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１７０７３ ７月９日 曇 良 （２３中山３）第７日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４８ ロックドクトリン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４５６－ ２１：１２．６ ３．０�

１２ フローラルホール 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６４± ０ 〃 クビ ３．９�
３６ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４７０－ ２１：１２．９２ ６．４�
８１５ クローズホールド 牝３芦 ５４ 松岡 正海 �グリーンファーム 小笠 倫弘 新ひだか 土田 扶美子 ４７４－ ２１：１３．２１� ２０．５�
５９ ス ナ ン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４５０＋ ６１：１３．９４ １２．１�
３５ ユキノヴィーナス 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 B４７２＋ ２１：１４．０クビ １７．７�
６１２ ゴールドキリー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 ４１６－ ２ 〃 アタマ ５４３．２	
５１０ レザンメルヴェイユ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８ ― 〃 クビ ５０．３

２３ セクシイスイート 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１６＋ ６１：１４．１クビ １５．６�
２４ ダンスビューティ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 ４４２＋ ８ 〃 クビ ５．５�
１１ ア マ レ ッ ト 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４６２ ―１：１４．４１� ９８．６
７１４ スイートフラム 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次シンボリ牧場 古賀 慎明 日高 シンボリ牧場 ４３０＋１４１：１４．５クビ ５２．７�
４７ トリプルハート 牝３鹿 ５４ 北村 宏司村木 篤氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４１２ ―１：１５．４５ ７７．６�
６１１ ベストマテリアル 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎有限会社シルク大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ―１：１５．９３ １７３．７�
８１６ ソ ノ リ テ ィ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ４１６± ０１：１６．３２� ２０６．８�
７１３ キ ア ー ダ 牝３栗 ５４ 江田 照男モナコ商事� 嶋田 功 新ひだか 中橋 正 ４４６± ０１：１６．８３ ６３６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３６９，９００円 複勝： ３５，２３２，１００円 枠連： １３，６３０，０００円

馬連： ４６，３４４，３００円 馬単： ３４，２９０，０００円 ワイド： ２２，１０６，６００円

３連複： ６６，２７３，２００円 ３連単： １０３，２９０，１００円 計： ３３８，５３６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（１－４） ６５０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ５１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ５，４６０円

票 数

単勝票数 計 １７３６９９ 的中 � ４６４６７（１番人気）
複勝票数 計 ３５２３２１ 的中 � ７８２２１（１番人気）� ７２２７３（２番人気）� ３９３００（４番人気）
枠連票数 計 １３６３００ 的中 （１－４） １５５２９（３番人気）
馬連票数 計 ４６３４４３ 的中 �� ５２５４８（１番人気）
馬単票数 計 ３４２９００ 的中 �� ２３５６４（１番人気）
ワイド票数 計 ２２１０６６ 的中 �� １８０１６（２番人気）�� １０３１０（５番人気）�� １３２４１（４番人気）
３連複票数 計 ６６２７３２ 的中 ��� ３４２６９（３番人気）
３連単票数 計１０３２９０１ 的中 ��� １３９８３（７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１２．０―１２．５―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３４．６―４７．１―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．０
３ ６（５，９）２（３，４）（１５，１３）（８，１２）－１４，１０，１（７，１６）－１１ ４ ６（５，９）２，４，１５，３，８，１２，１３，１４，１０，１（７，１６）＝１１

勝馬の
紹 介

ロックドクトリン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Gulch デビュー ２０１１．６．１８ 中山４着

２００８．２．１１生 牝３黒鹿 母 タイキパンドラ 母母 Certain Secret ２戦１勝 賞金 ５，５２０，０００円
〔制裁〕 ロックドクトリン号の騎手武士沢友治は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（３番・１２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キアーダ号は，平成２３年８月９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。
（非抽選馬） ３頭 エムオーテースト号・カシノラム号・ミスファイアー号

１７０７４ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

４６ シルクグラサージュ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ２１：５５．０ ３．２�

７１２ ネ グ レ ス コ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 ４５６＋ ２１：５５．１� ４．０�
５７ ダイワクレバー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 日高 下河辺牧場 ５２６－ ２ 〃 ハナ ２．０�
３３ サミットフィーバー 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真塩田 清氏 鈴木 康弘 新冠 大狩部牧場 B４９０＋ ８１：５５．８４ ３８．２�
２２ アイティゴールド 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６２－ ２１：５６．０１� ２５．８�
３４ ヤマノオペラオー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B４９６＋ ４１：５６．８５ ６８．０�
６１０ ブートジョロキア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６８－ ９１：５７．０１� １９．６�
５８ オーダーアゲン 牡３鹿 ５６ 江田 照男浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５８＋ ６１：５７．２１ ７３．８	
４５ ベストピッチ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太島田 久氏 小西 一男 新冠 ラツキー牧場 ４７２－ ２１：５７．７３ ５１３．６

１１ ウインスティング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６４± ０１：５７．８クビ １５５．０�
８１３ ヤマタケブリンク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山中 和子氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４８２＋ ２１：５７．９� ４９３．４
８１４ モーリマティーニ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 ４７４＋ ６１：５８．０� ９４．３�
７１１ ロックフェス 牡３鹿 ５６ 水出 大介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム ４７２＋ ４１：５９．０６ ２０６．５�
６９ オメガオンリーユー 牡３青鹿５６ 松岡 正海原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６２：００．９大差 ７９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，７２４，７００円 複勝： ３９，５４６，９００円 枠連： １２，５８１，９００円

馬連： ４８，９７０，０００円 馬単： ４１，０４４，５００円 ワイド： ２２，６３５，１００円

３連複： ６０，２０４，６００円 ３連単： １１７，０９５，１００円 計： ３６２，８０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（４－７） ７６０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １４０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ３４０円 ３ 連 単 ��� ２，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２０７２４７ 的中 � ５２１７２（２番人気）
複勝票数 計 ３９５４６９ 的中 � ６７２４７（２番人気）� ４１３１９（３番人気）� ２０９２４４（１番人気）
枠連票数 計 １２５８１９ 的中 （４－７） １２２７９（３番人気）
馬連票数 計 ４８９７００ 的中 �� ５１０３１（３番人気）
馬単票数 計 ４１０４４５ 的中 �� ２２６１０（５番人気）
ワイド票数 計 ２２６３５１ 的中 �� １７６３７（３番人気）�� ５３２２２（１番人気）�� ２９０３２（２番人気）
３連複票数 計 ６０２０４６ 的中 ��� １３４５７７（１番人気）
３連単票数 計１１７０９５１ 的中 ��� ３００９７（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．８―５１．６―１：０４．６―１：１７．０―１：３０．１―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
１
３
７，１３（６，１４）１２（３，８，１１）（２，９）１（４，１０，５）
７（６，１３，１４）（３，１２，９）（８，４）（２，５）（１，１０，１１）

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

勝馬の
紹 介

シルクグラサージュ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．８．２２ 新潟８着

２００８．２．２０生 牡３青鹿 母 ヒカルバイオレット 母母 アローフランネル ８戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オメガオンリーユー号は，平成２３年８月９日まで平地競走に出走できない。

第３回　中山競馬　第７日



１７０７５ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５９ � ケイアイアテナ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 米 Morihiro

Kameda ４０６＋ ８１：０８．６ １０．５�

８１６ ラントゥザリード 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４０６＋１０１：０８．７� ３．８�
５１０ ヴィヴァヴォーチェ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３６＋ ６１：０８．９１� １７．２�
２３ 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± ０ 〃 クビ １．９�
３６ エフティレフア 牝３青鹿 ５４

５１ ▲横山 和生吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B４４２＋ ８１：０９．１１� ９０．４�
７１３ サウスノーブル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４８６－ ６１：０９．２クビ ３３．７	
１１ ショウナンサージュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優�湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 B４４６－ ２１：０９．６２	 ２７．３

８１５ マイネスウィート 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ４１：０９．９１� ３１．８�
４７ レ イ メ イ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次岡田 牧雄氏 松永 康利 浦河 浦河小林牧場 ４４４－ ４１：１０．０� ５５５．８�
１２ リキアイギムレット 牡３鹿 ５６ 中舘 英二高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 桜井牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ７．３
６１２ クイーンザリッチ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司前田 榮生氏 和田 正道 浦河 細道牧場 ４８４＋１８１：１０．４２	 １０９．６�
４８ マイネルスフィア 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４３８＋ ２１：１０．７１� ３９．０�
３５ フォレストシーン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４２２ ―１：１１．２３ ２６３．１�
６１１ レオファンタジー 牡３栗 ５６ 西田雄一郎田中 博之氏 岩戸 孝樹 平取 びらとり牧場 ４３４± ０１：１１．５１� ３８８．６�
７１４ シルククリエイター 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥有限会社シルク矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B４３０－１２１：１１．８１� ３４６．８�
２４ クニサキファーガン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治國島 周夫氏 中島 敏文 日高 マリオステー

ブル ４０２ ―１：２０．３大差 ４９８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２９９，３００円 複勝： ３６，３２５，９００円 枠連： １３，８８４，９００円

馬連： ５０，３８５，９００円 馬単： ４０，６５７，７００円 ワイド： ２１，８２４，５００円

３連複： ６２，４１３，２００円 ３連単： １１５，７８１，３００円 計： ３６２，５７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３１０円 � ２００円 � ５７０円 枠 連（５－８） １，１２０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ５，４００円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ２，０４０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� １０，１１０円 ３ 連 単 ��� ６４，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２１２９９３ 的中 � １６１２８（４番人気）
複勝票数 計 ３６３２５９ 的中 � ２９９５７（４番人気）� ５６７３９（２番人気）� １４３４６（５番人気）
枠連票数 計 １３８８４９ 的中 （５－８） ９１８５（５番人気）
馬連票数 計 ５０３８５９ 的中 �� １６８２８（６番人気）
馬単票数 計 ４０６５７７ 的中 �� ５５５９（１６番人気）
ワイド票数 計 ２１８２４５ 的中 �� ７２２２（７番人気）�� ２５５６（１９番人気）�� ４２１０（１２番人気）
３連複票数 計 ６２４１３２ 的中 ��� ４５６０（３１番人気）
３連単票数 計１１５７８１３ 的中 ��� １３２２（１７３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．３―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．０―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケイアイアテナ �
�
父 Afleet Alex �

�
母父 Danzig デビュー ２０１０．１０．２３ 福島６着

２００８．２．２７生 牝３鹿 母 Anna Sterz 母母 Edge ６戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔発走状況〕 マイネスウィート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルククリエイター号・クニサキファーガン号は，平成２３年８月９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。
（非抽選馬） ２頭 ゴールドユソネット号・ハーティプレアー号

１７０７６ ７月９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山３）第７日 第４競走 ２，８８０�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０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

３４ ボストンプラチナ 牡４青鹿６０ 草野 太郎ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４３６＋ ２３：１４．５ ３．８�

６９ ショウナンサミット 牡５栗 ６０ 大庭 和弥国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０＋ ４ 〃 アタマ １０．７�

３３ クリスタルウイング 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９２± ０３：１４．６� １．９�
８１３ 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 ５０４－ ４３：１５．５５ ７．８�
５８ ディアユウキ 牡４黒鹿６０ 石神 深一ディアレスト 柄崎 孝 浦河 南部 功 ４７２－ ２３：１５．９２� ２５．３�
７１２� コブラボール 牡７青鹿６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４７８± ０３：１６．１１� １１９．２�
５７ スズカケノミチ 牝４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 ４４４－ ６３：１６．４２ ２２０．０	
２２ � ブルーデイズ 牡５鹿 ６０ 山本 康志 �ブルーマネジメント田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ５１０－ ４ 〃 ハナ ８９．９

１１ ノーブルエース 牝４鹿 ５８ 宗像 徹�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１４－ ８ 〃 クビ １１１．３�
７１１ 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± ０３：１６．７１� １４．２
８１４� ブルーデザフィーオ 牡５青 ６０ 水出 大介 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４８４－ ２３：２０．６大差 １４７．９�
４６ � エイトスター �６鹿 ６０ 池崎 祐介玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 元道牧場 ５０８± ０３：２１．５５ ２０３．５�
４５ グラスサミット 牡４芦 ６０ 浜野谷憲尚半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５１２－ ６３：２４．４大差 ３４．１�
６１０ 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 ４４４＋ ８ （競走中止） ２１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，１０２，７００円 複勝： ２０，９６８，５００円 枠連： １３，２９５，４００円

馬連： ３４，７３６，５００円 馬単： ２７，９４８，３００円 ワイド： １３，６７５，７００円

３連複： ４６，９３６，４００円 ３連単： ８５，６０４，７００円 計： ２５８，２６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（３－６） ４００円

馬 連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ３，５００円

ワ イ ド �� ６１０円 �� １９０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ９，１４０円

票 数

単勝票数 計 １５１０２７ 的中 � ３２０６３（２番人気）
複勝票数 計 ２０９６８５ 的中 � ３７４７２（２番人気）� １５６９９（５番人気）� ８６０２８（１番人気）
枠連票数 計 １３２９５４ 的中 （３－６） ２４６３８（２番人気）
馬連票数 計 ３４７３６５ 的中 �� １１５９３（８番人気）
馬単票数 計 ２７９４８３ 的中 �� ５９０６（１１番人気）
ワイド票数 計 １３６７５７ 的中 �� ４５８３（７番人気）�� ２２６０１（１番人気）�� １０５０４（３番人気）
３連複票数 計 ４６９３６４ 的中 ��� ３３４５１（２番人気）
３連単票数 計 ８５６０４７ 的中 ��� ６９１４（２３番人気）

上り １マイル １：４７．１ ４F ５１．２－３F ３８．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボストンプラチナ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．６．２７ 福島１１着

２００７．４．１６生 牡４青鹿 母 アドマイヤアイドル 母母 クイーンアドマイヤ 障害：４戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔競走中止〕 マイティーアゲン号は，２周目４コーナーで自らバランスをくずし転倒したため競走中止。



１７０７７ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

１：３３．４
１：３３．１

良

良

４８ ピーエムデメテル 牝２芦 ５４ 後藤 浩輝松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：３６．１ １０．１�

６１１ メジャーアスリート 牡２栗 ５４ 蛯名 正義�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社
松田牧場 ４９０ ―１：３６．５２� ６．３�

４７ サクラインフェルノ 牡２栗 ５４ 中舘 英二�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４７６ ―１：３６．８クビ＋１� ８．７�
２４ ヒシマーベラス 牝２青 ５４ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４５８ ― （降着） ８３．１�
７１４ コスモソウタ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 ４４２ ―１：３６．９� ３．４�
６１２ フォルテリコルド 牡２鹿 ５４ 村田 一誠 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００ ―１：３７．７５ ５４．２	
８１５ コスモスイング 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４４８ ―１：３８．１２� ６３．０

５９ サトノプレジデント 牡２黒鹿５４ 田面木博公里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：３８．４２ ２．５�
２３ リズムディヴァイン 牡２黒鹿５４ 武士沢友治 �サンデーレーシング 栗田 博憲 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６ ―１：３８．８２� １８．０�
８１６ ギンザコンバット 牡２栗 ５４ 江田 照男有馬 博文氏 的場 均 新ひだか 金 宏二 ４６０ ―１：３９．０１ ２４９．７
３６ ダイワアズール 牡２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ― 〃 アタマ ３１．２�
７１３ セイファート 牡２鹿 ５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：３９．２１� ２９．９�
３５ ダイメイカントリー 牡２鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 漆原 武男 ４５８ ―１：３９．３� ２１６．１�
１１ エ タ ニ テ ィ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 田島 俊明 日高 小西ファーム ４９４ ―１：３９．４クビ １７２．１�
１２ トーホウパスポルテ 牝２芦 ５４

５１ ▲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 ４０２ ―１：４０．３５ ３４１．２�
５１０ ゴ メ ン 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４４０ ―１：４０．５１� １１８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７０６，４００円 複勝： ３６，０２４，３００円 枠連： １６，７６３，２００円

馬連： ５７，８１７，１００円 馬単： ４０，７６２，６００円 ワイド： ２１，４５６，２００円

３連複： ６４，４４９，１００円 ３連単： １０７，３９５，３００円 計： ３７３，３７４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２６０円 � ２３０円 � ３００円 枠 連（４－６） １，１４０円

馬 連 �� ２，０００円 馬 単 �� ５，２００円

ワ イ ド �� ７２０円 �� １，０２０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 ��� ４２，５００円

票 数

単勝票数 計 ２８７０６４ 的中 � ２２４３２（５番人気）
複勝票数 計 ３６０２４３ 的中 � ３６５８２（４番人気）� ４４２７４（３番人気）� ３１０３３（５番人気）
枠連票数 計 １６７６３２ 的中 （４－６） １０８６３（６番人気）
馬連票数 計 ５７８１７１ 的中 �� ２１３７１（８番人気）
馬単票数 計 ４０７６２６ 的中 �� ５７９０（１９番人気）
ワイド票数 計 ２１４５６２ 的中 �� ７５５３（８番人気）�� ５１３６（１１番人気）�� ６１４１（９番人気）
３連複票数 計 ６４４４９１ 的中 ��� ７６９７（２０番人気）
３連単票数 計１０７３９５３ 的中 ��� １８６５（１３０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．５―１２．３―１２．０―１１．６―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．８―４９．１―１：０１．１―１：１２．７―１：２４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピーエムデメテル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

２００９．２．９生 牝２芦 母 ルミナスハッピー 母母 リアリーハッピー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔降着〕 ヒシマーベラス号は，３位〔タイム１分３６秒５，着差クビ〕に入線したが，決勝線手前で急に内側に斜行して

「サクラインフェルノ」号の走行を妨害したため４着に降着。
〔制裁〕 ヒシマーベラス号の騎手加藤士津八は，決勝線手前で急に内側に斜行したことについて平成２３年７月１６日から平成２３年

７月２４日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アエロー号・サンデーダンサー号・ディヴォーション号・ドラゴンネビュラ号・トワイライトダンス号・

ヤングフェロー号・ランナーズ号

１７０７８ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

６１１ フ ォ ー ミ ー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４６８＋ ２１：５５．７ ５．３�

４７ ウインディーヒル 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５１６± ０１：５５．８� ２．４�
７１４ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ６１：５６．０１� ８．４�
２３ プレシャスライン 牝３栗 ５４ 田中 勝春下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４７２± ０１：５７．０６ １３．８�
３５ トーセンビート 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生島川 �哉氏 後藤 由之 日高 ヤナガワ牧場 ４７０－ ２１：５７．５３ ２３１．４	
３６ 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 B４４６－ ２１：５７．６� ４．５�
８１５ サマーサルサ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 ５２０＋１０１：５８．４５ ５８．２�
４８ メリーハート 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝栗山 良子氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ４４８－１２１：５８．６１� ４６．２
８１６ オリオンザジョケツ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上 悦夫 ４３８＋ ２１：５９．４５ ２７５．８�
５１０ ブルーパメラ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋 誠次 ４５０± ０１：５９．５� ２４６．６�
７１３ ミ ル ル ポ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信古谷 千晴氏 小西 一男 浦河 日田牧場 ４７０－ ４１：５９．７１� ６．４�
１２ アトムウィナー 牝３鹿 ５４ 江田 照男永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４８６－ ８２：００．３３� ６８１．６�
２４ アンジェリカシチー 牝３栗 ５４ 小林慎一郎 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 千代田牧場 B４３０＋ ２２：００．４� ２３８．６�
１１ ジョウテンティアラ 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４１４－ ４２：００．６１� ６７．９�
５９ マスタープリムラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太白井 岳氏 萱野 浩二 日高 シンコーファーム ４２４－ ８２：０２．５大差 ６４４．２�
６１２ ポリフォニー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠藤田 宗平氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４５２ ― 〃 クビ ４１７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３９９，６００円 複勝： ３４，５１６，２００円 枠連： １６，５６８，５００円

馬連： ４９，８６８，５００円 馬単： ３５，５６２，９００円 ワイド： ２０，６９１，７００円

３連複： ５７，３５５，５００円 ３連単： ９９，９５９，３００円 計： ３３６，９２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（４－６） ５２０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ４８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ６，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２２３９９６ 的中 � ３３３６９（３番人気）
複勝票数 計 ３４５１６２ 的中 � ６０７０１（２番人気）� １０１１５７（１番人気）� ５２４１０（３番人気）
枠連票数 計 １６５６８５ 的中 （４－６） ２３８８２（２番人気）
馬連票数 計 ４９８６８５ 的中 �� ６７５８４（１番人気）
馬単票数 計 ３５５６２９ 的中 �� １９２７０（４番人気）
ワイド票数 計 ２０６９１７ 的中 �� ２２７１１（２番人気）�� ９４５８（７番人気）�� １８７７３（３番人気）
３連複票数 計 ５７３５５５ 的中 ��� ３８６５５（２番人気）
３連単票数 計 ９９９５９３ 的中 ��� １１９８６（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．６―１３．５―１３．２―１２．９―１２．９―１３．２―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．４―４９．９―１：０３．１―１：１６．０―１：２８．９―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．７
１
３
３（８，１３）１（６，７）５，１１－２，１５（１０，１４）－１６，９（４，１２）・（３，８，１４）１３（６，７）１１，１，５，１５，２－１０－４，９，１６，１２

２
４

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

フ ォ ー ミ ー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１１．１３ 東京８着

２００８．５．２１生 牝３鹿 母 アンファテュエ 母母 バンビフアバー ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスタープリムラ号・ポリフォニー号は，平成２３年８月９日まで平地競走に出走できない。



１７０７９ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

２３ ゴーハンティング 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム ５０２ ―１：３４．３ ６．４�

３５ クイーンオリーブ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４３８－ ６ 〃 クビ ５．９�
８１５ アップルジャック 牡３黒鹿５６ 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５０８－ ２１：３４．９３� ７．５�
６１１ マイネローレライ 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 田中 裕之 ４７２－ ４ 〃 アタマ ２．２�
１２ サトノオリオン 牡３栗 ５６ 田面木博公里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４５６± ０１：３５．０� ２６８．７�
７１４ マリブビーチ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７８－１０１：３５．２１� ３５．１	
２４ ユキノアイオロス �３鹿 ５６ 後藤 浩輝井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４５２－ ４ 〃 クビ ７．６

６１２ ミススパイダー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４３８± ０１：３６．０５ １３．９�
５９ イットーアンファン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 大道牧場 ４８４＋ ４１：３６．１� ５５８．７�
４８ マイネシェリー 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ２１：３６．３１� ３０６．３
４７ キョウエイヒドラ 牝３栗 ５４ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４８２－１４１：３６．５１� １６１．１�
１１ ジーティルピア 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�グリーンテック村山 明 日高 �橋 耀代 ４２０＋ ６１：３６．８１� ３１．１�
３６ ラ デ ュ レ 牝３栗 ５４ 中舘 英二�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－ ８１：３８．２９ ８４．９�
５１０ ショウナンカルマン 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４２６ ―１：３８．９４ ４０２．８�
７１３ ピンクチャリス 牝３鹿 ５４ 村田 一誠吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：３９．１１� ９６．１�
８１６ モナムールフィーユ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：４０．５９ ２４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１７４，６００円 複勝： ３８，２２０，１００円 枠連： １９，５５５，８００円

馬連： ５７，８８４，４００円 馬単： ４０，１８５，０００円 ワイド： ２３，１４９，２００円

３連複： ６８，１４８，９００円 ３連単： １１８，３２４，９００円 計： ３８９，６４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２４０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（２－３） １，０００円

馬 連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� １，０９０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ６，０７０円 ３ 連 単 ��� ２９，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２４１７４６ 的中 � ２９８３５（３番人気）
複勝票数 計 ３８２２０１ 的中 � ３９２９６（５番人気）� ６６１２１（２番人気）� ４３７５７（４番人気）
枠連票数 計 １９５５５８ 的中 （２－３） １４５５４（４番人気）
馬連票数 計 ５７８８４４ 的中 �� １９６１２（７番人気）
馬単票数 計 ４０１８５０ 的中 �� ７２８６（１１番人気）
ワイド票数 計 ２３１４９２ 的中 �� ６５８７（１０番人気）�� ５１１９（１４番人気）�� ８５９３（７番人気）
３連複票数 計 ６８１４８９ 的中 ��� ８２８７（２０番人気）
３連単票数 計１１８３２４９ 的中 ��� ２９２９（９６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１１．６―１２．０―１２．０―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．３―５８．３―１：１０．３―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーハンティング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００８．３．１１生 牡３黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング １戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔発走状況〕 ショウナンカルマン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ショウナンカルマン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンカルマン号・ピンクチャリス号・モナムールフィーユ号は，平成２３年８月９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 オリファン号
（非抽選馬） １頭 キングメーカー号

１７０８０ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００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

４８ ケイアイクライム 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５０８－ ４１：１１．９ ３．９�

５１０ ガ ク ニ ホ シ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９６＋１０ 〃 アタマ ４５．９�
８１５ アプローチミー 牡４黒鹿５７ 中舘 英二吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４９２＋ ６１：１２．１１ ６１．３�
２３ ライムライトシチー 牡６鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４８２－ ６ 〃 クビ ２３．８�
８１６ 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 ４６４－ ２１：１２．２クビ ３６．５�
７１３ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４８６± ０ 〃 クビ １７．０�
２４ � コスモパイレット 牡５黒鹿５７ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman ５２６＋ ２１：１２．３� １５．０

３６ リーサムプライド 牡５芦 ５７ 柴田 善臣平田 修氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：１２．４クビ ８４．０�
５９ トリニティチャーチ 牡３鹿 ５４ 村田 一誠 	サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０± ０１：１２．９３ ３３．４�
１２ コーンドリー 牝３黒鹿５２ 田中 勝春 	社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７０＋１２１：１３．０	 １３．０
３５ ナムラストリーク 牝３栗 ５２

４９ ▲嶋田 純次奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４３８－ ６ 〃 クビ ４．８�
６１１� ユーディドイット 牡３鹿 ５４ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４８２－ ８１：１３．６３	 ２．５�
７１４ キャンパスライフ 牝４栗 ５５ 田辺 裕信吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ６１：１３．９２ ７９．１�
４７ マッハロッド 牡５黒鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４１：１４．２１� １０７．７�
６１２
 アルファママシータ 牝５鹿 ５５ 青木 芳之�貴悦 尾関 知人 新冠 秋田牧場 B４６６－ ６１：１５．２６ ７０１．５�
１１ ロトドレッサー 牝３黒鹿５２ 大野 拓弥	広富牧場 藤原 辰雄 日高 古本 正則 ４４２－ ４１：１５．７３ ９８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，４６９，０００円 複勝： ５０，９８９，９００円 枠連： ２１，６２４，５００円

馬連： ８５，０５３，２００円 馬単： ５３，８１３，０００円 ワイド： ３２，９５０，５００円

３連複： ９６，４６２，４００円 ３連単： １６６，４２８，８００円 計： ５４０，７９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １，３４０円 � １，１３０円 枠 連（４－５） ３，２８０円

馬 連 �� ７，８１０円 馬 単 �� １０，７１０円

ワ イ ド �� ２，４９０円 �� ２，６７０円 �� １７，６８０円

３ 連 複 ��� ９３，３１０円 ３ 連 単 ��� ３４７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３３４６９０ 的中 � ６７６３９（２番人気）
複勝票数 計 ５０９８９９ 的中 � １１３７５３（１番人気）� ８０７５（１１番人気）� ９６７０（１０番人気）
枠連票数 計 ２１６２４５ 的中 （４－５） ４８７３（１５番人気）
馬連票数 計 ８５０５３２ 的中 �� ８０４４（２７番人気）
馬単票数 計 ５３８１３０ 的中 �� ３７０９（３２番人気）
ワイド票数 計 ３２９５０５ 的中 �� ３２８６（２７番人気）�� ３０６１（２９番人気）�� ４５１（８８番人気）
３連複票数 計 ９６４６２４ 的中 ��� ７６３（１８８番人気）
３連単票数 計１６６４２８８ 的中 ��� ３５３（７８１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．２―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイクライム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１０．２．７ 東京６着

２００７．６．８生 牡４黒鹿 母 ケイアイワールド 母母 サラトガワールド １１戦３勝 賞金 ２６，３４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ティティチャーム号・ベルモントエルメス号



１７０８１ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

な め か わ

行 川 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６１２ ハ イ マ ー ク 牝４栗 ５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 照正 新冠 村本牧場 ４５２＋ ６２：００．７ ２９．３�

４８ � アルティスト 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４８４± ０ 〃 ハナ ２３．６�
１２ タングルジャングル 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 日高 日高大洋牧場 ４４８－ ２２：０１．０２ ６．７�
２３ アーバンウィナー 牡４黒鹿５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５８－２４２：０１．７４ ９．３�
３５ プ レ ゼ ピ オ 牡５栗 ５７ 平野 優 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：０１．８クビ １８０．２�
３６ ラストノート 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８０－ ２ 〃 クビ １．７	
２４ エムオークラウン 牡４栗 ５７ 西田雄一郎大浅 貢氏 高柳 瑞樹 日高 門別牧場 B４５６＋ ２２：０２．０１� ２８２．５

８１６ ナゲットスマイル 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥竹本いずみ氏 松山 将樹 むかわ 新井牧場 ４５８－ ２２：０２．１	 １７９．１�
４７ スリーケインズ 牡３芦 ５４ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４４６－ ８２：０２．２クビ １６０．３�
８１７ ラークキャロル 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１８± ０２：０２．３
 １８．２
１１ ディープスノー 牝３鹿 ５２ 武士沢友治齊藤四方司氏 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 ４４６－ ６ 〃 ハナ １１．０�
７１４ マヤノテムジン �６鹿 ５７ 村田 一誠田所 英子氏 高柳 瑞樹 新冠 村田牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ３６１．０�
５１０� ミシュランシチー 牡５鹿 ５７ 小林慎一郎 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７６＋ ２２：０２．５１ ２８１．７�
８１５ マスターソムリエ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２２：０２．６
 １２．９�
７１３ トーセンドンファン 牡４黒鹿５７ 中舘 英二島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７８± ０２：０３．４５ ４４．９�
６１１ マイネルシュライ 牡３青 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４８２－ ６２：０４．６７ １６．１�

（１６頭）
５９ ロ ジ ハ ー ツ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３５，４５２，０００円 複勝： ５０，６９７，９００円 枠連： ２９，６５７，６００円

馬連： １０１，４５５，７００円 馬単： ６６，８１７，８００円 ワイド： ３６，９１７，１００円

３連複： １１８，２７８，５００円 ３連単： ２２３，５３９，３００円 計： ６６２，８１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９３０円 複 勝 � ５３０円 � ４３０円 � ２５０円 枠 連（４－６） ４，８５０円

馬 連 �� １３，２４０円 馬 単 �� ３０，０９０円

ワ イ ド �� ２，５９０円 �� ２，３９０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ２７，６６０円 ３ 連 単 ��� ２０４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３５４５２０ 的中 � ９５６５（９番人気）
複勝票数 計 ５０６９７９ 的中 � ２３２２２（９番人気）� ３００５４（７番人気）� ６１０７１（２番人気）
枠連票数 計 ２９６５７６ 的中 （４－６） ４５２０（１５番人気）
馬連票数 計１０１４５５７ 的中 �� ５６５８（３５番人気）
馬単票数 計 ６６８１７８ 的中 �� １６３９（７３番人気）
ワイド票数 計 ３６９１７１ 的中 �� ３４７７（３２番人気）�� ３７７８（３０番人気）�� ６６５９（１５番人気）
３連複票数 計１１８２７８５ 的中 ��� ３１５６（７２番人気）
３連単票数 計２２３５３９３ 的中 ��� ８０５（４９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．２―１１．２―１３．１―１２．５―１２．０―１２．０―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．６―４６．８―５９．９―１：１２．４―１：２４．４―１：３６．４―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハ イ マ ー ク �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．８．９ 新潟６着

２００７．３．２生 牝４栗 母 トーワマドンナ 母母 トーワルビー １３戦２勝 賞金 ２１，４１３，０００円
〔出走取消〕 ロジハーツ号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。

１７０８２ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�

い ん ば ぬ ま

印 旛 沼 特 別
発走１５時１０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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１３ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２＋ ４１：０８．５ ２．９�

７１４ ショウナンスマイル 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５２± ０ 〃 クビ １９．６�
２３ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５４ 田中 勝春�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４４８＋ ２１：０８．６クビ ４．６�
５１０ ウィルパワー 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５２＋２２１：０８．９１� ４．１�
６１１ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４３４－ ２１：０９．０� １７．７�
３５ ボンジュールメロン 牝４栗 ５５ 村田 一誠田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１０－１０１：０９．１� １０．７	
２４ 	 アスターヒューモア 牝３黒鹿５２ 中舘 英二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn

Farm ４６６＋１２１：０９．３１
 ４９．８

４８ コスモティカル 牝３栗 ５２ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４２４± ０１：０９．４� １７８．６�
１２ ヤマニンアーシー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４５８＋ ６ 〃 クビ ７７．７�
３６ � クリノテンペスタ 牡４栗 ５７ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４５８＋ ２１：０９．５� ３２．３
１１ ス パ ラ ー ト 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４４８± ０１：０９．６� ９．４�
６１２� メイショウグレイト �４黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６２＋ ８１：０９．７� ３５２．３�
５９ � サクラエスケープ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ４９４＋ ６１：１０．３３� ６０．７�
８１６ カトルズタッチ 牝３鹿 ５２ 田面木博公山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４１２－２２ 〃 クビ ３２０．３�
４７ アンゲネーム 牡３鹿 ５４ 江田 照男�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ８１：１０．５１
 ２０．１�
８１５ ホリデイトウショウ 牝３鹿 ５２ 武士沢友治トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０＋ ４１：１０．８１� １９９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，１６８，４００円 複勝： ５３，９１３，５００円 枠連： ３０，６８９，８００円

馬連： １３１，０８４，３００円 馬単： ７６，７９５，１００円 ワイド： ４２，４８１，１００円

３連複： １４５，５９３，３００円 ３連単： ２７１，１６６，１００円 計： ７８７，８９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ４２０円 � １６０円 枠 連（７－７） ２，１５０円

馬 連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ３１０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� １５，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３６１６８４ 的中 � ９８４４６（１番人気）
複勝票数 計 ５３９１３５ 的中 � １２４２９９（１番人気）� ２３８６９（８番人気）� ９７９５２（２番人気）
枠連票数 計 ３０６８９８ 的中 （７－７） １０５６３（１１番人気）
馬連票数 計１３１０８４３ 的中 �� ４２７２６（９番人気）
馬単票数 計 ７６７９５１ 的中 �� １６１３３（１０番人気）
ワイド票数 計 ４２４８１１ 的中 �� １３１７６（８番人気）�� ３８１９８（２番人気）�� ７５６９（１８番人気）
３連複票数 計１４５５９３３ 的中 ��� ３３１０３（９番人気）
３連単票数 計２７１１６６１ 的中 ��� １２５５５（３５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．０―１１．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．５―４４．９―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．０
３ ４（１０，９，１５）（３，７，８，１４）（１，１３）－２（１１，１２）１６（５，６） ４ ４，１０，９（３，８，１５，１４）（１，１３）（７，１１）（５，２）（６，１２）－１６

勝馬の
紹 介

トウショウフォアゴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２０１０．３．２７ 中山７着

２００７．２．１９生 牡４黒鹿 母 レトロトウショウ 母母 メルヘントウショウ １５戦３勝 賞金 ３５，１６８，０００円
※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。
（非抽選馬） ３頭 アラマサマンボウ号・ケイアイカミカゼ号・ベストラン号



１７０８３ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�千 葉 日 報 杯

発走１５時４５分 （芝・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
千葉日報杯（１着）

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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６８ マコトギャラクシー 牡４栃栗５７ 蛯名 正義尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６６± ０１：５９．７ ３．４�

８１２ トランスワープ �６鹿 ５７ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３４－１６１：５９．９１ ６１．４�
６７ � ベ ル タ リ ド 牡７鹿 ５７ 江田 照男伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４７８＋ ６２：００．０	 ５８．６�
７９ ラッキーポケット 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５０６＋ ４２：００．１
 １５．１�
８１１ マイネルモデルノ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４９４－ ８２：００．６３ ４７．１�
１１ ユニヴァースガイ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０４－ ６２：０１．０２	 ４９．５	
３３ ゲームマエストロ 牡４青 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４７０± ０２：０１．３１
 ２．６

５６ マイネルグート 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４９８＋ ６ 〃 ハナ ９．８�
７１０� インザブラック 牡５黒鹿５７ 中舘 英二臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５０８－ ８２：０１．７２	 ４４．１�
２２ シ ャ ガ ー ル 牡４栗 ５７ 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６－ ２２：０２．５５ ３．７
４４ ダブルレインボー 牡５栗 ５７ 北村 宏司吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２２：０２．８１
 ２２．０�

（１１頭）
５５ フランドルシチー 牡６鹿 ５７ 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５２８－１６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ５３，１２１，０００円 複勝： ７５，４７３，５００円 枠連： ４１，８２４，０００円

馬連： ２２５，６１１，３００円 馬単： １４５，４５０，６００円 ワイド： ６４，１３７，８００円

３連複： ２４３，５７８，４００円 ３連単： ５９６，４００，７００円 計： １，４４５，５９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １，１３０円 � ９２０円 枠 連（６－８） ３，０５０円

馬 連 �� １０，２１０円 馬 単 �� １４，６６０円

ワ イ ド �� ２，６４０円 �� ２，１１０円 �� １６，９３０円

３ 連 複 ��� １０７，２００円 ３ 連 単 ��� ４９９，０３０円

票 数

単勝票数 差引計 ５３１２１０（返還計 ２６７７） 的中 � １２３２９３（２番人気）
複勝票数 差引計 ７５４７３５（返還計 ５７４９） 的中 � １８３０３５（１番人気）� １３８４８（１１番人気）� １７２４２（８番人気）
枠連票数 差引計 ４１８２４０（返還計 ８７３） 的中 （６－８） １０１２３（１２番人気）
馬連票数 差引計２２５６１１３（返還計 ３０００５） 的中 �� １６３０９（２７番人気）
馬単票数 差引計１４５４５０６（返還計 １８７６１） 的中 �� ７３２５（３８番人気）
ワイド票数 差引計 ６４１３７８（返還計 １４３４６） 的中 �� ６０１４（２８番人気）�� ７５９８（２０番人気）�� ９１５（５５番人気）
３連複票数 差引計２４３５７８４（返還計 ７４６６１） 的中 ��� １６７７（１２５番人気）
３連単票数 差引計５９６４００７（返還計１６３０９４） 的中 ��� ８８２（５７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．４―４６．４―５９．５―１：１１．０―１：２３．０―１：３５．３―１：４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

マコトギャラクシー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．２３ 中山５着

２００７．５．２０生 牡４栃栗 母 マコトスズラン 母母 ゲ イ ン ザ ー １７戦４勝 賞金 ６２，１２６，０００円
〔競走除外〕 フランドルシチー号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 マコトギャラクシー号の騎手蛯名正義は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路影

響）

１７０８４ ７月９日 晴 良 （２３中山３）第７日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１６ ジールドリル 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３０＋ ２１：５４．６ ７．２�

２４ ジェイズバニヤン 牡５芦 ５７
５４ ▲平野 優津村 靖志氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５２８－１４１：５４．８１� １０．６�

６１２ アカシローレル 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲小野寺祐太臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４４－ ４１：５４．９� ４７．１�

４８ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７
５４ ▲横山 和生田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ５．６�

１１ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４＋ ６１：５５．０クビ ３．１�

５１０ アイアムイチバン 牡４芦 ５７ 蛯名 正義堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４８８＋ ６１：５５．２１� ３．７�
８１５� トーアボンジョルノ 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥高山ランド	 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５０６－ ６１：５５．３クビ ４０．１

１２ オリオンザアルファ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４７６－ ４ 〃 アタマ １８．６�
６１１� エイコオレジェンド 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４６６－ ２１：５５．５１� ４２５．５�
５９ マイティージュニア 牡３黒鹿５４ 田中 勝春本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９６－ １１：５５．６クビ ２３．２
３５ ニ ー ロ 牡３黒鹿５４ 北村 宏司佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５３２－ ８ 〃 アタマ １１６．０�
７１３ キタサンブユーデン 牡４栗 ５７ 柴田 大知�大野商事 河野 通文 新ひだか 藤井 益美 ４６０－ ２１：５５．９２ ２１５．９�
７１４ ソ ヴ リ ン 牡５芦 ５７ 江田 照男�藤沢牧場 田島 俊明 静内 藤沢牧場 ５１８＋ ８１：５６．０� ２９７．４�
２３ � トーアシングン 牡４黒鹿５７ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４９８－１１１：５６．１クビ ６４．９�
３６ ゴールドロジャー 牡３黒鹿５４ 大野 拓弥�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９２± ０１：５６．３１ １６．４�
４７ ボンジュールキセキ 牡４栗 ５７ 中舘 英二田中善次郎氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：５８．９大差 ６０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，７２７，９００円 複勝： ７０，７９０，６００円 枠連： ３５，９５３，７００円

馬連： １３７，６１９，１００円 馬単： ８３，８８８，３００円 ワイド： ５３，０５９，９００円

３連複： １６０，８４８，３００円 ３連単： ３２６，３７７，１００円 計： ９１４，２６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � ３４０円 � ７９０円 枠 連（２－８） ３，２４０円

馬 連 �� ４，１３０円 馬 単 �� ８，５７０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� ３，４６０円 �� ３，３９０円

３ 連 複 ��� ３８，０００円 ３ 連 単 ��� ２１６，６１０円

票 数

単勝票数 計 ４５７２７９ 的中 � ５０１３４（４番人気）
複勝票数 計 ７０７９０６ 的中 � ８３５３５（４番人気）� ５６５３３（５番人気）� ２０６３４（１０番人気）
枠連票数 計 ３５９５３７ 的中 （２－８） ８２０７（１２番人気）
馬連票数 計１３７６１９１ 的中 �� ２４６１９（１６番人気）
馬単票数 計 ８３８８８３ 的中 �� ７２２４（３１番人気）
ワイド票数 計 ５３０５９９ 的中 �� ９８２６（１４番人気）�� ３７３５（３４番人気）�� ３８０８（３３番人気）
３連複票数 計１６０８４８３ 的中 ��� ３１２４（９９番人気）
３連単票数 計３２６３７７１ 的中 ��� １１１２（５３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．７―１３．１―１２．６―１２．９―１３．０―１２．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．８―４９．９―１：０２．５―１：１５．４―１：２８．４―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．２
１
３
７，４（１，６）（５，８）（３，１４，１１）１６，１０（２，１３）（９，１２）－１５・（７，４）６（１，５，１６）８（３，１４，１１）（１０，１２）－（２，１３）（１５，９）

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

勝馬の
紹 介

ジールドリル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．７．１２ 札幌３着

２００７．３．２１生 牡４鹿 母 ラバーズミス 母母 Til Forbid １３戦３勝 賞金 ２５，７００，０００円



（２３中山３）第７日 ７月９日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

１６８，８８０，０００円
４，３１０，０００円
８，４６０，０００円
１，５３０，０００円
１６，０４０，０００円
６１，４２７，５００円
５，４０６，８００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
３５３，７１５，５００円
５４２，６９９，４００円
２６６，０２９，３００円
１，０２６，８３０，３００円
６８７，２１５，８００円
３７５，０８５，４００円
１，１９０，５４１，８００円
２，３３１，３６２，７００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 ６，７７３，４８０，２００円

総入場人員 ２０，４８６名 （有料入場人員 １８，６４０名）


