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１８００１ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （芝・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
１：２０．３良

７８ メイケイペガムーン 牝２黒鹿５４ 国分 恭介名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 ４２８－ ４１：２４．０ 基準タイム ２．５�

６６ ディアマイベイビー 牝２青鹿５４ 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 ４３０－ ２ 〃 クビ ２．０�
３３ ダイナミックウオー 牡２黒鹿５４ 幸 英明小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 ４９０－ ４１：２４．４２� ３３．１�
４４ マイネルヴォル 牡２芦 ５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム ４９０－ ２１：２４．６１� ５．８�
６７ コウエイターボ 牝２黒鹿５４ 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４－ ２１：２４．７� ４９．８�
８１１ シゲルペガススザ �２黒鹿５４ 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 ４３２＋ ４１：２４．８クビ ７２．７	
２２ 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＋ ２ 〃 ハナ １３２．４

５５ 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 ４８２－ ４１：２４．９� ２２０．３�
１１ イスカンダル 牡２鹿 ５４ 浜中 俊前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７０－ ２１：２５．１１ １０．７�
８１０ トップハーレー 牡２青鹿５４ 太宰 啓介�コオロ 坂口 正則 新冠 秋田牧場 ４５８＋ ４１：２５．３１� １５１．４
７９ クラウンアリオン 牡２栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志矢野 悦三氏 日吉 正和 熊本 本田 土寿 ４５４± ０１：２５．５１� ２６９．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，４３７，３００円 複勝： ３９，６４８，１００円 枠連： ８，０４４，２００円

馬連： ２９，５９８，２００円 馬単： ２６，７５６，２００円 ワイド： １５，５０２，７００円

３連複： ４６，３１０，２００円 ３連単： １０２，２３９，２００円 計： ２８４，５３６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（６－７） １８０円

馬 連 �� １９０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ７１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ３，７５０円

票 数

単勝票数 計 １６４３７３ 的中 � ５２３６６（２番人気）
複勝票数 計 ３９６４８１ 的中 � １１１２８４（２番人気）� １８６０７５（１番人気）� １６３３３（５番人気）
枠連票数 計 ８０４４２ 的中 （６－７） ３３５９５（１番人気）
馬連票数 計 ２９５９８２ 的中 �� １１８７９１（１番人気）
馬単票数 計 ２６７５６２ 的中 �� ４６９４４（２番人気）
ワイド票数 計 １５５０２７ 的中 �� ４７３３８（１番人気）�� ３８０９（９番人気）�� ５４６７（７番人気）
３連複票数 計 ４６３１０２ 的中 ��� ２５１９６（３番人気）
３連単票数 計１０２２３９２ 的中 ��� ２０１３３（１１番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．９―１１．９―１２．８―１２．７―１１．５―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２３．９―３５．８―４８．６―１：０１．３―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイケイペガムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１２．６．９ 阪神２着

２０１０．４．８生 牝２黒鹿 母 ベラミロード 母母 ベラミスキー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。

１８００２ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１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）

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� 基準タイム

中央レコード

１：５１．３
１：４７．８

不良

重

４７ メモリーシャルマン 牝３鹿 ５４ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ５００－ ２１：５４．０ ２．６�

２３ カプリッチレット 牝３栗 ５４ 北村 友一谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 ４５８＋１４１：５４．８５ ２０．３�
３６ ブライトポジー 牝３鹿 ５４ 国分 恭介�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４３６＋ ２１：５４．９� ７．５�
８１５ タニノユニヴァース 牝３青鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂谷水 雄三氏 日吉 正和 安平 ノーザンファーム ４２４－ ８ 〃 クビ ６１．６�
７１４ ホシニイノリヲ 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５１６＋ ８１：５５．１� ４．２�
４８ ロンダドール 牝３鹿 ５４ 国分 優作 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６ 〃 クビ ５．５�
６１２ ショコラディスコ 牝３青 ５４ 浜中 俊吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：５５．７３� ４０．２	
５１０ カワカミリバティー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４６２－１０ 〃 ハナ ３３．３

５９ ミスハレクラニ 牝３黒鹿５４ 松山 弘平田畑 勝彦氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ２１：５５．８� ７８．９�
１２ スリーアメニティー 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５０－１１１：５６．０１� １０９．０
８１６ プ レ リ ア ル 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２８－ ２１：５６．５３ １８．３�
７１３ ローザロッチェ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ５００± ０１：５６．７１ ５０．０�
３５ エーシンスピニング 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�栄進堂 松永 昌博 浦河 本巣 敦 ４３０＋ ４ 〃 クビ １６３．９�
１１ マテリアルガール 牝３鹿 ５４ 和田 竜二山上 和良氏 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 ４３６＋ ４１：５６．８� １２．２�
２４ ゴールドクラージュ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �ゴールドレーシング 森 秀行 新冠 松浦牧場 ４１８＋ ６１：５７．６５ １３４．４�
６１１ ビコースピカ 牝３鹿 ５４ 芹沢 純一�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 ４００－１４１：５９．２１０ ５３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１６０，７００円 複勝： ３０，５６８，３００円 枠連： １２，４３６，２００円

馬連： ３４，４６１，７００円 馬単： ２２，５４４，２００円 ワイド： １８，４５７，２００円

３連複： ５６，５３２，７００円 ３連単： ８４，３０４，１００円 計： ２７４，４６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ４１０円 � １８０円 枠 連（２－４） ９８０円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ３３０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� １６，８９０円

票 数

単勝票数 計 １５１６０７ 的中 � ４６９５８（１番人気）
複勝票数 計 ３０５６８３ 的中 � ７７４２８（１番人気）� １４１２７（７番人気）� ４５７５２（３番人気）
枠連票数 計 １２４３６２ 的中 （２－４） ９４１９（４番人気）
馬連票数 計 ３４４６１７ 的中 �� １１６０６（７番人気）
馬単票数 計 ２２５４４２ 的中 �� ５５５３（１１番人気）
ワイド票数 計 １８４５７２ 的中 �� ６１６１（７番人気）�� １５４０４（３番人気）�� ３７２４（１２番人気）
３連複票数 計 ５６５３２７ 的中 ��� １４３１４（７番人気）
３連単票数 計 ８４３０４１ 的中 ��� ３６８５（３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．７―１３．０―１３．４―１３．２―１３．１―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３６．２―４９．２―１：０２．６―１：１５．８―１：２８．９―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．２
１
３
１４－５（１，３）１２，９（４，８，１０）（７，１３）６－１６（２，１５）１１
１４（１，５）３（８，９）（７，１２）（６，１０）１３－（４，１６，１５）２，１１

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

勝馬の
紹 介

メモリーシャルマン �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 アーミジャー デビュー ２０１２．３．２４ 中京失格（９位）

２００９．５．１１生 牝３鹿 母 メモリージュエル 母母 バ ラ ワ キ ６戦１勝 賞金 ８，９５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビコースピカ号は，平成２４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ゴールデンドロップ号・スリーベルクイン号
（非抽選馬） ２頭 ジェシカピンク号・ストレートラブ号

第２回 中京競馬 第１日



１８００３ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１日 第３競走 ��
��１，４００�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� 基準タイム

中央レコード

１：２３．４
１：２１．５

重

不良

２４ エ ス ペ リ ア 牡３栗 ５６ 浜中 俊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム ４４０－ ２１：２５．６ ５．３�

４８ ハードチョンホ �３鹿 ５６ 渡辺 薫彦津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４３２＋ ２１：２５．９１� １４．０�
８１５ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 小牧 太内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２０＋ ２１：２６．３２� ８．３�
７１４ シゲルイチジク 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 沖田 繁 ４４０－ ２１：２６．７２� ５９．４�
１１ デンコウアクティブ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ３．６�
５９ ア ヴ ォ カ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４７６－ ６１：２７．３３� ２．５�
２３ クリノビックリ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太栗本 博晴氏 高橋 義忠 新冠 石田牧場 ４１２－ ２１：２７．５１ ８１．８�
３５ ニューロジカル 牡３黒鹿５６ 国分 優作服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４６６± ０１：２７．８２ １７１．０	
１２ スカイアクセス �３鹿 ５６ 石橋 守
和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 ５０６－ ７１：２８．０１� ３７８．３�
８１６ コーナーポケット 牝３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４３４＋１０１：２８．１クビ ２５．０�
３６ メイショウパーシー 牡３鹿 ５６ 松田 大作松本 好氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 ５０２ ― 〃 ハナ １０１．４�
６１２	 シゲルグアバ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜森中 蕃氏 田中 章博 米 Pam & Mar-
tin Wygod ４８８－ ２１：２８．４１� ５０．５�

５１０ シルクヴェリタス 牡３黒鹿５６ 北村 友一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 ４７８ ―１：２８．７１� ４２．９�

４７ セフティリューオー 牡３青 ５６ 幸 英明池田 實氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ４９６± ０ 〃 クビ １６．２�
６１１	 シゲルチェリモヤ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 米 Thomas W.

Bachman ５０４－１４１：２９．５５ ２４３．０�
７１３ ニホンピロロプロス �３栗 ５６ 小坂 忠士小林百太郎氏 作田 誠二 新ひだか 友田牧場 ４５８＋ ２１：４１．８大差 ３１１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４６３，０００円 複勝： ３４，５０８，０００円 枠連： １２，０９０，７００円

馬連： ３８，３００，０００円 馬単： ２７，５８９，２００円 ワイド： ２０，３４４，８００円

３連複： ５５，９５４，０００円 ３連単： ９８，２８３，５００円 計： ３０３，５３３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � ３２０円 � ２６０円 枠 連（２－４） ２，０４０円

馬 連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ６，２３０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� ７５０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ６，９９０円 ３ 連 単 ��� ３８，４２０円

票 数

単勝票数 計 １６４６３０ 的中 � ２４６６０（３番人気）
複勝票数 計 ３４５０８０ 的中 � ５８１０９（３番人気）� ２６１１３（５番人気）� ３３２８６（４番人気）
枠連票数 計 １２０９０７ 的中 （２－４） ４３９２（９番人気）
馬連票数 計 ３８３０００ 的中 �� ８０３２（１１番人気）
馬単票数 計 ２７５８９２ 的中 �� ３２７０（１８番人気）
ワイド票数 計 ２０３４４８ 的中 �� ３６２２（１２番人気）�� ６９４２（７番人気）�� ３３９６（１３番人気）
３連複票数 計 ５５９５４０ 的中 ��� ５９１１（２２番人気）
３連単票数 計 ９８２８３５ 的中 ��� １８８８（１０６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．５―１２．５―１２．６―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３４．９―４７．４―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４F５０．７―３F３８．２
３ ・（１４，７，１６）４（１，１３，９，１５）（２，８，１１，１２）（３，６，１０）－５ ４ ・（１４，７，１６）（４，１，９，１５）（８，１２）（２，３）１０，１１，５，６，１３

勝馬の
紹 介

エ ス ペ リ ア �
�
父 デュランダル �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２０１１．１２．１７ 小倉７着

２００９．５．３１生 牡３栗 母 バ ー シ ャ 母母 My Darling One ８戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔制裁〕 シゲルイチジク号の騎手藤懸貴志は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１３番への進路影響）
〔その他〕 ニホンピロロプロス号は，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〕 ニホンピロロプロス号は，平成２４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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミッキークリスエス号
（非抽選馬） ２頭 ヴィクタシア号・ナムラコンカー号

１８００４ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１日 第４競走 ��
��２，０００�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� 基準タイム

中央レコード

２：０２．２
１：５６．１

良

良

１１ ゼログラヴィティー 牡３黒鹿５６ 北村 友一吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６＋１０２：０１．０レコード ３．４�

８１７ 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 ４４８－２０ 〃 クビ １７．８�
８１８ ロードバッカス 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム B４６２－ ２２：０１．１クビ １５．５�
５１０� 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 B４４４－ ８ 〃 クビ １０．５�
７１４ コスモプランタン 牡３黒鹿５６ 松山 弘平 �ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－ ４２：０１．３１ ５．４�
４８ テイエムアピール 牝３青鹿５４ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 山口 義彦 ４４８－ ８ 〃 クビ １７１．８	
６１２ ヴァンヘルシング 牡３青鹿５６ 川田 将雅市川真奈美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４２：０１．４� １５．１

２３ アラタマユニバース 牡３青鹿５６ 鮫島 良太荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５４－ ４２：０１．６� ８２．６�
７１５ カネトシロバスト 牝３鹿 ５４ 国分 優作兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 米田牧場 ４２２± ０ 〃 クビ ２８６．２�
８１６ ヤマニンカヴァリエ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４８６－ ２２：０１．７クビ ７．４
６１１ マイオリオン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４２６－ ２２：０１．８� １５．３�
５９ スリーフラッシュ 牡３栗 ５６ 国分 恭介永井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム B４９２＋ ２２：０１．９� １００．６�
４７ メイショウゲンカイ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８０± ０２：０２．１１	 １７．１�
１２ マ ル ベ ッ ク 牡３青鹿５６ 和田 竜二林 正道氏 的場 均 浦河 安藤牧場 ４９０－１２２：０２．２クビ ２１５．８�
３５ トウカイボイジャー 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ １３６．７�
２４ チ ュ ウ キ チ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志小田切有一氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４２６－ ４２：０２．４１ ５．４�
３６ ミキノサンドバギー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲水口 優也谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４６０－ ２２：０２．６１� ４１１．９�
７１３ ラ イ ト ガ イ 牡３芦 ５６ 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－ ２２：０５．６大差 １５６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，４７１，２００円 複勝： ２８，６７４，７００円 枠連： １５，０９５，３００円

馬連： ３６，４８６，６００円 馬単： ２３，００７，７００円 ワイド： ２０，１４５，７００円

３連複： ５６，４８２，４００円 ３連単： ８０，３４２，７００円 計： ２７５，７０６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １９０円 � ５００円 � ４８０円 枠 連（１－８） ７２０円

馬 連 �� ３，２００円 馬 単 �� ４，２７０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� １，１６０円 �� ２，５７０円

３ 連 複 ��� １１，５５０円 ３ 連 単 ��� ４３，７３０円

票 数

単勝票数 計 １５４７１２ 的中 � ３６５１９（１番人気）
複勝票数 計 ２８６７４７ 的中 � ５１９２７（１番人気）� １３３５７（１０番人気）� １３７７１（９番人気）
枠連票数 計 １５０９５３ 的中 （１－８） １５４９２（１番人気）
馬連票数 計 ３６４８６６ 的中 �� ８４３２（１１番人気）
馬単票数 計 ２３００７７ 的中 �� ３９８１（１３番人気）
ワイド票数 計 ２０１４５７ 的中 �� ３３２８（２３番人気）�� ４３６３（１３番人気）�� １８９４（３５番人気）
３連複票数 計 ５６４８２４ 的中 ��� ３６１０（４３番人気）
３連単票数 計 ８０３４２７ 的中 ��� １３５６（１２７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．１―１２．４―１２．５―１２．７―１２．３―１１．９―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．６―３５．７―４８．１―１：００．６―１：１３．３―１：２５．６―１：３７．５―１：４８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼログラヴィティー �
�
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 ２０１２．１．２９ 京都３着

２００９．２．１０生 牡３黒鹿 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク ５戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔制裁〕 ゼログラヴィティー号の騎手北村友一は，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。（１１番・１２番

への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 スキピオ号・ブラックレイン号



１８００５ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１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� コースレコード

中央レコード

なし
１：２０．３良

１１ ダイナミックガイ 牡２栗 ５４ 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６６ ―１：２２．１ 基準タイム ５．３�

３３ タイセイドリーム 牡２鹿 ５４ 武 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１０ ―１：２２．５２� １．４�
６６ シゲルヘビザ 牡２黒鹿５４ 松田 大作森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 ４６８ ―１：２３．０３ ６５．２�
６７ トーセンエジンバラ 牡２栗 ５４ 小牧 太島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 ４６６ ―１：２３．５３ １８．３�
７９ デンコウシラヌイ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 平取 コアレススタッド ４１６ ―１：２３．８１� １２５．７�
８１１ タカノヒーロー 牡２鹿 ５４ 幸 英明山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 ４６０ ―１：２３．９� １６．７�
５５ 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 ４３６ ―１：２４．１１� １０．４	
４４ オ ン ラ イ ン 牡２鹿 ５４ 松山 弘平重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 ４６６ ―１：２４．３� ３８．１

２２ インディファレンス 牡２栗 ５４ 国分 恭介有限会社シルク河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４６０ ―１：２４．５� ４６．４�
７８ オウケンローズ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二福井 明氏 牧浦 充徳 むかわ 上水牧場 ４９２ ―１：２５．４５ １３．９�
８１０ サムライキング 牡２青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志竹原 孝昭氏 作田 誠二 新ひだか 出羽牧場 ４１０ ―１：２６．２５ １４７．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２３，５１３，６００円 複勝： ４９，８３９，６００円 枠連： ８，４８０，４００円

馬連： ３０，７２９，８００円 馬単： ３３，７７２，８００円 ワイド： １６，６４９，０００円

３連複： ４５，８９４，４００円 ３連単： １１２，１７９，１００円 計： ３２１，０５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ８２０円 枠 連（１－３） ３３０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２，０４０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� １６，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２３５１３６ 的中 � ３５５５０（２番人気）
複勝票数 計 ４９８３９６ 的中 � ６１３６７（２番人気）� ３１６７７３（１番人気）� ４９７２（９番人気）
枠連票数 計 ８４８０４ 的中 （１－３） １９４４６（１番人気）
馬連票数 計 ３０７２９８ 的中 �� ６９３６２（１番人気）
馬単票数 計 ３３７７２８ 的中 �� ２９３９５（２番人気）
ワイド票数 計 １６６４９０ 的中 �� ３１６９０（１番人気）�� １６３３（２３番人気）�� ３３０２（１４番人気）
３連複票数 計 ４５８９４４ 的中 ��� ９４３１（１３番人気）
３連単票数 計１１２１７９１ 的中 ��� ５０６１（５０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．０―１１．６―１１．６―１１．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．２―４５．８―５７．４―１：０９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．３
３ １（５，７）－（４，３，６）８（２，９）１１＝１０ ４ １，５，７（４，３，６）－（２，９，８，１１）＝１０

勝馬の
紹 介

ダイナミックガイ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

２０１０．４．６生 牡２栗 母 スリースキム 母母 ブレイベストスキム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

１８００６ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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� 基準タイム

中央レコード

１：３６．０
１：３１．３

良

良

１２ テイケイフロックス 牝３黒鹿５４ 幸 英明兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９２＋ ８１：３４．６レコード ８．１�

７１４ チ ー ズ マ ヨ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：３４．８１� ５．１�
４８ モルトフェリーチェ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４３４＋１０１：３５．５４ ６．８�
１１ クイーンギムレット 牝３栗 ５４ 松山 弘平飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 ４２２＋ ８１：３５．６� ３．７�
６１２ エリモフェアリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４６８± ０ 〃 クビ １０．３�
７１３ ネオアレクサンドラ 牝３鹿 ５４ 北村 友一小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：３６．１３ ９６．５�
４７ ライングレイス 牝３栗 ５４

５１ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ４００－１４ 〃 クビ ７５．３	
３５ エリモベッラ 牝３青鹿５４ 松田 大作山本三津子氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４４２－ ２１：３６．２� ５７．３

６１１ タマモクロステッチ 牝３芦 ５４

５１ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ３８４± ０ 〃 ハナ ６．３�
２４ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 国分 優作金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４２０＋ ８１：３６．４１� １９８．９
８１５ サファリトウショウ 牝３青鹿５４ 太宰 啓介トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４１６＋ ４１：３６．５� １５．３�
３６ アリスマイン 牝３栗 ５４ 小牧 太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：３６．８１� １４．２�
５１０ ラ メ ー ル 牝３栗 ５４ 武 豊川越 敏樹氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４６６＋３２ 〃 アタマ ４９．９�
５９ レ オ ネ ッ サ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介岩� 僖澄氏 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４９０－ ２１：３６．９クビ ２３４．０�
２３ カ ル ミ ナ 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ４７８＋１０ 〃 クビ １２９．３�
８１６ ミッキーハナコ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三野田みづき氏 森 秀行 新ひだか 千代田牧場 ４５０ ―１：３７．３２� １９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５５２，２００円 複勝： ３４，６４０，７００円 枠連： １６，１８３，２００円

馬連： ４１，８１９，２００円 馬単： ２５，６１９，１００円 ワイド： ２１，７３２，２００円

３連複： ６１，３２３，９００円 ３連単： ９０，０８９，２００円 計： ３０９，９５９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � ３１０円 枠 連（１－７） ７１０円

馬 連 �� ２，４００円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� １，４４０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ６，１３０円 ３ 連 単 ��� ３８，４８０円

票 数

単勝票数 計 １８５５２２ 的中 � １８２６０（５番人気）
複勝票数 計 ３４６４０７ 的中 � ３９０２３（４番人気）� ４９６３６（３番人気）� ２７５６３（６番人気）
枠連票数 計 １６１８３２ 的中 （１－７） １６９７０（２番人気）
馬連票数 計 ４１８１９２ 的中 �� １２８７３（８番人気）
馬単票数 計 ２５６１９１ 的中 �� ３９１４（１８番人気）
ワイド票数 計 ２１７３２２ 的中 �� ６６４４（９番人気）�� ３６４７（２０番人気）�� ５４８３（１１番人気）
３連複票数 計 ６１３２３９ 的中 ��� ７３８６（１９番人気）
３連単票数 計 ９００８９２ 的中 ��� １７２８（１２２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．９―１２．２―１２．３―１１．５―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．４―４７．６―５９．９―１：１１．４―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイケイフロックス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．２．１１ 京都２着

２００９．３．１９生 牝３黒鹿 母 プリティジョディー 母母 ジョディーディア ６戦１勝 賞金 ８，８８０，０００円
※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） ２頭 ヴェルーテ号・ファンタビュラス号
（非抽選馬） ３頭 アドマイヤシルク号・キャニオンリンダ号・ナリタプリムローズ号



１８００７ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１日 第７競走 ��１，８００�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� 基準タイム

中央レコード

１：５１．３
１：４７．８

不良

重

５１０ エーシンハッブル 牡３青 ５６ 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４８８－ ２１：５４．０ ４．５�

２４ プレミアクラウン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 ５００－ ８１：５４．２１� １．７�
７１４ 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± ０１：５４．４１� １７．３�
８１６ 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＋ ２ 〃 クビ １８．９�
３５ オーシャンドライブ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５３４ ―１：５４．５クビ １７．５�
６１１ セルリアンラビット 牡３鹿 ５６ 国分 優作�イクタ 梅内 忍 池田 高橋 正三 ４３６－ ２１：５４．７１� ３８．６	
６１２ イクオリティ 牡３鹿 ５６ 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２－ ６１：５４．９１� １９．１

３６ ヒカリサーベル 牡３青 ５６ 田村 太雅�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 中川牧場 ５００＋ ４１：５５．１１� ２１７．０�
１２ テイエムベンケイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４８６－ ４１：５５．５２� ９．３�
５９ 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 ５０４ ―１：５５．９２� ２８２．８
２３ アラタマライト 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４３４± ０１：５６．２１� ３７０．８�
４８ プラチナスレッド 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：５７．２６ １０６．３�
８１５ ミキノバラライカ 牡３栗 ５６ 鮫島 良太谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 天羽 禮治 ４６６－ ６ 〃 クビ ６７６．６�
７１３ キクノグラード 牡３栗 ５６ 松田 大作菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 惣田 英幸 ４６６＋ ８１：５８．１５ ２３０．８�
４７ スカイノライアン 牡３栗 ５６ 藤岡 康太江 賦晨氏 大久保龍志 新ひだか 神垣 道弘 ４６２＋ ４１：５９．６９ ３７．７�
１１ ゴージャスミス 牡３栗 ５６ 幸 英明吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５０６ ― （競走中止） ４７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０４０，２００円 複勝： ４７，６１９，７００円 枠連： １３，１３９，１００円

馬連： ４６，４４２，７００円 馬単： ３３，１２７，７００円 ワイド： ２３，３９９，６００円

３連複： ６２，１５９，８００円 ３連単： １１８，７８４，４００円 計： ３６８，７１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（２－５） ３７０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ５７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ６，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２４０４０２ 的中 � ４２８４１（２番人気）
複勝票数 計 ４７６１９７ 的中 � ７１３９７（２番人気）� ２４０５２５（１番人気）� ２６１５５（５番人気）
枠連票数 計 １３１３９１ 的中 （２－５） ２６７９４（１番人気）
馬連票数 計 ４６４４２７ 的中 �� ９２２８５（１番人気）
馬単票数 計 ３３１２７７ 的中 �� １９８８７（４番人気）
ワイド票数 計 ２３３９９６ 的中 �� ４４０１５（１番人気）�� ８４１４（７番人気）�� １４７２１（３番人気）
３連複票数 計 ６２１５９８ 的中 ��� ３９９９０（２番人気）
３連単票数 計１１８７８４４ 的中 ��� １２８５６（１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１３．０―１３．０―１２．７―１２．９―１２．９―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．１―５０．１―１：０２．８―１：１５．７―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
１
３
２（４，６）（１０，１３，７）－（５，１２）１４，１５，３（９，１１）１６－８＝１
２（４，６）（１０，７）１３（５，１２，１５）１４－（３，１１）１６（９，８）

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エーシンハッブル �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１１．１１．６ 京都７着

２００９．４．１９生 牡３青 母 サクラハートピア 母母 ミニスカート ９戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
〔競走中止〕 ゴージャスミス号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイノライアン号は，平成２４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オスカーバローズ号・オーブライツ号・ドリームプログラム号・パープルベスト号

１８００８ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１日 第８競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５７�，牝馬２�減

本 賞 ７，２００，０００円 ２，３５０，０００
２，３５０，０００

円
円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：１７．８
２：１０．０

良

良

４７ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５３ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４７４± ０２：１１．５レコード ３．１�

４６ ウインサーガ �３黒鹿５３ 川田 将雅�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 ４５８－ ４ 〃 アタマ ８．０�
７１２ スマッシュスマイル 牡４栃栗 ５７

５４ ▲中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９０± ０ 〃 同着 ４．６�
３４ � サイモンロード 牡４黒鹿５７ 松山 弘平澤田 昭紀氏 友道 康夫 日高 ヤナガワ牧場 ５１０± ０２：１１．６� ４．３�
２２ パッションダンス 牡４鹿 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１０＋２６ 〃 ハナ ６．６�
１１ ギリギリヒーロー 牡４栗 ５７ 武 豊�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２６－ ２２：１１．７� ４４．８	
５９ ドングラシアス 牡８黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 ５１６＋ ４２：１２．１２� ７０．８

８１５ クーガーストリート 牡４青鹿５７ 和田 竜二 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７２－ ２２：１２．４１� ８４．７�
３５ グリーンイレブン 牡６青鹿５７ 国分 恭介吉野加壽代氏 松元 茂樹 浦河トラストスリーファーム ５０２＋ ６ 〃 クビ ２２４．９�
８１４ ウインシュールマン 牡６青 ５７ 浜中 俊�ウイン 森 秀行 新冠 村上 欽哉 ４４６＋ ４２：１２．６１	 ９．９
５８ ブライティアトップ 牝３黒鹿５１ 国分 優作小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４６０－１０２：１２．８１	 ７６．６�
６１１ ハクサンアース 牡３鹿 ５３ 幸 英明河� 五市氏 西園 正都 様似 スイートフアーム ４６４－ ６２：１３．３３ ３５．６�
６１０ オリエンタルコール 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社
松田牧場 ４４８＋１６２：１３．４クビ １４３．６�

２３ � スタニングミノル 牡４青鹿５７ 北村 友一吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ４９６± ０２：１４．５７ ３０８．３�
７１３ リズミックビート 牡５栗 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５１８－ ４２：１５．７７ １１０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２８，８００円 複勝： ３５，７１０，６００円 枠連： １３，８４５，９００円

馬連： ５０，６６５，７００円 馬単： ３１，１３３，６００円 ワイド： ２３，５７３，１００円

３連複： ７０，５１３，５００円 ３連単： １１８，７４６，１００円 計： ３６６，０１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 �
�

２００円
１６０円 枠 連（４－４）（４－７）

５８０円
２６０円

馬 連 ��
��

６００円
３５０円 馬 単 ��

��
１，０９０円
７１０円

ワ イ ド ��
��

４２０円
２７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ���
���

４，２９０円
３，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２１８２８８ 的中 � ５５５１８（１番人気）
複勝票数 計 ３５７１０６ 的中 � ７７５７２（１番人気）� ４１０７３（４番人気）� ６１７８６（２番人気）
枠連票数 計 １３８４５９ 的中 （４－４） ８００６（６番人気）（４－７） ２１７８３（１番人気）
馬連票数 計 ５０６６５７ 的中 �� ２９７７４（４番人気）�� ５６９０２（１番人気）
馬単票数 計 ３１１３３６ 的中 �� １０３２９（７番人気）�� １６６６１（１番人気）
ワイド票数 計 ２３５７３１ 的中 �� １３６２８（３番人気）�� ２４３０１（１番人気）�� １１３４６（６番人気）
３連複票数 計 ７０５１３５ 的中 ��� ３４４６４（２番人気）
３連単票数 計１１８７４６１ 的中 ��� １０１８８（１１番人気）��� １３５８８（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．５―３４．６―４７．２―５９．９―１：１２．４―１：２４．６―１：３６．０―１：４７．５―１：５８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラニカイツヨシ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．１．２８ 小倉２着

２００９．３．１７生 牡３青鹿 母 マイディアガビー 母母 プリンセスガビー １０戦２勝 賞金 ２３，３９８，０００円
※サイモンロード号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１８００９ ６月３０日 晴 良 （２４中京２）第１日 第９競走 ��
��１，４００�

き よ す

清 洲 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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：２３．２
１：１９．０

良

良

８１６ 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＋１０１：２０．０レコード ２．３�

７１５ マイネルハイセンス 牡４黒鹿５７ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４８２± ０１：２０．２１� １３．４�

２３ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５４ 国分 恭介松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ４．６�
１２ ゴーゲッター 牡５鹿 ５７ 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５４０＋ ２１：２０．３クビ ２２．６�
３６ アルティシムス 牡４鹿 ５７ 国分 優作 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－１０１：２０．５１� ８．０�
５９ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５ 北村 友一齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４６０－ ４ 〃 クビ １４２．２	
６１１ グランマルシェ 牡４鹿 ５７ 松田 大作 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B５２８＋１２１：２０．６クビ ５３．２

２４ ロジフェローズ 牝５青鹿５５ 松山 弘平久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ３３．４�
７１３ テ ム ジ ン 牡３鹿 ５４ 武 豊熊谷 貴之氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７６＋１０１：２０．７	 ２９．１�
４７ メイショウコウボウ 牡３黒鹿５４ 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 ４６６＋ ６ 〃 ハナ １９．２
３５ ス ワ ッ ト 牡５栗 ５７ 幸 英明首藤 徳氏 武市 康男 日高 浜本 幸雄 ４４２－ ６ 〃 ハナ １１０．６�
４８ メイショウガルソン 牡５栗 ５７ 藤懸 貴志松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 浦河日成牧場 ４９８＋ ６１：２０．８	 ４２２．５�
５１０ カノヤミノリ 牡３芦 ５４ 佐藤 哲三神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ８．０�
８１７ マイネルコランダム 牡３青鹿５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム ４６０＋１２１：２０．９クビ ７２．６�
１１ フリーアズアバード 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 B４７２＋ ４１：２１．１１� ２６．７�
８１８ シエラネヴァダ 牡５栗 ５７ 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 ５１２± ０１：２１．３１� ４８．６�
６１２ ルリシュブール 牡３鹿 ５４ 鮫島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４５０－１０１：２１．８３ １６０．３�
７１４ トロピカルマドンナ 牝６鹿 ５５ 中井 裕二小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４９０＋ ４１：２１．９� ３２１．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，０４５，６００円 複勝： ６３，４２８，２００円 枠連： ２２，１７６，９００円

馬連： ９４，２２５，２００円 馬単： ５３，１０５，４００円 ワイド： ４１，６１０，４００円

３連複： １３０，４６０，２００円 ３連単： ２１２，７０６，０００円 計： ６５１，７５７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（７－８） ８００円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ３１０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 ��� １１，０６０円

票 数

単勝票数 計 ３４０４５６ 的中 � １１８７６９（１番人気）
複勝票数 計 ６３４２８２ 的中 � １６６４２６（１番人気）� ４４０６３（５番人気）� １１６９５２（２番人気）
枠連票数 計 ２２１７６９ 的中 （７－８） ２０６０３（３番人気）
馬連票数 計 ９４２２５２ 的中 �� ４８５８１（５番人気）
馬単票数 計 ５３１０５４ 的中 �� ２０１１３（５番人気）
ワイド票数 計 ４１６１０４ 的中 �� １６９７２（６番人気）�� ３７４４２（１番人気）�� １２１６７（７番人気）
３連複票数 計１３０４６０２ 的中 ��� ４００４７（４番人気）
３連単票数 計２１２７０６０ 的中 ��� １４１９６（１４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．０―１１．６―１１．４―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３３．８―４５．４―５６．８―１：０７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．６
３ ・（１２，１６）（２，１５）４（１，８，７）３（６，９，１０）１４（５，１３，１８）－１１，１７ ４ １２，１６（２，１５）４（１，８，７）３（６，１０）（９，１４）（５，１３，１８）（１７，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオザウイナー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．２．１２ 京都５着

２００８．３．１６生 牡４青鹿 母 フィバリッシュ 母母 ヘ バ １２戦２勝 賞金 ３３，０８２，０００円
［他本会外：２戦１勝］

１８０１０ ６月３０日 曇 良 （２４中京２）第１日 第１０競走 ��
��１，６００�

な が く て

長 久 手 特 別
発走１５時００分 （芝・左）

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

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３６．０
１：３１．３

良

良

１１ エーシンミズーリ 牡４黒鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４７０＋ ２１：３２．８レコード ３．３�

３５ カネトシディオス 牡５黒鹿５７ 和田 竜二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４４６± ０１：３２．９� ７．４�
５１０ アドマイヤセプター 牝４栗 ５５ 浜中 俊近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：３３．０� ３．９�
８１５ ア バ ウ ト 牡４栗 ５７ 武 豊副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１８＋ ２１：３３．１� ８．２�
８１６ マ イ ウ エ イ 牡６鹿 ５７ 小牧 太近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４６４＋ ８１：３３．２� ５９．４�
３６ イ デ ア 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ １８．３�
４８ セイルラージ 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太 	サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ８ 〃 アタマ ２６．０

２３ ドリームクラフト 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５２－ ２１：３３．４� ９３．５�
７１３ リフトザウイングス 牡４青鹿５７ 幸 英明 	社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２８± ０１：３３．５� ６．９�
５９ 	 サクラルーラー 牡６鹿 ５７ 国分 恭介�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 ５２６－１２１：３４．２４ ４１７．６
２４ キクカラヴリイ 牝８鹿 ５５ 国分 優作飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４５４＋ ２１：３４．５１� ４３９．６�
４７ タガノザイオン 牡５鹿 ５７ 松山 弘平八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B４８２－ ２１：３４．６� ７．０�
６１１ マイネルカーミン 牡３黒鹿５４ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７６＋１０ 〃 アタマ ９９．７�
６１２ スマイルバラッド 牡５栗 ５７ 高倉 稜	�昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４８２＋ ２１：３４．８１� １３２．６�
１２ カ ミ ダ ノ ミ 牡５鹿 ５７ 中井 裕二北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ５０４＋ ６１：３５．０１ ２１２．５�
７１４	 レインボーローズ 牝５栗 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか グランド牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ２３６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，０４１，５００円 複勝： ７３，７６６，７００円 枠連： ２４，１６４，２００円

馬連： １１５，０８５，７００円 馬単： ６１，７７０，０００円 ワイド： ４４，４９０，１００円

３連複： １４６，３３６，１００円 ３連単： ２４７，２３５，０００円 計： ７５０，８８９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（１－３） ８００円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ３２０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 ��� ８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３８０４１５ 的中 � ９２５５２（１番人気）
複勝票数 計 ７３７６６７ 的中 � １６６５０９（１番人気）� ８１９９８（５番人気）� １２２８５４（２番人気）
枠連票数 計 ２４１６４２ 的中 （１－３） ２２４０１（１番人気）
馬連票数 計１１５０８５７ 的中 �� ７９８９０（３番人気）
馬単票数 計 ６１７７００ 的中 �� ２３５４４（４番人気）
ワイド票数 計 ４４４９０１ 的中 �� ２３３６１（４番人気）�� ３７９２４（１番人気）�� １７１４７（９番人気）
３連複票数 計１４６３３６１ 的中 ��� ６２９４７（３番人気）
３連単票数 計２４７２３５０ 的中 ��� ２２５１２（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．４―４６．９―５８．７―１：１０．１―１：２１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．９―３F３４．１

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

勝馬の
紹 介

エーシンミズーリ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．１０．３０ 京都３着

２００８．３．１５生 牡４黒鹿 母 セントルイスガール 母母 Eishin Cynthiana １６戦４勝 賞金 ７３，８７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※マイネルカーミン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１８０１１ ６月３０日 曇 良 （２４中京２）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�

しらかわごう

白川郷ステークス
発走１５時３５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．７．２以降２４．６．２４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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５１．３
１：４７．８

不良

重

４８ ナリタシルクロード 牡５鹿 ５７ 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５２０－ ４１：５０．８レコード ７．８�

８１６ バトードール 牡５栗 ５７ 安藤 勝己 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５３０－ ２１：５１．５４ １３．６�
２４ サクラブライアンス 牡５黒鹿５６ 和田 竜二�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４８４－ ６ 〃 クビ ２４．７�
６１２ サンライズクォリア 牡５鹿 ５５ 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８０± ０ 〃 アタマ １３９．６�
３６ クラシカルノヴァ 牡４黒鹿５８ 幸 英明岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４８２＋ ６１：５１．７１ １．７�
３５ � ダ イ バ ク フ 牡７鹿 ５３ 野元 昭嘉柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ ３６７．５	
７１４ マ ス ト ハ ブ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ５２８＋ ２１：５１．８クビ ６．５

１１ � タケショウカヅチ 牡５鹿 ５４ 鮫島 良太�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５１８± ０１：５１．９� ８８．１�
２３ ニシノヴァンクール 牡５青鹿５５ 川田 将雅西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０４± ０１：５２．２２ ７．７�
８１５ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５２ 藤懸 貴志渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３８－ ２１：５２．４１� ２６６．８
４７ チュウワブロッサム 牝５鹿 ５２ 太宰 啓介中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８２＋１０１：５２．６１� ５２．４�
１２ メイショウエバモア 牡５芦 ５４ 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５２２＋ ８１：５２．９１	 ９８．５�
５９ リッカアリュール 牡６栗 ５４ 国分 恭介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４９６＋ ４１：５４．１７ ２１３．０�
５１０ ユジェニックブルー 牡５黒鹿５４ 佐藤 哲三 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３６＋ ６１：５４．３１� １８．８�
６１１� ジートップキセキ 牡７栗 ５２ 石橋 守�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０４＋ ４１：５５．１５ ３５１．５�
７１３� チョイワルグランパ 牡６黒鹿５３ 小牧 太�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５１２＋１２ （競走中止） ７２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５８，３３６，８００円 複勝： ９９，３２５，０００円 枠連： ４６，６７３，２００円

馬連： ２０９，５１２，０００円 馬単： １２５，９５７，９００円 ワイド： ８０，８３６，０００円

３連複： ２８３，０３９，０００円 ３連単： ５８０，６２８，４００円 計： １，４８４，３０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２２０円 � ３８０円 � ４９０円 枠 連（４－８） ３，０１０円

馬 連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ７，３５０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� １，４７０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� １４，５１０円 ３ 連 単 ��� ８４，８１０円

票 数

単勝票数 計 ５８３３６８ 的中 � ５９０４８（４番人気）
複勝票数 計 ９９３２５０ 的中 � １４１０４８（３番人気）� ６６４１３（５番人気）� ４７６４２（７番人気）
枠連票数 計 ４６６７３２ 的中 （４－８） １１４６２（１２番人気）
馬連票数 計２０９５１２０ 的中 �� ４３３６２（１１番人気）
馬単票数 計１２５９５７９ 的中 �� １２６５６（２１番人気）
ワイド票数 計 ８０８３６０ 的中 �� ２０９３１（１１番人気）�� １３６０７（１７番人気）�� ６８３２（２７番人気）
３連複票数 計２８３０３９０ 的中 ��� １４４０３（４４番人気）
３連単票数 計５８０６２８４ 的中 ��� ５０５３（２２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１３．１―１２．３―１１．７―１２．０―１２．４―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．８―４９．１―１：００．８―１：１２．８―１：２５．２―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタシルクロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．８．１６ 小倉８着

２００７．３．１７生 牡５鹿 母 グリーンインディ 母母 Valthea ３４戦５勝 賞金 ９４，０３６，０００円
〔競走中止〕 チョイワルグランパ号は，発走直後につまずき，転倒したため競走中止。
※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） ９頭 エーシンテンモク号・キラウエア号・ゴッドエンブレム号・サイモントルナーレ号・ダノンハラショー号・

デジタルキャッシュ号・ポイマンドレース号・メタギャラクシー号・ラターシュ号

１８０１２ ６月３０日 曇 良 （２４中京２）第１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・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� 基準タイム

中央レコード

１：１１．３
１：０８．７

重

重

４８ � トーホウペガサス 牡５鹿 ５７ 幸 英明東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５０４± ０１：１１．１レコード １６．７�

６１１� エスケープマジック 牡４鹿 ５７
５４ ▲中井 裕二 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４８２－ ８１：１１．２� １５．３�

１２ シゲルドリアン 牡３鹿 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 中前牧場 ４４０－ ８１：１１．３	 ２４１．４�
６１２
 カフェヒミコ 牝４鹿 ５５ 武 豊西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi

Yoshizawa ５０８± ０１：１１．６１� ２．０�
３５ クラウンカイザー 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 ４９０± ０１：１１．７� １１．２�
３６ クレバーベスト �４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜田	 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４２－ ８１：１１．８クビ ２６６．２

５１０ メイスンファースト 牡７鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８４＋ ４１：１２．０１� ２７．４�
８１６ マ ル コ フ ジ 牡４栗 ５７ 川田 将雅岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ２．９�
７１４ ナイトレイダー �４鹿 ５７ 渡辺 薫彦�日進牧場 柴田 政見 白老 社台牧場 ４９０－１８１：１２．１	 １２５．２
７１３
 ウエストハーバー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５１４＋ ４１：１２．２	 １３．９�
１１ クリスタルヒル 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 谷口牧場 ５０４－ ４１：１２．７３ ４０４．５�
８１５ ヤマニンアルシェ 牡４鹿 ５７ 国分 恭介土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４９８± ０１：１２．９１� ３４３．５�
５９ 
 エイシンエンブレム 牡４芦 ５７ 松山 弘平平井 豊光氏 松永 昌博 米 Helen Y.

Painter ４７０＋ ２１：１３．６４ ８０．３�
２３ キクノフェーデ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５２０－ ６ 〃 ハナ ５０．８�
２４ � コホウノカガヤキ 牝４鹿 ５５ 北村 友一中島 稔氏 飯田 雄三 日高 庫宝牧場 ４４８＋ ８ 〃 アタマ ４７０．９�
４７ シャーズブルー 牡６鹿 ５７ 小牧 太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５４６－２０１：１４．６６ ４１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，８２７，２００円 複勝： ６１，４６８，７００円 枠連： ２７，３７７，４００円

馬連： １０９，５０４，０００円 馬単： ７１，５５４，０００円 ワイド： ４５，６７４，２００円

３連複： １４１，６８７，６００円 ３連単： ３０３，８２１，６００円 計： ７９８，９１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６７０円 複 勝 � ４４０円 � ４８０円 � ２，９２０円 枠 連（４－６） ７２０円

馬 連 �� ９，０５０円 馬 単 �� ２０，８４０円

ワ イ ド �� ２，２８０円 �� １９，０００円 �� ２４，９４０円

３ 連 複 ��� ２９８，７６０円 ３ 連 単 ��� １，９４９，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３７８２７２ 的中 � １７８５１（６番人気）
複勝票数 計 ６１４６８７ 的中 � ３９２５０（５番人気）� ３５１３７（６番人気）� ４９９５（１２番人気）
枠連票数 計 ２７３７７４ 的中 （４－６） ２８１０１（２番人気）
馬連票数 計１０９５０４０ 的中 �� ８９３６（２４番人気）
馬単票数 計 ７１５５４０ 的中 �� ２５３４（４７番人気）
ワイド票数 計 ４５６７４２ 的中 �� ５０４１（２１番人気）�� ５８６（７０番人気）�� ４４６（７９番人気）
３連複票数 計１４１６８７６ 的中 ��� ３５０（２３６番人気）
３連単票数 計３０３８２１６ 的中 ��� １１５（１２９７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．２―１１．７―１１．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．３―４６．０―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．８
３ ・（５，８）１１（３，１２）（２，１３）（９，１０，１４）６－１５（１６，１）４－７ ４ ・（５，８）１１，３，１２（２，１３）－（１０，１４）９（６，１５）１，１６－４＝７

勝馬の
紹 介

�トーホウペガサス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Meadowlake

２００７．４．２０生 牡５鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number １１戦２勝 賞金 ２４，０７０，０００円
初出走 JRA

※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 イメージレイナ号・エーティーショパン号・ルミナススカイ号



（２４中京２）第１日 ６月３０日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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

１７１，６１０，０００円
８，６６０，０００円
１，８００，０００円
１５，１６０，０００円
６２，８５５，５００円
４，８１０，０００円
１，７７６，０００円

勝馬投票券売得金
３１９，７１８，１００円
５９９，１９８，３００円
２１９，７０６，７００円
８３６，８３０，８００円
５３５，９３７，８００円
３７２，４１５，０００円
１，１５６，６９３，８００円
２，１４９，３５９，３００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 ６，１８９，８５９，８００円

総入場人員 １６，００５名 （有料入場人員 １４，９１８名）


