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19013 6月30日 晴 良 （25中京3）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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

510 レッドムーヴ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442＋ 41：22．2 8．6�
59 グ ロ ー ブ 牝3栗 54

52 △中井 裕二脇山 良之氏 角居 勝彦 平取 坂東牧場 432＋ 21：22．3� 30．6�
24 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 4 〃 クビ 2．7�
47 インプレショニスト 牝3鹿 54 鮫島 良太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 430 ―1：22．5� 17．5�
612 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 クビ 3．3�
714 ムーンビスコッティ 牝3栗 54 国分 優作	谷口牧場 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 438－ 21：22．81� 164．7

816 ペプチドパール 牝3黒鹿54 武 幸四郎沼川 一彦氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 446－ 21：22．9クビ 115．2�
817 カシノハートフル 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣柏木 務氏 谷 潔 熊本 本田 土寿 456－ 21：23．0� 260．1�
818 インプレスシアトル 牝3栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 440＋ 4 〃 ハナ 61．7
713 スリーキャリオカ 牝3鹿 54 岡部 誠永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 406＋10 〃 ハナ 402．8�

（愛知）

48 クリムトキッス 牝3鹿 54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 472 ―1：23．42� 15．6�

23 ア ッ ピ ア ス 牝3芦 54 佐藤 友則 	サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 ハナ 58．4�
（笠松）

12 ニ シ ノ ワ ン 牝3鹿 54 松山 弘平西山 茂行氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 396＋ 21：23．5� 171．5�
35 キシュウレパード 牝3黒鹿54 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 432＋ 21：23．71� 270．2�
36 ジョーパルカ 牝3栗 54 北村 友一上田けい子氏 角田 晃一 浦河 ハッピーネ

モファーム 440＋121：23．91 66．4�
611 ミキノティータイム 牝3栗 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 458＋ 81：24．11� 4．5�
11 アグネスコトブキ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 418－ 61：24．2� 111．0�
715 スズカノジェリコ 牝3鹿 54 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 404 ―1：24．3クビ 197．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，864，900円 複勝： 30，302，100円 枠連： 13，887，700円
馬連： 35，647，500円 馬単： 26，406，500円 ワイド： 19，275，500円
3連複： 57，749，000円 3連単： 92，914，800円 計： 293，048，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 720円 � 140円 枠 連（5－5） 11，850円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 17，720円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 510円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 7，820円 3 連 単 ��� 74，700円

票 数

単勝票数 計 168649 的中 � 15568（4番人気）
複勝票数 計 303021 的中 � 32347（4番人気）� 7879（7番人気）� 79109（1番人気）
枠連票数 計 138877 的中 （5－5） 865（21番人気）
馬連票数 計 356475 的中 �� 2926（20番人気）
馬単票数 計 264065 的中 �� 1100（41番人気）
ワイド票数 計 192755 的中 �� 1679（21番人気）�� 10189（5番人気）�� 3859（11番人気）
3連複票数 計 577490 的中 ��� 5451（21番人気）
3連単票数 計 929148 的中 ��� 918（173番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．8―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．1―58．0―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドムーヴ �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．12．2 阪神7着

2010．3．4生 牝3鹿 母 ダンスオブザマンボ 母母 Ballerina 4戦1勝 賞金 5，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エーシンケツァール号・テイケイカトレヤ号・デンコウアカツキ号・ハッピーポケット号
※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。

19014 6月30日 晴 良 （25中京3）第2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
1：49．4
1：47．8

良
重

610 ガ ル ム 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 516－ 21：53．4 19．2�
58 ウォースピリッツ 牡3黒鹿56 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：53．5� 4．1�
22 アドマイヤイナズマ 牡3青鹿56 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 494－ 41：53．81� 11．0�
69 ワイドマンボ 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 500－ 61：54．01� 7．4�
712 エイヴィアンボス 牡3鹿 56 武 豊桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 530± 01：54．1� 1．6	
33 スプリームアヘッド �3黒鹿56 小牧 太本間 充氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 518－ 21：54．3� 22．8

46 ル ー ベ ル 牡3鹿 56 松山 弘平林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：55．57 484．6�
711 ミカサパワー �3黒鹿56 北村 友一西浦 和男氏 音無 秀孝 浦河 梅田牧場 B448－101：55．81� 93．2�
814 シゲルカメレオンザ 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 金成吉田牧場 472＋ 4 〃 クビ 107．9
34 メタリックゴールド 牡3栗 56 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小原伊佐美 新ひだか 井高牧場 474± 01：55．9� 438．7�
45 スリースペシャル 牡3鹿 56

54 △中井 裕二永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 B472＋ 81：56．64 97．2�
57 ジョロキアキャット 牝3鹿 54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 398＋ 41：56．81� 167．6�
11 リ リ ア ー ナ 牝3鹿 54 高倉 稜�ターフ・スポート小崎 憲 新ひだか 土田農場 470－ 41：57．86 272．0�
813 アルファカリナエ 牡3鹿 56 岡部 誠谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新冠 富本 茂喜 456 ―1：59．410 199．4�

（愛知）

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，153，500円 複勝： 47，220，100円 枠連： 9，873，500円
馬連： 35，885，600円 馬単： 30，738，400円 ワイド： 19，405，100円
3連複： 52，371，400円 3連単： 113，208，100円 計： 329，855，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 440円 � 200円 � 360円 枠 連（5－6） 980円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 9，160円

ワ イ ド �� 920円 �� 990円 �� 560円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 54，010円

票 数

単勝票数 計 211535 的中 � 8697（5番人気）
複勝票数 計 472201 的中 � 25738（5番人気）� 73194（2番人気）� 32580（4番人気）
枠連票数 計 98735 的中 （5－6） 7485（4番人気）
馬連票数 計 358856 的中 �� 7032（9番人気）
馬単票数 計 307384 的中 �� 2477（23番人気）
ワイド票数 計 194051 的中 �� 5114（9番人気）�� 4713（10番人気）�� 8989（6番人気）
3連複票数 計 523714 的中 ��� 7129（15番人気）
3連単票数 計1132081 的中 ��� 1547（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―37．6―50．6―1：03．2―1：15．8―1：28．4―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ル ム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．18 京都11着

2010．1．21生 牡3鹿 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 6戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルファカリナエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 クリノサンタクルス号（疾病〔左前管骨々膜炎〕のため）
※ジョロキアキャット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

第３回 中京競馬 第２日



19015 6月30日 晴 良 （25中京3）第2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

36 チェリーミルズ 牝3鹿 54 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 460± 01：12．7 5．7�

12 プリンセスムーン 牝3栗 54 浜中 俊玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 476－ 41：12．8� 1．5�
24 クリノアマダブラム 牝3栗 54 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 430＋ 61：13．22� 7．9�
11 ジョウショーピアス 牝3栗 54 鮫島 良太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 日高大洋牧場 B430－ 61：13．73 25．0�
815 ラ メ ン ト 牝3鹿 54

52 △中井 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 41：14．02 101．6�

612 ワンダーブライド 牝3栗 54
51 ▲岩崎 翼山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 386＋ 61：14．21 586．0�

23 ヤマニンジェルブ 牝3栗 54 高倉 稜土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 432－ 61：14．3クビ 51．4	
611 アルマーズビコー 牝3黒鹿54 武 豊大迫久美子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466 ―1：14．51� 18．7

713 セレッソフロリード 牝3鹿 54 佐藤 友則三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 484－ 61：14．81� 30．0�

（笠松）

816 ベルガモット 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 田島 良保 新冠 清水 克則 444 ―1：15．22� 145．9�
48 シャインケニー 牝3鹿 54 幸 英明小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 434－ 41：15．3� 11．2
59 メイショウオーロラ 牝3鹿 54 難波 剛健松本 和子氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 426－ 2 〃 ハナ 442．5�
714 ビューティルック 牝3栗 54 岡部 誠長谷川光司氏 野村 彰彦 浦河 ヒダカフアーム 424－121：15．61� 157．7�

（愛知）

35 サマーレイラ 牝3栗 54 北村 友一セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 対馬 正 464－ 41：16．34 192．1�
510 スリーアイドル 牝3栗 54 酒井 学永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 482 ― 〃 ハナ 197．6�
47 スリーフラッパー 牝3鹿 54 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 444± 01：19．3大差 352．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，010，600円 複勝： 50，484，100円 枠連： 12，887，200円
馬連： 38，735，000円 馬単： 33，383，400円 ワイド： 22，520，700円
3連複： 55，701，000円 3連単： 115，908，700円 計： 351，630，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（1－3） 290円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 140円 �� 350円 �� 190円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 220106 的中 � 30720（2番人気）
複勝票数 計 504841 的中 � 69762（2番人気）� 297338（1番人気）� 45948（3番人気）
枠連票数 計 128872 的中 （1－3） 33816（1番人気）
馬連票数 計 387350 的中 �� 105842（1番人気）
馬単票数 計 333834 的中 �� 23261（3番人気）
ワイド票数 計 225207 的中 �� 50954（1番人気）�� 12061（4番人気）�� 30076（2番人気）
3連複票数 計 557010 的中 ��� 78431（1番人気）
3連単票数 計1159087 的中 ��� 23523（5番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．8―12．3―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―35．1―47．4―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェリーミルズ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．10．6 京都13着

2010．3．20生 牝3鹿 母 ヒントオブスプリング 母母 Cherokee Rose 10戦1勝 賞金 10，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーフラッパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31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） 4頭 アンジュプリエール号・エーシンタヒチ号・バクソクワイルダー号・ヒシダイヤ号
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンエトレンヌ号
※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。

19016 6月30日 曇 良 （25中京3）第2日 第4競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走11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
2：11．5
2：10．0

良
良

713 サンライズウェイ 牡3栗 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 452± 02：17．5 1．5�
59 ラルプデュエズ 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482± 02：17．81� 5．4�
510 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 516＋ 22：17．9� 4．7�
48 ホットサマーホット 牡3鹿 56 岡部 誠 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 456＋ 62：18．32� 98．6�

（愛知）

11 メイキングドラマ 牡3栗 56 太宰 啓介齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 460－ 22：18．51� 281．8�
715 オースミアイビス 牡3栗 56

54 △中井 裕二	オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 494± 02：18．6� 103．1

818 サンダーバード 牡3栗 56 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 クビ 43．1�
36 ブラックコール 牡3青 56 高倉 稜中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 458－ 22：18．7クビ 41．5�
12 カツラノジュピター 牡3鹿 56 水口 優也桂土地	 庄野 靖志 日高 小西 章 448－ 82：18．91� 519．6
24 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 B482－ 2 〃 ハナ 114．0�
611 モモイロアゲハ 牝3青鹿54 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 オリエント牧場 B504± 0 〃 アタマ 21．7�
714 タイキサクセション 牡3栗 56

53 ▲原田 敬伍�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム 414± 0 〃 アタマ 161．8�
23 レッドヴェロッサ 牝3栗 54 藤岡 康太 	東京ホースレーシング 友道 康夫 平取 坂東牧場 446－ 62：19．11� 46．4�
612 メイショウヨウコウ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448 ―2：19．2� 166．5�
817 ウィズインダーク 牡3鹿 56 鮫島 良太内藤 耕造氏 福島 信晴 新冠 山岡ファーム 518－ 6 〃 クビ 535．8�
816 スイートワルツ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 474－ 42：19．3クビ 438．9�
35 パープルシャイン 牡3栗 56

53 ▲森 一馬中野 銀十氏 境 直行 日高 石原牧場 462－ 6 〃 アタマ 566．7�
47 サトノトレジャー 牡3鹿 56 国分 優作里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 438± 02：19．4クビ 88．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，176，200円 複勝： 79，536，100円 枠連： 16，775，100円
馬連： 40，270，600円 馬単： 40，565，700円 ワイド： 24，437，100円
3連複： 68，842，300円 3連単： 147，953，900円 計： 444，557，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 130円 � 120円 枠 連（5－7） 150円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 170円 �� 140円 �� 230円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 960円

票 数

単勝票数 計 261762 的中 � 142054（1番人気）
複勝票数 計 795361 的中 � 543029（1番人気）� 66978（3番人気）� 93198（2番人気）
枠連票数 計 167751 的中 （5－7） 88280（1番人気）
馬連票数 計 402706 的中 �� 80250（2番人気）
馬単票数 計 405657 的中 �� 59294（2番人気）
ワイド票数 計 244371 的中 �� 37386（2番人気）�� 54440（1番人気）�� 21303（3番人気）
3連複票数 計 688423 的中 ��� 205058（1番人気）
3連単票数 計1479539 的中 ��� 114900（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．4―13．5―13．4―13．3―12．9―12．7―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．3―36．7―50．2―1：03．6―1：16．9―1：29．8―1：42．5―1：54．2―2：05．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0
1
3
18，9，11（4，14）（3，5，13）（1，7，10）8，2（15，17）6，12，16・（18，9）（4，11，14）（3，5，13）（10，6）（1，7）8（2，17）15（16，12）

2
4
18，9（4，11）14（3，5，13）（1，7，10）8－（2，15）17（6，12）16・（18，9）（4，3，11，14）13（5，6）1（7，10，8）2（15，17）16，12

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズウェイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．25 京都3着

2010．3．14生 牡3栗 母 ア ル ウ ェ ン 母母 アドラーブル 9戦1勝 賞金 16，800，000円
〔発走状況〕 タイキサクセション号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

スイートワルツ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



19017 6月30日 曇 良 （25中京3）第2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

67 マイネルメリエンダ 牡2栗 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 442 ―1：38．7 13．9�

78 リラヴァティ 牝2黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 クビ 2．7�
811 ラインハート 牝2鹿 54 福永 祐一 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 452 ―1：39．01� 6．3�
79 パラプリュイ 牝2栗 54 幸 英明永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 436 ―1：39．1� 38．9�
11 コスモメイフェア 牝2鹿 54

52 △中井 裕二 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 中脇 満 398 ―1：39．2� 61．0	
55 ワールドマッチ 牡2栗 54 武 豊 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 7．4

22 マッサローザ 牝2青鹿54 岡部 誠赤沼 秀典氏 森 秀行 様似 富田 恭司 418 ―1：39．52 13．8�

（愛知）

810 クリノカメハメハ 牡2鹿 54 松山 弘平栗本 博晴氏 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 440 ―1：39．92� 40．4�
66 ス ピ ナ ッ チ 牝2黒鹿54 川田 将雅橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 434 ―1：40．1� 3．4
44 モウイイデショウ 牡2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 448 ―1：40．41� 15．9�
33 パープルパルピナ 牡2鹿 54 太宰 啓介中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 470 ―1：41．67 50．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，384，000円 複勝： 36，511，700円 枠連： 10，602，500円
馬連： 40，945，300円 馬単： 31，216，800円 ワイド： 19，783，700円
3連複： 54，738，100円 3連単： 99，788，600円 計： 316，970，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 330円 � 150円 � 190円 枠 連（6－7） 380円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，310円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 49，930円

票 数

単勝票数 計 233840 的中 � 13266（6番人気）
複勝票数 計 365117 的中 � 22523（7番人気）� 83488（1番人気）� 50797（3番人気）
枠連票数 計 106025 的中 （6－7） 20912（1番人気）
馬連票数 計 409453 的中 �� 12138（12番人気）
馬単票数 計 312168 的中 �� 3305（26番人気）
ワイド票数 計 197837 的中 �� 5105（12番人気）�� 3535（16番人気）�� 11701（3番人気）
3連複票数 計 547381 的中 ��� 8344（17番人気）
3連単票数 計 997886 的中 ��� 1475（158番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．9―13．2―13．3―11．7―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―37．4―50．6―1：03．9―1：15．6―1：27．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルメリエンダ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．4．6生 牡2栗 母 ホッカイショコラ 母母 ホッカイテースト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※マイネルメリエンダ号・ワールドマッチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

19018 6月30日 曇 良 （25中京3）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時50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� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

79 コウエイタケル 牡2鹿 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 454 ―1：23．3 11．1�
812 ジョーヌダンブル 牝2栗 54 川田 将雅藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 466 ―1：23．83 3．3�
56 コスモマンカイ 牝2黒鹿54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 464 ― 〃 ハナ 20．6�
22 デクラレーション 牡2栗 54

52 △中井 裕二畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 430 ―1：24．11� 41．0�

44 クラウンデピュティ 牡2芦 54 浜中 俊矢野 恭裕氏 日吉 正和 新ひだか 高橋 修 478 ―1：24．52� 23．3�
33 ティーエスギムレ 牡2栗 54 岡部 誠田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 422 ―1：24．6� 45．8	

（愛知）

811 コンゴウサクラ 牝2黒鹿54 藤岡 康太金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 桜井牧場 418 ―1：24．7クビ 12．3

68 トップランナウェイ 牡2鹿 54 小牧 太�コオロ 坂口 正則 新冠 ムラカミファーム 418 ― 〃 クビ 112．4�
11 ビタミンエース 牡2鹿 54 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 484 ―1：25．44 5．0�
55 グランプリブレイド 牡2黒鹿54 武 豊グランプリ 清水 久詞 新ひだか 久井牧場 448 ―1：25．82� 3．1�
67 パンデモニウム 牝2黒鹿54 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：26．12 10．2�
710 スピークナウ 牝2黒鹿54 高倉 稜ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 392 ―1：28．6大差 82．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，249，000円 複勝： 34，082，100円 枠連： 12，624，300円
馬連： 43，388，300円 馬単： 32，175，600円 ワイド： 21，592，500円
3連複： 54，726，400円 3連単： 95，367，500円 計： 318，205，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 260円 � 170円 � 480円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，090円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 7，660円 3 連 単 ��� 48，440円

票 数

単勝票数 計 242490 的中 � 17362（5番人気）
複勝票数 計 340821 的中 � 34029（4番人気）� 65910（2番人気）� 15143（7番人気）
枠連票数 計 126243 的中 （7－8） 9344（4番人気）
馬連票数 計 433883 的中 �� 18922（5番人気）
馬単票数 計 321756 的中 �� 4987（18番人気）
ワイド票数 計 215925 的中 �� 9633（6番人気）�� 2440（30番人気）�� 4790（13番人気）
3連複票数 計 547264 的中 ��� 5275（29番人気）
3連単票数 計 953675 的中 ��� 1453（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．3―47．7―59．4―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．6
3 11－（9，12）6（2，4）－3－8，1－（7，10，5） 4 11，9（6，12）（2，4）－（3，8）1（7，5）－10

勝馬の
紹 介

コウエイタケル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．3．21生 牡2鹿 母 ケイアイエリザベス 母母 タ ム ヒ ー ド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ビタミンエース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ビタミンエース号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スピークナウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31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。



19019 6月30日 晴 良 （25中京3）第2日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時20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
1：22．5
1：21．5

良
不良

36 アスターフレンチ 牡3栗 56 岡部 誠加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 510＋201：25．3 34．9�
（愛知）

35 � ダノンチャコ 牝3黒鹿54 松山 弘平�ダノックス 安田 隆行 米 Dan J. Agnew 508＋101：25．72� 5．0�
12 ブラックシャリオ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 484－ 81：25．8� 2．8�
24 スマートレバレッジ 牡3栗 56 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 460＋ 6 〃 アタマ 7．7�
612 スイングタキオン 牡3栗 56 福永 祐一平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 470± 0 〃 ハナ 31．3	
47 アドマイヤコング 牡3黒鹿56 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 480＋ 21：25．9	 4．0

48 レゾンドールシチー 牡3栗 56 岡田 祥嗣 �友駿ホースクラブ 藤沢 則雄 日高 シンボリ牧場 478－ 41：26．21	 9．3�
611 アスカノトゥーレ 牡3鹿 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 490－ 21：26．41� 43．4�
816 マルカフォルテ 牡3栗 56

53 ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 502 ―1：26．61
 146．9
11 メイショウヨリキ 牡3黒鹿56 熊沢 重文松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 446 ―1：26．7クビ 305．3�
23 ラジアントカット 牡3栗 56 浜中 俊�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 476＋101：27．33� 22．0�
713 レガリテート 牡3鹿 56 高倉 稜�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486 ―1：27．83 44．0�
815 タイキアセンブリー 牡3栗 56 藤岡 康太�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 478－141：28．43� 52．9�
510 メイショウチカラ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 ミルファーム 480＋ 41：28．61� 169．4�
59 エメラルパワー 牡3黒鹿56 幸 英明高橋 勉氏 加藤 敬二 平取 スガタ牧場 476＋ 21：30．09 61．1�
714 シゲルヘビツカイザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 沖田 哲夫 502＋241：31．38 213．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，361，600円 複勝： 36，552，700円 枠連： 16，295，200円
馬連： 45，819，000円 馬単： 32，279，900円 ワイド： 24，676，700円
3連複： 67，580，500円 3連単： 111，946，900円 計： 358，512，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，490円 複 勝 � 670円 � 190円 � 150円 枠 連（3－3） 7，340円

馬 連 �� 7，180円 馬 単 �� 19，190円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，780円 �� 370円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 72，730円

票 数

単勝票数 計 233616 的中 � 5277（8番人気）
複勝票数 計 365527 的中 � 10033（8番人気）� 55919（3番人気）� 82715（1番人気）
枠連票数 計 162952 的中 （3－3） 1640（18番人気）
馬連票数 計 458190 的中 �� 4713（21番人気）
馬単票数 計 322799 的中 �� 1242（54番人気）
ワイド票数 計 246767 的中 �� 2854（19番人気）�� 3215（17番人気）�� 18772（3番人気）
3連複票数 計 675805 的中 ��� 7328（18番人気）
3連単票数 計1119469 的中 ��� 1136（201番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．1―12．5―13．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．4―46．9―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスターフレンチ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2012．11．3 京都9着

2010．4．11生 牡3栗 母 ビジーリジー 母母 Impatiente 4戦1勝 賞金 5，350，000円
〔その他〕 シゲルヘビツカイザ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。
※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 ソンブレロ号
（非抽選馬） 2頭 アンブレスド号・ヒミノコンドル号
※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。

19020 6月30日 晴 良 （25中京3）第2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）

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
1：49．4
1：47．8

良
重

24 マヤノオントロジー 牡4黒鹿57 北村 友一田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 486± 01：52．7 10．8�
47 メテオライト 牡4栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 502－10 〃 アタマ 2．3�
36 ハギノサキガチ 牡3鹿 54 高倉 稜日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 41：53．01� 33．4�
816 キングヒーロー 牡4黒鹿57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 504＋ 21：53．21� 3．3�
611 キ ク ノ ソ ル 牡3鹿 54 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 496＋121：53．62� 11．2�
35 	 マルヨフレンドリー 牝4鹿 55 小坂 忠士野村 春行氏 武 宏平 えりも 上島牧場 478± 0 〃 クビ 103．8	
612 フォルトファーレン 牡4黒鹿 57

55 △中井 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：53．81� 17．2

815 クリノスターオー 牡3青 54 太宰 啓介栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 530＋14 〃 クビ 28．9�
23 メイショウジロキチ 牡3芦 54 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 484－ 61：54．01� 32．5�
713 ニホンピロワルター 牡6栗 57 武 幸四郎小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 490－101：54．31� 48．0
12 キクノメテオ 牡3芦 54 熊沢 重文菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 490＋ 21：54．72� 135．7�
510	 メイショウヨシミツ 牡4栗 57 水口 優也松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 458－ 41：54．91� 297．7�
59 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿54 岡部 誠橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 510－101：55．22 8．1�

（愛知）

11 ド ン マ ネ ー 牡3黒鹿54 岡田 祥嗣山田 貢一氏 加用 正 日高 日西牧場 452－10 〃 クビ 339．1�
714 スズカアルファ 牡3栗 54

51 ▲岩崎 翼永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 454＋ 21：55．62� 149．8�
48 	 リスキータイム 牡6鹿 57 佐藤 友則�アイテツ 森 秀行 新ひだか カタオカステーブル 482＋ 11：55．81� 431．9�

（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，032，300円 複勝： 43，301，300円 枠連： 19，737，800円
馬連： 62，858，600円 馬単： 44，436，200円 ワイド： 31，196，900円
3連複： 90，871，000円 3連単： 152，105，000円 計： 474，539，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 260円 � 150円 � 660円 枠 連（2－4） 920円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，260円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 39，800円

票 数

単勝票数 計 300323 的中 � 21996（4番人気）
複勝票数 計 433013 的中 � 41107（4番人気）� 109348（1番人気）� 12770（9番人気）
枠連票数 計 197378 的中 （2－4） 15989（4番人気）
馬連票数 計 628586 的中 �� 42885（3番人気）
馬単票数 計 444362 的中 �� 11235（8番人気）
ワイド票数 計 311969 的中 �� 19814（3番人気）�� 3185（27番人気）�� 6830（13番人気）
3連複票数 計 908710 的中 ��� 9651（22番人気）
3連単票数 計1521050 的中 ��� 2821（124番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．4―13．0―12．7―12．5―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．2―50．2―1：02．9―1：15．4―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

マヤノオントロジー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．1．9 京都6着

2009．2．8生 牡4黒鹿 母 マヤノプリヤ 母母 タイシンリリイ 15戦2勝 賞金 15，800，000円
〔制裁〕 メテオライト号の騎手福永祐一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番）
※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） 3頭 アクシーバンダム号・シゲルリンゴ号・ドリームチャージ号
（非抽選馬） 5頭 セトノミッシー号・デンコウアクティブ号・トキノビスコンティ号・ブロッケン号・レッドクラーケン号
※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。



19021 6月30日 晴 良 （25中京3）第2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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000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
1：59．6
1：56．1

良
良

79 ダノンムーン 牡4鹿 57 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋ 62：01．8 1．6�
78 ウエスタンディオ 牡6鹿 57 浜中 俊西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 478－ 22：02．33 20．5�
67 マイティースコール 牡5栗 57 中井 裕二小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 4 〃 クビ 24．8�
44 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 472－ 82：02．4クビ 7．0�
33 メイショウタマカゼ 牡4栗 57 小牧 太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 446± 0 〃 クビ 14．7�
11 サンライズバード 牡3黒鹿54 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 454± 02：02．61� 103．1	
22 	 サウンドデューク 牡3栗 54 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 454－ 22：02．81� 19．4

811 サンライズトリプル 牡6鹿 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 0 〃 クビ 45．7�
810 クリビツテンギョ 牡4栗 57 武 豊�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 476－ 42：02．9
 4．7
66 � ガ リ ュ ウ 牡4黒鹿57 国分 優作佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 480－ 42：03．11� 237．6�
55 � チョットチョット 牝3鹿 52 岡部 誠山田 忠勉氏 角田 輝也 新ひだか 千代田牧場 B418－202：05．5大差 130．3�

（愛知） （愛知）

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，414，800円 複勝： 78，977，800円 枠連： 18，555，100円
馬連： 76，934，100円 馬単： 63，998，000円 ワイド： 37，218，000円
3連複： 104，009，300円 3連単： 269，338，600円 計： 690，445，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 330円 � 470円 枠 連（7－7） 980円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 520円 �� 790円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 10，560円

票 数

単勝票数 計 414148 的中 � 214566（1番人気）
複勝票数 計 789778 的中 � 410848（1番人気）� 36467（5番人気）� 23515（7番人気）
枠連票数 計 185551 的中 （7－7） 14115（4番人気）
馬連票数 計 769341 的中 �� 57490（4番人気）
馬単票数 計 639980 的中 �� 40226（5番人気）
ワイド票数 計 372180 的中 �� 18717（4番人気）�� 11731（8番人気）�� 3865（22番人気）
3連複票数 計1040093 的中 ��� 19673（14番人気）
3連単票数 計2693386 的中 ��� 18839（32番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．2―12．3―12．0―11．9―12．0―11．7―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．5―49．8―1：01．8―1：13．7―1：25．7―1：37．4―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンムーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Platini デビュー 2011．10．8 京都3着

2009．4．14生 牡4鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever 5戦3勝 賞金 26，701，000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。

19022 6月30日 晴 良 （25中京3）第2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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

24 � サトノプリンシパル 牡3鹿 54 武 豊里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-
take Iida 532＋ 21：50．6 4．3�

612 エーシンバリントン 牡5鹿 57 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 482－ 81：50．7	 14．1�
36 インカンテーション 牡3鹿 54 小牧 太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 472－ 61：51．02 6．1�
714 コ ル ー ジ ャ 
5鹿 57 国分 優作野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 B494＋ 21：51．21� 110．9�
815 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿54 浜中 俊栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 468＋ 61：51．51� 7．2	
510 ブロードソード 牡3黒鹿54 鮫島 良太 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 490－ 61：51．6� 9．3

611 シルクターンベリー 牡6鹿 57 武 幸四郎有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 61：51．92 82．8�
35 タ ナ ト ス 牡5黒鹿57 高倉 稜榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 470＋ 81：52．1� 11．5�
23 チェスナットバロン 牡4栗 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 566± 01：52．31	 2．9
59 コスモアケルナル 牡4栗 57 幸 英明 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 4 〃 クビ 35．5�
47 ト リ ノ 牡5栗 57 岡部 誠北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 492＋ 41：53．04 29．1�

（愛知）

12 フォルクスオーパー 牝7栗 55 高田 潤 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 488＋ 41：53．21	 332．7�

11 マーリンシチー 牡7鹿 57 北村 友一 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 460－ 9 〃 ハナ 237．6�
713� エーシンイオマンテ 牡5鹿 57 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 愛 Peter and

Jackie Grimes 468－ 41：55．0大差 314．9�
816 スペシャルピース 牝5栗 55 酒井 学�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 464－ 61：55．32 112．5�
48 � ゴールドブラザー 牡3栗 54 佐藤 友則加藤 充彦氏 鈴木 良文 浦河 浦河土肥牧場 450－ 71：55．61� 217．8�

（笠松） （笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，109，900円 複勝： 79，739，600円 枠連： 32，837，600円
馬連： 138，893，100円 馬単： 73，228，200円 ワイド： 52，673，700円
3連複： 181，151，500円 3連単： 316，760，200円 計： 922，393，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 330円 � 240円 枠 連（2－6） 1，160円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 630円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 35，420円

票 数

単勝票数 計 471099 的中 � 87944（2番人気）
複勝票数 計 797396 的中 � 113613（2番人気）� 57097（7番人気）� 88195（4番人気）
枠連票数 計 328376 的中 （2－6） 20934（5番人気）
馬連票数 計1388931 的中 �� 30541（15番人気）
馬単票数 計 732282 的中 �� 10596（23番人気）
ワイド票数 計 526737 的中 �� 12051（15番人気）�� 21444（7番人気）�� 8794（20番人気）
3連複票数 計1811515 的中 ��� 18732（26番人気）
3連単票数 計3167602 的中 ��� 6600（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．5―49．0―1：01．4―1：13．9―1：26．0―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
4（10，12）（3，13）（5，15）（7，16）－9－14－8－11，1，2－6
4（10，12）（3，5）（15，13）（7，16，14）9－11－2（8，6）－1

2
4

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

勝馬の
紹 介

�サトノプリンシパル �
�
父 Bernardini �

�
母父 Nureyev デビュー 2013．1．5 京都7着

2010．5．1生 牡3鹿 母 Toroca 母母 Grand Falls 7戦3勝 賞金 31，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 チェスナットバロン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 チェスナットバロン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年7月31日まで出走できない。
※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 コスモコルデス号・ピンクデージー号
※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。

１レース目



19023 6月30日 晴 良 （25中京3）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第49回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，24．6．30以降25．6．23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

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．1
1：06．5

良
良

814� マジンプロスパー 牡6栗 58 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 504－ 81：08．0レコード 3．6�
712 ハクサンムーン 牡4栗 57．5 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 480＋16 〃 クビ 5．4�
34 サドンストーム 牡4栗 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 21：08．42� 5．5�
46 ザッハトルテ 牝6芦 52 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 446＋ 81：08．61	 6．4�
11 バ ー バ ラ 牝4黒鹿53 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 436＋12 〃 クビ 5．8�
69 
 ヘニーハウンド 牡5栗 56 藤岡 康太林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC 502－ 41：08．81 24．1	
45 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 51 武 豊高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482± 0 〃 クビ 12．7

711 キョウワマグナム 牡6鹿 55 北村 友一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 538＋ 8 〃 同着 58．7�
58 ウインドジャズ 牡6黒鹿53 小坂 忠士岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 2 〃 ハナ 68．7
57 アイラブリリ 牝4黒鹿53 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 444＋141：09．01	 12．4�
22 ダイシンプラン 牡8栗 52 熊沢 重文大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント 518－ 21：09．1クビ 260．0�
610 エーシンダックマン 牡6鹿 56 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 496± 0 〃 ハナ 37．1�
813 ヤマカツハクリュウ 牡6芦 55 鮫島 良太山田 博康氏 松田 博資 浦河 鮫川 啓一 478－12 〃 アタマ 98．0�
33 ボストンエンペラー 牡5黒鹿53 高倉 稜ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464－ 81：09．63 99．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 124，376，600円 複勝： 172，535，700円 枠連： 95，004，500円
馬連： 516，716，500円 馬単： 270，483，100円 ワイド： 168，473，700円
3連複： 779，967，400円 3連単： 1，505，034，000円 計： 3，632，591，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 190円 � 170円 枠 連（7－8） 790円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 400円 �� 420円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 8，000円

票 数

単勝票数 計1243766 的中 � 278154（1番人気）
複勝票数 計1725357 的中 � 367402（1番人気）� 210796（4番人気）� 279985（2番人気）
枠連票数 計 950045 的中 （7－8） 89031（1番人気）
馬連票数 計5167165 的中 �� 391511（1番人気）
馬単票数 計2704831 的中 �� 105046（1番人気）
ワイド票数 計1684737 的中 �� 107627（1番人気）�� 102592（2番人気）�� 59920（9番人気）
3連複票数 計7799674 的中 ��� 291882（3番人気）
3連単票数 計15050340 的中 ��� 138856（2番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．1―10．8―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．2―45．0―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．8
3 12，10－（3，14）（1，6，7）－（2，11）（4，13）9（8，5） 4 12，10－（1，14）（3，7）6－（2，11）9（4，13）（8，5）

勝馬の
紹 介

�マジンプロスパー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バブルガムフェロー

2007．3．7生 牡6栗 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス 23戦7勝 賞金 203，089，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 アイラブリリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アイラブリリ号は，平成25年7月1日から平成25年7月21日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。

19024 6月30日 晴 良 （25中京3）第2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）

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
1：32．8
1：30．7

良
良

510 ウ リ ウ リ 牝3青 52 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：34．1 2．3�

59 エクスパーシヴ 牝3鹿 52 岡部 誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 470± 0 〃 クビ 20．1�
（愛知）

714 ベアトリッツ 牝3鹿 52 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 410－ 61：34．31� 9．7�
36 ウインミーティア 牝4栗 55 藤岡 康太�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466－ 41：34．51� 8．5�
12 メモリーシャルマン 牝4鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 504＋ 21：34．6� 7．0�
713 カシノラピス 牝4栗 55 水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 434－ 4 〃 ハナ 531．3	
24 テラノイロハ 牝4青鹿55 高田 潤寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 444－ 81：34．81� 40．2

35 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 52 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 478－ 21：34．9� 52．3�
612 シンジュボシ 牝3栗 52 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 468－101：35．32� 6．5�
47 プラチナテーラー 牝3鹿 52 高倉 稜中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 クビ 6．0
11 ガムザッティ 牝3黒鹿52 国分 優作吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 490＋161：36．15 39．9�
23 ワンダーエレメント 牝5鹿 55

53 △中井 裕二山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 478－ 41：36．63 183．3�
815 マイオリオン 牝4鹿 55 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438－ 81：36．81� 224．1�
611	 ジツリキネオ 牝4鹿 55 鮫島 良太河合實貴男氏 佐藤 正雄 新冠 小泉 学 456＋101：36．9� 306．3�
816	 ジュウワンブライト 牝4栗 55 田中 健疾風組合 福島 信晴 新冠 ハシモトフアーム 402－ 81：37．43 498．1�
48 ビューティサン 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 敬伍長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 鳥井牧場 452－ 41：38．99 302．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，653，100円 複勝： 76，499，800円 枠連： 31，403，700円
馬連： 143，082，300円 馬単： 84，427，700円 ワイド： 60，091，500円
3連複： 185，252，200円 3連単： 387，788，000円 計： 1，021，198，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 420円 � 270円 枠 連（5－5） 2，200円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 690円 �� 430円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 25，140円

票 数

単勝票数 計 526531 的中 � 182355（1番人気）
複勝票数 計 764998 的中 � 206505（1番人気）� 37133（7番人気）� 64740（6番人気）
枠連票数 計 314037 的中 （5－5） 10579（10番人気）
馬連票数 計1430823 的中 �� 45498（7番人気）
馬単票数 計 844277 的中 �� 18252（12番人気）
ワイド票数 計 600915 的中 �� 21396（8番人気）�� 37932（5番人気）�� 5767（24番人気）
3連複票数 計1852522 的中 ��� 25233（16番人気）
3連単票数 計3877880 的中 ��� 11386（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．8―46．5―58．5―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ウ リ ウ リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．13 京都2着

2010．2．11生 牝3青 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 9戦2勝 賞金 29，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビューティサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月31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 アカネチャン号
（非抽選馬） 1頭 ナーゴナーゴサユリ号
※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。

４レース目



（25中京3）第2日 6月30日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

216，320，000円
10，720，000円
1，740，000円
19，340，000円
62，826，000円
4，866，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
452，786，500円
765，743，100円
290，484，200円
1，219，175，900円
763，339，500円
501，345，100円
1，752，960，100円
3，408，114，300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 9，153，948，700円

総入場人員 21，315名 （有料入場人員 19，743名）
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