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１８０１３ ７月１日 雨 良 （２４中京２）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時００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

１：１０．３
１：０６．５

良

良

７１５ ビキニブロンド 牝３黒鹿５４ 横山 典弘金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ４１：０８．９レコード １．７�

７１４ アルレガーロ 牝３栗 ５４ 浜中 俊�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 B４６４＋ ２１：０９．０� １０．４�
１２ シゲルアプリコット 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 木原 一良 浦河 中村 雅明 ５０６＋ ２１：０９．５３ １５．３�
１１ ニホンピロルノン 牝３鹿 ５４ 北村 友一小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 ４４８＋ ６ 〃 ハナ １１．０�
３５ ニホンピロシトリン 牝３黒鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ４２２＋ ２ 〃 クビ ２９．８�
６１２ ウォーターナポリ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４２０＋ ６１：０９．６クビ １４２．６	
３６ アカネチャン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介泉 一郎氏 鹿戸 明 新ひだか 坂本牧場 ４５６＋ ４１：０９．７� ７４．３

８１７� エイシンピューマ 牝３青鹿５４ 川田 将雅平井 豊光氏 小崎 憲 米

O’Rourkes Silver
Springs Stud
Farm LLC

４５８＋ ２１：０９．８クビ ３．９�
５９ オンザクラッグ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 和子氏 鈴木 孝志 浦河 鎌田 正嗣 ４０６＋ ２ 〃 クビ １１０．７�
４７ エーティードンタク 牡３黒鹿５６ 国分 優作荒木 徹氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 ４７２＋２０１：０９．９� ６２．５
８１８ アートオブライツ 牝３鹿 ５４ 幸 英明小山 豊氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４６４＋ ８１：１０．１１ ８６．７�
６１１ ハイランドヒル 牡３栗 ５６ 小牧 太小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 石田牧場 ４５８ ―１：１０．７３� １４９．２�
２４ シゲルシブガキ 	３鹿 ５６ 武 豊森中 蕃氏 牧田 和弥 日高 瀬戸牧場 ４５８－１２ 〃 ハナ ２１．４�
５１０ コーリンデヴァター 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４２４＋ ８ 〃 ハナ ３３６．３�
２３ ジャコキング 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二晴間 初栄氏 庄野 靖志 新冠 村上牧場 ４０６－ ４１：１１．０１� ２３９．２�
４８ ギルデッドフレーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也有限会社シルク清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 ４１６＋１０１：１１．５３ ６６７．９�
７１３ ヤマニンヘリテージ 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士土井 薫氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ４４６＋ ２１：１１．７１
 ４０８．１�
８１６ リ ル チ ャ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ３４６ ―１：１４．３大差 １７９．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，９６７，０００円 複勝： ４７，１９８，５００円 枠連： １３，１１４，７００円

馬連： ４１，３０７，０００円 馬単： ３０，３６５，５００円 ワイド： ２１，１８４，５００円

３連複： ６２，３０７，９００円 ３連単： １１０，９１２，７００円 計： ３４４，３５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ４００円 枠 連（７－７） ９４０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ６２０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ３，４７０円 ３ 連 単 ��� ８，７８０円

票 数

単勝票数 計 １７９６７０ 的中 � ８３８７２（１番人気）
複勝票数 計 ４７１９８５ 的中 � ２７１０５４（１番人気）� ３０５６４（３番人気）� １４２８１（７番人気）
枠連票数 計 １３１１４７ 的中 （７－７） １０３３０（３番人気）
馬連票数 計 ４１３０７０ 的中 �� ３４８０３（２番人気）
馬単票数 計 ３０３６５５ 的中 �� １７８６３（３番人気）
ワイド票数 計 ２１１８４５ 的中 �� １５６５３（２番人気）�� ８４１１（４番人気）�� ２８６４（１８番人気）
３連複票数 計 ６２３０７９ 的中 ��� １３２７５（８番人気）
３連単票数 計１１０９１２７ 的中 ��� ９３３２（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．３―１１．５―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．３―４５．８―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．６
３ ・（４，１４）（２，１５）（５，１７，１８）３（１，６）１２，７，９，１０－８，１１－１６，１３ ４ １４，４，１５（２，１７，１８）５，３（１，６）１２，９，７，１０（８，１１）＝１３－１６

勝馬の
紹 介

ビキニブロンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．８．１３ 小倉２着

２００９．２．１生 牝３黒鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク ６戦１勝 賞金 １１，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔制裁〕 アートオブライツ号の騎手幸英明は，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１０，０００円。（１７番・９番への

進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リルチャン号は，平成２４年８月１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 ヴァンブラン号・エイユーラズリー号・カシノデューク号・テーオーアパタイト号・ホープマイスター号・

ヨドノグレイス号

１８０１４ ７月１日 雨 良 （２４中京２）第２日 第２競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１０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� コースレコード

中央レコード

２：１１．５
２：１０．０

良

良

４７ サチノコイノボリ 牡３鹿 ５６ 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 ４６８＋ ４２：１２．８ ３．８�

８１６ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５２４± ０２：１３．１２ ４．４�
８１８ タガノビッグバン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５００－ ４２：１３．２クビ ８．４�
２３ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８０＋１２２：１３．５２ ３９．７�
２４ タイキプレミアム 牡３鹿 ５６ 小牧 太�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ２２：１４．１３� ３．４�
４８ ヴィサージュ 牡３栗 ５６ 北村 友一ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ２２：１４．５２� １０．１�
３５ メイショウバクフウ 牡３栗 ５６ 国分 恭介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 大道 秀男 ４７６－ ２２：１４．８１� ３２６．１	
７１５ スマートアスター 牡３芦 ５６ 石橋 守大川 徹氏 千田 輝彦 むかわ ヤマイチ牧場 ５２２－ ４２：１４．９クビ ４３．０

６１２ エルマカロン �３鹿 ５６ 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 ４４４＋ ４２：１５．３２� ４９．７�
１１ ジョビジョバ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 ４８０± ０２：１５．５１� ８９．５�

３６ ローレルハイウェイ 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也 ローレルレーシング 松永 幹夫 新冠 高瀬牧場 ４２４± ０２：１５．８１� １７３．９�

８１７ インフィジャール 牝３鹿 ５４ 酒井 学�日進牧場 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４１８－ ４ 〃 アタマ ８７．２�
１２ ダーレームーン 牝３鹿 ５４ 武 豊守内 満氏 堀井 雅広 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３０＋１４２：１５．９� ６４．３�
６１１ ジャックスワロー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４８８－１２２：１６．１１� ４１７．５�
７１３ エイトビート �３鹿 ５６ 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２± ０ 〃 クビ １６．２�
５１０ ト ー ア ル イ 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志高山ランド 平田 修 豊浦トーア牧場 ４５６＋ ２２：１６．２クビ ６６．４�
７１４ ケントリューズ 牡３栗 ５６ 川田 将雅大迫 基弘氏 岡田 稲男 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ２２：１６．４１� １８．０�
５９ キクノエクレール 牡３青 ５６

５５ ☆高倉 稜菊池 五郎氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 B４９２＋ ６２：１７．４６ １５０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，３０８，７００円 複勝： ２８，１７８，３００円 枠連： １６，０１０，１００円

馬連： ４０，７９５，９００円 馬単： ２５，０１１，０００円 ワイド： ２０，５５１，１００円

３連複： ６１，７３６，６００円 ３連単： ８６，２４８，７００円 計： ２９３，８４０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ４２０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ６８０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� ８，９２０円

票 数

単勝票数 計 １５３０８７ 的中 � ３１８５９（２番人気）
複勝票数 計 ２８１７８３ 的中 � ６２６０２（１番人気）� ４１９９１（３番人気）� ２７５３５（４番人気）
枠連票数 計 １６０１０１ 的中 （４－８） ２８３５６（１番人気）
馬連票数 計 ４０７９５９ 的中 �� ３９２３３（２番人気）
馬単票数 計 ２５０１１０ 的中 �� １１８４４（３番人気）
ワイド票数 計 ２０５５１１ 的中 �� １８０５２（１番人気）�� ７０３６（５番人気）�� ７１３７（４番人気）
３連複票数 計 ６１７３６６ 的中 ��� ２２３４５（２番人気）
３連単票数 計 ８６２４８７ 的中 ��� ７１４３（１１番人気）

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

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―３４．９―４７．４―５９．９―１：１２．２―１：２４．４―１：３６．７―１：４８．９―２：００．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

サチノコイノボリ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．１０．１ 阪神３着

２００９．４．２生 牡３鹿 母 エレガントマリー 母母 マックスキャリー １２戦１勝 賞金 １０，９５０，０００円
〔発走状況〕 キクノエクレール号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

第２回 中京競馬 第２日



１８０１５ ７月１日 雨 稍重 （２４中京２）第２日 第３競走 ��１，２００�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� コースレコード

中央レコード

１：１１．１
１：０８．７

良

重

６１１ マサノボラーレビア 牡３鹿 ５６ 幸 英明中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 ５０４－ ６１：１２．０ １．８�

３５ ゴッドツェッペリン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介石川 幸司氏 大根田裕之 日高 石原牧場 ４６４－ ４１：１２．１� ９．３�
４７ ワンダーカサドール 牡３鹿 ５６ 国分 恭介山本 信行氏 藤岡 範士 新ひだか フクダファーム ４４０± ０１：１２．７３� ５．７�
８１５ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 酒井 学脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４２４± ０１：１３．１２� １２４．３�
４８ メジロガラメキ 牝３栗 ５４ 和田 竜二�野 哲氏 小崎 憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋１８１：１３．４１� １０２．８�
６１２ ダンツスウィフト 牝３栗 ５４ 浜中 俊山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１０－ ４ 〃 ハナ １２．０�
２４ ニロティカス 牡３黒鹿５６ 小牧 太畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 B４３８－ ２１：１３．７２ ２７．５�
７１３ オーシャンスキー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４７０± ０１：１３．９１� ５．６	
７１４ サンレイキンキー 牝３鹿 ５４ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ １７５．０

５１０ ナリタアイル 牝３栗 ５４ 鮫島 良太�オースミ 角田 晃一 浦河 杵臼牧場 ４５８－ ４１：１４．０� １６０．５�
１２ タガノバベル 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７２－１０１：１４．１クビ １３．８

２３ ミスズマジシャン 牡３鹿 ５６ 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 松浦牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １９５．０�
８１６ サマーパッション 牝３青 ５４

５１ ▲藤懸 貴志セゾンレースホース� 中村 均 日高 山際 辰夫 ４７８＋２８１：１４．７３� ２５１．２�
５９ カ シ ノ ギ ア 牡３栗 ５６ 大下 智柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 片山 建治 ４５０－ ４１：１４．８� ６５３．２�
１１ ラインジェニファー 牝３芦 ５４

５１ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 ４３０＋１６１：１５．６５ ３５４．３�
３６ マザーウィット 牝３鹿 ５４ 国分 優作名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４３０ ―１：１６．２３� ５３０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１４２，４００円 複勝： ４３，１０４，５００円 枠連： １２，００７，１００円

馬連： ３９，５２６，４００円 馬単： ３２，５０５，４００円 ワイド： ２２，１３０，４００円

３連複： ６３，３４６，０００円 ３連単： １１５，７８５，３００円 計： ３４８，５４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（３－６） ６８０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２３０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ４，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２０１４２４ 的中 � ９０１１６（１番人気）
複勝票数 計 ４３１０４５ 的中 � １７０００２（１番人気）� ３９２３６（４番人気）� ６０８１５（３番人気）
枠連票数 計 １２００７１ 的中 （３－６） １３０５４（３番人気）
馬連票数 計 ３９５２６４ 的中 �� ３８８７２（３番人気）
馬単票数 計 ３２５０５４ 的中 �� ２２５１１（３番人気）
ワイド票数 計 ２２１３０４ 的中 �� １４１６３（５番人気）�� ２７２１７（１番人気）�� ８２６４（７番人気）
３連複票数 計 ６３３４６０ 的中 ��� ４４１４３（２番人気）
３連単票数 計１１５７８５３ 的中 ��� １９２２３（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．５―１２．２―１１．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．４―３４．９―４７．１―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサノボラーレビア �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２０１２．５．１３ 京都４着

２００９．４．８生 牡３鹿 母 ファーストクラス 母母 スイートコンコルド ４戦１勝 賞金 ７，８４０，０００円
〔発走状況〕 カシノギア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カシノギア号は，平成２４年７月２日から平成２４年７月２２日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マザーウィット号は，平成２４年８月１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 サチノタカチホ号・シゲルライム号・パンツァーリート号・メイショウプリムラ号
（非抽選馬） ２頭 ヒデノリード号・メイショウヒダマリ号

１８０１６ ７月１日 雨 良 （２４中京２）第２日 第４競走 ３，０００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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 なし

８８ モズハリケーン 牡４栗 ６０ 林 満明北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５０６± ０３：２０．６ 基準タイム ３．６�

３３ メイショウオオワシ 牡４鹿 ６０ 中村 将之松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０６＋ ２３：２１．２３� ３．１�
２２ シ ャ ロ ー ム 牡７栗 ６０ 小坂 忠士田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４５６－ ４３：２１．８３� １０．３�
４４ クレバーウエスタン 牡４芦 ６０ 植野 貴也田� 正明氏 崎山 博樹 新ひだか 北西牧場 ４７６－ ２３：２２．０１� ６．７�
６６ シンワカントリー 牡４黒鹿６０ 難波 剛健若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム ５０８＋ ６３：２２．２１ １０２．６�
５５ スズカコーズウェイ 牡８栗 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７６－ ８３：２３．０５ ４．４�
１１ エリモヴィエント 牡３栗 ５８ 黒岩 悠山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４８４± ０３：２３．７４ ５７．９	
７７ フェイムロバリー 牡７鹿 ６０ 今村 康成広尾レース
 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４９８＋ ６３：２６．４大差 ６．４�

（８頭）

売 得 金

単勝： １６，９３５，６００円 複勝： ２１，２９９，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ３２，８６２，５００円 馬単： ２５，０９５，０００円 ワイド： １２，５３１，２００円

３連複： ３８，８４５，０００円 ３連単： ９９，１９５，０００円 計： ２４６，７６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ５２０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ４，７００円

票 数

単勝票数 計 １６９３５６ 的中 � ３７７５４（２番人気）
複勝票数 計 ２１２９９９ 的中 � ４８４０７（１番人気）� ４６７６５（２番人気）� ２００５４（６番人気）
馬連票数 計 ３２８６２５ 的中 �� ５０１１１（１番人気）
馬単票数 計 ２５０９５０ 的中 �� １８０７３（２番人気）
ワイド票数 計 １２５３１２ 的中 �� １６５２３（１番人気）�� ５３９７（１０番人気）�� ６５９５（６番人気）
３連複票数 計 ３８８４５０ 的中 ��� ２５０５９（４番人気）
３連単票数 計 ９９１９５０ 的中 ��� １５５７７（１２番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５１．３－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

モズハリケーン �

父 タイキシャトル �


母父 リファーズウィッシュ デビュー ２０１０．１０．３１ 京都７着

２００８．４．１３生 牡４栗 母 ウイッシュバンダム 母母 ダイナスクエア 障害：３戦１勝 賞金 ９，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔制裁〕 クレバーウエスタン号の騎手植野貴也は，１周目３号障害手前で外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（７番への

進路影響）



１８０１７ ７月１日 雨 良 （２４中京２）第２日 第５競走 ��１，６００�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
１：３３．１良

６６ シゲルイルカザ 牡２黒鹿５４ 国分 優作森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４９６ ―１：４０．０ 基準タイム ３．９�

８８ ニシノアプレゲール 牡２芦 ５４ 和田 竜二西山 茂行氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム ４６４ ―１：４０．１� ３．１�
８９ ラ シ ー マ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊桐谷 茂氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４７８ ―１：４０．２� １８．２�
１１ ヒ シ パ ー ル 牝２青鹿５４ 幸 英明阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４１０ ―１：４０．４１� １２．３�
２２ カミングアップ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ５０２ ―１：４０．７１� ７．７�
３３ クリスクリングル 牡２鹿 ５４ 横山 典弘井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 ４９０ ―１：４０．８� １２．６�
４４ メイショウアカフジ 牡２鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム ５０２ ―１：４０．９� ３．３�
５５ カシノビッグベン 牡２栗 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４９６ ―１：４２．２８ ９６．８	
７７ ワイドワンダー 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 ４８０ ― （競走中止） １２５．７


（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，４４６，５００円 複勝： ３１，５９１，３００円 枠連： ８，６４０，９００円

馬連： ４２，８８２，３００円 馬単： ３２，７４７，９００円 ワイド： １８，２１２，５００円

３連複： ５２，０３４，９００円 ３連単： １１０，８４９，３００円 計： ３２０，４０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ４６０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ６４０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� ９，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２３４４６５ 的中 � ４８５６４（３番人気）
複勝票数 計 ３１５９１３ 的中 � ６６７８３（２番人気）� ７９１０７（１番人気）� ２０４０７（７番人気）
枠連票数 計 ８６４０９ 的中 （６－８） １４００７（２番人気）
馬連票数 計 ４２８８２３ 的中 �� ５３４９１（２番人気）
馬単票数 計 ３２７４７９ 的中 �� １９６８２（４番人気）
ワイド票数 計 １８２１２５ 的中 �� １９６５９（１番人気）�� ６５１６（１３番人気）�� ６７２２（１２番人気）
３連複票数 計 ５２０３４９ 的中 ��� １６９０９（１１番人気）
３連単票数 計１１０８４９３ 的中 ��� ８９２４（３２番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．１―１２．８―１３．１―１３．４―１２．７―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．３―２５．４―３８．２―５１．３―１：０４．７―１：１７．４―１：２８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．３

３ ・（３，５）９（８，６）４（２，１）
２
４

・（３，５）－６（８，９）－（２，４）－７，１・（３，５）９（８，６，４）（２，１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルイルカザ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 スキャターザゴールド 初出走

２０１０．２．２２生 牡２黒鹿 母 ホーマンビリーヴ 母母 フミノスキー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ワイドワンダー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

１８０１８ ７月１日 雨 稍重 （２４中京２）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０分 （芝・左）

牝，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� 基準タイム

中央レコード

１：２２．１
１：２０．３

良

良

８１０ ディパッション 牝２鹿 ５４ 北村 友一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２ ―１：２３．８ ３．６�

８１１ サウンドアドバイス 牝２栗 ５４
５３ ☆高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４３８ ―１：２４．１１� ２．９�

７８ ニシノモンクス 牝２鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム ４４８ ― 〃 クビ ７．６�

１１ クインスウィーティ 牝２芦 ５４ 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ４０２ ―１：２４．２� １８．７�
２２ セ キ シ ョ ウ 牝２青鹿５４ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４８２ ―１：２４．５１� ７．４�
５５ シャンピオナ 牝２栃栗５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム ４５６ ― 〃 クビ ７．１�
３３ カ ミ ー リ ア 牝２鹿 ５４ 国分 恭介名古屋友豊	 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８８ ―１：２４．９２� ４７．０

６７ ダンツバーゴ 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 ４３２ ―１：２５．４３ ５６．９�
６６ ワンダフルムーン 牝２栗 ５４ 酒井 学�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４３６ ―１：２５．５� ２５．２�
７９ ジューヌフルール 牝２栗 ５４ 浜中 俊飯田 正剛氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 ５０４ ―１：２６．０３ １１．２
４４ テイエムスーサロ 牝２栗 ５４ 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 ３９６ ―１：３０．１大差 ２７０．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，５３６，９００円 複勝： ３０，３１４，７００円 枠連： １３，２３２，７００円

馬連： ４０，３３８，６００円 馬単： ２９，８１４，８００円 ワイド： １８，５５４，５００円

３連複： ５２，０８８，１００円 ３連単： ９１，４６３，４００円 計： ２９６，３４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（８－８） ５２０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ４６０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ４，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２０５３６９ 的中 � ４５９７６（２番人気）
複勝票数 計 ３０３１４７ 的中 � ５８０５２（２番人気）� ７８１４１（１番人気）� ３５７２０（３番人気）
枠連票数 計 １３２３２７ 的中 （８－８） １８９７３（２番人気）
馬連票数 計 ４０３３８６ 的中 �� ５６１２４（１番人気）
馬単票数 計 ２９８１４８ 的中 �� １９７７８（２番人気）
ワイド票数 計 １８５５４５ 的中 �� ２２４１０（１番人気）�� ９２９６（６番人気）�� １１５７８（２番人気）
３連複票数 計 ５２０８８１ 的中 ��� ３２８１２（１番人気）
３連単票数 計 ９１４６３４ 的中 ��� １３８４３（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．７―１２．５―１２．５―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．５―４８．０―１：００．５―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディパッション �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２０１０．１．１９生 牝２鹿 母 ダイシンパーティー 母母 ダイシンシルビア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムスーサロ号は，平成２４年８月１日まで平地競走に出走できない。



１８０１９ ７月１日 雨 重 （２４中京２）第２日 第７競走 ��１，９００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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

１：５８．２
１：５３．７

重

不良

３５ カピオラニパレス 牡４芦 ５７ 北村 友一横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム ５１０－ ４１：５９．１ ２．８�

１２ キングヒーロー 牡３黒鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 ５０８＋ ４ 〃 クビ ９５．７�

６１２ ポ レ イ ア 牝３栗 ５２ 幸 英明�川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４８０＋ ２１：５９．６３ ６．７�
３６ マーリンシチー 牡６鹿 ５７ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４７０＋ ６１：５９．７� １４．４�
６１１ ブライトジェム 牡４栗 ５７ 太宰 啓介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４９２＋ ２１：５９．８� １２．０�
５９ レットミーノー 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４６８－ ４２：００．２２� １４．５�
５１０ サイキョウイシヤマ 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太奥本 義幸氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４７４－１２２：００．４１� ７２．３	
８１６ マーベラスバロン 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４９２± ０２：００．６１� ６．４

８１５ ロゼッタストーン 牡３鹿 ５４ 小牧 太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４４８－ ２２：００．９１� ４．２�
７１４� マサノエクスプレス 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４８＋ ８ 〃 アタマ ３１．２�
１１ トップチェッカー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム ４４８＋ ２２：０１．１� ２９．９
４７ ハギノクーザ 牝３鹿 ５２ 四位 洋文安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３８± ０２：０１．７３� １１１．７�
４８ プライドキングダム 牡３栗 ５４ 藤岡 康太三枝 栄二氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド ４７４－１０２：０１．９１� ５１．２�
７１３ サンマルリジイ 牝３黒鹿５２ 和田 竜二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８６－ ４２：０２．１１� １２８．１�
２３ � ワンダーストラ 牡５栗 ５７

５４ ▲水口 優也山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５０４－ ４２：０２．５２� １８３．３�
２４ デ ィ ン プ ル 牝３黒鹿５２ 国分 恭介水上 行雄氏 田島 良保 浦河 笠松牧場 ４４０＋１０２：０２．７� ３２６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２３１，１００円 複勝： ３９，９６９，５００円 枠連： ２０，０５６，６００円

馬連： ５２，３７７，０００円 馬単： ３４，２６５，４００円 ワイド： ２７，３４１，１００円

３連複： ７７，８４０，７００円 ３連単： １２２，２５４，１００円 計： ３９５，３３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � １，７００円 � ２５０円 枠 連（１－３） ２，７４０円

馬 連 �� １２，１００円 馬 単 �� ２１，１７０円

ワ イ ド �� ２，５９０円 �� ６００円 �� ７，２１０円

３ 連 複 ��� ２７，３２０円 ３ 連 単 ��� １８３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２３１１ 的中 � ６００３２（１番人気）
複勝票数 計 ３９９６９５ 的中 � ９５６２５（１番人気）� ４３５９（１２番人気）� ４００５６（４番人気）
枠連票数 計 ２００５６６ 的中 （１－３） ５４１１（９番人気）
馬連票数 計 ５２３７７０ 的中 �� ３１９７（３３番人気）
馬単票数 計 ３４２６５４ 的中 �� １１９５（５９番人気）
ワイド票数 計 ２７３４１１ 的中 �� ２５２３（２８番人気）�� １２１５４（５番人気）�� ８８９（５７番人気）
３連複票数 計 ７７８４０７ 的中 ��� ２１０３（７９番人気）
３連単票数 計１２２２５４１ 的中 ��� ４９２（４６６番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．２―１１．６―１３．５―１３．３―１２．８―１２．１―１２．５―１２．２―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．３―１８．５―３０．１―４３．６―５６．９―１：０９．７―１：２１．８―１：３４．３―１：４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．３
１
３
３（１４，１５）（２，１０）５，１３，１（９，１２）－（４，１６）（６，８）－１１，７・（３，１５，１１）－（２，５，１０）－（１３，１２）（１，１４）（９，１６）（４，６）８－７

２
４

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

勝馬の
紹 介

カピオラニパレス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１０．１１．２８ 京都１５着

２００８．２．１２生 牡４芦 母 ア ド マ イ ス 母母 Admiration １８戦２勝 賞金 ２６，７９０，０００円
〔発走状況〕 マーベラスバロン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 シルクシンフォニー号
（非抽選馬） ２頭 ヒミノキンカメ号・マイネルティンラン号

１８０２０ ７月１日 雨 稍重 （２４中京２）第２日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．８
１：３１．３

良

良

７１４ チェリーヒロイン 牝３栗 ５２
５１ ☆高倉 稜伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４０４－ ２１：３５．１ ３０．３�

５１０ マ ス ク オ フ 牝３黒鹿５２ 横山 典弘吉田 照哉氏 和田 正道 千歳 社台ファーム ４１４＋ ２１：３５．４１� １．６�
２３ ハッピーウィーク 牝３栗 ５２ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ２１：３５．６１� ８．３�
７１３ アルアマーナ 牝３鹿 ５２ 幸 英明 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム ４２６－ ２ 〃 アタマ １０．１�
３５ ミラクルベリー 牝４黒鹿５５ 酒井 学市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：３５．７� １１８．０�
５９ クイーンキセキ 牝３黒鹿５２ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４２８± ０１：３５．８� ２０．５�
４７ ユースティティア 牝４青鹿５５ 太宰 啓介前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７２＋ ２１：３５．９� １８．１	
１２ カネトシカトリーヌ 牝３鹿 ５２ 渡辺 薫彦兼松 利男氏 荒川 義之 新ひだか 田上 稔 ４４０－ ２ 〃 アタマ ９１．８

３６ � アドマイヤアロング 牝４黒鹿５５ 国分 優作近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７２＋１６ 〃 ハナ １４５．７�
２４ ツインテール 牝４栗 ５５ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７４＋２６１：３６．１１� ８９．３�
１１ エアカリナン 牝３鹿 ５２ 川田 将雅 ラッキーフィールド藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４４０－１６１：３６．５２� ２１．９�
６１１ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁 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 ４４４± ０１：３６．７１� １００．６�

８１５ ガッダムアスカ 牝３芦 ５２ 北村 友一神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４６２＋１０１：３６．８クビ １６．３�
６１２ タニセンヴォイス 牝３栗 ５２ 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５４＋ ４１：３７．４３� ２３．７�
８１６� グローリアスローズ 牝４栗 ５５ 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６４－１６１：３７．８２� １８．６�
４８ � セ イ ラ 牝３栗 ５２ 国分 恭介萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４３８＋ ４１：３７．９� ８３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６７７，０００円 複勝： ６５，４１５，０００円 枠連： １８，６４２，３００円

馬連： ６８，４６０，５００円 馬単： ５０，１３５，７００円 ワイド： ３３，６８９，７００円

３連複： ９３，２６２，４００円 ３連単： １７１，４５９，１００円 計： ５３０，７４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０３０円 複 勝 � ４８０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（５－７） ５１０円

馬 連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ８，５００円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ２，４３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ４，７５０円 ３ 連 単 ��� ５０，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２９６７７０ 的中 � ７７４１（１０番人気）
複勝票数 計 ６５４１５０ 的中 � １８１５０（９番人気）� ３１９７６０（１番人気）� ６７６４１（２番人気）
枠連票数 計 １８６４２３ 的中 （５－７） ２７４００（１番人気）
馬連票数 計 ６８４６０５ 的中 �� ２２４２５（９番人気）
馬単票数 計 ５０１３５７ 的中 �� ４３５８（２３番人気）
ワイド票数 計 ３３６８９７ 的中 �� ８９４９（９番人気）�� ３０９９（２７番人気）�� ２８５５９（２番人気）
３連複票数 計 ９３２６２４ 的中 ��� １４４９１（１６番人気）
３連単票数 計１７１４５９１ 的中 ��� ２５１５（１４３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．７―１１．９―１２．１―１１．７―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．７―４７．６―５９．７―１：１１．４―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

チェリーヒロイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２０ 東京３着

２００９．２．７生 牝３栗 母 エイプリルヒロイン 母母 クイーンソネット ６戦２勝 賞金 １５，６５０，０００円
〔制裁〕 マスクオフ号の騎手横山典弘は，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１０，０００円。（１６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。
（非当選馬） ２頭 ミスネバー号・メイショウヒメユリ号



１８０２１ ７月１日 雨 稍重 （２４中京２）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

み の

美 濃 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 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
１：５６．１

良

良

１１ サクラアルディート 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４７４－ ４２：０２．２ ４．１�

７７ コアレスドラード 牡４栗 ５７ 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ４．７�
３３ ダブルイーグル 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介田邉 康子氏 大橋 勇樹 むかわ フラット牧場 ４７６＋ ２２：０２．３� ８．７�
４４ サンライズマルス 牡４栗 ５７ 小牧 太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ８２：０２．６２ ２．１�
５５ シゲルジョウム 牡４鹿 ５７ 和田 竜二森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４８８＋１２２：０３．２３� ６８．３�
７８ アーセナルゴール 牡４鹿 ５７ 幸 英明渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：０３．６２� ２０．１�
８９ フクラムサイフ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 ５０６＋１４２：０３．８� ２１．４	
２２ タガノキャンドル 牝３黒鹿５２ 北村 友一八木 良司氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２２：０４．２２� １２．６

８１０ スズカブリザード 牡６鹿 ５７ 藤懸 貴志永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ５０６－ ６２：０５．２６ ２０１．１�
６６ 	 セイカペガサス 牡５黒鹿５７ 国分 優作久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４５４－ ６ 〃 クビ ２１７．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３５，６３８，２００円 複勝： ５３，９２８，１００円 枠連： １４，９４２，７００円

馬連： ８１，２２２，８００円 馬単： ５７，４４２，３００円 ワイド： ３１，９０３，１００円

３連複： ９６，２４８，９００円 ３連単： ２３９，７２７，４００円 計： ６１１，０５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（１－７） ７１０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ５２０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ８，９７０円

票 数

単勝票数 計 ３５６３８２ 的中 � ６９３２２（２番人気）
複勝票数 計 ５３９２８１ 的中 � ９７０６９（３番人気）� １０５７０８（２番人気）� ６７４９８（４番人気）
枠連票数 計 １４９４２７ 的中 （１－７） １５５９２（３番人気）
馬連票数 計 ８１２２２８ 的中 �� ６２３６３（４番人気）
馬単票数 計 ５７４４２３ 的中 �� ２５３３５（６番人気）
ワイド票数 計 ３１９０３１ 的中 �� ２３８２０（４番人気）�� １４７８８（７番人気）�� １７７０３（５番人気）
３連複票数 計 ９６２４８９ 的中 ��� ３４３４１（８番人気）
３連単票数 計２３９７２７４ 的中 ��� １９７３７（２９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．６―１２．５―１２．３―１２．４―１２．４―１２．１―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３６．５―４９．０―１：０１．３―１：１３．７―１：２６．１―１：３８．２―１：５０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラアルディート 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１１．３．５ 阪神２着

２００８．３．２９生 牡４鹿 母 セダンフオーエバー 母母 サクラセダン ９戦３勝 賞金 ３０，２６６，０００円

１８０２２ ７月１日 雨 重 （２４中京２）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

お と う ば し

尾 頭 橋 特 別
発走１５時００分 （ダート・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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１１．１
１：０８．７

良

重

４７ キクノストーム 牡３鹿 ５４ 幸 英明菊池 五郎氏 牧田 和弥 浦河 高村牧場 ４７０± ０１：１０．１レコード １８．１�

５９ モズベラベラ 牡３栗 ５４ 鮫島 良太北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 ４５２＋ ４１：１０．３１ ５５．３�
７１３ ケージーハヤブサ 牡３鹿 ５４ 浜中 俊川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４９８－ ２１：１０．４� ２．１�
２３ ホクセツキングオー 牡５鹿 ５７ 武 豊平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ５０６± ０ 〃 クビ １２．２�
５１０ マウンテンファスト 牡３鹿 ５４ 酒井 学山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４５０－ ４１：１０．５クビ ３８．６�
８１６ アマノレインジャー 牡４栗 ５７ 高倉 稜中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ５０２± ０１：１０．７１� １３．２�
６１２ スモールキング 牡４鹿 ５７ 横山 典弘�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ５．３	
４８ ヤマニンパピオネ 牝４芦 ５５ 和田 竜二土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４９６－ ６１：１０．９� ５．７

８１５ メイショウゾンビ 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４６６－ ８１：１１．０� ９．８�
２４ トウカイレジーナ 牝５鹿 ５５ 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４５４－ ２１：１１．１� ６７．１�
１１ オーミレイライン 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介岩� 僖澄氏 境 直行 日高 幾千世牧場 ５２６－１２１：１１．３１	 １１９．４
３６ 
 キングコーリンオー �６鹿 ５７ 国分 恭介伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４４２＋ ４１：１１．６２ ８９．８�
１２ ランドタカラ 牡５黒鹿５７ 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７８± ０１：１１．７� １７５．０�
３５ メイショウシェイク 牡６鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５２６＋１４１：１２．０１� ２５３．３�
６１１ エリモエポナ 牝５黒鹿５５ 四位 洋文山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５０４＋ ２１：１２．２１� １８７．７�
７１４ キ ュ ー ト 牝５栗 ５５ 小坂 忠士 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４５２－１２１：１２．３� ５１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，０７３，４００円 複勝： ６３，４５３，１００円 枠連： ３１，０７０，８００円

馬連： １３１，１６０，７００円 馬単： ７６，６２７，０００円 ワイド： ４９，３３４，９００円

３連複： １６３，９０８，８００円 ３連単： ３０８，２０８，６００円 計： ８６３，８３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８１０円 複 勝 � ４００円 � ８４０円 � １４０円 枠 連（４－５） ３，３２０円

馬 連 �� ３１，７８０円 馬 単 �� ６３，０５０円

ワ イ ド �� ５，１９０円 �� ６６０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� １６，５５０円 ３ 連 単 ��� ２０４，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４００７３４ 的中 � １７５０６（７番人気）
複勝票数 計 ６３４５３１ 的中 � ３４５５４（７番人気）� １４５７１（９番人気）� １７６１５７（１番人気）
枠連票数 計 ３１０７０８ 的中 （４－５） ６９２５（１２番人気）
馬連票数 計１３１１６０７ 的中 �� ３０４６（５１番人気）
馬単票数 計 ７６６２７０ 的中 �� ８９７（９８番人気）
ワイド票数 計 ４９３３４９ 的中 �� ２２３３（４５番人気）�� １９５５４（６番人気）�� ７８２６（１７番人気）
３連複票数 計１６３９０８８ 的中 ��� ７３１３（４９番人気）
３連単票数 計３０８２０８６ 的中 ��� １１１２（４３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．７―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．８―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３６．０
３ ・（８，４）１０（３，１３）（７，１５）－（１２，１１）（１，１６）（２，９）（５，６，１４） ４ ・（８，４）（３，１０）１３，７，１５，１２，１１（１，２）１６，９（５，６）１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キクノストーム �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー ２０１１．７．１０ 京都１着

２００９．４．８生 牡３鹿 母 シ ラ ー 母母 Silicon Lady ７戦３勝 賞金 ３１，３７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スズカロジック号・ドクトルジバゴ号・ベネラ号
（非抽選馬） ５頭 カツノセカンド号・カフェシュプリーム号・ケンブリッジシーザ号・ツリーズオブホープ号・ネオシーサー号

１レース目



１８０２３ ７月１日 雨 重 （２４中京２）第２日 第１１競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，２００�第４８回C B C 賞（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・左）
３歳以上，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

CBC賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：１０．３
１：０６．５

良

良

８１６� マジンプロスパー 牡５栗 ５７．５ 浜中 俊佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ５００－ ４１：０８．７レコード ４．５�

８１５ スプリングサンダー 牝５鹿 ５４ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４２－１０１：０８．８� １４．１�
６１２ ダッシャーゴーゴー 牡５鹿 ５９ 横山 典弘�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５３４－ ２１：０８．９� ４．３�
７１３ オウケンサクラ 牝５鹿 ５３ 太宰 啓介福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９４± ０ 〃 アタマ ２４．１�
８１７ エーシンヒットマン 牡４栗 ５５ 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４７２－１２１：０９．３２� ６．８	
５１０ リーチザクラウン 牡６青鹿５７ 北村 友一西山 茂行氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５２２－ ８１：０９．５１� ３６．８

２４ エーシンダックマン 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９２± ０１：０９．６クビ ７．３�
２３ シゲルスダチ 牡３芦 ５２ 高倉 稜森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４１８＋ ２ 〃 アタマ １１．４�
１１ グランプリエンゼル 牝６栃栗５４ 幸 英明北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４４８－ ４ 〃 クビ ５．４
３６ � オールブランニュー 牝６黒鹿５０ 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４７２－ ４ 〃 アタマ ３５．９�
６１１ サンダルフォン 牡９鹿 ５７．５ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４０－ ６１：０９．８１ ６７．５�
５９ コパノオーシャンズ 牝８黒鹿５２ 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４４４＋１４ 〃 ハナ １１８．０�
４７ ファインチョイス 牝３鹿 ５０ 中井 裕二宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４５０± ０１：０９．９� ８３．３�
４８ アキノパンチ 牡８鹿 ４８ 水口 優也穐吉 正孝氏 中村 均 静内 松田 三千雄 ５０４－ ６１：１０．２１� １３１．０�
１２ イセノスバル 牡６青 ５２ 芹沢 純一大橋 堯格氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 ５２６－ ２１：１０．４１� １７２．４�
７１４ ホットチリペッパー 牡５芦 ５０ 飯田 祐史 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ５１６－ ８１：１０．９３ １１１．２�
３５ ドラゴンファング 牡７鹿 ５５ 国分 優作加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４７８－ ８１：１１．８５ ４７．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １２２，７８１，３００円 複勝： １７８，４７６，１００円 枠連： １４３，５９６，７００円

馬連： ５７３，４７１，８００円 馬単： ２７９，３７８，６００円 ワイド： １８５，０２１，４００円

３連複： ８７６，８６３，０００円 ３連単： １，５４２，０８４，５００円 計： ３，９０１，６７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � ３２０円 � １８０円 枠 連（８－８） ７６０円

馬 連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ５，２９０円

ワ イ ド �� １，０９０円 �� ４２０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ４，５２０円 ３ 連 単 ��� ２７，６６０円

票 数

単勝票数 計１２２７８１３ 的中 � ２１８３２０（２番人気）
複勝票数 計１７８４７６１ 的中 � ３２５４９７（１番人気）� １２２２１５（７番人気）� ２８０９５２（２番人気）
枠連票数 計１４３５９６７ 的中 （８－８） １３９８００（４番人気）
馬連票数 計５７３４７１８ 的中 �� １３６２８４（１３番人気）
馬単票数 計２７９３７８６ 的中 �� ３９０３５（２２番人気）
ワイド票数 計１８５０２１４ 的中 �� ４０２０１（１３番人気）�� １２０４９２（１番人気）�� ２９８００（１９番人気）
３連複票数 計８７６８６３０ 的中 ��� １４３２０５（１１番人気）
３連単票数 計１５４２０８４５ 的中 ��� ４１１４６（８１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．１―１１．２―１１．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．７―４４．９―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．０
３ ４（１４，１６）（１，２，５，１７）（１２，１３）（３，７）８（９，１０）１５－１１，６ ４ ４（１４，１６）（１，１７）（２，５，１３）（３，７，１２）（９，８，１０）１５－１１，６

勝馬の
紹 介

�マジンプロスパー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バブルガムフェロー

２００７．３．７生 牡５栗 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス １５戦６勝 賞金 １４３，６６８，０００円
初出走 JRA

１８０２４ ７月１日 雨 重 （２４中京２）第２日 第１２競走 ��１，４００�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

１：２３．４
１：２１．５

重

不良

７１３ デザートオアシス 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１６± ０１：２３．７ １．５�

４７ シンキングマシーン 牡３黒鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ４９６－ ４１：２３．９１� ２１．３�

４８ スズカジョンブル 牡３鹿 ５４ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３８－ ４１：２４．０� ８．３�
５１０ ホーマンフリップ 牝４栗 ５５ 和田 竜二久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ２１：２４．１� １２．２�
２４ プントバンコ 牝４青鹿５５ 北村 友一塩澤 正樹氏 吉田 直弘 新ひだか グランド牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ８．６�
５９ ケイアイアポロン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５２８± ０１：２４．４２ ３８．５�
８１６ プリンシペアスール 牡３鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：２４．５� ２５．３	
８１５ ユ ー ス フ ル 牡５鹿 ５７ 横山 典弘武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７６－ ２１：２４．６� １３２．５

３６ ペガサスフォース 牡３栗 ５４ 酒井 学松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ６ 〃 ハナ ５３．１�
１２ ラブリースター 牝３栃栗５２ 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５２－ ２ 〃 ハナ ２５．８�
６１２ アイアンラチェット 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８６－ ６１：２４．７クビ ６２．３
１１ � シセイギンガ 牡６青 ５７ 幸 英明猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４５６＋１２１：２５．０１� ８５．１�
３５ ミヤビリファイン 牡３青鹿５４ 藤岡 康太村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４８４＋ ８ 〃 アタマ ２７．６�
７１４ ダイシンワイルド 牡４鹿 ５７ 小牧 太大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４８４－ ６ 〃 アタマ ２４０．２�
６１１ ヴィーガトウショウ 牝３鹿 ５２

４９ ▲花田 大昂トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４＋ ４１：２５．４２� ２６２．０�
２３ � ゴールドフレンド 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 浦河土肥牧場 ４７６＋ ４１：２７．２大差 ２６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５６，２０７，８００円 複勝： １３９，２８７，７００円 枠連： ３８，１８０，１００円

馬連： １３８，３５７，４００円 馬単： １０８，７１２，１００円 ワイド： ６４，２２９，４００円

３連複： １９３，４４３，７００円 ３連単： ４４９，３７１，１００円 計： １，１８７，７８９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � １８０円 枠 連（４－７） ３４０円

馬 連 �� １，６００円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ２２０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １１，１６０円

票 数

単勝票数 計 ５６２０７８ 的中 � ３０７７２８（１番人気）
複勝票数 計１３９２８７７ 的中 � ８７９８４５（１番人気）� ３２３０７（７番人気）� １１６４８９（２番人気）
枠連票数 計 ３８１８０１ 的中 （４－７） ８３７４０（１番人気）
馬連票数 計１３８３５７４ 的中 �� ６４０２５（７番人気）
馬単票数 計１０８７１２１ 的中 �� ４０６３９（８番人気）
ワイド票数 計 ６４２２９４ 的中 �� ２２２０１（７番人気）�� ９０９９０（１番人気）�� ７１８１（１９番人気）
３連複票数 計１９３４４３７ 的中 ��� ４５５７５（８番人気）
３連単票数 計４４９３７１１ 的中 ��� ２９７３８（２６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．１―１２．４―１２．４―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．５―４６．９―５９．３―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートオアシス �
�
父 Kheleyf �

�
母父 Rahy デビュー ２０１１．７．２ 京都３着

２００８．５．５生 牡４鹿 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia ８戦３勝 賞金 ３１，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ワンダーフォルテ号
（非抽選馬） １頭 リュクスメジャー号

４レース目



（２４中京２）第２日 ７月１日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

２２４，６８０，０００円
６，６８０，０００円
１，７８０，０００円
２０，２００，０００円
５８，９９９，０００円
５，１２０，６００円
１，６４１，６００円

勝馬投票券売得金
４１９，９４５，９００円
７４２，２１６，７００円
３２９，４９４，７００円
１，２８２，７６２，９００円
７８２，１００，７００円
５０４，６８３，８００円
１，８３１，９２６，０００円
３，４４７，５５９，２００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 ９，３４０，６８９，９００円

総入場人員 １７，９７０名 （有料入場人員 １６，６２０名）


