３６２０（８番人気）�� ５５１１０（１番人気）�� １８７０２（６番人気）
３連複票数 計１８５７２７３ 的中 ��� ５６８７１（４番人気）
３連単票数 計３３７７２４６ 的中 ��� １４９１０（２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．２―１２．０―１２．１―１１．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３４．０―４６．０―５８．１―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドレッドノート �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 Starborough デビュー ２０１０．７．３１ 小倉１着

２００８．３．９生 �４栗 母 ボンヌマール 母母 レイクアネシー １０戦３勝 賞金 ２８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモオンゾウシ号は，平成２４年８月１５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 バージンバラード号

４レース目
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（２４中京２）第６日 ７月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７４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

１８６，０３０，０００円
５，１４０，０００円
１，３００，０００円
１６，３２０，０００円
５８，８１２，５００円
５，１９８，８００円
１，６７０，４００円

勝馬投票券売得金
３３４，０３４，７００円
５９９，１６７，７００円
２１９，１６１，５００円
８０６，４２５，９００円
５８０，５７４，２００円
３４８，７４８，２００円
１，１３４，１６０，８００円
２，４４３，４７６，７００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 ６，４６５，７４９，７００円

総入場人員 ２１，３５１名 （有料入場人員 ２０，３４３名）


