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１７０４９ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

８１２ ベジャールコード 牡３黒鹿５６ 中舘 英二千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 B４９０± ０１：５５．３ ３．６�

２２ レッドオブガバナー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７４－ ２１：５５．６１� ４．７�
３３ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B４９８－１４１：５６．５５ ３．８�
６８ バンダムミラージュ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 B４６６－１８１：５６．９２� ２７．９�
４４ コスモインスパイア 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 中前牧場 ４４６－ ８１：５７．３２� １１０．９�
７１１ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ５０４＋ ４１：５７．７２� １０７．５�
８１３ ミラクルレインボー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４６８－１８１：５８．０１� ４５．８	
６９ ザ キ ャ ッ チ 牡３青鹿５６ 松岡 正海堀越 毅一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 B４５０－ ２１：５８．６３� ３．７

５６ ラストチャレンジ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 むかわ 上水牧場 ４８８－ ８１：５８．７� １１．２�
４５ スタンドアップ 牡３栗 ５６ 小林 淳一�本桐牧場 土田 稔 新ひだか 本桐牧場 ４６０－ ６１：５８．９� ２７７．７�
７１０ ハンセンロード 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 ５１４＋１８ 〃 ハナ ２２．２
１１ アグネスブレーン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ４６４－ ８１：５９．８５ １０９．４�
５７ リネントワイニング 牡３鹿 ５６ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 多田 正弘 ４９０＋１３ 〃 クビ ４４７．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，２７８，９００円 複勝： ２８，７０１，９００円 枠連： １０，５２８，２００円

馬連： ４４，６５８，９００円 馬単： ３２，３８９，５００円 ワイド： １８，３７９，４００円

３連複： ６０，４２２，５００円 ３連単： １０３，０７４，８００円 計： ３１４，４３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（２－８） ６９０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ４，５１０円

票 数

単勝票数 計 １６２７８９ 的中 � ３６３６８（１番人気）
複勝票数 計 ２８７０１９ 的中 � ６２９７０（１番人気）� ５１２１９（４番人気）� ５８４０３（３番人気）
枠連票数 計 １０５２８２ 的中 （２－８） １１３３３（３番人気）
馬連票数 計 ４４６５８９ 的中 �� ４３７６８（４番人気）
馬単票数 計 ３２３８９５ 的中 �� １６３３２（６番人気）
ワイド票数 計 １８３７９４ 的中 �� １４８５２（５番人気）�� １７５０６（１番人気）�� １７３１１（２番人気）
３連複票数 計 ６０４２２５ 的中 ��� ５６２８５（２番人気）
３連単票数 計１０３０７４８ 的中 ��� １６８７０（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３７．２―４９．９―１：０１．８―１：１４．３―１：２７．７―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．５―３F４１．０
１
３
６（１２，１３）（２，３，９）１１（８，１０）＝４－（１，５）－７・（６，１２）－１３，３－２（１０，１１）９（８，４）＝５＝１，７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベジャールコード �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１０．１１．２０ 東京５着

２００８．２．１８生 牡３黒鹿 母 トリプルタイム 母母 シェナンドアワルツ ７戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円

１７０５０ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

６１２ ゲーリックストーム 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６１：１１．１ １．７�

１２ ラブミーダン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 B４５６＋ ８１：１２．３７ ４０．２�

４７ レッドイデア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４７２＋１６１：１２．４� ６．８�
７１３ オ ペ ラ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 クビ １７．１�
８１５ キングジャズ 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ６１：１２．７２ ８．３�

５１０ ケイオークラウン 牡３栗 ５６ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 浦河 荻伏三好フ
アーム ４８４± ０１：１３．０１� ７．６	

２４ フルーツマウンテン 牝３青鹿５４ 大庭 和弥吉田 哲哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４２０＋ ４１：１３．９５ １９８．８

３５ チ ョ リ ン 牝３黒鹿５４ 横山 義行 �フジワラ・ファーム 田中 剛 新ひだか フジワラフアーム ４２４－１８１：１４．５３� ４９９．８�
４８ フェイクグローリー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 浦河 不二牧場 ４８２－ ６１：１４．８２ １０．７�
３６ ファンキートット 牝３栃栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４５２－ ４１：１５．１１� ３７８．１
１１ 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 ４６８ ― 〃 クビ １０６．４�
５９ ニットウミラーレ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二藤井 謙氏 松山 康久 新ひだか 沖田 忠幸 ４８２－ ４１：１５．２� ２４．４�
２３ マ サ カ リ 牡３栗 ５６ 石神 深一�辻牧場 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド ４８０－１４１：１５．８３� ４１９．８�
８１６ ラインビアンカ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 前川 正美 ４５０－１０１：１６．２２� ６７２．９�
６１１ ドクターモーガル 牡３栗 ５６ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 ４２０ ―１：１７．０５ ２８０．８�
７１４ クリチェフスカヤ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎江川 伸夫氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 ４６４ ―１：２３．８大差 ６３８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６５３，５００円 複勝： ４９，０９４，６００円 枠連： １４，７１２，０００円

馬連： ４８，３３７，２００円 馬単： ３７，６７６，０００円 ワイド： １９，８３９，８００円

３連複： ５９，３３８，３００円 ３連単： １０７，７９３，８００円 計： ３６０，４４５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ６７０円 � １９０円 枠 連（１－６） ２，２６０円

馬 連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ２８０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ４，３７０円 ３ 連 単 ��� １８，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２３６５３５ 的中 � １１５７９２（１番人気）
複勝票数 計 ４９０９４６ 的中 � ２７８６７９（１番人気）� ８０８３（８番人気）� ４３８６２（２番人気）
枠連票数 計 １４７１２０ 的中 （１－６） ４８１０（８番人気）
馬連票数 計 ４８３３７２ 的中 �� １５９８５（８番人気）
馬単票数 計 ３７６７６０ 的中 �� ９１２０（１１番人気）
ワイド票数 計 １９８３９８ 的中 �� ５２５８（１１番人気）�� ２０４４７（２番人気）�� ２７９０（２３番人気）
３連複票数 計 ５９３３８３ 的中 ��� １００３５（１７番人気）
３連単票数 計１０７７９３８ 的中 ��� ４２２６（６０番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．０―１１．３―１２．０―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．９―３４．２―４６．２―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲーリックストーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神１４着

２００８．４．２５生 牡３鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔その他〕 ラインビアンカ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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〕 ニットウミラーレ号・ドクターモーガル号・クリチェフスカヤ号は，平成２３年８月２日まで平地競走

に出走できない。
マサカリ号は，平成２３年９月２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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サックノヤクソク号
（非抽選馬） ６頭 カシノマイラヴ号・カシノモンブラン号・ゴールドキリー号・サクラスパークル号・トウショウジャック号・

マスターイーグル号

第３回　中山競馬　第５日



１７０５１ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１７ キトゥンブルー 牝３青鹿５４ 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ６２：０１．２ ５．８�

５９ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ １．９�
３５ リアルボイス 牝３栗 ５４ 伊藤 工真宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４４８± ０２：０１．４１� ５．８�
６１２ マイネロサリラ 牝３青 ５４ 柴田 大知 �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 ４４２－１２ 〃 ハナ ５４．１�
７１４ ハイランドダンス 牝３青 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４２４－ ６２：０２．６７ ４８．９�
４８ クラシフィカドール 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４７０－１２２：０２．７� １４．９	
１１ メ メ エ ナ ン 牝３黒鹿５４ 江田 照男本谷 惠氏 萱野 浩二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋２２２：０２．８� ２２９．４

２３ モ ン ス テ ラ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４５０ ―２：０３．３３ ２６．９�
５１０ ハートオブロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士大原 詔宏氏 大久保洋吉 えりも エクセルマネジメント B４２８－ ６２：０３．８３ ２４４．４�
６１１ ハッピーティア 牝３鹿 ５４ 中舘 英二丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 B４５４－ ４２：０３．９� ６．８
４７ ギ ー タ 牝３栗 ５４ 小林 淳一川上 悦夫氏 成島 英春 日高 川上 武志 ４４０－ ２ 〃 クビ ４０７．７�
３６ ヤマニンアンフォラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４４２＋ ８２：０４．０� １６０．５�
１２ プリティピンク 牝３栗 ５４ 西田雄一郎長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４３４＋１８２：０４．１� ４５４．６�
２４ マイネピース 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム ４５０± ０２：０４．３１� ３８．１�
７１３ ウイニングティアラ 牝３栗 ５４ 村田 一誠 �グリーンファーム 矢野 英一 浦河 鎌田 正嗣 ４６２＋ ２２：０４．８３ ２９．９�
８１５ グッドランスター 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B４７８＋２２２：０４．９クビ ２８６．９�
８１６ ベイビーブルーアイ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４３４＋ ８ 〃 クビ ５７９．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，０３６，１００円 複勝： ３２，２６５，５００円 枠連： １３，５２４，８００円

馬連： ４４，９３６，５００円 馬単： ３７，３２４，４００円 ワイド： １９，４８５，５００円

３連複： ６０，１８３，９００円 ３連単： １０３，４６６，５００円 計： ３３０，２２３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（５－８） ４３０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ５４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ６，２７０円

票 数

単勝票数 計 １９０３６１ 的中 � ２６０４１（３番人気）
複勝票数 計 ３２２６５５ 的中 � ４１００３（４番人気）� １２３５９４（１番人気）� ４３３６８（２番人気）
枠連票数 計 １３５２４８ 的中 （５－８） ２３２６３（１番人気）
馬連票数 計 ４４９３６５ 的中 �� ６７６２３（１番人気）
馬単票数 計 ３７３２４４ 的中 �� ２３５７１（４番人気）
ワイド票数 計 １９４８５５ 的中 �� ２１９４９（２番人気）�� ７７４１（６番人気）�� １９８０８（３番人気）
３連複票数 計 ６０１８３９ 的中 ��� ５３５７６（１番人気）
３連単票数 計１０３４６６５ 的中 ��� １２１９０（１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．３―１２．０―１２．７―１１．７―１２．２―１２．１―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３５．８―４７．８―１：００．５―１：１２．２―１：２４．４―１：３６．５―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．８
１
３
４，１５，１１，５（８，１３）９，１（１４，１７）（２，１２）６（７，１６，１０）＝３・（４，１５，１１）－５，９（８，１７，１２）（１４，１３）－１，１０－（２，６）－７－（１６，３）

２
４

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

勝馬の
紹 介

キトゥンブルー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．２．６ 東京５着

２００８．４．２１生 牝３青鹿 母 キトゥントリックス 母母 Tricky Game ７戦１勝 賞金 ７，４５０，０００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 オリファン号

１７０５２ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１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

６１１ マイネルゴラッソ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ２１：３３．３ １８．０�

７１３ ドルフィンキック 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４７４＋ ２１：３４．２５ ９．０�
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± ０ 〃 アタマ １．４�
６１２ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２０＋ ４１：３４．３� １２．７�
２３ ダズリングスマイル 牝３鹿 ５４ 江田 照男梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４３４＋１６ 〃 ハナ １３．４�
３５ ダイワコルツ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８１：３４．６１� １７．３	
１２ クリノエンドレス 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 本間 忍 日高 山際 辰夫 ４３２＋１０１：３４．９１� ３０９．１

１１ アンクルジュニア 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士�有能 田中 清隆 新ひだか 前田 宗将 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ３９．３�
４８ タケデンゴールド 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４４０＋ ４１：３５．０� ２５．２�
２４ ルシエルクレール 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉浦 宏昭 日高 オリオンファーム ４２２＋ ４１：３５．３１� ２１．４
８１５ アーバンアスリート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ １１４．６�
８１６ ホットラッシュ 牡３青 ５６

５３ ▲嶋田 純次草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 前川牧場 ４０４－ ４１：３５．４� ６３．１�
７１４ エーブマンテン 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 シンコーファーム ４３８－１２１：３５．８２� ５３．１�
５１０ スタービューティ 牝３栗 ５４ 伊藤 工真吉田 和子氏 田島 俊明 日高 高山牧場 ４５４± ０１：３５．９� ４１７．５�
５９ サーストンサラ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 ４９４ ―１：３７．６大差 ２５２．５�
３６ チャンピオンダイヤ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 日優牧場 ４９２ ―１：３７．７� １１３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４１４，８００円 複勝： ５０，５８１，６００円 枠連： １５，９２７，９００円

馬連： ４７，８９８，０００円 馬単： ４０，１１５，３００円 ワイド： ２３，００９，４００円

３連複： ６６，１８９，３００円 ３連単： １１５，１８２，０００円 計： ３８２，３１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ３１０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，５５０円

馬 連 �� ４，５３０円 馬 単 �� １０，１５０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ４２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ２１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２３４１４８ 的中 � １０２６０（６番人気）
複勝票数 計 ５０５８１６ 的中 � ２０５８３（６番人気）� ５２１４３（２番人気）� ２７１２０１（１番人気）
枠連票数 計 １５９２７９ 的中 （６－７） ７６１２（５番人気）
馬連票数 計 ４７８９８０ 的中 �� ７８０８（１３番人気）
馬単票数 計 ４０１１５３ 的中 �� ２９１７（２５番人気）
ワイド票数 計 ２３００９４ 的中 �� ４９７４（１０番人気）�� １３０９３（４番人気）�� ２７９２１（１番人気）
３連複票数 計 ６６１８９３ 的中 ��� ３４４９４（３番人気）
３連単票数 計１１５１８２０ 的中 ��� ４０３３（６０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１０．８―１１．３―１２．０―１２．０―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．０―４５．３―５７．３―１：０９．３―１：２１．０

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルゴラッソ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．６．２０ 福島４着

２００８．５．９生 牡３栗 母 トライトップゴール 母母 ラドンナリリー １０戦１勝 賞金 １０，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サーストンサラ号・チャンピオンダイヤ号は，平成２３年８月２日まで平地競走に出走できない。



１７０５３ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （ダート・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

１：１０．２
１：１０．２

不良

不良

５８ エーペックス 牡２青鹿５４ 後藤 浩輝魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４７６ ―１：１３．３ １１．１�

６１０ コウヨウゼウス 牡２芦 ５４ 柴田 善臣寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４６２ ―１：１３．５１� ３．０�
７１２ ジ ア ッ ロ 牡２栗 ５４ 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５０６ ―１：１３．９２� ５．７�
１１ トウカイアストロ 牡２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太内村 正則氏 後藤 由之 平取 二風谷ファーム ４５４ ―１：１４．４３ ６．１�
４６ コスモレイラ 牝２青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４６ ―１：１４．７１� １８．９�
２２ シーキングザスター 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 ４２０ ―１：１４．８� ４．８�
４５ ミ ル テ 牝２栗 ５４ 江田 照男長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム ４２６ ―１：１５．２２� １７．４	
７１１ フィーユブルー 牡２鹿 ５４ 松岡 正海青芝商事
 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：１６．０５ １３．４�
３４ タイセイスティング 牡２栗 ５４ 横山 典弘田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ４８４ ―１：１６．４２� １６．８�
５７ ケージースズラン 牝２鹿 ５４ 小林 淳一川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新冠 イワミ牧場 ４４２ ―１：１６．７１� １４７．６
８１３ ロ ゼ ツ ヨ シ 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２６ ―１：１７．０２ １０３．０�
８１４ トレッビアーノ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥吉田 和美氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム ４２２ ―１：１７．２１� １２０．５�
６９ オーキュペテー 牝２栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４３２ ― 〃 クビ １０２．９�
３３ ミライダクリチャン 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 ４４４ ―１：２６．３大差 １９４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０３，７００円 複勝： ３０，１０６，３００円 枠連： １３，４９７，４００円

馬連： ４７，８９１，０００円 馬単： ３５，９９５，８００円 ワイド： １９，５４８，９００円

３連複： ５７，０８１，１００円 ３連単： ９４，５５５，２００円 計： ３１９，１７９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２９０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（５－６） １，６８０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� １，２３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ３，４６０円 ３ 連 単 ��� ２６，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０３７ 的中 � １４６７２（５番人気）
複勝票数 計 ３０１０６３ 的中 � ２１５３８（６番人気）� ７９８０５（１番人気）� ３３５５２（４番人気）
枠連票数 計 １３４９７４ 的中 （５－６） ５９４６（９番人気）
馬連票数 計 ４７８９１０ 的中 �� ２３３１０（５番人気）
馬単票数 計 ３５９９５８ 的中 �� ６７９３（１４番人気）
ワイド票数 計 １９５４８９ 的中 �� ７３４６（６番人気）�� ３６７０（１７番人気）�� １２５３１（３番人気）
３連複票数 計 ５７０８１１ 的中 ��� １２２０３（９番人気）
３連単票数 計 ９４５５５２ 的中 ��� ２５９１（８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．５―１２．６―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４７．０―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーペックス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

２００９．３．８生 牡２青鹿 母 ケイアイポップス 母母 ケイアイユリカゴ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミライダクリチャン号は，平成２３年８月２日まで平地競走に出走できない。

１７０５４ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１１ リンクルリッジ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６０－１１１：５６．２ ８．４�

２２ モエレシュネル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中村 和夫氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ４９４＋ ４１：５６．３� ３．５�
８１３ タツサイゴン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠鈴木 昭作氏 古賀 史生 新ひだか 株式会社平井牧場 B５０４－ ２ 〃 クビ ６４．７�
８１４ コスモレッドアイ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 剛 登別 登別上水牧場 ４６６＋１４ 〃 アタマ ７．１�
７１１ トリニダード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：５７．１５ ６．１�
４５ イガノアッパー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲平野 優五十嵐政則氏 根本 康広 新ひだか 谷山 和喜 ４５０＋ ２１：５７．３１ １５３．１	
４６ コスモチャートイン 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 平取 協栄組合 ４８８± ０１：５７．７２� ５６．３

３３ エースチョウサン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４２０－ ４１：５７．９� １３．６�
３４ ジャンピンジャック 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４６２－ ２１：５８．０� ２９０．４�
６１０ ベストピッチ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新冠 ラツキー牧場 ４７４＋１２１：５８．１� ４８．９
６９ キープザブレイヴ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８２± ０１：５８．７３� ６１．１�
５８ バ ル ボ ア 牡３芦 ５６ 中舘 英二吉田 和美氏 牧 光二 平取 二風谷ファーム ４７８－ ８１：５８．９１� ２．６�
７１２ 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 ５０２－ ６１：５９．８５ ３１７．０�
５７ アイザックドリーム 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 平山牧場 ４７６－ ８２：０２．９大差 ２０２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，７５１，２００円 複勝： ３１，０８１，５００円 枠連： １４，５４９，１００円

馬連： ５１，６４５，６００円 馬単： ３６，７９６，０００円 ワイド： ２２，１３１，１００円

３連複： ６３，１２１，８００円 ３連単： １０８，５６１，６００円 計： ３４７，６３７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２９０円 � １８０円 � １，２５０円 枠 連（１－２） １，４９０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ３，１５０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ４，５７０円 �� ２，９９０円

３ 連 複 ��� １７，５８０円 ３ 連 単 ��� ７２，９７０円

票 数

単勝票数 計 １９７５１２ 的中 � １８５５０（５番人気）
複勝票数 計 ３１０８１５ 的中 � ２８２９７（５番人気）� ５８２３４（２番人気）� ５０２９（１０番人気）
枠連票数 計 １４５４９１ 的中 （１－２） ７２５２（７番人気）
馬連票数 計 ５１６４５６ 的中 �� ２９０６４（５番人気）
馬単票数 計 ３６７９６０ 的中 �� ８６４０（１４番人気）
ワイド票数 計 ２２１３１１ 的中 �� １３４０８（４番人気）�� １１２４（３６番人気）�� １７３２（２５番人気）
３連複票数 計 ６３１２１８ 的中 ��� ２６５１（４５番人気）
３連単票数 計１０８５６１６ 的中 ��� １０９８（１９９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．０―１２．９―１２．５―１２．４―１３．１―１３．７―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．４―５０．３―１：０２．８―１：１５．２―１：２８．３―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４１．０
１
３
１２，１３，１４（２，８，１１）－４，６（１，１０）（３，９）－（５，７）・（１２，１３，１４）１１，２（４，６，８）１０（１，３）９－５＝７

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

勝馬の
紹 介

リンクルリッジ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー ２０１１．５．７ 東京４着

２００８．３．３０生 牡３黒鹿 母 タケノマーキュリ 母母 タケノアテネ ３戦１勝 賞金 ５，５５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイザックドリーム号は，平成２３年８月２日まで平地競走に出走できない。



１７０５５ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

８９ メジロミドウ 牝３黒鹿 ５２
４９ ▲小野寺祐太岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋ ４２：１４．０ １１．４�

８１０ ネオサクセス 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４６６－ ４ 〃 クビ ６．６�
１１ マイネルウーノ 牡４鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４８２－ ２２：１４．３２ １０．０�
３３ アサクサポイント 牡３青鹿５４ 田辺 裕信田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８± ０２：１４．５１ ２．５�
６６ � マイネルダウザー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ４９６－１９２：１４．７１� １８．１�
５５ シンボリヴァルト 牡３黒鹿５４ 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４６＋ ６２：１４．９１� ４．４	
２２ スズヨタキオン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４３４± ０２：１５．２２ １１７．８

７８ ベ イ ル リ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４５８－ ２２：１５．３	 ４０．０�
４４ イースタリーガスト 牡４黒鹿５７ 中舘 英二臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０２－ ２２：１５．８３ １１．９�
７７ ニシノシュテルン 牡６鹿 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 B４７４± ０２：１６．０１
 ８．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，４０１，２００円 複勝： ２８，４３１，３００円 枠連： １３，２７５，１００円

馬連： ５５，５８３，３００円 馬単： ３８，６８３，４００円 ワイド： ２０，３６５，５００円

３連複： ５９，７７５，６００円 ３連単： １１９，４０３，１００円 計： ３５５，９１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３３０円 � ２００円 � ２５０円 枠 連（８－８） ２，９７０円

馬 連 �� ３，２７０円 馬 単 �� ７，５７０円

ワ イ ド �� １，１５０円 �� １，５８０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� ６１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２０４０１２ 的中 � １４１１６（６番人気）
複勝票数 計 ２８４３１３ 的中 � ２０８９５（６番人気）� ４２３２９（３番人気）� ３０３９８（５番人気）
枠連票数 計 １３２７５１ 的中 （８－８） ３３０６（１２番人気）
馬連票数 計 ５５５８３３ 的中 �� １２５５９（１６番人気）
馬単票数 計 ３８６８３４ 的中 �� ３７７６（３３番人気）
ワイド票数 計 ２０３６５５ 的中 �� ４３９３（１６番人気）�� ３１４６（２２番人気）�� ４３９９（１５番人気）
３連複票数 計 ５９７７５６ 的中 ��� ４３４８（４０番人気）
３連単票数 計１１９４０３１ 的中 ��� １４３１（２２２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．５―１２．８―１２．８―１２．２―１１．５―１１．９―１１．７―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．４―３６．９―４９．７―１：０２．５―１：１４．７―１：２６．２―１：３８．１―１：４９．８―２：０１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロミドウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．１１．１４ 東京１着

２００８．３．１１生 牝３黒鹿 母 メジロサンドラ 母母 カ ン パ ナ ４戦２勝 賞金 １４，４００，０００円

１７０５６ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第８競走 ��
��１，８００�

い ぬ ぼ う さ き

犬 吠 埼 特 別
発走１３時５０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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ ムーンリットレイク 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ６１：４８．０ １．５�

８１０ 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± ０１：４８．５３ ６．９�
１１ グレートマーシャル 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １３．６�
７９ ラバンガルド �４栗 ５７ 中舘 英二岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 B４６６－ ４１：４８．６クビ ５１．６�
５５ ゴールドサクセス 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４７４＋ ２１：４８．７� １６．５�
８１１ プレミアムテースト 牡３青 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：４８．８� ４．５�
４４ チャーリーポイント 牡４鹿 ５７ 田中 勝春木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４８０± ０１：４８．９	 ５０．６	
７８ マイネルヴァルム 牡３青鹿５４ 柴田 大知 
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 ４４４－１６１：４９．５３� ３７．９�
６７ スモールキング 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４２± ０１：４９．６	 １４２．２�
６６ 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 ４８８－ ４１：４９．７クビ ２０２．４
３３ 
 ツ キ ヒ カ ル 牡３栗 ５４ 江田 照男田中 春美氏 牧 光二 新ひだか 田中 春美 ４５４－１４１：４９．８	 １２４．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，６９２，４００円 複勝： ８７，２５８，１００円 枠連： ２１，３３２，６００円

馬連： ７３，９３８，９００円 馬単： ６５，９２０，５００円 ワイド： ２８，１８１，７００円

３連複： ８４，０６６，４００円 ３連単： ２２２，１４８，５００円 計： ６１３，５３９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（２－８） １８０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２６０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ２，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３０６９２４ 的中 � １６４３６５（１番人気）
複勝票数 計 ８７２５８１ 的中 � ６０１７６９（１番人気）� ７４６４８（３番人気）� ４０９５５（４番人気）
枠連票数 計 ２１３３２６ 的中 （２－８） ９２０６３（１番人気）
馬連票数 計 ７３９３８９ 的中 �� １２５７３６（２番人気）
馬単票数 計 ６５９２０５ 的中 �� ８７９９２（２番人気）
ワイド票数 計 ２８１８１７ 的中 �� ４３８９０（２番人気）�� ２７５６３（３番人気）�� ９０８４（７番人気）
３連複票数 計 ８４０６６４ 的中 ��� ４９３５１（４番人気）
３連単票数 計２２２１４８５ 的中 ��� ６３０５３（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．３―３６．９―４９．３―１：０１．３―１：１３．０―１：２４．７―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

ムーンリットレイク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar デビュー ２０１１．４．１０ 阪神１着

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life ３戦２勝 賞金 ２３，５０５，０００円
※ムーンリットレイク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１７０５７ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４７ ロイヤルクレスト 牡３栃栗５４ 大庭 和弥�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５０４－ ２１：３２．９ ２８．２�

１１ ギンザボナンザ 牝４青 ５５ 蛯名 正義有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ２．０�
８１５ シャイニンアーサー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９６－ ８１：３３．１１� １０．０�
２２ フェイマステイル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：３３．２クビ １６．８�
３５ レッドエレンシア 牝３黒鹿５２ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４０６± ０１：３３．３� ８．０�
６１１ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５４± ０１：３３．４	 １１８．０	
６１０ カグニザント 牡３黒鹿５４ 松岡 正海 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４６４－ ４１：３３．６１� ７．６

５９ ニーマルオトメ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B４８８－ ２ 〃 クビ ５．９�
７１２ マイネルエデン 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２４＋ ２１：３３．８１� ２９．４�
２３ タケショウオージ 
６鹿 ５７ 北村 宏司�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６２＋ ４１：３３．９� ８９．６
４６ � グレイスフルソング 牝６鹿 ５５ 江田 照男広尾レース� 国枝 栄 愛 NT Blood-

stock ４３８－１２ 〃 クビ ２３３．６�
３４ � エスユーグランド 牡１０鹿 ５７ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４８８± ０１：３４．０� ３１５．４�
７１３ リバイバルシチー 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５２２＋ ４１：３４．１	 ４５３．９�
８１４ トーセンオーパス 牡５鹿 ５７ 村田 一誠島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 同着 ３５５．７�
５８ マ ヤ ノ マ ヤ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４７８－ ４１：３５．０５ １９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４１，６９７，７００円 複勝： ６５，５１１，９００円 枠連： ２５，２９４，７００円

馬連： １２０，９４２，６００円 馬単： ８０，４００，２００円 ワイド： ４４，９２７，６００円

３連複： １４１，７７４，４００円 ３連単： ２８６，０７２，１００円 計： ８０６，６２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ５４０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（１－４） ２，４５０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ８，７１０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ２，４１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６，５００円 ３ 連 単 ��� ６２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ４１６９７７ 的中 � １１６６５（８番人気）
複勝票数 計 ６５５１１９ 的中 � ２０５２５（８番人気）� ２２９０６２（１番人気）� ６４８１３（４番人気）
枠連票数 計 ２５２９４７ 的中 （１－４） ７６３０（１０番人気）
馬連票数 計１２０９４２６ 的中 �� ３４１５１（９番人気）
馬単票数 計 ８０４００２ 的中 �� ６８１７（２８番人気）
ワイド票数 計 ４４９２７６ 的中 �� １０６２１（１４番人気）�� ４１９６（３０番人気）�� ３６５７４（３番人気）
３連複票数 計１４１７７４４ 的中 ��� １６１０１（２３番人気）
３連単票数 計２８６０７２１ 的中 ��� ３３６８（１７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．２―４５．２―５６．５―１：０８．１―１：２０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３６．４

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルクレスト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．２．１２ 東京２着

２００８．２．１４生 牡３栃栗 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ ６戦３勝 賞金 ３２，４６４，０００円
※カグニザント号・ロイヤルクレスト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１７０５８ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

え ど が わ

江 戸 川 特 別
発走１５時００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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１４ ガンマーバースト 牡４鹿 ５７ 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４８８± ０１：５３．２ ２．８�

２３ キ ラ ウ エ ア 牡４黒鹿５７ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２ 〃 ハナ ５．４�

５９ タイセイワイルド 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ４１：５３．４１� ３．０�
６１１ ジ ャ ン ナ 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０± ０１：５４．３５ ９．８�
８１５ タクティクス �５栗 ５７ 田辺 裕信近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：５４．６２ ２１．７�
２４ ウイニングタワー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５０－ ５１：５４．７� ３０９．４�
５１０ マスターコーク 牝５鹿 ５５ 江田 照男	三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５６＋ ２１：５４．９１� １２６．６

８１６ トワインブルーム 牝５鹿 ５５ 江田 勇亮大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４７６＋ ８１：５５．０クビ １５３．１�
３６ フルボディー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 B４８０＋ ２ 〃 アタマ ３５５．８�
６１２ マイネルパルティア 牡６鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５０２＋ ８１：５５．２１	 １２１．８
７１３ ドリームアライブ �５黒鹿５７ 大庭 和弥前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４－ ２１：５５．４１	 ３６．０�
１１ 
 ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 嶋田 純次佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２２－ ２１：５５．７１� ２８４．９�
３５ 
 サイアーエフェクト 牡６栗 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 ハシモトフアーム ４９８－１２１：５５．８� ４４７．９�
１２ ネオスピリッツ 牡６鹿 ５７ 中舘 英二 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ４１：５６．７５ ３０．０�
４８ シルクアルバス 牡６芦 ５７ 村田 一誠有限会社シルク伊藤 伸一 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：５７．１２� ４４２．０�
４７ パワースポット 牝３鹿 ５２ 横山 典弘	グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４５０－ ８１：５７．８４ ７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，１１８，５００円 複勝： ６２，８５２，２００円 枠連： ３１，８２８，７００円

馬連： １６１，０９３，８００円 馬単： ９１，３８０，２００円 ワイド： ４７，０４７，５００円

３連複： １６２，９３０，１００円 ３連単： ３２１，２４０，８００円 計： ９２０，４９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（２－７） ７１０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １８０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� ３，６８０円

票 数

単勝票数 計 ４２１１８５ 的中 � １１９２７８（１番人気）
複勝票数 計 ６２８５２２ 的中 � １６５４７１（１番人気）� ９９３０３（３番人気）� １５４８８３（２番人気）
枠連票数 計 ３１８２８７ 的中 （２－７） ３３３９０（３番人気）
馬連票数 計１６１０９３８ 的中 �� １３９２０５（３番人気）
馬単票数 計 ９１３８０２ 的中 �� ４７５９８（４番人気）
ワイド票数 計 ４７０４７５ 的中 �� ４１７６３（３番人気）�� ７７５１５（１番人気）�� ４５６１７（２番人気）
３連複票数 計１６２９３０１ 的中 ��� ２２０１１４（１番人気）
３連単票数 計３２１２４０８ 的中 ��� ６４５４４（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１３．１―１３．２―１２．４―１２．１―１２．４―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．６―５０．８―１：０３．２―１：１５．３―１：２７．７―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．９
１
３
９－（２，３，１５）１０，１４－（１，１３，１６）１１（６，１２）－５，４，８，７
９（２，３，１５）（１０，１４）（１，１３，１２）１６（６，１１）（４，５）＝７－８

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

勝馬の
紹 介

ガンマーバースト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２００９．１１．１ 東京６着

２００７．３．６生 牡４鹿 母 マジェスティックラニア 母母 Crystal Ring １１戦４勝 賞金 ６０，０５６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１７０５９ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第１１競走
第１３回農林水産省賞典

��４，２６０�中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）
発走１５時４０分 （芝・外）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳６１．５�４歳以上６３．５�，牝馬
２�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ７０，０００，０００円 ２８，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード なし

６８ マイネルネオス 牡８鹿 ６３．５ 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 ４４４－１６４：５１．６ 基準タイム ４．４�

８１２ メルシーエイタイム 牡９鹿 ６３．５ 横山 義行永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 ４７６－ ８４：５１．８１� ９．７�
８１１� タ カ ラ ボ ス 牡７栗 ６３．５ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４２８± ０４：５３．７大差 ３０．７�
７９ オープンガーデン 牡７鹿 ６３．５ 江田 勇亮吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ４８８＋ ８４：５３．８� ２．６�
３３ テイエムトッパズレ 牡８青鹿６３．５ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４４６－ ８４：５５．１８ ５．８�
６７ エーシンダードマン 牡７青鹿６３．５ 西谷 誠�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５０４＋ ２４：５５．３� ７．４�
２２ エルジャンクション 	５鹿 ６３．５ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６± ０４：５８．４大差 ８０．９	
５６ ナ ド レ 牝５鹿 ６１．５ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８＋１０５：０３．４大差 ５３．９

７１０
 エヒテンヴィーゼ 牡８鹿 ６３．５ 金子 光希真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４５６－ ４５：０３．５クビ ２１７．３�
４４ プラテアード 	７芦 ６３．５ 石神 深一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B５３６＋ ４５：０５．９大差 ５３．１
５５ スズカスペンサー 牡６栗 ６３．５ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４８± ０ （競走中止） １３．１�
１１ メジロラフィキ 	６鹿 ６３．５ 五十嵐雄祐岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ４８４－ ４ （競走中止） １４．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６６，９６５，７００円 複勝： ７１，０８９，３００円 枠連： ４６，１９０，３００円

馬連： ２１９，３３６，６００円 馬単： １４５，３４７，９００円 ワイド： ６４，１０１，７００円

３連複： ２７１，８７９，５００円 ３連単： ６１６，４９６，２００円 計： １，５０１，４０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ３１０円 � ６１０円 枠 連（６－８） １，２００円

馬 連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，６４０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� １，６８０円 �� ３，２００円

３ 連 複 ��� １５，８５０円 ３ 連 単 ��� ６９，１４０円

票 数

単勝票数 計 ６６９６５７ 的中 � １２０１２０（２番人気）
複勝票数 計 ７１０８９３ 的中 � １１６８６６（２番人気）� ５８２２８（５番人気）� ２６０５０（８番人気）
枠連票数 計 ４６１９０３ 的中 （６－８） ２８４９７（５番人気）
馬連票数 計２１９３３６６ 的中 �� ７８２２０（９番人気）
馬単票数 計１４５３４７９ 的中 �� ２９４８９（１４番人気）
ワイド票数 計 ６４１０１７ 的中 �� ２０１９２（９番人気）�� ９３２８（２０番人気）�� ４７７５（３３番人気）
３連複票数 計２７１８７９５ 的中 ��� １２６６３（４８番人気）
３連単票数 計６１６４９６２ 的中 ��� ６５８１（１８７番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５３．０－３F ４０．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルネオス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Zabeel デビュー ２００５．１２．１０ 中山３着

２００３．３．３０生 牡８鹿 母 マイネプリテンダー 母母 Giladah 障害：１９戦４勝 賞金 １６０，３５９，０００円
〔競走中止〕 メジロラフィキ号は，１０号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

スズカスペンサー号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため３周目４コーナーで競走中止。

１７０６０ ７月２日 曇 良 （２３中山３）第５日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２５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

６１１ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５１０＋１４１：１０．８ ６．７�

７１４ タンジブルアセット 牡４鹿 ５７ 江田 照男安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ３．１�
８１５ トーホウブエナス 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４６２＋ ２１：１１．０１� １７．９�
４８ ハッピーカオル 牡４青 ５７

５４ ▲嶋田 純次芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ２１：１１．２１� ５．２�
１１ エイコオウイング 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４６０＋ ４１：１１．６２� １０．２�
２３ リーサムダイチ 牡３鹿 ５４ 北村 宏司平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４６８＋ ２ 〃 ハナ １７．３�
５１０� タニマサホーク 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５１６－ ４ 〃 ハナ ３２．３	
６１２ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B４８６－ ２１：１１．８１� ４．３

７１３ サンパチェンス 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４６４－ ４１：１１．９� ８４．６�
５９ ヤマニンアストレア 牝４黒鹿５５ 武士沢友治土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４４８± ０１：１２．０� ８６．２
２４ コスモミカエル 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 中央牧場 ４９６－ ６１：１２．１クビ ３２．２�
１２ レッドジール 牡５栗 ５７ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４９０－１０１：１２．８４ ２５．０�
３５ � リラティビティ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 下屋敷牧場 ４７６＋ ６１：１３．５４ ６２．３�
４７ � キャプテンドレイク 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥松平 正樹氏 高橋 祥泰 日高 白井牧場 ５００－ ８１：１３．７１� ２６０．０�
８１６ クリールマグナム 牡３芦 ５４ 柴田 大知横山 修二氏 稲葉 隆一 新ひだか 畠山牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ ３３５．０�
３６ クーデワンダー �４鹿 ５７ 村田 一誠 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 様似 富田 恭司 B４６６＋２２１：１３．８� ２５３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，９２３，８００円 複勝： ７８，２６８，８００円 枠連： ４５，６９６，９００円

馬連： １６１，３５０，１００円 馬単： ９５，２４９，６００円 ワイド： ６３，８０８，７００円

３連複： １９４，１７８，９００円 ３連単： ３７３，７１４，７００円 計： １，０６１，１９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � ４６０円 枠 連（６－７） ３９０円

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ２，２２０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ６，３１０円 ３ 連 単 ��� ３４，７６０円

票 数

単勝票数 計 ４８９２３８ 的中 � ５７８４０（４番人気）
複勝票数 計 ７８２６８８ 的中 � ６３９１５（５番人気）� ２０６５６８（１番人気）� ３４０１６（７番人気）
枠連票数 計 ４５６９６９ 的中 （６－７） ８７４２３（１番人気）
馬連票数 計１６１３５０１ 的中 �� ８２６４１（４番人気）
馬単票数 計 ９５２４９６ 的中 �� ２１０９３（１０番人気）
ワイド票数 計 ６３８０８７ 的中 �� ２８０８０（５番人気）�� ６６８９（２５番人気）�� １９９６０（６番人気）
３連複票数 計１９４１７８９ 的中 ��� ２２７３０（１９番人気）
３連単票数 計３７３７１４７ 的中 ��� ７９３５（９８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．３―１１．９―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．０―４５．９―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチエイクリッパー �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 バンブービギン デビュー ２００９．１０．１０ 東京４着

２００７．３．１０生 牡４鹿 母 バ タ ラ バ 母母 アウントヘップ １８戦３勝 賞金 ２８，２５０，０００円



（２３中山３）第５日 ７月２日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９７，０７０，０００円
１，０９０，０００円
３，８００，０００円
２，０８０，０００円
２８，０７０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

５８，７８３，０００円
５，８３８，４００円
１，６８３，０００円

勝馬投票券売得金
３７３，４３７，５００円
６１５，２４３，０００円
２６６，３５７，７００円
１，０７７，６１２，５００円
７３７，２７８，８００円
３９０，８２６，８００円
１，２８０，９４１，８００円
２，５７１，７０９，３００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 ７，３１３，４０７，４００円

総入場人員 ２３，６６５名 （有料入場人員 ２１，６４１名）


