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１７０３７ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７９ コスモアイボリー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 荒谷 英俊 B４７４＋ ６１：５７．４ １．５�

６６ ケージーアミーガ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４８６＋ ６１：５７．９３ ９．９�
６７ ファヴェラシック 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B４４８＋ ４ 〃 クビ ７．３�
１１ ディープインアスク 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４６２ ―１：５８．７５ ６．２�
２２ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４１８－ ２１：５９．２３ ７．５�
３３ ティーケイラビット 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５８＋ ２１：５９．３� ５９．４�
４４ ガンバルンバ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４１２－ ６１：５９．９３� ２７５．９	
８１１ ニシノヒナギク 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ８２．２

８１０ ホワイトサンズ 牝３芦 ５４ 御神本訓史日下部勝�氏 土田 稔 日高 本間牧場 ５０６＋１４２：００．１１ １７１．８�

（大井）

７８ カタカンチンタ 牝３鹿 ５４
５１ ▲平野 優加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田 猛 ４３８－ ２２：００．７３� ３５２．３�

５５ メイショウハルカゼ 牝３鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４４８＋ ６２：０２．５大差 ３４９．０

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，２１３，３００円 複勝： ４２，４４２，１００円 枠連： ９，０３１，６００円

馬連： ３４，０６２，０００円 馬単： ３４，１５０，４００円 ワイド： １３，９６６，７００円

３連複： ４５，１３７，１００円 ３連単： １０６，８４９，１００円 計： ２９９，８５２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（６－７） １９０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １７０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ５６０円 ３ 連 単 ��� ２，０００円

票 数

単勝票数 計 １４２１３３ 的中 � ７７１４７（１番人気）
複勝票数 計 ４２４４２１ 的中 � ２９５１０８（１番人気）� ２７１３３（４番人気）� ３６４８８（２番人気）
枠連票数 計 ９０３１６ 的中 （６－７） ３５３３０（１番人気）
馬連票数 計 ３４０６２０ 的中 �� ４４０４４（３番人気）
馬単票数 計 ３４１５０４ 的中 �� ３５７６６（２番人気）
ワイド票数 計 １３９６６７ 的中 �� １５０００（３番人気）�� ２５５２４（１番人気）�� ７８４２（５番人気）
３連複票数 計 ４５１３７１ 的中 ��� ６０４６０（１番人気）
３連単票数 計１０６８４９１ 的中 ��� ３９６２１（４番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．６―１３．３―１３．９―１２．７―１２．５―１２．６―１３．０―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．６―３８．９―５２．８―１：０５．５―１：１８．０―１：３０．６―１：４３．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモアイボリー �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．７．１７ 新潟９着

２００８．４．４生 牝３鹿 母 ダークアイボリー 母母 ブラウンアイボリー １４戦１勝 賞金 １２，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウハルカゼ号は，平成２３年７月２６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。

１７０３８ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３５ トウカイチャーム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７８＋ ２１：１２．３ ２．２�

６１１ シベリアンソアー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５２＋ ２１：１３．１５ ４．０�
５９ セイコーフジ 牡３青 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：１３．２� ８．０�
２４ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４５４± ０１：１３．３� １３．２�
７１３ ノボスカイブルー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８４＋ ４１：１３．４クビ １４．０�
６１２ プリンセスモトヒメ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４０＋ ８１：１３．６１ ２９３．６�
１２ テルユーホワット 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生 	社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４６４＋ ８１：１３．７クビ ８．６


４７ ジパングパワー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海大野 龍氏 嶋田 功 新ひだか カタオカステーブル ４８２＋ ２１：１４．０１� ２０．６�
３６ サマーマリブ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 友田牧場 ４４４－ ６ 〃 クビ ２１．７�
４８ リアライズプラケオ 牡３栗 ５６ 御神本訓史�リアライズ 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７０－１２１：１４．１� ５６．５

（大井）

７１４ ファルファローネ 牡３青鹿５６ 中舘 英二石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 �渡 信義 ４７４－ ２１：１４．２� ４９３．６�
２３ サクラレインボー 牡３芦 ５６ 小島 太一�さくらコマース小島 太 新冠 川上牧場 ４５０＋１２ 〃 ハナ １６０．８�
８１５ ニシノコイシクテ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太西山 茂行氏 小西 一男 むかわ 西山牧場 ４１４± ０ 〃 アタマ １３６．７�
１１ バトルヴンダー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一宮川 秋信氏 田島 俊明 登別 登別上水牧場 ４５８－ ４１：１４．３クビ ３２４．７�
８１６ ユニバーサルアゲン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４５４＋１２１：１４．９３� ６２．６�
５１０ フォージドアストロ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎	三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４５０＋ ８１：１７．７大差 ７２４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０９７，８００円 複勝： ２７，５８６，６００円 枠連： １１，２２８，６００円

馬連： ４９，２２６，０００円 馬単： ３５，７３７，７００円 ワイド： １９，６４６，８００円

３連複： ６２，２８３，６００円 ３連単： ９７，０６５，１００円 計： ３１９，８７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（３－６） ３５０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ４４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ３，９１０円

票 数

単勝票数 計 １７０９７８ 的中 � ６３３０６（１番人気）
複勝票数 計 ２７５８６６ 的中 � ９４００２（１番人気）� ５５３９６（２番人気）� １８２３８（４番人気）
枠連票数 計 １１２２８６ 的中 （３－６） ２３９２５（１番人気）
馬連票数 計 ４９２２６０ 的中 �� ９００２７（１番人気）
馬単票数 計 ３５７３７７ 的中 �� ３７４２１（１番人気）
ワイド票数 計 １９６４６８ 的中 �� ３４６４２（１番人気）�� ９８７６（３番人気）�� ５８４５（１０番人気）
３連複票数 計 ６２２８３６ 的中 ��� ３１６８３（２番人気）
３連単票数 計 ９７０６５１ 的中 ��� １８３３０（３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．４―１２．５―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．９―４６．４―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．４
３ ・（６，７，１３）（３，５）－１４（４，１５，１１）（１，９，１６）（２，１２，８）１０ ４ ・（６，７，１３）（３，５）４（１４，１１）（１，１２）（２，１５，９）１６，８－１０

勝馬の
紹 介

トウカイチャーム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１０．１０．２３ 東京３着

２００８．４．２７生 牡３栗 母 トウカイポピー 母母 トウカイシャネル ９戦１勝 賞金 １２，４００，０００円
〔騎手変更〕 ファルファローネ号の騎手石橋脩は，第３日第５競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
〔その他〕 フォージドアストロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 フォージドアストロ号は，平成２３年７月２６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。
（非抽選馬） ２頭 カシノマイラヴ号・ピースワンレディ号
※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。

第３回　中山競馬　第４日



１７０３９ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ パ ン ジ ャ 牡３青鹿５６ 松岡 正海深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ８１：５６．４ ４．１�

７１０ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０－ ６１：５６．６１� ７．６�
１１ トーホウベスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９４± ０１：５６．７� ３．６�
６７ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 B４５８± ０ 〃 アタマ １１．８�

（大井）

８１２ コパノハリケーン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４８６± ０１：５７．４４ ６．５�
５５ ビッグスナイパー 牡３青鹿５６ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 ４９０－ ６１：５７．６１� ３．７	
３３ シャンドゥリエ 牡３芦 ５６

５３ ▲横山 和生 
社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４２２－ ２ 〃 ハナ ２４．６�
６８ サクラパルフェール 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ５１４＋ ４１：５８．９８ ９６．４�
５６ トウカイエスパー 牡３栗 ５６ 田中 勝春内村 正則氏 栗田 徹 新冠 長浜牧場 ４７０－ ６１：５９．８５ ２８７．２
２２ テンモウカイカイ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 ５０４＋ ２１：５９．９クビ ７８．３�
８１１ ニシノレジェンド 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 むかわ 西山牧場 ５０６－ ４２：０１．８大差 ４１．４�
７９ ジツリキグランデ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一河合實貴男氏 佐藤 吉勝 新冠 海馬沢 明 ３９６＋ ２２：０３．５大差 ２５０．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，８５６，４００円 複勝： ２９，３０４，９００円 枠連： １２，００８，１００円

馬連： ５９，７８３，４００円 馬単： ３８，１０７，４００円 ワイド： ２０，７１２，６００円

３連複： ６４，３００，７００円 ３連単： １１５，３６０，１００円 計： ３５７，４３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � １５０円 枠 連（４－７） １，６９０円

馬 連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ３９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� １０，０５０円

票 数

単勝票数 計 １７８５６４ 的中 � ３４８４７（３番人気）
複勝票数 計 ２９３０４９ 的中 � ４８９７６（３番人気）� ３８７８８（５番人気）� ５７０５７（１番人気）
枠連票数 計 １２００８１ 的中 （４－７） ５２４４（１０番人気）
馬連票数 計 ５９７８３４ 的中 �� ２９３９２（９番人気）
馬単票数 計 ３８１０７４ 的中 �� １０６０９（１４番人気）
ワイド票数 計 ２０７１２６ 的中 �� ７４３２（１２番人気）�� １３５１９（４番人気）�� １３６２７（３番人気）
３連複票数 計 ６４３００７ 的中 ��� ２８８６６（５番人気）
３連単票数 計１１５３６０１ 的中 ��� ８４７５（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．１―１３．６―１３．７―１３．１―１２．８―１３．１―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．６―３８．２―５１．９―１：０５．０―１：１７．８―１：３０．９―１：４３．５

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

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

勝馬の
紹 介

パ ン ジ ャ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．１２ 東京９着

２００８．４．２０生 牡３青鹿 母 フサイチケリー 母母 タイシンリリイ ２戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔制裁〕 トーセンヒカリ号の騎手嶋田純次は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノレジェンド号・ジツリキグランデ号は，平成２３年７月２６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。

１７０４０ ６月２６日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山３）第４日 第４競走 ２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

７８ サトノバロン �５黒鹿６０ 横山 義行里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５１８＋１０３：１２．８ ６．２�

２２ ナイスラッキー 牡６鹿 ６０ 高野 和馬戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５３２＋ ２３：１３．３３ ３．０�
１１ サンデーチョウサン 牡４栗 ６０ 浜野谷憲尚長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ５０６± ０３：１４．１５ ２．８�
６６ ファートゥム �７栗 ６０ 草野 太郎田上 雅春氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４４６－ ２３：１４．２� ５３．０�
６７ ヴィーヴァシャトル 牡５栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ５０２＋ ６３：１５．２６ １２．７�
３３ メジロクリントン 牡４栗 ６０ 大江原 圭岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５０８－ ２３：１５．９４ ７．３�
８１１� ベ ロ ー チ ェ 牡８鹿 ６０ 穂苅 寿彦モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４６２＋１０３：１６．９６ ２５．２	
７９ スズカケノミチ 牝４栗 ５８ 宗像 徹武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５０± ０３：１７．６４ ３２．０

５５ ノーブルエース 牝４鹿 ５８ 五十嵐雄祐�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４２２＋ ８３：１８．１３ １２．３�
４４ カシマレジェンド 牡６鹿 ６０ 千葉 直人松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５３２＋ ４３：２０．１大差 ５７．１

（１０頭）
８１０ マイティーアゲン 牝４鹿 ５８ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，２６３，３００円 複勝： １５，６１７，２００円 枠連： １０，４０２，９００円

馬連： ３８，２４４，４００円 馬単： ３０，７８９，３００円 ワイド： １４，２９０，９００円

３連複： ４９，０５５，０００円 ３連単： ９４，６７２，５００円 計： ２６７，３３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（２－７） ８４０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３３０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ５，７１０円

票 数

単勝票数 計 １４２６３３ 的中 � １８４０６（３番人気）
複勝票数 計 １５６１７２ 的中 � １８１７５（３番人気）� ３５１７２（２番人気）� ４３７３２（１番人気）
枠連票数 計 １０４０２９ 的中 （２－７） ９２３４（３番人気）
馬連票数 計 ３８２４４４ 的中 �� ３１１２４（３番人気）
馬単票数 計 ３０７８９３ 的中 �� １０５０１（７番人気）
ワイド票数 計 １４２９０９ 的中 �� ９６４５（３番人気）�� ９８１９（２番人気）�� ２４７９９（１番人気）
３連複票数 計 ４９０５５０ 的中 ��� ５１６００（１番人気）
３連単票数 計 ９４６７２５ 的中 ��� １２２３８（１３番人気）

上り １マイル １：４５．８ ４F ５１．１－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノバロン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．１１．１６ 東京３着

２００６．２．２３生 �５黒鹿 母 シンデレラガール 母母 バーブスボールド 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔出走取消〕 マイティーアゲン号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ベローチェ号の騎手穂苅寿彦は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（８番・６番・４番への進路影響）

ナイスラッキー号の騎手高野和馬は，２周目４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１番・６番への進路
影響）



１７０４１ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・右）

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

１：４８．２
１：４６．６

良

良

３３ マイネルロブスト 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 ４７６ ―１：５２．１ ７．３�

１１ パスオブトゥルー 牡２黒鹿５４ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５２０ ―１：５２．２� ９．８�
７１２ オペラダンシング 牡２黒鹿５４ 村田 一誠鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４４０ ― 〃 アタマ １１．２�
４６ マイネエミリー 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ４００ ―１：５２．５１� ３．８�
３４ メイヴィーナス 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣千明牧場 武藤 善則 登別（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４ ―１：５２．６� ８．６�
６１０ ミステリアスパワー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二�大山商事 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ５２２ ― 〃 クビ １１．３	
７１１ カレイメモワール 牝２栗 ５４ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５４ ―１：５２．７クビ １３．４

４５ フロムクローバーズ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム ４６２ ―１：５２．８� ３．７�
８１４ ディアワイズマン 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 ４９２ ― 〃 クビ ４０．６�
２２ タヂカラオー 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４６８ ―１：５３．１１� ５３．８
８１３ スピードパンジー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 堤 牧場 ４１６ ―１：５３．８４ １９５．７�
６９ ミスワールド 牝２鹿 ５４ 北村 宏司村田 哲朗氏 坂本 勝美 浦河 小倉牧場 ４６０ ― 〃 ハナ ３４．３�
５７ チ ョ ウ ウ ン 牡２黒鹿５４ 田辺 裕信福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 恵比寿牧場 ４８６ ―１：５４．３３ ５５．７�
５８ ディアコメット 牝２黒鹿５４ 御神本訓史寺田千代乃氏 田村 康仁 新ひだか 大典牧場 ４５８ ―１：５４．９３� ４６．８�

（大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４４，５００円 複勝： ３３，３２４，７００円 枠連： ２１，４４７，０００円

馬連： ５９，９１３，９００円 馬単： ４０，７３７，８００円 ワイド： ２３，５５６，４００円

３連複： ７６，８５８，９００円 ３連単： １１４，８０６，７００円 計： ３９３，５８９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２６０円 � ２８０円 � ３５０円 枠 連（１－３） １，６３０円

馬 連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ５，４５０円

ワ イ ド �� １，０９０円 �� １，４５０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� １１，６１０円 ３ 連 単 ��� ５６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２２９４４５ 的中 � ２４９８８（３番人気）
複勝票数 計 ３３３２４７ 的中 � ３６０２１（３番人気）� ３２８４１（４番人気）� ２４０７９（６番人気）
枠連票数 計 ２１４４７０ 的中 （１－３） ９７４６（８番人気）
馬連票数 計 ５９９１３９ 的中 �� １３９８０（１４番人気）
馬単票数 計 ４０７３７８ 的中 �� ５５２４（２３番人気）
ワイド票数 計 ２３５５６４ 的中 �� ５４１２（１３番人気）�� ４０１０（１９番人気）�� ３０７７（２５番人気）
３連複票数 計 ７６８５８９ 的中 ��� ４８８８（４２番人気）
３連単票数 計１１４８０６７ 的中 ��� １４９４（１９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２５．２―３８．０―５１．７―１：０４．５―１：１７．０―１：２９．０―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルロブスト �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 メジロライアン 初出走

２００９．３．１１生 牡２黒鹿 母 コウエイベラドンナ 母母 スエヒロジョウオー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 タヂカラオー号の騎手石橋脩は，第３日第５競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。
※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。

１７０４２ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１３ グランサンク 牝３栗 ５４ 北村 宏司村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ４１：０８．０ ９．６�

６１１ ラストメッセージ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４２４－ ６１：０８．７４ ３．４�
８１６ エーシンイグアス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ５００＋ ４ 〃 クビ ３．３�
４７ ブルーアンブロシア 牡３芦 ５６ 大野 拓弥 �ブルーマネジメント加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ６１：０９．３３� １２．４�
１２ セイユアドリーム 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４３６± ０１：０９．５１� １８４．１�
３５ ブラックエスパー 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５０＋ ２ 〃 ハナ １０．１�
６１２ シ ル ダ リ ア 牡３黒鹿５６ 田中 勝春幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４６８－ ２ 〃 クビ １５．２	
２４ キ ン グ カ イ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 B４９６＋ ８１：０９．６クビ ６１．２

４８ ガッテンマル �３鹿 ５６ 村田 一誠大島 敏氏 本間 忍 新ひだか 澤田 嘉隆 ４７０＋ ２１：１０．３４ ３１．３�
７１４ シスターソフィア 牝３鹿 ５４ 松岡 正海渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ３８４－１２１：１０．４	 １５．２�
２３ ロッキーベイビー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優井山 登氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６６－ ８１：１１．１４ １８６．６
１１ カチドキハル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 ４３６－１８１：１１．２	 ２３１．８�
３６ グラマラスラン 牝３黒鹿５４ 御神本訓史齊藤四方司氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム ４９８ ―１：１１．４１� ２３．５�

（大井）

５９ バ タ フ ラ イ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太��昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 ４６０－ ４１：１１．８２� ４５５．８�

８１５ パドルボード 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義道永 幸治氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４３４ ―１：１２．０１� ７．４�
５１０ リネンターボ �３青鹿５６ 加藤士津八戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４４２ ―１：１３．３８ ４８３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８７７，３００円 複勝： ３２，２７４，６００円 枠連： ２２，０２９，９００円

馬連： ６５，２７６，２００円 馬単： ４２，９９７，４００円 ワイド： ２５，９９１，２００円

３連複： ８２，０９１，０００円 ３連単： １２６，９８９，５００円 計： ４１８，５２７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（６－７） ６４０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ３６０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ９，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２０８７７３ 的中 � １７２４７（４番人気）
複勝票数 計 ３２２７４６ 的中 � ３６３８４（３番人気）� ７３３０８（１番人気）� ６８９８１（２番人気）
枠連票数 計 ２２０２９９ 的中 （６－７） ２５６９３（３番人気）
馬連票数 計 ６５２７６２ 的中 �� ４０５９０（２番人気）
馬単票数 計 ４２９９７４ 的中 �� １０３５２（９番人気）
ワイド票数 計 ２５９９１２ 的中 �� １２３４８（４番人気）�� １７０６５（２番人気）�� ３５９２３（１番人気）
３連複票数 計 ８２０９１０ 的中 ��� ５０３６９（１番人気）
３連単票数 計１２６９８９５ 的中 ��� １００２８（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．０―１１．３―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．６―４４．９―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランサンク �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ビゼンニシキ デビュー ２０１０．１１．１３ 東京７着

２００８．３．１２生 牝３栗 母 グランシェール 母母 リコドミンゴ ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔騎手変更〕 シルダリア号の騎手石橋脩は，第３日第５競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
〔その他〕 リネンターボ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カチドキハル号・グラマラスラン号・パドルボード号は，平成２３年７月２６日まで平地競走に出走

できない。
ロッキーベイビー号・バタフライ号は，平成２３年８月２６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 テイエムロックダン号
※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。



１７０４３ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３３ クリールタイラント 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ４２：１５．９ ３０．９�

７９ クリーンメタボ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６４－ ４２：１６．２２ １５．６�
６８ ダイワハリントン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４９４－ ２ 〃 アタマ １１．１�
２２ モンドナハト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 ４３８± ０２：１６．４１ １１０．１�
５５ リワードシオン �３鹿 ５６ 後藤 浩輝宮崎忠比古氏 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 B４２４＋ ４２：１６．６１� １．７�
６７ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５０２＋ ８２：１６．７クビ ７．９�

（大井）

８１２ メマンチンタ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義坂田 行夫氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４４２－ ４２：１７．０２ ４５．８�
１１ サイクロンフォース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ４７８－ ８２：１７．４２� ３．７	
８１１ ナイスアランデル 牡３鹿 ５６ 千葉 直人戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４６２± ０２：１７．８２� ４５３．３

５６ メジロテンニョ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６－ ４２：１８．１２ ６９．２�
４４ マ サ デ パ ン 牡３黒鹿５６ 柴田 大知加藤 信之氏 伊藤 大士 浦河 津島 優治 B４６６－ ２２：１８．３１� ２０７．０�
７１０ キンタロウチャン 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優林 啓二氏 藤原 辰雄 新ひだか 斉藤スタッド ４７０－ ６２：１９．２５ １９３．９

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，１４３，２００円 複勝： ４４，５５３，４００円 枠連： １４，４７４，０００円

馬連： ５４，６１８，２００円 馬単： ５１，０１５，９００円 ワイド： ２１，８３６，５００円

３連複： ６６，３０５，１００円 ３連単： １６８，１４３，８００円 計： ４４３，０９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０９０円 複 勝 � ７７０円 � ４８０円 � ４５０円 枠 連（３－７） ８，４６０円

馬 連 �� ７，６００円 馬 単 �� ２３，０６０円

ワ イ ド �� １，７５０円 �� ２，０００円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� １９，２９０円 ３ 連 単 ��� ２０３，１００円

票 数

単勝票数 計 ２２１４３２ 的中 � ５６４８（６番人気）
複勝票数 計 ４４５５３４ 的中 � １４５９６（６番人気）� ２５０１３（５番人気）� ２６９７３（４番人気）
枠連票数 計 １４４７４０ 的中 （３－７） １２６４（１８番人気）
馬連票数 計 ５４６１８２ 的中 �� ５３０８（１８番人気）
馬単票数 計 ５１０１５９ 的中 �� １６３３（３７番人気）
ワイド票数 計 ２１８３６５ 的中 �� ３０７３（１６番人気）�� ２６６６（１９番人気）�� ４２５１（１３番人気）
３連複票数 計 ６６３０５１ 的中 ��� ２５３７（４３番人気）
３連単票数 計１６８１４３８ 的中 ��� ６１１（２６７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．３―１２．９―１３．８―１３．０―１１．６―１１．７―１１．４―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．８―３７．１―５０．０―１：０３．８―１：１６．８―１：２８．４―１：４０．１―１：５１．５―２：０３．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリールタイラント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．３０ 東京１０着

２００８．３．１１生 牡３黒鹿 母 フ ロ ー レ ス 母母 シジェームサン ４戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔騎手変更〕 クリールタイラント号の騎手石橋脩は，第３日第５競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※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。

１７０４４ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２２ � ア リ ガ タ イ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 B４７４± ０１：５５．５ １５．７�

１１ カンマビード 牝４栗 ５５ 中舘 英二石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４９０＋１８１：５５．９２� ９．２�
４４ キュルミナン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生ディアレスト 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド ４８０± ０１：５６．６４ ７８．２�
７７ ウォンビーロング 牝４鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B４６２± ０１：５７．０２� ２．１�
５５ ヤマノトップラン 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 隆則 ４８２－ ４１：５７．３１� １０．７�
７８ � モエレポールスター 牝４青鹿５５ 村田 一誠三枝 栄二氏 伊藤 伸一 新ひだか 中村 和夫 ４６２－ ６１：５７．９３� １０１．２�
８１０ アンシャンテルール 牝３黒鹿５２ 田中 勝春柴原 榮氏 後藤 由之 新冠 川上牧場 ４２８± ０１：５８．０� １４．６�
６６ トレノローザ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４２８＋ ４２：０１．０大差 ８．２	
３３ ゴールドモール 牝５栗 ５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－１２ （競走中止） ３．４


（９頭）
８９ トレジャーチェスト 牝４芦 ５５ 御神本訓史金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）
（大井）

売 得 金

単勝： ２２，８４３，５００円 複勝： ２７，１９９，９００円 枠連： １３，８２９，８００円

馬連： ５９，９５２，６００円 馬単： ４５，３２０，４００円 ワイド： ２２，４３０，５００円

３連複： ６５，６６７，９００円 ３連単： １４５，４４３，９００円 計： ４０２，６８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ３７０円 � ２８０円 � １，１８０円 枠 連（１－２） ４，１７０円

馬 連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ９，９７０円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� ６，６５０円 �� ５，１４０円

３ 連 複 ��� ４５，５１０円 ３ 連 単 ��� ２９９，０００円

票 数

単勝票数 計 ２２８４３５ 的中 � １１５０９（７番人気）
複勝票数 計 ２７１９９９ 的中 � ２０２８３（６番人気）� ２８３７２（３番人気）� ５２９８（８番人気）
枠連票数 計 １３８２９８ 的中 （１－２） ２４５０（１３番人気）
馬連票数 計 ５９９５２６ 的中 �� １１１０１（１４番人気）
馬単票数 計 ４５３２０４ 的中 �� ３３５７（３０番人気）
ワイド票数 計 ２２４３０５ 的中 �� ４６１９（１４番人気）�� ８１６（３２番人気）�� １０５９（２８番人気）
３連複票数 計 ６５６６７９ 的中 ��� １０６５（６２番人気）
３連単票数 計１４５４４３９ 的中 ��� ３５９（３３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．４―１３．５―１３．２―１３．０―１２．９―１３．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．４―４９．９―１：０３．１―１：１６．１―１：２９．０―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ア リ ガ タ イ �

父 ムタファーウエク �


母父 ソウルオブザマター

２００７．５．８生 牝４鹿 母 イッツマジック 母母 ウェーブシンエイ １１戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
初出走 JRA

〔出走取消〕 トレジャーチェスト号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 カンマビード号の騎手石橋脩は，第３日第５競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。
〔競走中止〕 ゴールドモール号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレノローザ号は，平成２３年７月２６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。



１７０４５ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

し お ど め

汐 留 特 別
発走１４時１５分 （芝・右・外）

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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

８１１ ヒシカツジェームス 牡４栗 ５７ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ２１：３３．３ １．５�

４４ マルタカシクレノン 牡３青鹿５４ 御神本訓史國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ２３．７�
（大井）

７８ コスモソーンパーク 牡３青鹿５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ２１：３３．４� ８．７�
１１ トーセンフリージア 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９６－ ６１：３３．７２ １７．７�
６６ マ マ キ ジ ャ 牝３芦 ５２ 北村 宏司北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４１８＋ ２１：３３．８� ２８．１�
５５ ザクリエイション 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１２－ ８１：３４．４３� ６．７	
７９ フロールジェナ 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４０４－ ８１：３４．５� ８９．１

２２ コスモマスタング 牡３黒鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム B４７０－ ２１：３４．６� ６９．０�
６７ コスモマクスウェル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム B４５８－ ４１：３４．９２ ６．７�
３３ 	 コスモアバンティ 牝３芦 ５２ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４１８－ ６１：３５．０クビ １１６．１
８１０ トーセンソニア 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８＋１０ 〃 ハナ １０６．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，５３４，２００円 複勝： ８８，４２４，５００円 枠連： ２１，８１６，６００円

馬連： １１２，４８８，９００円 馬単： ８８，７６０，４００円 ワイド： ４０，６９８，３００円

３連複： １２６，４７２，５００円 ３連単： ３１０，３６６，９００円 計： ８２７，５６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � １８０円 枠 連（４－８） １，７９０円

馬 連 �� １，７００円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ２８０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� １３，１６０円

票 数

単勝票数 計 ３８５３４２ 的中 � ２０４９０５（１番人気）
複勝票数 計 ８８４２４５ 的中 � ５３５９３２（１番人気）� ２５２３１（６番人気）� ７４４０９（４番人気）
枠連票数 計 ２１８１６６ 的中 （４－８） ９０２４（７番人気）
馬連票数 計１１２４８８９ 的中 �� ４８９８６（５番人気）
馬単票数 計 ８８７６０４ 的中 �� ２９２２９（９番人気）
ワイド票数 計 ４０６９８３ 的中 �� １３５３５（９番人気）�� ４２１４３（３番人気）�� ６４７１（１７番人気）
３連複票数 計１２６４７２５ 的中 ��� ３０３７１（１１番人気）
３連単票数 計３１０３６６９ 的中 ��� １７４０８（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３４．７―４６．２―５８．２―１：１０．０―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．１

３ ４－１０，５（３，２）（１，６，８）１１，９，７
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒシカツジェームス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００９．１０．１８ 東京１着

２００７．２．２４生 牡４栗 母 ザラストドロップ 母母 カーペディエム １３戦３勝 賞金 ４７，８９２，０００円
〔調教再審査〕 コスモマクスウェル号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
※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。

１７０４６ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

か し ま

鹿 島 特 別
発走１４時５０分 （ダート・右）

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

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１１ ダイワシークレット 牡６栗 ５７ 柴田 大知大城 敬三氏 菊沢 隆徳 静内 服部 牧場 B４５６－ ４１：１１．０ ２８．５�

８１６� コパノカチーノ 牡５栗 ５７ 松岡 正海小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５１６－ ２ 〃 クビ ５．３�
１２ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４８８± ０１：１１．４２� ４．１�
１１ ハンマープライス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６１：１１．５	 ５．９�
３５ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 御神本訓史水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ １７．１�
（大井）

６１２ ニシノステディー 牝３栗 ５２ 中舘 英二西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７２± ０１：１１．６� ４．０�
３６ ディアアゲイン 牡６栗 ５７ 鮫島 良太村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４６２－ ２１：１１．７� ３５９．９	
５１０ アタッキングゾーン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春広尾レース
 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ４９０＋ ２１：１１．８クビ ２９．６�
４７ ケイアイマーズ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 
啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４７０＋ ２１：１２．１１	 ３４．６�
８１５ ワンダーキラメキ 牡５栗 ５７ 村田 一誠山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４９０＋ ２１：１２．２	 ３３．６
７１３ シゲルソウウン 
４栗 ５７ 小林慎一郎森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ４９０－１２１：１２．３クビ １０．５�
２３ ル ナ ロ ッ ソ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５２２± ０ 〃 クビ １９．６�
５９ オ ヤ シ オ 牡３鹿 ５４ 平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７２± ０１：１２．４クビ ３０．６�
２４ マジックモーメント 牡６黒鹿５７ 嘉藤 貴行藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４６４± ０１：１２．６１ ８６．６�
４８ ダイワフラッグ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５１２± ０１：１２．８１ ３２．３�
７１４ レットイットライド 
７鹿 ５７ 西田雄一郎本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４７０－１４１：１３．９７ ４３７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，９０９，１００円 複勝： ６１，７５３，４００円 枠連： ４４，７７３，５００円

馬連： １６１，０４０，８００円 馬単： ８８，５３０，５００円 ワイド： ５３，８９３，４００円

３連複： １９７，７５７，７００円 ３連単： ３３６，４３９，６００円 計： ９８４，０９８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８５０円 複 勝 � ４９０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（６－８） ８３０円

馬 連 �� ５，２８０円 馬 単 �� １４，６９０円

ワ イ ド �� １，６４０円 �� １，５８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ７，５１０円 ３ 連 単 ��� ７０，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３９９０９１ 的中 � １１０５５（８番人気）
複勝票数 計 ６１７５３４ 的中 � ２５９７８（８番人気）� ９７０８１（２番人気）� １０１４７６（１番人気）
枠連票数 計 ４４７７３５ 的中 （６－８） ４００００（３番人気）
馬連票数 計１６１０４０８ 的中 �� ２２５１０（１９番人気）
馬単票数 計 ８８５３０５ 的中 �� ４４５０（５６番人気）
ワイド票数 計 ５３８９３４ 的中 �� ７６７９（２０番人気）�� ８００２（１９番人気）�� ３４３７２（１番人気）
３連複票数 計１９７７５７７ 的中 ��� １９４５７（２０番人気）
３連単票数 計３３６４３９６ 的中 ��� ３５３５（２２１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．３―１２．２―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．７―４５．９―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワシークレット �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００７．７．８ 福島２着

２００５．４．６生 牡６栗 母 パ ー レ イ 母母 Sister Aggie ３８戦４勝 賞金 ８２，４６８，０００円
〔騎手変更〕 レットイットライド号の騎手石橋脩は，第３日第５競走での落馬負傷のため西田雄一郎に変更。
〔制裁〕 ファンドリカップ号の騎手御神本訓史は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エビスオール号・クレムリンエッグ号・リバイバルシチー号
※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



１７０４７ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�

げ し

夏至ステークス
発走１５時３０分 （芝・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：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１，１５０万円毎１�増，�：３歳５１�４歳
以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�
増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ フィフスペトル 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０＋ ４１：４６．８ ２．４�

８１４ オペラブラーボ 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４３６＋ ２１：４６．９� ５．２�

３３ トップカミング 	５黒鹿５５ 小坂 忠士�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 B４５０－ ６１：４７．２２ ２２．４�
４５ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５５ 松岡 正海�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６４－ ４１：４７．３� ４．９�
３４ ダイシンプラン 牡６栗 ５５ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０－ ８１：４７．４クビ １２．２�
４６ デストラメンテ 牡７芦 ５６ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５８± ０ 〃 クビ １１７．７�
２２ メインストリーム 牡６鹿 ５６ 鮫島 良太臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５０４＋１６１：４７．７２ ６２．０	
７１２
 フライングアップル 	７鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０６± ０１：４７．９１� １８．７

６９ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５７ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７２＋ ６ 〃 クビ ６１．１�
７１１ ムラマサノヨートー 牡７栗 ５６ 大野 拓弥新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４８８－３２１：４８．０� ２９．４�
５８ ロードキャニオン 	７鹿 ５６ 大庭 和弥 ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４６６－ ２１：４８．５３ ７３．１�
５７ � コスモヴァシュラン 牡７青鹿５５ 御神本訓史林 明道氏 河津 裕昭 新冠 川上 悦夫 ４５８－ ３１：４８．６� ２６１．２�

（川崎） （大井）

８１３ イ コ ピ コ 牡５鹿 ５６ 村田 一誠錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４７６＋ ２１：５０．１９ ６．６�
６１０ アドマイヤダンク 牡７栗 ５６ 田中 勝春近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１０＋ ２１：５９．８大差 ７８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５２，１２８，６００円 複勝： ５９，２４５，３００円 枠連： ５５，７９６，５００円

馬連： ２７３，６５１，６００円 馬単： １４３，８７９，３００円 ワイド： ５８，３７０，０００円

３連複： ２６０，７５１，１００円 ３連単： ５５９，６３６，４００円 計： １，４６３，４５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３５０円 枠 連（１－８） ３７０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ６８０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ３，３２０円 ３ 連 単 ��� １０，７６０円

票 数

単勝票数 計 ５２１２８６ 的中 � １７６２０３（１番人気）
複勝票数 計 ５９２４５３ 的中 � １６８０８８（１番人気）� ９８４４０（２番人気）� ３０１１６（７番人気）
枠連票数 計 ５５７９６５ 的中 （１－８） １１１４６８（１番人気）
馬連票数 計２７３６５１６ 的中 �� ２９７２３０（２番人気）
馬単票数 計１４３８７９３ 的中 �� １０８６７２（２番人気）
ワイド票数 計 ５８３７００ 的中 �� ５１９２７（２番人気）�� ２０５４５（８番人気）�� １０３６２（１６番人気）
３連複票数 計２６０７５１１ 的中 ��� ５８１２０（１０番人気）
３連単票数 計５５９６３６４ 的中 ��� ３８４０９（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．２―３６．０―４８．６―１：００．４―１：１２．４―１：２４．０―１：３５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．４
１
３
１，３（６，８）１２，９，１４（４，１０）１３（２，５）１１，７・（１，３）６，８（１４，９）（１２，５）４（２，１１，１０，１３）－７

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

勝馬の
紹 介

フィフスペトル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bahri デビュー ２００８．７．１２ 函館１着

２００６．５．２２生 牡５鹿 母 ライラックレーン 母母 Lilac Garden １６戦４勝 賞金 １６６，６２７，０００円
〔騎手変更〕 ムラマサノヨートー号の騎手石橋脩は，第３日第５競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
〔その他〕 イコピコ号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤダンク号は，平成２３年７月２６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 ハンソデバンド号
※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。

１７０４８ ６月２６日 曇 良 （２３中山３）第４日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３４ セイウンエンドラン 牝４栗 ５５ 田辺 裕信西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５３６－ ４１：１１．３ ２１．２�

６１０ シルクファルシオン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ８ 〃 クビ ４．４�
４６ ジャーグラット 牡３栗 ５４ 御神本訓史本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２２＋ ４１：１１．６２ １２．３�

（大井）

１１ ケイアイクライム 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５１２－ ２ 〃 ハナ ３．３�
３５ オンワードセジール 牝５栗 ５５ 加藤士津八�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４６６＋ ６１：１１．８１ ２１５．０�
８１５ コ ア ヨ カ 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ２１．７�
７１２ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５１２＋ ８１：１２．０１� ６２．４	
５９ キンショーユウジャ 牡３栗 ５４ 北村 宏司礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５００＋ ６１：１２．１クビ １３．７

２２ ミラクルフルーツ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B５０６± ０１：１３．２７ １５０．８�
７１３ ウネントリッヒ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４５８－ ８１：１３．４１� ７．９�
８１４ ザストロンシチー 牡３鹿 ５４ 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ３．３
４７ デュークビスティー 牡４芦 ５７

５４ ▲平野 優備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 畠山牧場 ４５２－ ２１：１４．３５ １３９．１�
６１１ テイエムシャトウ 牡３鹿 ５４ 武士沢友治竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４７６＋１２１：１４．７２� ４０１．５�
２３ ハッピーライフ 牝４栗 ５５ 小林 淳一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４４２－ ４１：１５．５５ ７０．０�

（１４頭）
５８ サミットストーン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春百万 武夫氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４７，４２９，２００円 複勝： ６０，２０９，９００円 枠連： ４０，５４６，１００円

馬連： １５３，０６１，５００円 馬単： ９０，１６９，６００円 ワイド： ４８，６８２，６００円

３連複： １７４，９２８，１００円 ３連単： ３５７，０４０，６００円 計： ９７２，０６７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ４９０円 � ２１０円 � ３３０円 枠 連（３－６） ４，０５０円

馬 連 �� ３，８６０円 馬 単 �� １１，１３０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� １，９３０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １１，８５０円 ３ 連 単 ��� １０１，０８０円

票 数

単勝票数 差引計 ４７４２９２（返還計 ５６３） 的中 � １７６９１（７番人気）
複勝票数 差引計 ６０２０９９（返還計 ６９５） 的中 � ２８８５６（７番人気）� ８９４３３（３番人気）� ４６８９２（５番人気）
枠連票数 差引計 ４０５４６１（返還計 ２８） 的中 （３－６） ７３９６（１７番人気）
馬連票数 差引計１５３０６１５（返還計 ３９４２） 的中 �� ２９３３４（１８番人気）
馬単票数 差引計 ９０１６９６（返還計 １８２５） 的中 �� ５９８２（４０番人気）
ワイド票数 差引計 ４８６８２６（返還計 ６３３） 的中 �� ９０１２（２０番人気）�� ６０６４（２２番人気）�� １４９００（１１番人気）
３連複票数 差引計１７４９２８１（返還計 ６７９０） 的中 ��� １０８９７（４２番人気）
３連単票数 差引計３５７０４０６（返還計 １６８１２） 的中 ��� ２６０７（２８３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．３―１２．１―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．８―４５．９―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンエンドラン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１．９ 中山２着

２００７．３．７生 牝４栗 母 ランディスティニー 母母 キャロットウイン ７戦２勝 賞金 １７，８４０，０００円
〔出走取消〕 サミットストーン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 オンワードセジール号の騎手加藤士津八は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（６番・７番・９番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーライフ号は，平成２３年７月２６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シュテルンターラー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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 カシノカルミア号
※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



（２３中山３）第４日 ６月２６日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９２，７３０，０００円
２，１３０，０００円
９，５００，０００円
１，４３０，０００円
１７，９１０，０００円
５４，４４１，５００円
４，５１２，０００円
１，５３４，５００円

勝馬投票券売得金
３３０，２４０，４００円
５２１，９３６，５００円
２７７，３８４，６００円
１，１２１，３１９，５００円
７３０，１９６，１００円
３６４，０７５，９００円
１，２７１，６０８，７００円
２，５３２，８１４，２００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 ７，１４９，５７５，９００円

総入場人員 ３８，１０６名 （有料入場人員 ）


