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１７０６１ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０分 （芝・右・外）

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

１：０７．８
１：０７．８

良

良

７７ レオアクティブ 牡２栗 ５４ 松岡 正海田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４５８＋ ４１：１０．１ ２．７�

４４ パワーヒッター 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 ４９０± ０１：１０．５２� ２．６�
８９ タケデンザビエル 牝２栗 ５４ 西田雄一郎武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４６４＋ ４１：１０．７１� ９２．６�
１１ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４３２± ０１：１０．９１� ８．２�
３３ サクラアクティブ 牡２青鹿５４ 福永 祐一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 伊藤 敏明 ４７２＋ ２ 〃 クビ １１．１�
７８ 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± ０１：１１．５３� ６．０	
２２ 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 B４９２＋ ２１：１１．６� １２．１

５５ 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± ０１：１１．８１� １０８．６�
８１０ 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 ４３６－ ６１：１２．１１� ７７．３�
６６ カシノファンタ 牝２鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４１６－ ２１：１２．２� １６０．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，９８６，３００円 複勝： ３０，１６７，６００円 枠連： １２，８４０，８００円

馬連： ４５，３７３，９００円 馬単： ３８，６００，８００円 ワイド： １７，５７２，０００円

３連複： ５６，８９７，０００円 ３連単： １１５，２４９，０００円 計： ３３６，６８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １，０５０円 枠 連（４－７） ２４０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２，１８０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ８，３１０円 ３ 連 単 ��� ２６，２５０円

票 数

単勝票数 計 １９９８６３ 的中 � ５８７０４（２番人気）
複勝票数 計 ３０１６７６ 的中 � ８６４６２（１番人気）� ７６９８６（２番人気）� ３９１０（８番人気）
枠連票数 計 １２８４０８ 的中 （４－７） ４１０３１（１番人気）
馬連票数 計 ４５３７３９ 的中 �� ９６３１０（１番人気）
馬単票数 計 ３８６００８ 的中 �� ４５５８６（１番人気）
ワイド票数 計 １７５７２０ 的中 �� ３５８５５（１番人気）�� １６０２（１９番人気）�� １３３２（２１番人気）
３連複票数 計 ５６８９７０ 的中 ��� ５０５９（２２番人気）
３連単票数 計１１５２４９０ 的中 ��� ３２４１（９２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．４―１２．０―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．２―４６．２―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオアクティブ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１１．６．２５ 中山３着

２００９．２．２２生 牡２栗 母 レオソレイユ 母母 ホマレノプリンセス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出走取消馬 カシノムク号（疾病〔感冒〕のため）

１７０６２ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６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）

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

８１４ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５４ 田中 勝春清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５２＋ ２１：５６．０ ２０．４�

６１０ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４６４＋ ２１：５６．１� １４．７�
３４ ジャマイカラー 牝３青鹿５４ 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４８０± ０ 〃 クビ １．６�
７１３ デルマアプサラス 牝３鹿 ５４ 横山 典弘浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６０－ ６１：５６．３１� １４．７�
７１２ ショウナンランパス 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優国本 哲秀氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３４＋ ６１：５７．８９ １６０．４�

８１５ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４３２＋ ６１：５８．３３ ３１．４�
３５ ナンヨールージュ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 B４４０－ ２１：５８．６１� ４．５	
５８ ヒカリエンジェル 牝３黒鹿５４ 村田 一誠
ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４３０＋ ４ 〃 クビ ４０６．９�
２２ スターブルーウッド 牝３栗 ５４ 山崎 誠士飯田総一郎氏 柴崎 勇 新ひだか 落合 一巳 ４７４＋１０１：５８．７クビ １５２．５�

（川崎）

５９ ヒダノエリー 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 木田牧場 ４２０－ ２１：５９．２３ ５１４．４

１１ シースプレイ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：５９．３クビ ８．０�
６１１ カトレアシチー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥 
友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 幾千世牧場 ４４０＋ ８２：００．２５ ２５１．１�
４６ ガンバルンバ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４０８－ ４２：００．４１� ４２７．２�
２３ マ ッ コ リ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行松本 俊廣氏 田中 清隆 新冠 タニグチ牧場 ４５４－ ８２：０１．０３� ４１５．３�
４７ ワンステップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次楠本 勝美氏 水野 貴広 新冠 芳住 革二 ４１２－ ６２：０４．６大差 １１１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，７１４，９００円 複勝： ６２，８２６，６００円 枠連： １５，６９８，１００円

馬連： ４６，４４９，７００円 馬単： ４３，１６７，９００円 ワイド： ２０，２７８，９００円

３連複： ６１，９８０，２００円 ３連単： １２９，２３５，６００円 計： ４０２，３５１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ２６０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（６－８） ３，７２０円

馬 連 �� ９，７７０円 馬 単 �� ２４，１４０円

ワ イ ド �� １，７７０円 �� ４５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� ４９，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７１４９ 的中 � ８８０８（６番人気）
複勝票数 計 ６２８２６６ 的中 � ２５７２４（５番人気）� ２７６２７（４番人気）� ４２３２３１（１番人気）
枠連票数 計 １５６９８１ 的中 （６－８） ３１１７（９番人気）
馬連票数 計 ４６４４９７ 的中 �� ３５１１（２１番人気）
馬単票数 計 ４３１６７９ 的中 �� １３２０（４１番人気）
ワイド票数 計 ２０２７８９ 的中 �� ２５５０（１７番人気）�� １１６６２（５番人気）�� １２８５５（４番人気）
３連複票数 計 ６１９８０２ 的中 ��� １６５９９（９番人気）
３連単票数 計１２９２３５６ 的中 ��� １９０８（１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．５―４９．５―１：０２．４―１：１６．２―１：２９．９―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F３９．８
１
３
５，７－（４，１２）－１３（１，１４）（６，８）－１５，１０，３，９－（２，１１）
５，４，７（１３，１２）１４（１，１５，８）（６，１０）－３，９，２＝１１

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

勝馬の
紹 介

マ ン マ ル コ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー ２０１０．１１．２１ 東京８着

２００８．３．１生 牝３栗 母 ドミナスクリスタル 母母 ドミナスローズ ９戦１勝 賞金 ６，０５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンステップ号は，平成２３年８月３日まで平地競走に出走できない。
※ヒカリエンジェル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回　中山競馬　第６日



１７０６３ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６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

４８ テ ン ペ ス タ 牡３栗 ５６ 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５１０－ ２１：１３．４ １．８�

７１３ 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± ０１：１３．７２ ４．４�

６１２ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５０２± ０１：１３．９１� １３．２�
３６ ヤワタフレンド 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一平岩 健一氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４７２－ ６１：１４．３２� ４４．１�
８１６ アサクサアクセル 牡３栗 ５６ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：１４．５１ ８．２�
１２ ナスハヤブサ 牝３鹿 ５４ 山崎 誠士小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 ４２６± ０１：１４．６� １２７．０	

（川崎）

２４ ケンブリッジヒーロ 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４４４－ ６１：１４．９１� ６．４

４７ トゲツカンノン 牝３栗 ５４ 田中 勝春栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 平取 スガタ牧場 ４３０＋ ８ 〃 クビ ２９３．６�
６１１ キタロークン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４９２ ―１：１５．０クビ ４６．６�
８１５ エイコーンキッド 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０ ― 〃 クビ ４４．０

７１４ シルクマグナム 牡３芦 ５６ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 日高 ヤナガワ牧場 ４７０ ―１：１５．７４ １０３．６�
５９ アジュールレッド 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B４４８－ ２１：１５．９１	 ２８５．７�
５１０ ユキノセリーヌ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４７４ ―１：１６．０クビ ４９．９�
２３ キャプテンドータ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４４０ ―１：１６．２１� ４５５．６�
１１ キタサンアメリカン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�大野商事 田中 剛 日高 古川 優 ４３６－２０１：１６．９４ ５０４．０�
３５ ミヤビノタイヨウ 牡３鹿 ５６ 青木 芳之阿部 雅子氏 菊沢 隆徳 宮崎 吉野 政敏 ４２６ ―１：１７．６４ ３９１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６７８，９００円 複勝： ３７，２４４，４００円 枠連： １３，６０５，５００円

馬連： ５０，２００，０００円 馬単： ４４，１２７，６００円 ワイド： ２１，５７３，１００円

３連複： ６３，５５６，４００円 ３連単： １２３，２６０，２００円 計： ３７５，２４６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ３３０円

馬 連 �� ３２０円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３５０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ２，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２１６７８９ 的中 � ９６５０５（１番人気）
複勝票数 計 ３７２４４４ 的中 � １９０６９９（１番人気）� ５８３４４（２番人気）� ２４１４０（５番人気）
枠連票数 計 １３６０５５ 的中 （４－７） ３１１９４（１番人気）
馬連票数 計 ５０２０００ 的中 �� １１７５１６（１番人気）
馬単票数 計 ４４１２７６ 的中 �� ６８６０４（１番人気）
ワイド票数 計 ２１５７３１ 的中 �� ４２７６５（１番人気）�� １３５９１（４番人気）�� ８１３２（７番人気）
３連複票数 計 ６３５５６４ 的中 ��� ５０２４１（３番人気）
３連単票数 計１２３２６０２ 的中 ��� ３９８１２（３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．７―１２．６―１２．６―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．５―４７．１―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ン ペ ス タ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２０１０．８．１５ 札幌３着

２００８．３．３生 牡３栗 母 クリノトキメキ 母母 アカデイーン ８戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔制裁〕 トゲツカンノン号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１番・１５番への進路影響）
〔その他〕 ミヤビノタイヨウ号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 サムデイワンデイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０６４ ７月３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山３）第６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

５５ マンドリーカ 牡４栗 ６０ 草野 太郎伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４９６＋ ４３：１０．４ ３．５�

２２ ヤ ラ マ イ カ 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ５２０－ ４３：１０．６１� ２．２�
８１１ サーストンムーン 牡４鹿 ６０ 平沢 健治齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４７８± ０３：１０．９２ ７．２�
３３ カシマパステル 牝４鹿 ５８ 千葉 直人松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４５４＋１０３：１２．９大差 １９２．６�
７９ � オンワードネス 牡６栗 ６０ 宗像 徹樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４８６± ０３：１５．２大差 ６６．１�
１１ � スマートカンパニー �５鹿 ６０ 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４６８－ ２３：１６．５８ １４．７�
６７ タイキデイブレイク �４鹿 ６０ 高野 和馬�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４６６＋１０３：１６．６クビ ７６．４	
４４ ア バ デ ィ �４黒鹿６０ 水出 大介加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３８－１４３：１６．９１� １１９．７

６６ エアキリヤン �６鹿 ６０ 横山 義行 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５２＋ ８ 〃 クビ １１．８�
７８ アキノフライ 牝４鹿 ５８ 山本 康志穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 徳本 幸雄 ４３４－ ２ （競走中止） １４．４
８１０� スイートバイカル 牝６鹿 ５８ 蓑島 靖典シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４９０± ０ （競走中止） ８．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，１９８，１００円 複勝： １９，９３２，５００円 枠連： １２，７０３，１００円

馬連： ３６，７１４，７００円 馬単： ３２，１７３，４００円 ワイド： １２，９７９，１００円

３連複： ４６，８６２，６００円 ３連単： ９７，４２４，８００円 計： ２７３，９８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（２－５） ３７０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３２０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ２，６５０円

票 数

単勝票数 計 １５１９８１ 的中 � ３４４００（２番人気）
複勝票数 計 １９９３２５ 的中 � ３５１０３（３番人気）� ６２５６２（１番人気）� ３５８９７（２番人気）
枠連票数 計 １２７０３１ 的中 （２－５） ２５８０８（１番人気）
馬連票数 計 ３６７１４７ 的中 �� ７６８８４（１番人気）
馬単票数 計 ３２１７３４ 的中 �� ２６５９５（２番人気）
ワイド票数 計 １２９７９１ 的中 �� ２２５０７（１番人気）�� ８７４６（３番人気）�� １１１６７（２番人気）
３連複票数 計 ４６８６２６ 的中 ��� ５８３０３（１番人気）
３連単票数 計 ９７４２４８ 的中 ��� ２７２３０（３番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５４．７－３F ４１．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マンドリーカ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１０．１０ 東京１３着

２００７．５．２３生 牡４栗 母 サンデーブレーヴ 母母 ペニーアップ 障害：５戦１勝 賞金 ９，８３０，０００円
〔競走中止〕 スイートバイカル号は，１周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

アキノフライ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。

追 加 記 事（第3回中山競馬第 5日第 2競走）

〔その他〕　クリチェフスカヤ号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



１７０６５ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６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

６１１ エクスクライム 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝前原 敏行氏 牧 光二 日高 長谷川牧場 ４２６ ―１：１０．６ ３．２�

５１０ カディーシャ 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 ４１６ ―１：１１．２３� １２．０�

７１４ タニセンジャッキー 牡２鹿 ５４ 松岡 正海染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４６０ ―１：１１．４１� ３．３�
８１６ ハートヴァイン 牝２芦 ５４ 柴田 善臣 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４３４ ― 〃 クビ ２２．３�
２３ エステージャ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４１４ ―１：１１．６１� １０．５�
１２ トーセンベニザクラ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二島川 	哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３８ ―１：１１．７� ８．１

４８ クラウンビースト 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４３２ ―１：１１．８� １９．２�
８１５ ババビーナス 牝２栗 ５４ 大野 拓弥堀江 貞幸氏 高木 登 新ひだか 松田牧場 ４１６ ―１：１２．０１� ５４．６�
５９ クレバーアストレア 牝２栗 ５４ 加藤士津八田 正明氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム ４０４ ―１：１２．１� ８２．３�
２４ カテキンパワー 牡２鹿 ５４ 江田 照男山上 和良氏 和田正一郎 浦河 浦河育成牧場 ４４０ ―１：１２．３１� １４１．６�
１１ マイネルプレジャー 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４７６ ―１：１２．５１� ６．２�
４７ ブルジュハリファ 牝２鹿 ５４ 千葉 直人�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 ４３６ ―１：１２．６クビ ３５３．９�
３５ ステイローズ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４２０ ― 〃 クビ ６１．８�
７１３ トウカイガーベラ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４４８ ―１：１３．６６ ９４．７�
６１２ シ ェ リ フ 牡２黒鹿５４ 武士沢友治星野 壽市氏 保田 一隆 新ひだか 藤吉牧場 ４４６ ― 〃 アタマ １０６．１�
３６ ラトマティーナ 牝２芦 ５４ 伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４６ ―１：１４．４５ ２４８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１３７，６００円 複勝： ２８，６６０，２００円 枠連： １７，９８７，０００円

馬連： ５３，３７２，５００円 馬単： ４０，２０１，３００円 ワイド： ２０，６９０，６００円

３連複： ６４，４６７，９００円 ３連単： １０７，３４４，６００円 計： ３５４，８６１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（５－６） １，８７０円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，８００円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ２７０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� １５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２２１３７６ 的中 � ５４６３９（１番人気）
複勝票数 計 ２８６６０２ 的中 � ５３０３９（２番人気）� ２６２４７（６番人気）� ５９０９７（１番人気）
枠連票数 計 １７９８７０ 的中 （５－６） ７１０７（１０番人気）
馬連票数 計 ５３３７２５ 的中 �� １８３８８（９番人気）
馬単票数 計 ４０２０１３ 的中 �� ７８２４（１５番人気）
ワイド票数 計 ２０６９０６ 的中 �� ６７２６（９番人気）�� ２２２３６（１番人気）�� ５９３８（１１番人気）
３連複票数 計 ６４４６７９ 的中 ��� ２２６６０（４番人気）
３連単票数 計１０７３４４６ 的中 ��� ４９７８（３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．７―１１．７―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３５．６―４７．３―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクスクライム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２００９．１．３０生 牡２栗 母 フェアリーブレス 母母 スイートマイハート １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 クレバーアストレア号の騎手加藤士津八は，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。（５番への

進路影響）

１７０６６ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６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）

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

４５ プラウドイーグル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：５５．２ ３．４�

２２ ミステリートレイン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９８－ ８１：５５．３� ６．９�

７１２ ダイワコンフォート 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ８１：５５．４クビ １１．０�
３４ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ４９６－ ２１：５５．７１� ２１．６�
４６ セ イ エ イ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ３０．１�
３３ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ４８２＋ ４１：５５．９１� ３．６	
８１３ アルスマルカート 牡３栗 ５６ 柴山 雄一池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 B４６８± ０１：５６．２１� ２８．９

５８ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 中舘 英二島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４９４－ ６１：５６．８３� １４．７�
６１０ スノウプリンス 牡３栗 ５６ 三浦 皇成野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４６４－ ２１：５７．０１� ７．０�
１１ ゲンパチロッキー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム ４９０＋１０１：５７．３１� ４１．１
６９ 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 ５０２＋ ２１：５７．４� ３７．０�
７１１ カワキタロイ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎川島 吉男氏 武市 康男 浦河 多田 善弘 ４９８－ ２１：５８．６７ ７８．６�
８１４ レッドグランディス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４４６－ ４１：５９．４５ １９．０�
５７ シ ュ ク ラ ン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８４± ０１：５９．９３ ３９６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，９１６，４００円 複勝： ３７，２７０，３００円 枠連： １６，５９８，６００円

馬連： ６６，１９０，５００円 馬単： ４２，３１４，７００円 ワイド： ２６，５０８，０００円

３連複： ８０，１８５，５００円 ３連単： １２６，５２９，０００円 計： ４１８，５１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � ３３０円 枠 連（２－４） １，３８０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ９８０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 ��� ２２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２２９１６４ 的中 � ５４３２１（１番人気）
複勝票数 計 ３７２７０３ 的中 � ５９８２８（２番人気）� ４０８７９（４番人気）� ２６７４９（５番人気）
枠連票数 計 １６５９８６ 的中 （２－４） ８９０７（５番人気）
馬連票数 計 ６６１９０５ 的中 �� ３６９６４（４番人気）
馬単票数 計 ４２３１４７ 的中 �� １４３６４（４番人気）
ワイド票数 計 ２６５０８０ 的中 �� ９６６２（７番人気）�� ６６９０（９番人気）�� ４７６５（１５番人気）
３連複票数 計 ８０１８５５ 的中 ��� ９５８０（１９番人気）
３連単票数 計１２６５２９０ 的中 ��� ４０７５（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．０―５０．４―１：０３．３―１：１６．３―１：２９．３―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３８．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

プラウドイーグル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２０１１．１．１６ 中山３着

２００８．２．１５生 牡３黒鹿 母 プラウドウイングス 母母 Peraja ３戦１勝 賞金 ６，４００，０００円



１７０６７ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２３ シルクレイノルズ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ８２：０１．２ ３．５�

１１ トーセンエッジ 牡３青 ５６ 後藤 浩輝島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４２：０１．５１� ４．８�
２４ ダイワジョンクック 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ５２０－ ２２：０１．９２� ３．８�
８１７ イットーイチバン 牝３黒鹿５４ 福永 祐一阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４２２＋ ４２：０２．２２ １４．５�
３５ ダイワスプレンダー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４１２＋ ４２：０２．３クビ ５５．２�
８１５ ゴッドツヨシ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４８２＋ ４２：０２．６２ ８．５�
８１６ コンチネンタル 牡３栗 ５６ 江田 照男 	スピードファーム 和田正一郎 日高 坂東ファーム ４７６± ０２：０２．７� ３６．６

４８ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 ４５０＋１０ 〃 ハナ ３０７．９�
６１１ コパノタイヨー 牡３栗 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ４９６＋ ２２：０２．８クビ ３０．６�
７１４� チェンジユアセルフ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲平野 優平田 修氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida ４３０＋１０２：０２．９� ２５６．７

７１３� ファントムクォーツ 牡３鹿 ５４ 横山 典弘 	キャロットファーム 鹿戸 雄一 豪
Caradale Pty Ltd,
Chelsaus（Ire-
land），Wynatt

４８０ ―２：０３．１１	 １５．９�
５９ キジトサルヲツレテ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 ４３４＋ ４２：０３．２� １２１．６�
１２ キクノアジオ 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一菊池 五郎氏 牧田 和弥 新ひだか 城地 清満 ４９８＋ ６２：０３．４１	 ３９．３�
４７ サクライーグル 牡３栗 ５６ 松岡 正海�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４５０－ ８２：０３．８２� ９．２�
３６ キョウエイアロマ 牝３栗 ５４ 伊藤 工真田中 晴夫氏 萱野 浩二 むかわ 市川牧場 ４０８－ ２２：０４．９７ ３７７．４�
６１２ トレジャーバンク 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５４－１０２：０６．５１０ １２１．５�
５１０ ブザービーター 牡３栗 ５６ 大庭 和弥モナコ商事� 坂本 勝美 新ひだか 三石橋本牧場 ４７０－ ８２：１０．５大差 １０１．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２３，１２７，４００円 複勝： ３７，１９４，６００円 枠連： ２３，３１２，３００円

馬連： ６６，４８６，０００円 馬単： ４３，７１２，３００円 ワイド： ２５，４６５，４００円

３連複： ７９，７４３，２００円 ３連単： １３６，４８０，７００円 計： ４３５，５２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－２） ４８０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ５，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２３１２７４ 的中 � ５３０４１（１番人気）
複勝票数 計 ３７１９４６ 的中 � ８０７０６（２番人気）� ５０６４８（３番人気）� ８３９６０（１番人気）
枠連票数 計 ２３３１２３ 的中 （１－２） ３５８９６（２番人気）
馬連票数 計 ６６４８６０ 的中 �� ５０２８６（３番人気）
馬単票数 計 ４３７１２３ 的中 �� １９３０４（３番人気）
ワイド票数 計 ２５４６５４ 的中 �� １５７４１（３番人気）�� ２８１１９（１番人気）�� １８３９６（２番人気）
３連複票数 計 ７９７４３２ 的中 ��� ６０７３２（１番人気）
３連単票数 計１３６４８０７ 的中 ��� １９４６８（３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．６―１２．３―１２．９―１２．２―１２．１―１１．７―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．８―３６．４―４８．７―１：０１．６―１：１３．８―１：２５．９―１：３７．６―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクレイノルズ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．４．２４ 新潟１０着

２００８．１．２２生 牡３青鹿 母 ウイングオブラック 母母 バブルウイングス ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレジャーバンク号・ブザービーター号は，平成２３年８月３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） ３頭 アルシノエ号・ヒカリエンジェル号・ブライティアアース号
（非抽選馬） １頭 クレバーホーク号

１７０６８ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ カンマビード 牝４栗 ５５ 中舘 英二石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４８４－ ６１：５４．２ ３．６�

６１１ ビレッジスマイル 牝３青 ５２ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５４－ ２１：５４．６２� １１．７�
４７ デ ィ ミ ー タ 牝４黒鹿５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４４６＋ ２１：５５．１３ ３．６�
３５ バイブレイションズ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７０＋ ６１：５５．３１� １１２．０�
７１３ ル イ ー ズ 牝３青鹿５２ 松岡 正海大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：５５．８３ ８．４�
１２ トレジャーチェスト 牝４芦 ５５ 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２ 〃 アタマ ５．９	
６１２ チャレンジフラッグ 牝４芦 ５５ 後藤 浩輝石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５２２＋ ２１：５５．９クビ ７．８

５９ ミ ア コ ル サ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４６８－ ２１：５６．０� ７３．８�
８１６� セイカミカワ 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８６＋ ８１：５６．１クビ ３６．５�
３６ リ ズ モ ア 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ２１：５６．２� １０．８
５１０� トッププライス 牝４栗 ５５ 武士沢友治加藤 春夫氏 上原 博之 様似 宮本 一輝 ４５０－ ６１：５６．４１� ８２．４�
８１５ ピサノシャルロット 牝４鹿 ５５ 北村 宏司市川 義美氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム B４４４＋ ２１：５６．８２� １２４．４�
１１ � トーアティアレ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４４６＋ ２１：５６．９� ３３８．６�
７１４ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲平野 優井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４０８± ０１：５７．３２� １０８．２�
４８ グジョウハチマン 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４５６＋ ２１：５７．５１� ５８．４�
２４ アテナブルー 牝４栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �ブルーマネジメント田村 康仁 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４３６－ ８１：５７．６� １８９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２８１，３００円 複勝： ４３，６７８，１００円 枠連： ２１，３０１，４００円

馬連： ８８，１６２，４００円 馬単： ５５，１１６，６００円 ワイド： ３２，４６０，８００円

３連複： ９９，５８３，７００円 ３連単： １６８，２６４，７００円 計： ５３５，８４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（２－６） ８５０円

馬 連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ２４０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 ��� １９，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２７２８１３ 的中 � ６０６５３（１番人気）
複勝票数 計 ４３６７８１ 的中 � ８９９１１（２番人気）� ２７０６７（７番人気）� ９０８２３（１番人気）
枠連票数 計 ２１３０１４ 的中 （２－６） １８６４１（３番人気）
馬連票数 計 ８８１６２４ 的中 �� ２３４８２（１３番人気）
馬単票数 計 ５５１１６６ 的中 �� ９２０７（１９番人気）
ワイド票数 計 ３２４６０８ 的中 �� ８５３５（１２番人気）�� ３９６１３（１番人気）�� １１９０６（８番人気）
３連複票数 計 ９９５８３７ 的中 ��� ２８６０９（６番人気）
３連単票数 計１６８２６４７ 的中 ��� ６４９１（５５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１３．１―１３．７―１２．７―１２．７―１２．４―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．３―５１．０―１：０３．７―１：１６．４―１：２８．８―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カンマビード �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ステートリードン デビュー ２０１０．２．２１ 東京１０着

２００７．２．２１生 牝４栗 母 シルクサファイア 母母 ア グ サ ン １１戦３勝 賞金 ２５，８００，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マドモアゼルノン号



１７０６９ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

の だ

野 田 特 別
発走１４時３５分 （ダート・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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ マルブツビアン 牡３黒鹿５４ 福永 祐一大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 ５０２± ０１：５４．３ １０．３�

６１１ ブレイクチャンス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４ 〃 クビ ３．０�
４７ ヒラボクマジック 牡３黒鹿５４ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ６１：５４．５１� ８．５�
８１５ エクストラセック 牡４栗 ５７ 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５２４－１６１：５４．７１� ７．５�
３６ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 B４７８－ ２ 〃 ハナ １２．５�
６１２ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２６± ０１：５４．８クビ ２８．９�
３５ トウショウカムイ 牡３鹿 ５４ 北村 宏司トウショウ産業� 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 ４９６＋ ８１：５４．９� ９．３	
５１０	 タケショウカヅチ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二
ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５１２＋ ４１：５５．４３ ６．２�
２４ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５４ 柴山 雄一 
グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７４± ０１：５５．７１
 ７２．４�
１２ ベストオブケン 牡３黒鹿５４ 村田 一誠中西 宏彰氏 清水 英克 新冠 川上牧場 ４４８－１６１：５５．８� ２３２．５
８１６ トルバドゥール 牡３栃栗５４ 松岡 正海 
キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：５６．５４ １０．６�
７１４ ヴァルドルフ 牡６栗 ５７ 小林 淳一片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４６２＋ ８１：５６．６� １５７．８�
４８ グランマルシェ 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成 
キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ４１：５７．９８ １６．８�
２３ � ミンドゥルレキル 牡３鹿 ５４ 山崎 誠士牧野 好行氏 山崎 尋美 新ひだか 畠山牧場 ４７６－ ３１：５８．０� ４４７．０�

（川崎） （川崎）

７１３ テンエイエスプリ 牡４栗 ５７ 江田 照男熊坂富寿雄氏 萱野 浩二 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４７８＋１６ 〃 クビ ２８７．０�

５９ ロードエフォール 牡３黒鹿５４ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４９０＋１２１：５８．８５ ７６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，７００，１００円 複勝： ５７，１５１，３００円 枠連： ３６，９４８，７００円

馬連： １２９，９６９，３００円 馬単： ７２，２２７，６００円 ワイド： ４２，８２３，６００円

３連複： １４９，４１７，３００円 ３連単： ２６４，２５７，３００円 計： ７８９，４９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（１－６） １，１５０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� １，４００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ４，８９０円 ３ 連 単 ��� ２９，１００円

票 数

単勝票数 計 ３６７００１ 的中 � ２８１２０（６番人気）
複勝票数 計 ５７１５１３ 的中 � ４６８４０（５番人気）� １４９３４８（１番人気）� ４５１６５（６番人気）
枠連票数 計 ３６９４８７ 的中 （１－６） ２３８１６（５番人気）
馬連票数 計１２９９６９３ 的中 �� ７６０６８（２番人気）
馬単票数 計 ７２２２７６ 的中 �� １６８５３（１０番人気）
ワイド票数 計 ４２８２３６ 的中 �� １８０６１（３番人気）�� ７２１８（１８番人気）�� １６４３７（５番人気）
３連複票数 計１４９４１７３ 的中 ��� ２２５５９（１４番人気）
３連単票数 計２６４２５７３ 的中 ��� ６７０３（８３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１３．３―１３．１―１３．０―１３．４―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３５．８―４９．１―１：０２．２―１：１５．２―１：２８．６―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．１
１
３

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

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

マルブツビアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１．１０ 中山４着

２００８．２．２９生 牡３黒鹿 母 クインキャスト 母母 キオイキャスト ４戦２勝 賞金 １８，６７９，０００円
※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 ニーロ号・リキアイクロフネ号
（非抽選馬） ２頭 スペースウォッチ号・フェバリットアワー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０７０ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６日 第１０競走 ��
��２，０００�

じょうそう

常総ステークス
発走１５時１０分 （芝・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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５５ ヤングアットハート 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８６－ ６１：５９．４ １．６�

２２ ショウナンアクロス 牡６鹿 ５７ 北村 宏司国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００± ０１：５９．６１� ３２．２�

１１ ドリームノクターン 牡６鹿 ５７ 柴田 大知セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５１０＋１０ 〃 クビ ６．２�
６６ ネ コ パ ン チ 牡５黒鹿５７ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４６８－ ８２：００．１３ ６．９�
７８ リッカロイヤル 牡６芦 ５７ 横山 典弘立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５３２± ０２：００．４１� １５．０�
３３ ダイバーシティ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ６２：００．５	 ６７．０	
８１０
 アロマンシェス 牡７鹿 ５７ 横山 義行伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４５８－１０２：００．８２ １５８．５

４４ バアゼルリバー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ６２：００．９クビ ８．５�
６７ メイショウジンム 牡５鹿 ５７ 松岡 正海松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３６± ０２：０１．０� １６．３�
７９ 
 トウカイプライム 牡６黒鹿５７ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５８＋ ２ 〃 ハナ １９７．５
８１１ トーセンゴライアス 牡７芦 ５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５６４＋ ４２：０１．８５ ３９．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４２，７７２，７００円 複勝： ８３，５５３，７００円 枠連： ２４，８９１，４００円

馬連： １３４，９５２，６００円 馬単： ９７，９６８，７００円 ワイド： ４１，７３６，３００円

３連複： １３８，３８９，５００円 ３連単： ３７３，７２５，２００円 計： ９３７，９９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４９０円 � １９０円 枠 連（２－５） ２，３８０円

馬 連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ２，９９０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ２５０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� ３，２１０円 ３ 連 単 ��� １４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ４２７７２７ 的中 � ２１２９３８（１番人気）
複勝票数 計 ８３５５３７ 的中 � ４９３３６５（１番人気）� １８７１３（８番人気）� ６８４２２（３番人気）
枠連票数 計 ２４８９１４ 的中 （２－５） ７７４７（８番人気）
馬連票数 計１３４９５２６ 的中 �� ４２７３０（８番人気）
馬単票数 計 ９７９６８７ 的中 �� ２４１９３（１０番人気）
ワイド票数 計 ４１７３６３ 的中 �� １３５７１（８番人気）�� ５００４１（２番人気）�� ４９８６（２１番人気）
３連複票数 計１３８３８９５ 的中 ��� ３１８８１（１４番人気）
３連単票数 計３７３７２５２ 的中 ��� １９０４６（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３５．３―４６．８―５９．２―１：１１．１―１：２３．６―１：３５．５―１：４７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤングアットハート �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．９ 札幌３着

２００７．２．１２生 牡４栗 母 ニフティハート 母母 ニフティニース ２１戦５勝 賞金 １１４，４１４，０００円
※出走取消馬 ミヤビベガ号（疾病〔左前�靭帯炎〕のため）

２レース目



１７０７１ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第６０回ラジオNIKKEI賞（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
３歳，２２．７．３以降２３．６．２６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

ラジオNIKKEI賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６１０ フレールジャック 牡３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３６－１０１：４６．９ ４．６�

５７ マイネルラクリマ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４６８± ０１：４７．０� ５．０�

２２ カ フ ナ 牡３黒鹿５５ 柴田 善臣金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６１：４７．３１� ４．６�

４５ ターゲットマシン 牡３青鹿５４ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：４７．４� １６．４�
４６ ア バ ウ ト 牡３栗 ５３ 芹沢 純一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１６＋ ８１：４７．５� １１．４�
１１ ヴ ィ ジ ャ イ 牡３鹿 ５３ 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８８－ ８ 〃 クビ ２５．５	
７１２ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５３ 武士沢友治村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７０＋ ４１：４７．６� ３５．８

３４ フルアクセル 牡３栗 ５４ 山崎 誠士山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：４７．７� １４．６�

（川崎）

８１３ ショウナンパルフェ 牡３鹿 ５７ 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０６＋ ２１：４７．９１� ５．８�
３３ ヒラボクインパクト 牡３鹿 ５４ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ２１：４８．１１� ２８．２
７１１ ダーズンローズ 牡３青 ５３ 中舘 英二 �キャロットファーム 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６６± ０１：４９．３７ ６７．４�
５８ プランスデトワール 牡３芦 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６８－ ４ （競走中止） ８．９�
８１４ ディアフォルティス 牡３黒鹿５２ 村田 一誠ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 ４６２－ ６ （競走中止） １４７．３�

（１３頭）
６９ エ ポ ワ ス 牡３鹿 ５４ 田面木博公多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： １４９，７３４，３００円 複勝： １９７，２１６，５００円 枠連： １２１，５２２，８００円 馬連： ６７６，７５８，５００円 馬単： ３６９，２９３，０００円

ワイド： １７７，１２０，６００円 ３連複： ８４０，９８８，４００円 ３連単： １，７３２，５０２，５００円 ５重勝： ２，２６３，００３，５００円 計： ６，５２８，１４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（５－６） ７７０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ５００円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� ８，３９０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／中山１０R／函館１１R／京都１１R／中山１１R

キャリーオーバー なし����� １９，６８０円

票 数

単勝票数 差引計１４９７３４３（返還計 ２６４９） 的中 � ２５７３９６（２番人気）
複勝票数 差引計１９７２１６５（返還計 ２１７５） 的中 � ２５００１３（４番人気）� ３３４５７７（２番人気）� ３９３７９９（１番人気）
枠連票数 差引計１２１５２２８（返還計 １５３５） 的中 （５－６） １１６７０３（２番人気）
馬連票数 差引計６７６７５８５（返還計 ２５７４６） 的中 �� ３７０１６５（５番人気）
馬単票数 差引計３６９２９３０（返還計 １６０５５） 的中 �� １１３０６３（６番人気）
ワイド票数 差引計１７７１２０６（返還計 ６９５５） 的中 �� ７３４２２（５番人気）�� ８５２２７（３番人気）�� １５３８５２（１番人気）
３連複票数 差引計８４０９８８４（返還計 ５３８５６） 的中 ��� ３６４９８６（１番人気）
３連単票数 差引計１７３２５０２５（返還計１１１８９６） 的中 ��� １５２４５５（２番人気）
５重勝票数 差引計２２６３００３５（返還計 ０ ） 的中 ����� １０８６３８

ハロンタイム １２．３―１１．８―１１．５―１２．２―１１．９―１２．１―１２．０―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３５．６―４７．８―５９．７―１：１１．８―１：２３．８―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレールジャック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．５．７ 京都１着

２００８．５．２５生 牡３鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song ３戦３勝 賞金 ５１，４９７，０００円
〔出走取消〕 エポワス号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ダーズンローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ディアフォルティス号は，１コーナーで急に外側に逃避した「プランスデトワール」号の影響で競走中止。

プランスデトワール号は，１コーナーで急に外側に逃避したため競走中止。
〔制裁〕 プランスデトワール号の騎手横山典弘は，１コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２３年７月９日の騎乗を停止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 プランスデトワール号は，１コーナーで急に外側に逃避したことについて平成２３年７月４日から

平成２３年７月２４日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔その他〕 プランスデトワール号〔競走中止〕は，１コーナーで急に外側に逃避し，「ショウナンパルフェ」号〔９位入線〕及び

「ディアフォルティス」号〔競走中止〕の走行を妨害。
※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） ３頭 オメガブレイン号・カグニザント号・ロイヤルクレスト号
（非抽選馬） １頭 ムーンリットレイク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１７０７２ ７月３日 晴 良 （２３中山３）第６日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３５ エ ク メ ー ネ 牝３鹿 ５２ 北村 宏司池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４７６± ０１：０８．９ ９．９�

８１５ スイートライラ 牝５栗 ５５ 松岡 正海シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４７２＋１０ 〃 アタマ ７．５�
６１１ ヨ ア ケ 牡３黒鹿５４ 中舘 英二 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B４８２± ０１：０９．１１� ４．５�
８１６� ヘイハチプリンセス 牝５鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 �原 敏明 ４３６－ ２ 〃 アタマ ２００．９�
６１２� フランキンセンス 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５２８－ ２１：０９．３１ ６６．５�
２３ フィールザファン 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ ２０．４	
４８ ベストクローン 牝３鹿 ５２ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ９．６

５９ � デスティニーホープ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 モリナガファーム ４３８＋１０１：０９．４クビ １３７．８�
４７ クロフォード 牝４青 ５５

５２ ▲平野 優 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４ 〃 ハナ ５．０�
１２ ポピュラーストック 牡３栗 ５４ 柴田 善臣 �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 ４６６－ ２ 〃 クビ ７．３
７１４� ハ ー ト マ ン 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信副島 義久氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 ４４４－１２１：１０．１４ ７６．４�
１１ アンクルバンザイ 牡４栗 ５７ 嘉藤 貴行�有能 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４８８± ０１：１０．２� １３４．１�
７１３ ナムラトリトン 牡４芦 ５７ 田中 勝春奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４２４＋ ４ 〃 ハナ １１６．０�
５１０ ディアイリス 牝４鹿 ５５ 江田 照男�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４４０－ ２１：１０．６２� ８４．３�
２４ ニシノツインクル 牝４黒鹿５５ 村田 一誠西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４３６－ ４１：１１．１３ ４．８�
３６ モンサンアポロ 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成山下 新一氏 岩戸 孝樹 新冠 中村農場 B４５４＋ ２１：１２．２７ ２６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，１３５，５００円 複勝： ７２，４１５，３００円 枠連： ４９，３７６，１００円

馬連： １８８，９２９，３００円 馬単： １０８，６２５，６００円 ワイド： ６３，３４２，５００円

３連複： ２３８，２２９，７００円 ３連単： ４８２，４１５，４００円 計： １，２５６，４６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２８０円 � ２５０円 � ２００円 枠 連（３－８） ２，４２０円

馬 連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ９４０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ６，４１０円 ３ 連 単 ��� ４３，８２０円

票 数

単勝票数 計 ５３１３５５ 的中 � ４２４５２（７番人気）
複勝票数 計 ７２４１５３ 的中 � ６２７７１（７番人気）� ７７０１６（４番人気）� １１００７３（２番人気）
枠連票数 計 ４９３７６１ 的中 （３－８） １５１１６（１４番人気）
馬連票数 計１８８９２９３ 的中 �� ４５２６６（１９番人気）
馬単票数 計１０８６２５６ 的中 �� １３３６７（３４番人気）
ワイド票数 計 ６３３４２５ 的中 �� １５６０１（１８番人気）�� １６４４６（１６番人気）�� ２４８８６（５番人気）
３連複票数 計２３８２２９７ 的中 ��� ２７４４４（２９番人気）
３連単票数 計４８２４１５４ 的中 ��� ８１２５（２００番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１１．５―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４５．２―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ク メ ー ネ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．９．２６ 中山１着

２００８．２．２０生 牝３鹿 母 リトルソルジャー 母母 オ ー ス ピ ス ７戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
〔制裁〕 エクメーネ号の騎手北村宏司は，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。（４番への進路影響）
〔その他〕 モンサンアポロ号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 トウカイナックル号

５レース目



（２３中山３）第６日 ７月３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

２２９，６８０，０００円
３，２２０，０００円
２，６３０，０００円
１，６５０，０００円
２１，７３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，３３９，５００円
５，１５４，２００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
４５７，３８３，５００円
７０７，３１１，１００円
３６６，７８５，８００円
１，５８３，５５９，４００円
９８７，５２９，５００円
５０２，５５０，９００円
１，９２０，３０１，４００円
３，８５６，６８９，０００円
２，２６３，００３，５００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
５ 重 勝
計 １２，６４５，１１４，１００円

総入場人員 ２９，３６８名 （有料入場人員 ２６，６６３名）




