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１８０７３ ７月２１日 小雨 重 （２４中京２）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・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� コースレコード

中央レコード

なし
１：１０．２不良

７１４ バルタザール 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８６＋ ４１：１３．５ 基準タイム ５．０�

３５ アメージングタクト 牡２鹿 ５４ 国分 恭介 �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 ４４０－１２１：１３．７１� ３．７�

６１２ バルトロメオ 牡２鹿 ５４ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７６－ ６ 〃 クビ １７．７�
５９ アスターキング 牡２栗 ５４ 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４６０－ ４１：１３．８クビ ２５．０�
６１１ ラ ラ ガ ニ エ 牡２栗 ５４ 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ４１：１３．９� ２．３�
８１５ ハギノグラミー 牡２栗 ５４ 小牧 太日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４３８－ ２１：１４．５３� １８．４	
４８ ホッコージョイフル 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ６１：１４．６クビ ３７．７

１１ シゲルウオザ 牡２鹿 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 エンドレス

ファーム ５０２－ ２１：１４．９１� ２１．１�
１２ フェブアクティヴ �２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 ４７８－ ４ 〃 クビ ９６．４�
５１０ サワヤカハンサム 牡２栗 ５４

５１ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４１８－１８１：１５．０� ３０．２
８１６ シゲルオヒツジザ 牡２青 ５４

５１ ▲中井 裕二森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 ４４４± ０１：１５．２１� １１１．９�
２３ シゲルラシンバンザ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 ４５０± ０１：１５．６２� １７８．７�
２４ ブラックユニバンス 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：１５．７� １４８．８�
３６ タカノヒーロー 牡２鹿 ５４ 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 ４５２－ ８１：１５．９１� １８．６�
４７ トップハーレー 牡２青鹿５４ 川須 栄彦�コオロ 坂口 正則 新冠 秋田牧場 ４５６－ ２１：１６．１１� １７８．２�
７１３ マキオプレジデント 牡２栗 ５４ 鮫島 良太阪口 享氏 梅田 康雄 浦河 高昭牧場 ４９６＋ ２１：１６．２クビ ２１９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９６９，０００円 複勝： ２２，４４１，７００円 枠連： ８，４５３，５００円

馬連： ２８，３８４，０００円 馬単： ２１，９４７，６００円 ワイド： １４，８４３，２００円

３連複： ４４，６２４，６００円 ３連単： ７１，３３１，８００円 計： ２２５，９９５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ４００円 枠 連（３－７） ８００円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，６７０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ５，６３０円 ３ 連 単 ��� ２６，０９０円

票 数

単勝票数 計 １３９６９０ 的中 � ２２３４６（３番人気）
複勝票数 計 ２２４４１７ 的中 � ３７２９８（３番人気）� ４１６７５（２番人気）� １１３６５（５番人気）
枠連票数 計 ８４５３５ 的中 （３－７） ７８７３（３番人気）
馬連票数 計 ２８３８４０ 的中 �� １９１１０（３番人気）
馬単票数 計 ２１９４７６ 的中 �� ７４５５（７番人気）
ワイド票数 計 １４８４３２ 的中 �� ７７７５（３番人気）�� ２１０４（１９番人気）�� ２３６８（１７番人気）
３連複票数 計 ４４６２４６ 的中 ��� ５８５８（１６番人気）
３連単票数 計 ７１３３１８ 的中 ��� ２０１８（６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．１―１２．４―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．０―１：００．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．９
３ ９（１４，１１）（３，１３，１５）（１２，１６）（２，５，８）１０（１，７）－４－６ ４ ９（１４，１１）（３，１３，１５）（１２，１６）８，５（２，１０）－（１，７）－４－６

勝馬の
紹 介

バルタザール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Starborough デビュー ２０１２．７．７ 中京３着

２０１０．３．３生 牡２鹿 母 ボンヌマール 母母 レイクアネシー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔発走状況〕 ララガニエ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発走地点で馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔調教再審査〕 ララガニエ号は，発走調教再審査。
※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 アラムナス号

１８０７４ ７月２１日 小雨 稍重 （２４中京２）第７日 第２競走 ��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１１ ロードガルーダ 牡３青 ５６ 松山 弘平 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ５１６＋ ２１：２３．２ １．３�

８１７ サウンドガリレオ 牡３鹿 ５６ 幸 英明増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 大典牧場 ４４０ ― 〃 クビ ４６．２�
６１２ ウインブリーザ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 村上 欽哉 ４４０＋１４１：２３．４１� １９．９�
７１４ レイズワーク 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート加用 正 新ひだか 小河 豊水 ４９６＋ ６１：２３．５� ５．６�
７１３ ア ラ デ ィ ン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２ ―１：２４．４５ １５０．２�
７１５ ブラックウィドー 牝３栗 ５４ 川須 栄彦吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム ４８０＋ ６ 〃 アタマ １９．２	
６１１ スプリングソナタ 牡３栗 ５６ 武 豊田所 英子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０６ ―１：２４．６１� ５７．８

４８ スリーキャピトル 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４５２－ ２１：２４．７� １６８．７�
２４ リアユニヴァース 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介��昭牧場 本田 優 浦河 高昭牧場 ４３２＋２２ 〃 クビ ３７７．８�
５９ メイショウムーラン 牝３栗 ５４ 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２± ０１：２４．８� ２１３．１
８１８� コスモペルフェット 牡３青鹿５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新 T E Jamison B４９６＋１６１：２５．０１� ６２．４�
３５ ナムラダンサー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 B４４８± ０ 〃 クビ １５．７�
２３ キョウワプロミス 牝３栗 ５４ 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４７６ ―１：２５．４２� ４７．０�
３６ メイショウペンタス 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ３９０＋１０１：２５．５� ２０９．０�
８１６ ナーゴナーゴサユリ 牝３鹿 ５４ 酒井 学石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム ４４８ ―１：２６．４５ ２３５．２�
１２ ミヤトーレル 牡３栗 ５６ 藤岡 康太宮原 廣伸氏 昆 貢 新ひだか 山際牧場 ５０６－１６１：２６．５クビ １８４．３�
４７ ニホンピロベリーノ 牝３栗 ５４ 国分 優作小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 ミルファーム ３９８－ ２１：２７．２４ ３４６．３�
５１０ サンデーオーブ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４１２ ―１：２８．５８ ８９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，９８３，１００円 複勝： ６８，５３６，５００円 枠連： １１，２４４，５００円

馬連： ３２，４９３，２００円 馬単： ３３，０８５，４００円 ワイド： １７，１５０，４００円

３連複： ４５，３３０，１００円 ３連単： １００，６５４，４００円 計： ３２７，４７７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ６６０円 � ３００円 枠 連（１－８） １，３８０円

馬 連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� ４７０円 �� ４，９５０円

３ 連 複 ��� ９，６２０円 ３ 連 単 ��� ２９，３９０円

票 数

単勝票数 計 １８９８３１ 的中 � １１９３０９（１番人気）
複勝票数 計 ６８５３６５ 的中 � ５０８１８１（１番人気）� ８１８３（６番人気）� ２１７３４（３番人気）
枠連票数 計 １１２４４５ 的中 （１－８） ６０１８（４番人気）
馬連票数 計 ３２４９３２ 的中 �� ８３１５（７番人気）
馬単票数 計 ３３０８５４ 的中 �� ６９０２（８番人気）
ワイド票数 計 １７１５０４ 的中 �� ３８５０（９番人気）�� ９８５０（３番人気）�� ７９３（３５番人気）
３連複票数 計 ４５３３０１ 的中 ��� ３４７８（２８番人気）
３連単票数 計１００６５４４ 的中 ��� ２５２８（７１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．４―１１．８―１２．０―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．４―４６．２―５８．２―１：１０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３７．０
３ ５－（１，１１）－（２，１５）（６，１４）１８，８，１２，１７（４，１３）（３，７）－１６－９＝１０ ４ ５－１，１１，２，１５（６，１４）－１８（４，８，１２，１７）１３－（３，７）－１６，９＝１０

勝馬の
紹 介

ロードガルーダ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１２．６．１６ 阪神２着

２００９．３．１３生 牡３青 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー ３戦１勝 賞金 ８，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時３５分に変更。
〔発走状況〕 ナムラダンサー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ナムラダンサー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンデーオーブ号は，平成２４年８月２１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アポロライダー号
（非抽選馬） ２頭 サクラグロリアス号・プレザントライフ号

第２回 中京競馬 第７日



１８０７５ ７月２１日 小雨 重 （２４中京２）第７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）

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

５９ ゴッドツェッペリン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４６２－ ２１：１１．９ ２．４�

７１３ ワンダーカサドール 牡３鹿 ５６ 国分 恭介山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４４０± ０１：１２．１１� ４．１�
１２ ベルラピエル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム ４７６± ０１：１２．７３� ３．６�
６１２ ストリームライン 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 新冠橋本牧場 ４７４＋ ４１：１２．９１� ２１．３�
５１０ ジョーリコチャン 牝３芦 ５４

５１ ▲水口 優也上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 ハッピーネ
モファーム ４９０－ ４１：１３．１１� ２５９．２�

１１ ストームセンター 牡３栗 ５６ 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４６０＋ ４１：１３．２� ６３．３�
３６ タニノマイルストン 牝３栗 ５４ 熊沢 重文谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４２８± ０ 〃 同着 １０１．１	
６１１ シゲルポンカン 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 吉村 圭司 新ひだか 山際牧場 ４６６± ０１：１３．３クビ １７．１

４７ マルカディフィート 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：１３．５１� ２８９．３�
２４ オープンスカイ 牝３鹿 ５４ 幸 英明有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋１６１：１３．８１� ５９．３
４８ キャニオンランズ 牝３青 ５４ 松山 弘平�下河辺牧場 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４３４－ ２ 〃 アタマ １４．９�
８１５ ヤマカツナタリー 牝３栗 ５４ 酒井 学山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４４６－ ４１：１４．４３� ３９．９�
８１６ メイショウボクデン 牡３黒鹿５６ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 猪野毛牧場 ４２８＋ ４１：１４．７１� ２５．１�
７１４ ミルキーウェイ 牝３栗 ５４ 和田 竜二寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４１８＋ ６１：１４．９１� １７２．４�
２３ アイノスタビライザ 牡３鹿 ５６ 国分 優作田中 充氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４７８ ― 〃 クビ １００．０�
３５ ジ ョ ウ ク ン 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志泉 一郎氏 福島 信晴 新ひだか 沖田 哲夫 ４７２ ―１：１６．２８ １５１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２４０，１００円 複勝： ２５，４３７，８００円 枠連： ９，６７８，３００円

馬連： ２９，２３２，２００円 馬単： ２４，２６９，８００円 ワイド： １６，０９０，１００円

３連複： ４４，１５５，６００円 ３連単： ７６，７１９，２００円 計： ２３９，８２３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（５－７） ５７０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 ��� １，８１０円

票 数

単勝票数 計 １４２４０１ 的中 � ４７８９９（１番人気）
複勝票数 計 ２５４３７８ 的中 � ６５１２２（１番人気）� ５４０９３（３番人気）� ５７６５６（２番人気）
枠連票数 計 ９６７８３ 的中 （５－７） １２６４２（３番人気）
馬連票数 計 ２９２３２２ 的中 �� ４３３１６（２番人気）
馬単票数 計 ２４２６９８ 的中 �� ２４７１６（２番人気）
ワイド票数 計 １６０９０１ 的中 �� ２０６７４（２番人気）�� ２５０２３（１番人気）�� １８４３７（３番人気）
３連複票数 計 ４４１５５６ 的中 ��� ７９６０７（１番人気）
３連単票数 計 ７６７１９２ 的中 ��� ３１４０９（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．５―１２．１―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．５―３５．０―４７．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴッドツェッペリン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．５．２６ 京都４着

２００９．４．１１生 牡３黒鹿 母 エキゾーストタイム 母母 スーパードレス ４戦１勝 賞金 ７，８４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョウクン号は，平成２４年８月２１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウォーターオアシス号・エクストラトーン号
（非抽選馬） １頭 スリーファンタスト号

１８０７６ ７月２１日 雨 稍重 （２４中京２）第７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３：１７．２良

６８ シンワカントリー 牡４黒鹿６０ 難波 剛健若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス
ファーム ５０６－ ２３：２３．５ ６．６�

５６ クレバーウエスタン 牡４芦 ６０ 植野 貴也田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７８＋ ２３：２３．８１� ３．４�
６７ オンワードアマンド 牝３鹿 ５６ 小坂 忠士樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４５４± ０３：２４．８６ ６４．３�
５５ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５８ 中村 将之礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５８－ ４３：２５．２２� １４．９�
８１２ シゲルハッサク 牡３芦 ５８

５６ ▲森 一馬森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 ４７０± ０３：２５．３� １０２．６�
７１０� フレッドバローズ �６鹿 ６０ 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５１８－ ４３：２７．８大差 ２．３�
４４ 	 ピエナセレブ 牡４黒鹿６０ 今村 康成本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４３８＋１０３：２９．３９ ６５．６	
７９ 	 モエレマジックマン 牡７黒鹿６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ５０８± ０３：３０．１５ １８．２

２２ ターニングポイント �７青鹿６０ 高野 和馬山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４６２± ０３：３１．２７ ５．８�
１１ 	 シャコームサシ 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３８＋ ４３：３３．０大差 ４７．５�
３３ 	 スマートスパークル 牡６栗 ６０

５７ ▲高嶋 活士栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ５０４＋ ８３：３６．７大差 １２１．４
８１１	 アイファーマーチス 牡５黒鹿６０ 田村 太雅中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５３６－ ８３：３９．１大差 １３６．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，１８１，２００円 複勝： １４，１２９，１００円 枠連： ６，９６７，５００円

馬連： ２１，０６６，６００円 馬単： １８，２０４，８００円 ワイド： １０，２１９，３００円

３連複： ３２，４９２，６００円 ３連単： ６３，５３６，６００円 計： １７６，７９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １，３３０円 枠 連（５－６） ７８０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ２，８７０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� １２，７７０円 ３ 連 単 ��� ６８，９６０円

票 数

単勝票数 計 １０１８１２ 的中 � １２１７４（４番人気）
複勝票数 計 １４１２９１ 的中 � ２１１３９（３番人気）� ３０７３６（２番人気）� １９１４（９番人気）
枠連票数 計 ６９６７５ 的中 （５－６） ６６６７（４番人気）
馬連票数 計 ２１０６６６ 的中 �� １６１４８（４番人気）
馬単票数 計 １８２０４８ 的中 �� ６３７４（８番人気）
ワイド票数 計 １０２１９３ 的中 �� ６８３３（３番人気）�� ８２３（２４番人気）�� １００４（２３番人気）
３連複票数 計 ３２４９２６ 的中 ��� １８７９（３２番人気）
３連単票数 計 ６３５３６６ 的中 ��� ６８０（１６３番人気）

上り １マイル １：４９．３ ４F ５４．８－３F ４１．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンワカントリー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１０．１０．２ 阪神１０着

２００８．２．９生 牡４黒鹿 母 マチカネクサマクラ 母母 マチカネイチジョウ 障害：２戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
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１８０７７ ７月２１日 雨 稍重 （２４中京２）第７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

４８ スイートメドゥーサ 牝２芦 ５４ 武 豊�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４３８ ―１：２４．０ ２．６�

４７ ウインドストリーム 牝２鹿 ５４ 北村 友一�G１レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ４５０ ―１：２４．２１� ３．２�
８１７ ユキノスライダー 牡２栗 ５４ 川須 栄彦遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 ４２８ ―１：２４．９４ １０．５�
８１５ マルシゲサムライ 牡２栗 ５４

５１ ▲水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム ４２６ ― 〃 クビ ６５．１�
５１０ ラナキラリオ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ４５４ ― 〃 ハナ ２１．６�
６１１ シャドークイーン 牝２青鹿５４ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 佐竹 学 ４２６ ―１：２５．５３� ６９．４�
１２ スマイルユー 牝２青鹿５４ 飯田 祐史 	三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４７０ ―１：２５．７１� １３５．９

７１３ ゼンノコンゴウ 牡２栗 ５４ 和田 竜二大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 ４６８ ―１：２５．８� ３４．４�
７１４ ダイメイハルオ 牡２芦 ５４ 藤岡 佑介宮本 孝一氏 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ４７．１�
５９ メイショウダル 牡２栗 ５４ 酒井 学松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 本巣 敦 ４１８ ―１：２５．９� ９４．２
２４ マイネルカミカゼ 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 浦河 畔高牧場 ４３０ ―１：２６．２２ ７３．０�

３５ ブライトグローリイ 牡２栗 ５４ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 ４７２ ―１：２６．５２ １５．６�
１１ ジョウショーレディ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 ４２４ ― 〃 クビ １５０．４�
２３ スクワドロン 牡２芦 ５４ 小牧 太 	サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５００ ―１：２６．６� ４．８�
６１２ フェアリーシチー 牝２芦 ５４ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 清水 出美 新ひだか 幌村牧場 ４５４ ―１：２７．２３� １６２．８�
３６ シゲルミズガメザ 牡２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン
テンファーム ４６４ ―１：２９．６大差 ９７．４�

８１６ ブーツインジューン 牡２鹿 ５４ 松山 弘平吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 ４５６ ― 〃 クビ １３８．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，０９６，０００円 複勝： ２９，３５０，４００円 枠連： １４，７５９，０００円

馬連： ３８，８８６，４００円 馬単： ２９，８７１，７００円 ワイド： １９，３８６，１００円

３連複： ５６，２９５，６００円 ３連単： ９２，４４０，４００円 計： ３０１，０８５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（４－４） ４９０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� ３，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２００９６０ 的中 � ６２１３１（１番人気）
複勝票数 計 ２９３５０４ 的中 � ７１４９１（１番人気）� ６３８７３（２番人気）� ２８３４８（４番人気）
枠連票数 計 １４７５９０ 的中 （４－４） ２２３３１（２番人気）
馬連票数 計 ３８８８６４ 的中 �� ６３６０５（１番人気）
馬単票数 計 ２９８７１７ 的中 �� ２９７１１（１番人気）
ワイド票数 計 １９３８６１ 的中 �� ２９３８６（１番人気）�� １０１８３（４番人気）�� ８４２２（５番人気）
３連複票数 計 ５６２９５６ 的中 ��� ３１２３４（２番人気）
３連単票数 計 ９２４４０４ 的中 ��� １７１５６（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．５―１２．７―１１．８―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．２―４７．９―５９．７―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートメドゥーサ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Cozzene 初出走

２０１０．２．３生 牝２芦 母 ローブデコルテ 母母 Color of Gold １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ユキノスライダー号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番・１４番へ

の進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルミズガメザ号・ブーツインジューン号は，平成２４年８月２１日まで平地競走に出走できな

い。

１８０７８ ７月２１日 雨 重 （２４中京２）第７日 第６競走 ��１，８００�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

１：４９．４
１：４７．８

良

重

１１ � エ ク チ ュ ア 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value
Bloodstock ４３０－ ４１：５３．０ ８．０�

６１０ トキノベストマッチ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太田中 準市氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ４６８± ０１：５３．２１� １０．１�
２３ キョウワドリーム 牡３芦 ５６ 国分 恭介�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 ４７８± ０１：５３．３� ６．３�
５８ ショウナンバッカス 牡３栗 ５６ 川須 栄彦国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋１０１：５３．５１� ６．７�
４６ プ レ レ フ ア 牡３鹿 ５６ 北村 友一 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０６± ０ 〃 ハナ ５．２�
３４ センシズバイオ 牡３栗 ５６ 武 豊バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４９６± ０１：５３．６� １２．０	
７１２ オースミホイップ 牡３鹿 ５６ 酒井 学�オースミ 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：５３．８１� １７８．１

６１１ リボッラジャッラ 牡３黒鹿５６ 小牧 太吉田 和美氏 吉村 圭司 浦河 藤春 修二 ５３４－ ４１：５４．１２ ２．８�
７１３ リーノレオン 牡３栗 ５６ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４７６± ０１：５５．３７ ３１．１�
２２ ハートビートボーイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４９０± ０１：５５．７２� ４０．９
８１５ オスカーバローズ 牡３青鹿５６ 太宰 啓介猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム ４６２－ ８１：５５．８� ９２．７�
８１４ フィーバーウェイブ 牡３青 ５６

５３ ▲中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：５６．１１� ３９７．４�
３５ スリーフラッシュ 牡３栗 ５６ 松山 弘平永井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム B４８６－ ６１：５６．２� ５５．６�
４７ アラタマライト 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４３４± ０１：５６．９４ ３７２．２�
５９ � シゲルグアバ 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 田中 章博 米 Pam & Mar-

tin Wygod ４９０＋ ２１：５８．０７ ３２４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８５１，１００円 複勝： ３３，３２０，２００円 枠連： １０，９１０，７００円

馬連： ３９，４６５，０００円 馬単： ２４，４４９，１００円 ワイド： １８，６２３，１００円

３連複： ５４，８４１，５００円 ３連単： ８９，６１６，０００円 計： ２８９，０７６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２９０円 � ３００円 � １９０円 枠 連（１－６） １，５８０円

馬 連 �� ４，７５０円 馬 単 �� ９，９２０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ８８０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ８，４１０円 ３ 連 単 ��� ５３，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７８５１１ 的中 � １７７５８（５番人気）
複勝票数 計 ３３３２０２ 的中 � ２９１２０（５番人気）� ２６９１９（６番人気）� ５３０４８（２番人気）
枠連票数 計 １０９１０７ 的中 （１－６） ５１０３（８番人気）
馬連票数 計 ３９４６５０ 的中 �� ６１３２（２２番人気）
馬単票数 計 ２４４４９１ 的中 �� １８１９（４１番人気）
ワイド票数 計 １８６２３１ 的中 �� ３０１７（２１番人気）�� ５３３７（１１番人気）�� ４９７４（１２番人気）
３連複票数 計 ５４８４１５ 的中 ��� ４８１６（３１番人気）
３連単票数 計 ８９６１６０ 的中 ��� １２４６（１９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３７．５―５０．２―１：０２．９―１：１５．４―１：２８．０―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エ ク チ ュ ア �
�
父 Dalakhani �

�
母父 Desert Prince デビュー ２０１１．８．１３ 新潟７着

２００９．２．１７生 牡３鹿 母 Oliena 母母 Mackla ６戦１勝 賞金 ６，４００，０００円



１８０７９ ７月２１日 雨 稍重 （２４中京２）第７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

２３ クリビツテンギョ 牡３栗 ５６ 武 豊�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４６８－ ４２：０４．８ １０．５�

７１３ アイファーファルコ 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 ４４２＋１０ 〃 ハナ ５４．４�

５９ カ ー バ 牡３青鹿５６ 北村 友一�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B４９０± ０２：０４．９� １８．０�
６１１� アシュヴィン 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd B４５０＋ ６２：０５．２１� ３．６�
３４ メトロファルコン 牡３鹿 ５６ 幸 英明太田 廣子氏 平田 修 新冠 小泉牧場 ４５０＋ ２２：０５．４１� ６．２�
７１２ レッドプレイヤー 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４８６－１０２：０５．９３ ３．６	
６１０ クリフパレス 牡３鹿 ５６ 酒井 学金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６４± ０ 〃 アタマ ７．２

４７ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 小牧 太荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５８＋ ４２：０６．０クビ ３７．６�
３５ エールビスティー 牡３青鹿５６ 川須 栄彦備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２６－ ２ 〃 ハナ １９．７�
５８ アドマイヤシルク 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜近藤 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 ４６０－ ２２：０６．１� ２５．８

１１ ヴァンヘルシング 牡３青鹿５６ 和田 竜二市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２２：０６．３１� １７．１�
４６ � コスモヒール 牡３芦 ５４ 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豪 Makybe Rac-

ing & Breeding ４９４－ ２２：０７．０４ ２８．５�
８１４ ラ メ ー ル 牝３栗 ５４ 国分 優作川越 敏樹氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４６４－ ２２：０７．３２ ２２２．５�
２２ シゲルブンタン 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 藤原牧場 ４７６＋２２２：０７．６１� １８１．６�
８１５ カネトシロバスト 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 米田牧場 ４２０－ ２ 〃 ハナ １３３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，０１８，９００円 複勝： ３６，０５１，９００円 枠連： １３，４２６，０００円

馬連： ４６，６４５，７００円 馬単： ２９，３３２，４００円 ワイド： ２２，８６８，１００円

３連複： ６６，８７０，３００円 ３連単： １０１，２４１，６００円 計： ３３６，４５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３１０円 � １，５１０円 � ５４０円 枠 連（２－７） １，８９０円

馬 連 �� ２４，３７０円 馬 単 �� ４６，１６０円

ワ イ ド �� ６，０９０円 �� １，３４０円 �� ５，９００円

３ 連 複 ��� ５０，９３０円 ３ 連 単 ��� ３９３，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２００１８９ 的中 � １５１５５（５番人気）
複勝票数 計 ３６０５１９ 的中 � ３５０４０（５番人気）� ５６１５（１２番人気）� １７２６８（７番人気）
枠連票数 計 １３４２６０ 的中 （２－７） ５２５１（９番人気）
馬連票数 計 ４６６４５７ 的中 �� １４１３（５６番人気）
馬単票数 計 ２９３３２４ 的中 �� ４６９（１０９番人気）
ワイド票数 計 ２２８６８１ 的中 �� ９１１（５８番人気）�� ４３３９（１５番人気）�� ９４１（５６番人気）
３連複票数 計 ６６８７０３ 的中 ��� ９６９（１４２番人気）
３連単票数 計１０１２４１６ 的中 ��� １９０（９５１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１３．０―１３．１―１３．０―１２．９―１２．９―１２．２―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．６―３６．６―４９．７―１：０２．７―１：１５．６―１：２８．５―１：４０．７―１：５２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．３
１
３

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

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

クリビツテンギョ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．１．２１ 京都１５着

２００９．３．１１生 牡３栗 母 テンシノダンス 母母 ユーワレイホー ７戦１勝 賞金 ７，３６０，０００円

１８０８０ ７月２１日 雨 稍重 （２４中京２）第７日 第８競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・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

１：０８．７
１：０６．５

重

良

７１３ ビキニブロンド 牝３黒鹿５２ 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４３２－ ２１：１０．４ １．７�

４８ ローザペルラ 牝５鹿 ５５ 渡辺 薫彦吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４０－ ８１：１０．５� ３４．６�
８１６ デ ィ オ ー サ 牝５青鹿５５ 幸 英明伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４７４＋ ４１：１０．８２ ５．７�
７１４ サンキストビーチ 牝４鹿 ５５ 国分 優作新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４４２± ０１：１０．９クビ ２９．１�
６１２ ヒノデポベーダ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 ４３２＋ ６ 〃 クビ ２２．１�
３６ マスターチアフル 牝６鹿 ５５ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４４－ ６１：１１．０クビ １８０．７	
５９ サチノポピー 牝３栗 ５２

４９ ▲中井 裕二佐藤 幸彦氏 服部 利之 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４５８－１２１：１１．１� ２９．２


５１０ トーホウジュリア 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３４＋ ４ 〃 クビ １４．４�
８１５ ペプチドヒノトリ 牝３鹿 ５２

５１ ☆高倉 稜沼川 一彦氏 新川 恵 平取 坂東牧場 B４５２－ ４１：１１．３１� １３．６�
６１１ ニホンピロエリナ 牝５芦 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４４０－ ４ 〃 アタマ ４１．４
３５ ディザイラブル 牝３黒鹿５２ 松山 弘平�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２＋１０１：１１．６１� １２．７�
４７ キクノレジーナ 牝４青 ５５ 小牧 太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４５８－ ６１：１１．９２ ３１．８�
２４ ビューティバラード 牝４栗 ５５ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４４６＋２８１：１２．０� ４７．３�
１２ ヤマニンボンプアン 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ２１：１２．３２ ４９．５�
２３ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３６－ ８１：１２．４� ３２．５�
１１ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５２

４９ ▲高嶋 活士�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 土田 扶美子 ４２４＋ ２１：１２．５� ２９３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６５４，２００円 複勝： ３５，７５３，４００円 枠連： １４，８９３，２００円

馬連： ４９，５４２，３００円 馬単： ３５，３８０，５００円 ワイド： ２３，１５９，２００円

３連複： ６６，８４０，３００円 ３連単： １１９，４０３，１００円 計： ３６７，６２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ５６０円 � １８０円 枠 連（４－７） １，６００円

馬 連 �� ３，７９０円 馬 単 �� ５，４３０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ２８０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� ６，６５０円 ３ 連 単 ��� ３３，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２２６５４２ 的中 � １０５６１５（１番人気）
複勝票数 計 ３５７５３４ 的中 � １２６３４１（１番人気）� １００５８（１１番人気）� ４６６６８（２番人気）
枠連票数 計 １４８９３２ 的中 （４－７） ６８７９（６番人気）
馬連票数 計 ４９５４２３ 的中 �� ９６５９（１２番人気）
馬単票数 計 ３５３８０５ 的中 �� ４８１２（１６番人気）
ワイド票数 計 ２３１５９２ 的中 �� ６２６９（９番人気）�� ２４６５８（１番人気）�� １６１０（３１番人気）
３連複票数 計 ６６８４０３ 的中 ��� ７４２３（１９番人気）
３連単票数 計１１９４０３１ 的中 ��� ２６３４（８９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１１．６―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．８―４６．４―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビキニブロンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．８．１３ 小倉２着

２００９．２．１生 牝３黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク ７戦２勝 賞金 １８，９００，０００円
※キタルファ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１８０８１ ７月２１日 雨 稍重 （２４中京２）第７日 第９競走 ��２，０００�
た か や ま

高 山 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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
１：５６．１

良

良

４４ ロ ベ ル タ 牝４栗 ５５ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２２：０５．８ ４．７�

１１ コアレスドラード 牡４栗 ５７ 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４２－ ２２：０６．３３ ２．４�
７９ エアルプロン 牡３鹿 ５４ 小牧 太 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：０６．４� ４．１�
７８ トーホウストロング 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 ４７８－１６２：０６．６１� １６．９�
８１０ ゼログラヴィティー 牡３黒鹿５４ 北村 友一吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４２：０６．９１� ８．２�
３３ ドラゴンウィンズ �４芦 ５７ 和田 竜二窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４８４＋ ６２：０７．５３� ７２．５�
２２ アーセナルゴール 牡４鹿 ５７ 幸 英明渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００± ０ 〃 アタマ ２５．７	
６７ ドラゴネッティ 牡３黒鹿５４ 川須 栄彦吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６２：０７．６� ９．６

５５ タマモスコーピオン 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 前田牧場 ４８４－１４２：０７．９２ ３０．２�
６６ 	 ワンダーストーリリ 牝５黒鹿５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４１２－ ２２：０８．２１� ３２２．４�
８１１	 クレバーオペラ 牝５青鹿５５ 高倉 稜田 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４１８＋ ６ 〃 ハナ ２１６．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，６７１，０００円 複勝： ４８，６３８，０００円 枠連： １２，８５９，５００円

馬連： ６７，０７４，５００円 馬単： ４８，２２５，５００円 ワイド： ２６，９３２，３００円

３連複： ８４，８５７，７００円 ３連単： １８５，７８４，５００円 計： ５０１，０４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－４） ５４０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４１０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ４，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２６６７１０ 的中 � ４５３２１（３番人気）
複勝票数 計 ４８６３８０ 的中 � ７３６６０（３番人気）� １６２４１９（１番人気）� ７４５０４（２番人気）
枠連票数 計 １２８５９５ 的中 （１－４） １７８７５（２番人気）
馬連票数 計 ６７０７４５ 的中 �� １００６８０（１番人気）
馬単票数 計 ４８２２５５ 的中 �� ３１９６０（３番人気）
ワイド票数 計 ２６９３２３ 的中 �� ３６９５３（１番人気）�� １３７３３（５番人気）�� ３０９９９（２番人気）
３連複票数 計 ８４８５７７ 的中 ��� ９７６７２（１番人気）
３連単票数 計１８５７８４５ 的中 ��� ３２２６４（７番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．０―１３．１―１３．１―１２．９―１２．８―１２．６―１２．２―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．３―３８．４―５１．５―１：０４．４―１：１７．２―１：２９．８―１：４２．０―１：５３．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ベ ル タ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１１．２０ 京都１１着

２００８．２．１０生 牝４栗 母 グレースアドマイヤ 母母 バレークイーン １０戦３勝 賞金 ３０，１５５，０００円

１８０８２ ７月２１日 雨 重 （２４中京２）第７日 第１０競走 ��１，４００�
こ う ら ん け い

香 嵐 渓 特 別
発走１５時００分 （ダート・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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．５
１：２１．５

良

不良

７１４ モズベラベラ 牡３栗 ５４ 小牧 太北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 ４５０－ ２１：２２．８ ５．６�

６１２ ウォータールルド 牡４黒鹿５７ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８０＋ ２１：２３．１２ ３．２�
１１ ビレッジペガサス 牡５芦 ５７ 藤岡 康太村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４９２－ ４１：２３．３１� １９．９�
６１１ カシノインカローズ 牝３鹿 ５２ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４４０＋ ４ 〃 アタマ ４３．９�
４８ ナリタスプリング 牡５青鹿５７ 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ５０４＋ ２１：２３．５１� ２２．７�
５１０ リープオブフェイス 牝５芦 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７６± ０ 〃 クビ ３３．８	
５９ マイユクール 牝４黒鹿５５ 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４６２＋２０１：２３．６� １３．１

４７ カリスマアキラ 牡３栗 ５４ 幸 英明ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４５４－ ２１：２３．８１ ５８．０�
３５ ベ ネ ラ 牝５栗 ５５ 熊沢 重文星野 清�氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４７６＋ ６１：２３．９� １９２．７�
２３ ネオザウイナー 牡４青鹿５７ 浜中 俊小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２± ０ 〃 ハナ ３．１
８１６ フレイムヘイロー 牡４栗 ５７ 和田 竜二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４７６＋ ４１：２４．０� ８．５�
１２ キンショーダンデー 牡５栗 ５７ 鮫島 良太礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４７０－ １１：２４．１� ２７８．７�
２４ ナ イ ジ ェ ラ 牝６青鹿５５ 武 豊 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 武田牧場 ４８０－１４１：２５．１６ ３８．７�
７１３ ピサライコネン 牡５芦 ５７ 川須 栄彦市川 義美氏 今野 貞一 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋１０１：２５．２クビ １１１．７�
８１５ ローレルボルケーノ 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ５１２± ０１：２６．１５ ６２．８�
３６ 	 エアインシャラー 牡６鹿 ５７ 松山 弘平 �ラッキーフィールド大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ５０４－ ８１：２６．６３ ６２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，５８５，１００円 複勝： ６２，４１８，９００円 枠連： ２２，４９８，２００円

馬連： １１０，１８３，３００円 馬単： ６１，４９８，３００円 ワイド： ４４，３９２，５００円

３連複： １４５，６６９，８００円 ３連単： ２５３，８９８，０００円 計： ７３５，１４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ４３０円 枠 連（６－７） ９４０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，６８０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ６，１６０円 ３ 連 単 ��� ３０，３００円

票 数

単勝票数 計 ３４５８５１ 的中 � ４９４１４（３番人気）
複勝票数 計 ６２４１８９ 的中 � ８５６１５（３番人気）� １５６４９７（１番人気）� ２７６５４（７番人気）
枠連票数 計 ２２４９８２ 的中 （６－７） １７７５４（２番人気）
馬連票数 計１１０１８３３ 的中 �� ８１８７３（２番人気）
馬単票数 計 ６１４９８３ 的中 �� １９３０５（７番人気）
ワイド票数 計 ４４３９２５ 的中 �� ３３７２６（２番人気）�� ６０７５（１８番人気）�� ８０５７（１５番人気）
３連複票数 計１４５６６９８ 的中 ��� １７４６２（１４番人気）
３連単票数 計２５３８９８０ 的中 ��� ６１８５（７７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．４―１１．９―１２．１―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．６―３４．０―４５．９―５８．０―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズベラベラ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．８．２０ 札幌２着

２００９．３．７生 牡３栗 母 ホッカイキャシー 母母 ホッカイセレス ８戦３勝 賞金 ３６，６９８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 ビレッジペガサス号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

ネオザウイナー号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことにつ
いて戒告。（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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オースミレジスタ号・コスモケンジ号
（非抽選馬） ７頭 ヴェアリアスムーン号・カツノセカンド号・キングコーリンオー号・スモールキング号・ツリーズオブホープ号・

ネオシーサー号・メイショウシェイク号



１８０８３ ７月２１日 曇 稍重 （２４中京２）第７日 第１１競走 ��１，４００�
ひ だ

飛�ステークス
発走１５時３５分 （芝・左）

３歳以上，１，６００万円以下，２３．７．２３以降２４．７．１５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５９ ウインドジャズ 牡５黒鹿５４ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋ ２１：２２．２ １６．７�

８１６ ツルマルレオン 牡４鹿 ５８ 小牧 太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５１０＋ ２１：２２．３� ３．９�
６１２ サクラクローバー 牝５鹿 ５３ 松山 弘平�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４６４－ ２１：２２．４� １７．６�
３５ カイシュウコロンボ 牡４青鹿５５ 佐藤 哲三飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４９０－ ４１：２２．６� ２３．３�
５１０ ノーブルディード 牡４黒鹿５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２ 〃 アタマ １０．１�
７１５� エーシンハーバー 牝４芦 ５６ 武 豊�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４６８＋１０ 〃 ハナ ６．４	
８１７ ラルティスタ 牝５黒鹿５１ 中井 裕二有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４３０－ ６１：２２．８１� １０７．６

１１ � ブルーデインヒル 牡７鹿 ５４ 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 米 Britton House

Stud Ltd. ４９２＋１６ 〃 アタマ １４８．１�
２４ ダノンプログラマー �６青鹿５５ 北村 友一�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム ４６２－ ４１：２３．０１� ４．１�
６１１ リ ュ ン ヌ 牝５鹿 ５３ 酒井 学吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４８０－１０１：２３．１クビ ２８．５
８１８ アキノパンチ 牡８鹿 ５０ 藤懸 貴志穐吉 正孝氏 中村 均 静内 松田 三千雄 ５１０＋ ６ 〃 アタマ １８０．０�
４７ トーホウカイザー 牡７黒鹿５４ 国分 恭介東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９４± ０１：２３．３１ ３５．５�
２３ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５４ 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５００－ ２１：２３．４� ６．４�
７１４� セトノアンテウス 牡７鹿 ５３ 藤岡 康太難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah ４６４－１２１：２３．８２� １８１．４�
７１３ カトルズリップス 牝４黒鹿５５ 幸 英明山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８２－ ６ 〃 ハナ ２３．３�
４８ � ロードロックスター 牡６鹿 ５４ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm ５０８± ０１：２３．９� ３１．６�
３６ キヲウエタオトコ 牡７鹿 ５３ 高倉 稜小田切有一氏 高橋 祥泰 門別 大江牧場 B４６８－ ４１：２５．２８ １２６．０�
１２ ツルマルジュピター 牡５黒鹿５７．５ 太宰 啓介鶴田 鈴子氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９２＋ ６１：２７．０大差 ６１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４８，２２５，７００円 複勝： ８６，９８１，４００円 枠連： ５７，８１４，７００円

馬連： ２１７，７５０，２００円 馬単： １１６，３８２，６００円 ワイド： ８０，７５０，０００円

３連複： ３２４，２７９，６００円 ３連単： ５５４，６７９，２００円 計： １，４８６，８６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６７０円 複 勝 � ４１０円 � １７０円 � ３９０円 枠 連（５－８） １，２５０円

馬 連 �� ３，３５０円 馬 単 �� ８，４５０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� １，９２０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� １４，９６０円 ３ 連 単 ��� １０５，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４８２２５７ 的中 � ２２８４１（６番人気）
複勝票数 計 ８６９８１４ 的中 � ４８５３８（７番人気）� １７３５８３（１番人気）� ５１５３３（６番人気）
枠連票数 計 ５７８１４７ 的中 （５－８） ３４２６２（５番人気）
馬連票数 計２１７７５０２ 的中 �� ４８０３７（１２番人気）
馬単票数 計１１６３８２６ 的中 �� １０１７１（２９番人気）
ワイド票数 計 ８０７５００ 的中 �� １８３３２（１０番人気）�� １０２３３（２４番人気）�� １４２００（１５番人気）
３連複票数 計３２４２７９６ 的中 ��� １６００３（５０番人気）
３連単票数 計５５４６７９２ 的中 ��� ３８６９（３３７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．２―１１．６―１１．９―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．３―４５．９―５７．８―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインドジャズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．１０ 東京６着

２００７．３．１７生 牡５黒鹿 母 キタノシラユリ 母母 ハシノサライ ３１戦４勝 賞金 ７６，４６４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツルマルジュピター号は，平成２４年８月２１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。
（非当選馬） １頭 マイネルカリバーン号

１８０８４ ７月２１日 曇 稍重 （２４中京２）第７日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５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

１：３２．８
１：３１．３

良

良

７１０� ディープフィールド 牡４黒鹿５７ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：３７．５ ７．９�

１１ ハッピーウィーク 牝３栗 ５２ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０－ ６１：３７．８２ ８．４�

５６ ハギノトラスト 牝６栃栗５５ 松山 弘平安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４６－ ４ 〃 アタマ ３０．２�
５５ サウンドバラッド �５鹿 ５７ 浜中 俊増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：３７．９クビ １５．２�
４４ アドマイヤバートン 牡４栗 ５７ 川須 栄彦近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ １２．０�
７９ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５４ 武 豊国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９２＋ ２ 〃 クビ １．７�
８１２ エーシンスナイパー 牡３鹿 ５４ 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４４８± ０１：３８．０� １６．２	
６８ � サトノオリオン 牡４栗 ５７ 幸 英明里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４４８－ ３１：３８．１� １３９．７

８１１ ユースティティア 牝４青鹿５５ 太宰 啓介前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７０－ ２１：３８．２� １４．３�
３３ トーアディアマンテ 牝３鹿 ５２

５１ ☆高倉 稜高山ランド� 大根田裕之 豊浦トーア牧場 ４３４－ ４１：３８．４１� ２３．９�
６７ � マサノエクスプレス 牡４鹿 ５７

５４ ▲水口 優也古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４４－ ４１：３８．５クビ １２９．８
２２ ヴイブラッド 牡４青鹿５７ 和田 竜二北側 雅司氏 小崎 憲 新ひだか 大典牧場 ４７８＋１２１：３８．６� ３３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，４３９，６００円 複勝： ５４，１３６，４００円 枠連： ２１，９４８，４００円

馬連： ８７，９６４，６００円 馬単： ６１，７４０，３００円 ワイド： ３７，１８８，４００円

３連複： １１１，３４８，０００円 ３連単： ２６６，００９，９００円 計： ６７４，７７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２８０円 � ２５０円 � ５１０円 枠 連（１－７） ５００円

馬 連 �� ４，０００円 馬 単 �� ８，２９０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ３，２３０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ２３，０２０円 ３ 連 単 ��� １１８，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３４４３９６ 的中 � ３４６２０（２番人気）
複勝票数 計 ５４１３６４ 的中 � ５３５７４（３番人気）� ６３３７５（２番人気）� ２５０８０（８番人気）
枠連票数 計 ２１９４８４ 的中 （１－７） ３２６０５（２番人気）
馬連票数 計 ８７９６４６ 的中 �� １６２６９（１２番人気）
馬単票数 計 ６１７４０３ 的中 �� ５５０１（２２番人気）
ワイド票数 計 ３７１８８４ 的中 �� ９２０９（１０番人気）�� ２７７５（３８番人気）�� ４８２１（２２番人気）
３連複票数 計１１１３４８０ 的中 ��� ３５７０（６３番人気）
３連単票数 計２６６００９９ 的中 ��� １６５２（２９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．２―３７．７―５０．１―１：０２．２―１：１３．７―１：２５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ディープフィールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells

２００８．４．２２生 牡４黒鹿 母 スリーダイメンションズ 母母 Bequest ９戦１勝 賞金 １５，６５０，０００円
初出走 JRA



（２４中京２）第７日 ７月２１日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

１７６，２６０，０００円
７，９００，０００円
１，５３０，０００円
１５，５２０，０００円
６０，７９５，０００円
５，３１０，４００円
１，７４７，２００円

勝馬投票券売得金
２８１，９１５，０００円
５１７，１９５，７００円
２０５，４５３，５００円
７６８，６８８，０００円
５０４，３８８，０００円
３３１，６０２，７００円
１，０７７，６０５，７００円
１，９７５，３１４，７００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 ５，６６２，１６３，３００円

総入場人員 １２，４５１名 （有料入場人員 １１，６８８名）


