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１７００１ ６月１８日 曇 不良 （２３中山３）第１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

６１１ ニシノラメール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４７２－ ４１：１１．６ １．４�

２３ 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＋１０１：１１．８１ ７．０�
６１２ 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 ４３４－ ４１：１１．９� ９．７�
１１ 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 ４５８ ―１：１２．０� １２５．１�
７１４ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４ 小島 太一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４５６± ０１：１２．２１� ５６．３�
５９ ネ セ サ リ ー 牝３青 ５４ 田辺 裕信石瀬 浩三氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム B４３８＋１６１：１２．３� ３４．２�
４７ ラグランダム 牝３鹿 ５４ 石橋 脩嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 服部 牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ６８．２�
３６ ジャストザヒロイン 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４４６＋ ６１：１２．４� ９．７	
４８ トミケンロブスト 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか タツヤファーム ４６２－ ２１：１２．６１� １６８．０

３５ マヤリッシュ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�まの 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４２０－ ２１：１３．０２� ４４．１�

２４ プリンセスドリーム 牝３栗 ５４ 柴田 善臣杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４６２－ ２１：１３．１� ２７．１
８１６ カナサンドー 牝３芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次吉田 好雄氏 水野 貴広 浦河 林 孝輝 ４０８ ― 〃 ハナ ２３０．０�
５１０ ダイワエタニティー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４３８＋１８１：１４．１６ １１７．０�
７１３ バニーブーケ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎村木 篤氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２２＋ ８１：１４．４１� ３３１．８�
８１５ マイメロディ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 ４３８＋１０１：１４．７１� ４３６．１�
１２ スカイビンテージ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士 �スカイツリーレーシング 田島 俊明 日高 新井 昭二 ３８８＋ ２１：１７．０大差 ４４２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，１９９，７００円 複勝： ６６，３１７，８００円 枠連： １５，９８０，９００円

馬連： ４７，６６６，８００円 馬単： ４０，１０２，６００円 ワイド： ２１，３７５，１００円

３連複： ６３，４４３，４００円 ３連単： １２４，１９９，４００円 計： ３９８，２８５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（２－６） ３１０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２２０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ７５０円 ３ 連 単 ��� ２，１８０円

票 数

単勝票数 計 １９１９９７ 的中 � １１５０９７（１番人気）
複勝票数 計 ６６３１７８ 的中 � ４７３３１０（１番人気）� ４２６６３（３番人気）� ３６４９４（４番人気）
枠連票数 計 １５９８０９ 的中 （２－６） ３８８０１（１番人気）
馬連票数 計 ４７６６６８ 的中 �� ７５５７５（１番人気）
馬単票数 計 ４０１０２６ 的中 �� ４７４４０（１番人気）
ワイド票数 計 ２１３７５１ 的中 �� ２８０４４（１番人気）�� ２７３１１（２番人気）�� ６９２６（８番人気）
３連複票数 計 ６３４４３４ 的中 ��� ６３０４５（１番人気）
３連単票数 計１２４１９９４ 的中 ��� ４２１４０（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１２．２―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．０―４６．２―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラメール �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Private Terms デビュー ２０１１．２．５ 東京２着

２００８．２．１生 牝３鹿 母 サ イ ン ヒ ア 母母 Miss Demure ６戦１勝 賞金 １２，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイビンテージ号は，平成２３年７月１８日まで平地競走に出走できない。

１７００２ ６月１８日 曇 重 （２３中山３）第１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

８９ クリームソーダ 牡３青鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６１：５２．６ １．１�

４４ ザ キ ャ ッ チ 牡３青鹿５６ 石橋 脩堀越 毅一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 B４５２－ ６１：５２．８１ ４０．４�
３３ アイティゴールド 牡３黒鹿５６ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６４－ ４１：５３．９７ ２３．７�
６６ 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 B４８２＋ ２１：５４．１１� １６６．２�
５５ アカウンタビリティ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲横山 和生池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ５００± ０１：５４．７３� １１．５�
７７ キャプテンバートン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 新冠 競優牧場 ４７０＋ ６１：５５．５５ ２６．７�
２２ レ ゴ リ ス 牡３鹿 ５６ 村田 一誠松本 俊廣氏 小野 次郎 日高 天羽 禮治 ５２４＋ ６１：５６．８８ １２８．９�
７８ ケイアイゼウス 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士 	啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ５０８＋ ８１：５７．０１� ５９．７

１１ アカシサフィア 牝３青鹿５４ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４４４＋ ２１：５７．３１� １３６．４�
８１０ ベルウッドシュン �３栗 ５６ 北村 宏司鈴木 照雄氏 坂本 勝美 浦河 荻伏服部牧場 ５３６ ―１：５７．８３ １０１．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，７６０，５００円 複勝： ５２，４５９，２００円 枠連： １０，０１９，４００円

馬連： ３２，９６６，６００円 馬単： ４２，３３８，２００円 ワイド： １９，７５８，３００円

３連複： ４１，９７７，２００円 ３連単： １３３，８１１，４００円 計： ３６５，０９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � ２７０円 � ２００円 枠 連（４－８） ７７０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２５０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ３，７００円

票 数

単勝票数 計 ３１７６０５ 的中 � ２５７７０２（１番人気）
複勝票数 計 ５２４５９２ 的中 � ４０１６３７（１番人気）� １４９５５（５番人気）� ２４６８６（３番人気）
枠連票数 計 １００１９４ 的中 （４－８） ９６０５（４番人気）
馬連票数 計 ３２９６６６ 的中 �� ３５４３２（４番人気）
馬単票数 計 ４２３３８２ 的中 �� ４１９９１（４番人気）
ワイド票数 計 １９７５８３ 的中 �� １３５６５（４番人気）�� ２２０３９（２番人気）�� ４３５３（１１番人気）
３連複票数 計 ４１９７７２ 的中 ��� ２１２６４（６番人気）
３連単票数 計１３３８１１４ 的中 ��� ２６７２７（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．３―４８．９―１：０１．２―１：１３．６―１：２６．４―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３９．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリームソーダ 
�
父 Unbridled’s Song 

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１１．５．２８ 東京２着

２００８．２．８生 牡３青鹿 母 バイザスポーツ 母母 Final Accord ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔その他〕 クリームソーダ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドシュン号は，平成２３年７月１８日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 クリームソーダ号は，平成２３年７月１８日まで出走できない。

第３回　中山競馬　第１日



１７００３ ６月１８日 曇 重 （２３中山３）第１日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

７１４ トリニティチャーチ 牡３鹿 ５６ 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－ ４１：１１．２ ２０．８�

６１２ テ ン ペ ス タ 牡３栗 ５６ 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５１２－ ２１：１１．５１� ２．６�
８１６ ヒアズルッキング �３鹿 ５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋ ４１：１１．６� ２３．９�
１２ ケージーハヤテ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９２－１０ 〃 ハナ ２．７�
４７ シャドウトルネード 牡３青 ５６ 北村 宏司飯塚 知一氏 矢作 芳人 平取 坂東牧場 ４６８－ ２１：１２．３４ ６．３�
４８ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 伊藤 工真増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４４４－ ６ 〃 アタマ ２０．０�
２３ アナハイムシチー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか カタオカフアーム ４４２－ ６１：１２．４� １５．６

８１５ テイエムサウスダン 牡３栗 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 柴田 政人 日高 テイエム牧場日高支場 ４５０－ ６ 〃 クビ ２２５．８�
３６ スリンシンガポール 牡３青鹿５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 大竹 正博 日高 前川 義則 ４６８± ０１：１２．６１� １２８．６�
２４ ヘイセイレジェンド 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４８４－ ２１：１３．２３� ４３３．９
５９ サンマルグロワール 牡３鹿 ５６ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 ５７４ ―１：１３．７３ １６６．７�
７１３ アトミックハート 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４４－ ４１：１３．９１� １８８．０�

６１１ スカイセルヴァ 牝３鹿 ５４ 横山 義行 �スカイツリーレーシング 田中 剛 新ひだか 平野牧場 ４２２－ ６ 〃 ハナ ２１４．９�
５１０ カタカンチンタ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田 猛 ４４０± ０１：１４．０クビ ３０３．２�
３５ ゴールドタイコー 牡３栗 ５６ 中舘 英二磯波 勇氏 高木 登 千歳 社台ファーム ４５４－１０ 〃 アタマ １０．７�
１１ エスプレッソラテ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４５０± ０１：１５．５９ ２１７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５０６，３００円 複勝： ２６，００６，８００円 枠連： １４，００５，９００円

馬連： ５２，２９９，１００円 馬単： ３９，７７８，９００円 ワイド： ２１，０１８，５００円

３連複： ６２，０４８，９００円 ３連単： １１１，２２７，０００円 計： ３４３，８９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０８０円 複 勝 � ４１０円 � １４０円 � ５６０円 枠 連（６－７） １，８３０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ５，９５０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ３，５５０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １１，４７０円 ３ 連 単 ��� ９１，７２０円

票 数

単勝票数 計 １７５０６３ 的中 � ６６５６（７番人気）
複勝票数 計 ２６００６８ 的中 � １３２８１（７番人気）� ７３８２２（１番人気）� ９２１６（８番人気）
枠連票数 計 １４００５９ 的中 （６－７） ５６７２（６番人気）
馬連票数 計 ５２２９９１ 的中 �� ２３１５０（７番人気）
馬単票数 計 ３９７７８９ 的中 �� ４９４２（２２番人気）
ワイド票数 計 ２１０１８５ 的中 �� ６４３３（９番人気）�� １３９５（２７番人気）�� ５６５７（１２番人気）
３連複票数 計 ６２０４８９ 的中 ��� ３９９３（３７番人気）
３連単票数 計１１１２２７０ 的中 ��� ８９５（２１２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．４―１２．０―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．９―４５．９―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリニティチャーチ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１１．４．１６ 阪神７着

２００８．１．３０生 牡３鹿 母 フリーダムトレイル 母母 ア セ マ ３戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔制裁〕 トリニティチャーチ号の騎手村田一誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６番への進

路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスプレッソラテ号は，平成２３年７月１８日まで平地競走に出走できない。

１７００４ ６月１８日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２３中山３）第１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

４６ ハ ツ カ リ 牡７青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８０－ ２３：１４．８ ３．４�

５８ 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 ４３４＋ ２３：１５．２２� １２７．８�
７１２ 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 ４９２－１２３：１５．６２� ８．１�
７１１ エ ル ア ル ト 牡４青鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５２８＋１２ 〃 ハナ ７．２�
８１３ ドラゴンハンター 牡４青鹿６０ 平沢 健治櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４９０＋ ４３：１６．２３� ４．４�
４５ 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 ４７４＋ ４３：１６．７３ ７９．８�
２２ � アイティーバトル 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４８８＋ ４３：１７．２３ ３．８	
３４ グラッドフォンテン 牡３鹿 ５８ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 浦河 山田牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ １４７．１

６１０� ブルーデザフィーオ 牡５青 ６０ 山本 康志 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４８６＋ ６３：１７．５１� ７２．５�
６９ � スマートカンパニー �５鹿 ６０ 宗像 徹岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０－１２ 〃 クビ １３．７�
５７ � マルタカエンペラー 牡７鹿 ６０ 大庭 和弥國立 治氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４６０＋ ８３：１８．８８ １６．８
３３ ヤマニンノベリスト 牝７鹿 ５８ 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７２－ ２３：１９．２２� ６４．４�
１１ � 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 ５０８－１２３：１９．９４ １９３．０�
８１４ サウスエポック 牡４鹿 ６０ 大江原 圭南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４４８＋ ６３：２３．４大差 ５９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，１０４，３００円 複勝： １９，４８０，０００円 枠連： １３，２１５，８００円

馬連： ３８，５５５，８００円 馬単： ２７，４０２，５００円 ワイド： １５，３５６，４００円

３連複： ５０，５２４，３００円 ３連単： ８３，１９３，１００円 計： ２６１，８３２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � １，９２０円 � ３１０円 枠 連（４－５） ４，０３０円

馬 連 �� １９，６７０円 馬 単 �� ３０，５１０円

ワ イ ド �� ４，５００円 �� ６６０円 �� ９，５９０円

３ 連 複 ��� ６３，８５０円 ３ 連 単 ��� ３４４，９３０円

票 数

単勝票数 計 １４１０４３ 的中 � ３２７７６（１番人気）
複勝票数 計 １９４８００ 的中 � ３９３３８（２番人気）� ２００９（１２番人気）� １５９１１（５番人気）
枠連票数 計 １３２１５８ 的中 （４－５） ２４２４（１４番人気）
馬連票数 計 ３８５５５８ 的中 �� １４４７（３７番人気）
馬単票数 計 ２７４０２５ 的中 �� ６６３（６１番人気）
ワイド票数 計 １５３５６４ 的中 �� ８１４（４１番人気）�� ６１５６（７番人気）�� ３７８（５７番人気）
３連複票数 計 ５０５２４３ 的中 ��� ５８４（１１２番人気）
３連単票数 計 ８３１９３１ 的中 ��� １７８（５８５番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５１．２－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ツ カ リ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００６．１２．２４ 中山１７着

２００４．４．２５生 牡７青鹿 母 ユーワケリガン 母母 アンフイニイ 障害：１２戦１勝 賞金 １８，９６０，０００円
※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 コブラボール号



１７００５ ６月１８日 曇 稍重 （２３中山３）第１日 第５競走 ��
��１，２００�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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７１２ スマイルゲート 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４４８ ―１：１０．３ ２．９�

８１３ パワーヒッター 牡２鹿 ５４ 吉田 豊丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 ４９０ ―１：１０．４� ７．６�
６１０ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４３２ ―１：１０．５� ２５．９�
２２ マイネルモーヴ 牡２栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７８ ―１：１０．７１� ４．４�
４５ デカントラップ 牡２栗 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 栗田 徹 新ひだか 本桐牧場 ４５８ ―１：１０．９１� ９．４�
８１４ スプレッドイーグル 牡２鹿 ５４ 北村 宏司石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４９０ ―１：１１．４３ ６．７	
３３ ハルピュイア 牝２芦 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４８ ― 〃 クビ ２０６．０

３４ ダイヤモンターニャ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春森山 進氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４４２ ― 〃 ハナ ３１．３�
１１ クラウンエリザベス 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎矢野 悦三氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 ４４４ ―１：１１．６１� ９２．８�
６９ カシノファンタ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４１８ ―１：１１．８１� ２５７．９
５８ ジェイケイヒーロー 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣小谷野次郎氏 岩戸 孝樹 浦河 畔高牧場 ４６２ ―１：１２．３３ ７．５�
４６ フランスギャル 牝２黒鹿５４ 村田 一誠菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４５８ ―１：１２．７２� ２７．５�
７１１ スリーリバティ 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義永井商事� 田中 剛 浦河 山田 昇史 ４６０ ―１：１２．９１� ３２．６�
５７ ダイメイマンボ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 千葉 シンボリ牧場 ４７０ ―１：１４．０７ ９４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，１２２，８００円 複勝： ３０，２９３，５００円 枠連： １６，４５７，５００円

馬連： ５１，５９４，０００円 馬単： ３４，９７７，６００円 ワイド： １９，６１６，８００円

３連複： ６１，７５８，９００円 ３連単： ９４，３９１，３００円 計： ３２９，２１２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � ５６０円 枠 連（７－８） ４６０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，２８０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ７，６４０円 ３ 連 単 ��� ２９，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２０１２２８ 的中 � ５５１８５（１番人気）
複勝票数 計 ３０２９３５ 的中 � ６７６８３（１番人気）� ２６３０１（６番人気）� １１１０９（８番人気）
枠連票数 計 １６４５７５ 的中 （７－８） ２６９３８（１番人気）
馬連票数 計 ５１５９４０ 的中 �� ２９７８８（３番人気）
馬単票数 計 ３４９７７６ 的中 �� １３５９５（４番人気）
ワイド票数 計 １９６１６８ 的中 �� ８９４８（４番人気）�� ３７１９（１５番人気）�� １９６０（２６番人気）
３連複票数 計 ６１７５８９ 的中 ��� ５９６６（２４番人気）
３連単票数 計 ９４３９１３ 的中 ��� ２３５０（９７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．１―１１．４―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．４―４６．８―５８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ １０，１２，１３，１４，８（９，２）（４，３）＝５，１１，１－（７，６） ４ ・（１０，１２）（１４，２）１３，３（８，９）－４－５（１，１１）＝６－７

勝馬の
紹 介

スマイルゲート �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．３．４生 牝２黒鹿 母 シ ー セ モ ア 母母 カイウンテンシ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 エキゾチックバニラ号の騎手田辺裕信は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番・１４番への進路影響）

１７００６ ６月１８日 曇 稍重 （２３中山３）第１日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１２ ラ ン ブ イ エ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４５８＋ ２１：３４．７ ４．３�

４７ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５６ 松岡 正海伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン
牧場 ４９０＋ ２１：３４．８� ４．０�

１１ ドルフィンキック 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４７２－ ２１：３４．９� ３１．５�
２４ コスモソルフェリノ 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �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 ４４０－ ２１：３５．１１ ２５．５�
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 ４４４± ０１：３５．３１ １０．４�
６１１ キャラクテール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム ４２８－１２１：３５．５１� １４．４�
５９ 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 ４７４ ―１：３５．７１ １７４．５	
２３ オークヴィル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４８４－ ４ 〃 アタマ ３．０

７１３ メイアイヘルプユー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義野島 春男氏 中川 公成 日高 野島牧場 ４２０± ０１：３６．１２� １３．０�
３６ キングメーカー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎吉田 勝己氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：３６．２� ３３９．６�
８１６ エレガントブラック 牝３青 ５４

５１ ▲平野 優�木村牧場 二ノ宮敬宇 日高 木村牧場 ５１２ ― 〃 アタマ ３４４．７
５１０ ブライティアアース 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ４９４－ ６１：３６．３� ５６２．８�
６１２ エーブマンガン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 山田 政宏 ４４０－ ２ 〃 ハナ ２２４．４�
４８ トーセンブリッツ 牡３青 ５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：３６．８３ ９５．４�
８１５ ハートノイヤリング 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：３７．４３� ２５．９�
７１４ シャトルアップ 牡３栗 ５６ 横山 典弘広尾レース� 藤沢 和雄 様似 清水スタッド ５０８＋ ２１：４２．６大差 １７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８５１，８００円 複勝： ４４，２００，８００円 枠連： １６，９１５，４００円

馬連： ６８，０２４，１００円 馬単： ４１，９６５，８００円 ワイド： ２７，６３１，０００円

３連複： ８１，９６２，２００円 ３連単： １２９，５５４，９００円 計： ４３６，１０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ５２０円 枠 連（１－４） ９１０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，４４０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ８，４５０円 ３ 連 単 ��� ３４，８００円

票 数

単勝票数 計 ２５８５１８ 的中 � ４８２９４（３番人気）
複勝票数 計 ４４２００８ 的中 � ７６６７９（３番人気）� ８６６０８（２番人気）� １６３３７（９番人気）
枠連票数 計 １６９１５４ 的中 （１－４） １３７８１（４番人気）
馬連票数 計 ６８０２４１ 的中 �� ４９９３７（３番人気）
馬単票数 計 ４１９６５８ 的中 �� １４３５５（６番人気）
ワイド票数 計 ２７６３１０ 的中 �� １７０６１（３番人気）�� ４５２８（１９番人気）�� ４１０３（２２番人気）
３連複票数 計 ８１９６２２ 的中 ��� ７１６６（２５番人気）
３連単票数 計１２９５５４９ 的中 ��� ２７４８（１０７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．８―１２．０―１２．４―１１．５―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３５．２―４７．２―５９．６―１：１１．１―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．１

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ン ブ イ エ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Grand Lodge デビュー ２０１０．８．２８ 札幌３着

２００８．４．１７生 牝３青 母 サミットヴィル 母母 Tina Heights ９戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャトルアップ号は，平成２３年７月１８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 ガッテンマル号



１７００７ ６月１８日 曇 重 （２３中山３）第１日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

６９ アポカリプス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 ４９８＋ ６１：５１．４ １６．４�

４５ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：５１．８２� １．７�
８１３ ジールドリル 牡４鹿 ５７ 松岡 正海前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８－ ２１：５２．１２ ３．６�
３３ � 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 ５１２± ０ 〃 ハナ ２８．５�
７１０� ベストライクディス 	４青鹿５７ 西田雄一郎松尾 正氏 嶋田 潤 新ひだか 大塚牧場 ４９０＋ ２１：５２．７３� ６９．７�
２２ フェバリットアワー 牡４鹿 ５７ 横山 義行�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５１０＋ ４１：５２．９
 ２４．４	
５７ � バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４７８－ ８１：５３．２２ ２９．６

８１２� 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 B４６８－２６ 〃 ハナ ３２８．７�
４４ トーセンヤッテキタ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５２４－ ２１：５３．３� ７．６
５６ カトルズラパン 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４６６－１２１：５５．４大差 ２２．０�
６８ ウインイマジン 牡３栗 ５４ 北村 宏司�ウイン 久保田貴士 日高 オリオンファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ３８．１�

（１１頭）
１１ � エ ビ デ ン ス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５２６＋ ２ （競走除外）

７１１ 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 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，０５７，６００円 複勝： ２７，７０７，２００円 枠連： １２，４９４，７００円

馬連： ３９，４３２，８００円 馬単： ２８，３９５，５００円 ワイド： １７，４０９，４００円

３連複： ３９，８８５，５００円 ３連単： ６７，１５６，０００円 計： ２５０，５３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ２９０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（４－６） ５７０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ７００円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� １０，６９０円

票 数

単勝票数 差引計 １８０５７６（返還計 １６４２２） 的中 � ８６８７（４番人気）
複勝票数 差引計 ２７７０７２（返還計 ２８３０１） 的中 � １３９５１（５番人気）� １１１２５９（１番人気）� ４９１８８（２番人気）
枠連票数 差引計 １２４９４７（返還計 ３６９４５） 的中 （４－６） １６４４５（２番人気）
馬連票数 差引計 ３９４３２８（返還計１１９２６２） 的中 �� ２９７５１（３番人気）
馬単票数 差引計 ２８３９５５（返還計 ８３３４９） 的中 �� ６４９８（１２番人気）
ワイド票数 差引計 １７４０９４（返還計 ５６９４１） 的中 �� ８６１６（７番人気）�� ５１１４（１０番人気）�� ３０２４２（１番人気）
３連複票数 差引計 ３９８８５５（返還計２３３５８０） 的中 ��� ２９１８９（２番人気）
３連単票数 差引計 ６７１５６０（返還計４００８５５） 的中 ��� ４６３９（３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．２―１２．７―１２．４―１２．３―１２．４―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．１―４８．８―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．９―１：３８．４

コーナー
通過順位

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

２
４
９，４（２，５）８，３，１０，１２，６，７，１３
９，４（２，５）１３（３，７）－１０，８（６，１２）

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アポカリプス �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００９．１０．１８ 東京１２着

２００７．３．２８生 牡４鹿 母 エンジェルライト 母母 ボヘミアグラス １１戦３勝 賞金 ２４，３００，０００円
〔出走取消〕 ジェイズバニヤン号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔競走除外〕 エビデンス号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。

１７００８ ６月１８日 曇 稍重 （２３中山３）第１日 第８競走 ��
��２，２００�

さ く ら

佐 倉 特 別
発走１４時００分（番組第９競走を順序変更） （芝・右・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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 １８２，０００円 ５２，０００円 ２６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

４４ マイネルネオハート 牡４黒鹿５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４５６＋ ２２：１３．９ １４．１�

５５ ラストノート 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �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 ４８２＋ ２２：１４．０� １．５�

６６ � アルティスト 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４８４± ０２：１４．４２� ４．２�
７７ 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 ４４６± ０ 〃 クビ ２７．３�
２２ カシマパフューム 牝５栗 ５５ 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４２６－ ２２：１４．５クビ ３７．５�
１１ マイネルゲネラール 牡４青鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 片岡牧場 ５０８± ０２：１４．７１	 ５．０	
３３ フーガフューグ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６６＋ ２２：１４．９１	 ５２．３


（７頭）

売 得 金

単勝： ２２，５５０，６００円 複勝： ３１，０９１，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ５４，６７８，１００円 馬単： ４９，７２９，８００円 ワイド： １９，４４５，１００円

３連複： ５８，１３４，７００円 ３連単： ２０７，５７７，１００円 計： ４４３，２０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ３４０円 � １２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５１０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２２５５０６ 的中 � １２６２０（４番人気）
複勝票数 計 ３１０９１９ 的中 � ２３０３７（４番人気）� １４４３３２（１番人気）
馬連票数 計 ５４６７８１ 的中 �� ４４９５２（３番人気）
馬単票数 計 ４９７２９８ 的中 �� １３１１３（１０番人気）
ワイド票数 計 １９４４５１ 的中 �� １４６１１（４番人気）�� ６８２８（８番人気）�� ５３３５６（１番人気）
３連複票数 計 ５８１３４７ 的中 ��� ６９２６７（２番人気）
３連単票数 計２０７５７７１ 的中 ��� ２１２６０（２２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．８―１２．５―１２．９―１２．２―１２．０―１２．１―１１．９―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．４―３７．２―４９．７―１：０２．６―１：１４．８―１：２６．８―１：３８．９―１：５０．８―２：０２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
１
３
２（４，５）（１，６）－７－３・（２，４）５，１，６，７，３

２
４
２，４（１，５）６－７－３・（２，４）５，７，１（３，６）

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルネオハート �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Cacoethes デビュー ２００９．７．５ 札幌１３着

２００７．４．１６生 牡４黒鹿 母 ハートステイジ 母母 Heartbreak １９戦２勝 賞金 ２３，０８２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



１７００９ ６月１８日 曇 稍重 （２３中山３）第１日 第９競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時３５分（番組第８競走を順序変更） （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１６ フィールマイハート 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４８６± ０１：０８．４ １２．４�

４７ ハ ノ ハ ノ 牡３鹿 ５４ 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４４６± ０ 〃 クビ ７．３�
１２ � シルクマタドール 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４７０－ ２１：０８．５� １３．７�
１１ � 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 ４５６＋ ４１：０８．７１	 ４１．９�
６１１ ウォンビーロング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４６２－ ４１：０８．９１	 ２．０�
７１４ フィンデルムンド 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６２－ ８ 〃 クビ ２２．７	
７１３ リュウシンヒーロー 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥桑畑 
信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：０９．０� ２４４．４�
５９ スマイルバラッド 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７０＋ ２１：０９．２１	 ９．９�
４８ アナタノネガイ 牝４栗 ５５ 北村 宏司村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ９．６
３５ プリンシプルレディ 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 B４５６＋３２１：０９．４１	 ６２．７�
３６ キョウエイプラウド 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４９８± ０１：０９．７１
 １９．０�
２３ トウカイナックル 牡４栗 ５７

５４ ▲横山 和生内村 正則氏 栗田 徹 浦河 吉田 又治 ４６８＋１０１：１０．１２� ２５０．８�
２４ � エイティスパシーバ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠中山 速水氏 浅野洋一郎 新冠 中本牧場 ４３０－１０ 〃 ハナ ２８３．０�
５１０� グローリーゲイル �４黒鹿５７ 中舘 英二岡田 牧雄氏 清水 美波 浦河 山田 昇史 ４１６－ ９１：１０．４２ １９５．５�
８１５�� エアベルヘザー 牝４鹿

５５
５２ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４２２± ０１：１１．３５ ３３４．９�
６１２ ダークシャナオー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 片田 保 B４８６＋ ４１：１１．６２ １０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７５２，４００円 複勝： ４３，９１０，５００円 枠連： ２９，２６４，６００円

馬連： ９４，６４３，７００円 馬単： ６２，０５９，４００円 ワイド： ３４，７８８，８００円

３連複： １１２，６８４，６００円 ３連単： ２１９，４０３，８００円 計： ６２４，５０７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２８０円 � ２６０円 � ３１０円 枠 連（４－８） １，７６０円

馬 連 �� ４，９９０円 馬 単 �� １０，７９０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� １，０９０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １０，５５０円 ３ 連 単 ��� ６７，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２７７５２４ 的中 � １７７４８（６番人気）
複勝票数 計 ４３９１０５ 的中 � ４２４６２（３番人気）� ４５７０３（２番人気）� ３６１４９（５番人気）
枠連票数 計 ２９２６４６ 的中 （４－８） １２３４１（９番人気）
馬連票数 計 ９４６４３７ 的中 �� １４００７（２２番人気）
馬単票数 計 ６２０５９４ 的中 �� ４２４８（４４番人気）
ワイド票数 計 ３４７８８８ 的中 �� ６４２０（１６番人気）�� ７９７２（１０番人気）�� ７３４２（１３番人気）
３連複票数 計１１２６８４６ 的中 ��� ７８８６（３５番人気）
３連単票数 計２１９４０３８ 的中 ��� ２３８９（２０７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．０―１１．７―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．３―４５．０―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールマイハート �
�
父 マリエンバード �

�
母父 アーミジャー デビュー ２０１０．１．２３ 中山１着

２００７．４．１０生 牝４鹿 母 フィールソーナイス 母母 コロニアルビユーテイ ９戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
・・・〔制裁〕 トウカイナックル号の騎手横山和生は，発走後まもなく右あぶみ革の尾錠がはずれたことについて戒告。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダークシャナオー号は，平成２３年７月１８日まで平地競走に出走できない。

１７０１０ ６月１８日 曇 稍重 （２３中山３）第１日 第１０競走 ��
��１，２００�

そ で が う ら

袖 ケ 浦 特 別
発走１５時１０分 （芝・右・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．６．１９以降２３．６．１２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１３ スプラッシュエンド 牡５栗 ５４ 柴田 善臣広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ４９６± ０１：０８．２ １７．０�

７１２ ツーデイズノーチス 牝５黒鹿５５ 松岡 正海諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４８６－１０１：０８．３� ３．５�
３５ ダイワナイト 牡４栗 ５７ 田辺 裕信大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５２４＋１２１：０８．４� ５．０�
１１ レッドストラーダ 牡３鹿 ５４ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４８２－ ４１：０８．５� ４．７�
３４ ターニングポイント �６青鹿５６ 蛯名 正義山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４５８－２６ 〃 ハナ ２０．５�
６１１ プリンセスメモリー 牝４鹿 ５６ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３９６＋ ８ 〃 アタマ １２．９�
６１０ ウインバンディエラ 牡５栗 ５５ 田中 勝春�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ ８．１	
５９ アイアンデューク 牡５芦 ５５ 石橋 脩栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６０± ０１：０８．６クビ １４．７

４７ バロンダンス 牡６栗 ５５ 大野 拓弥市川不動産� 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４２４－ ６ 〃 クビ １２３．３�
８１４ クラッカージャック 牡７鹿 ５４ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９２－ ４１：０８．７� ８５．４�
２３ 	 エスユーグランド 牡１０鹿 ５２ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４８８＋１６ 〃 ハナ ３３３．５
４６ レイクエルフ 牡６黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４２－ ６１：０８．８� ４０．３�
２２ コウヨウサンデー 牡５鹿 ５５ 横山 典弘寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 B４７２－１０ 〃 ハナ １１．１�
８１５ ブレーヴゴールド 牡５青鹿５５ 中舘 英二磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５４＋ ６１：０８．９� １２２．５�
５８ カレンナサクラ 牝７栗 ５２ 武士沢友治北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６６＋ ２１：０９．２１� ２８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，０８４，５００円 複勝： ６２，０４５，２００円 枠連： ３６，４５９，４００円

馬連： １５４，６６８，６００円 馬単： ８６，６２６，９００円 ワイド： ４８，５４９，４００円

３連複： １８０，４６９，９００円 ３連単： ３３０，５００，１００円 計： ９３７，４０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ３８０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（７－７） ２，７８０円

馬 連 �� ２，９００円 馬 単 �� ７，２８０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� １，３５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ４，６８０円 ３ 連 単 ��� ３９，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３８０８４５ 的中 � １７７０１（８番人気）
複勝票数 計 ６２０４５２ 的中 � ３４５７０（８番人気）� １１５４７２（１番人気）� ９１６８９（３番人気）
枠連票数 計 ３６４５９４ 的中 （７－７） ９６９０（１２番人気）
馬連票数 計１５４６６８６ 的中 �� ３９４３０（１２番人気）
馬単票数 計 ８６６２６９ 的中 �� ８７８２（３４番人気）
ワイド票数 計 ４８５４９４ 的中 �� １０２１８（１５番人気）�� ８４４６（１９番人気）�� ３１８７４（１番人気）
３連複票数 計１８０４６９９ 的中 ��� ２８４８６（１０番人気）
３連単票数 計３３０５００１ 的中 ��� ６２４１（１１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．３―１１．４―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．７―４５．１―５６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプラッシュエンド �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．１２．２１ 中山４着

２００６．４．２４生 牡５栗 母 シトラスフレーバー 母母 ヘ ア デ イ ズ １７戦３勝 賞金 ４６，６２０，０００円



１７０１１ ６月１８日 小雨 重 （２３中山３）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�

そ う ぶ

総武ステークス
発走１５時４５分 （ダート・右）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１０ エイシンダッシュ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７２－ ６１：５１．１ ２．９�

１１ ニホンピロアワーズ 牡４青鹿５７ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ５００－ ２１：５１．２� ２．０�
２２ サイモントルナーレ 牡５栗 ５７ 北村 宏司澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５４± ０１：５１．５２ １０．６�
７９ フォーティファイド 牡６栗 ５７ 吉田 豊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５００－ ６１：５１．７１ ４４．８�
３３ インフィニットエア �５黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ４１：５１．８クビ １４．７�
５５ 	 ヒシパーフェクト 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４７６＋ ６ 〃 アタマ ８．３�
８１１ テラノファントム 牡６黒鹿５７ 中舘 英二寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ６１：５２．１１
 ７３．４	
６６ サンマルセイコー 牝８黒鹿５５ 武士沢友治相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９２± ０ 〃 クビ １９５．７

４４ デンコウヤマト 牡５栗 ５７ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８６± ０１：５２．２� １６．１�
７８ メジロティモン 牡６栗 ５７ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５０８－ ４１：５３．２６ ９３．９�

（１０頭）
６７ マイネルオベリスク 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５７，４８０，７００円 複勝： ７４，３２１，８００円 枠連： ４４，７５１，４００円

馬連： ２０２，６０１，０００円 馬単： １４４，２２９，８００円 ワイド： ５９，６０５，１００円

３連複： ２１２，５８９，８００円 ３連単： ５８４，５９６，０００円 計： １，３８０，１７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－８） ２８０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ３２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ２，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 ５７４８０７（返還計 １１３９） 的中 � １６０１２１（２番人気）
複勝票数 差引計 ７４３２１８（返還計 １５３０） 的中 � １５３６１７（２番人気）� ２６９３０６（１番人気）� ８２０７９（３番人気）
枠連票数 差引計 ４４７５１４（返還計 ３ ） 的中 （１－８） １２１６５５（１番人気）
馬連票数 差引計２０２６０１０（返還計 ８００２） 的中 �� ５６６５８５（１番人気）
馬単票数 差引計１４４２２９８（返還計 ４６６５） 的中 �� １６４４５１（２番人気）
ワイド票数 差引計 ５９６０５１（返還計 ２４２２） 的中 �� １３０５７７（１番人気）�� ３７２８２（４番人気）�� ５６３９５（２番人気）
３連複票数 差引計２１２５８９８（返還計 １７８４５） 的中 ��� ２９４３６３（１番人気）
３連単票数 差引計５８４５９６０（返還計 ４８９１７） 的中 ��� １９１６１１（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．５―１２．８―１２．２―１２．４―１２．３―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．４―４９．２―１：０１．４―１：１３．８―１：２６．１―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンダッシュ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．１０．１９ 京都４着

２００６．３．２７生 牡５鹿 母 ジュエルヒル 母母 Funistrada ２４戦３勝 賞金 ６２，５３４，０００円
［他本会外：２戦２勝］

〔出走取消〕 マイネルオベリスク号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ニホンピロアワーズ号の騎手酒井学は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）

１７０１２ ６月１８日 小雨 稍重 （２３中山３）第１日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５６ � フェデラリスト 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２６－ ２１：４８．８ ６．５�

３３ シーズンズベスト 牝４青鹿５５ 中舘 英二 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７０± ０１：４９．０１� １．９�
７１０ コスモカンタービレ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４９４＋ ２１：４９．２１� ６．７�
７９ トーセンドンファン 牡４黒鹿５７ 横山 典弘島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７８＋ ２１：４９．４１� １７．６�
６７ 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 ４３６－ ２１：４９．５クビ ８．４�
５５ ラバンガルド �４栗 ５７ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 B４７０＋ ４１：４９．６� ２１．２	
６８ メイショウデューイ 牡５鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：４９．７	 ２１．７

８１２ スペースアーク 牡４鹿 ５７ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８２－ ６ 〃 ハナ １０．３�
４４ ニシノシュテルン 牡６鹿 ５７ 吉田 豊西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４７４－ ２１：５０．１２� ２８．６�
１１ ヒカリキャピタル 牡３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４５６± ０１：５０．２	 ４４．７�
８１１ ピロートーク 牝５栗 ５５ 大野 拓弥齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４２８－ ３１：５０．５１	 １８９．３�
２２ � ウィッシュボーン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４４４－１０１：５１．２４ １４７．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４３，８０２，２００円 複勝： ５８，４２８，８００円 枠連： ３３，１８５，２００円

馬連： １２７，５７１，５００円 馬単： ８４，６１５，１００円 ワイド： ４６，９８２，３００円

３連複： １５３，０７９，３００円 ３連単： ３２４，８７１，９００円 計： ８７２，５３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � １９０円 枠 連（３－５） ６２０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ８８０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，８３０円 ３ 連 単 ��� １１，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４３８０２２ 的中 � ５３８３３（２番人気）
複勝票数 計 ５８４２８８ 的中 � ６３１８２（４番人気）� １６５３８１（１番人気）� ７１９４７（３番人気）
枠連票数 計 ３３１８５２ 的中 （３－５） ３９６１０（３番人気）
馬連票数 計１２７５７１５ 的中 �� １０５２３４（３番人気）
馬単票数 計 ８４６１５１ 的中 �� ３０７３８（７番人気）
ワイド票数 計 ４６９８２３ 的中 �� ３４５１７（３番人気）�� １１４８９（１２番人気）�� ５１１１５（１番人気）
３連複票数 計１５３０７９３ 的中 ��� ６１８４１（４番人気）
３連単票数 計３２４８７１９ 的中 ��� ２１０６２（２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１２．８―１２．５―１２．８―１２．０―１２．２―１１．６―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２４．９―３７．４―５０．２―１：０２．２―１：１４．４―１：２６．０―１：３７．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フェデラリスト �
�
父 Empire Maker �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．６．６生 牡４黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ２戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
初出走 JRA



（２３中山３）第１日 ６月１８日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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

１８７，６４０，０００円
３，０６０，０００円
１１，５１０，０００円
１，０７０，０００円
１６，７３０，０００円
５２，６９６，５００円
４，７５６，８００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
３３６，２７３，４００円
５３６，２６３，５００円
２４２，７５０，２００円
９６４，７０２，１００円
６８２，２２２，１００円
３５１，５３６，２００円
１，１１８，５５８，７００円
２，４１０，４８２，０００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 ６，６４２，７８８，２００円

総入場人員 １９，０７７名 （有料入場人員 １６，６９４名）


