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単勝
人気

１８０２５ ７月７日 小雨 重 （２４中京２）第３日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

なし
１：０７．８良

２２ クラウンビション 牝２栗 ５４ 酒井 学矢野 悦三氏 日吉 正和 新ひだか 仲野牧場 ４５２－ ２１：１１．６ 基準タイム ３．６�

５５ シゲルホウオウザ 牡２鹿 ５４ 松山 弘平森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 ４３８－ ２１：１１．９２ ９．３�
６６ シゲルワシザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 ４５２－ ２１：１２．１１� ４６．９�
１１ カシノパシオン 牡２鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４５８＋１０１：１２．４２ ６０．５�
３３ テワヒポウナム 牝２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム ４１６－ ８１：１２．６１� ５３．８�
４４ カノヤベンチャー 牡２栗 ５４ 和田 竜二神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 ４７４－ ２１：１２．７� １．４�
７７ ク ー ル ナ ミ 牝２鹿 ５４ 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 ４００± ０１：１２．９１� ２４．８	
８８ サンマルマズル 牡２鹿 ５４ 幸 英明相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 ４４６＋ ２１：１３．３２� ４３．７


（８頭）

売 得 金

単勝： １２，１２９，６００円 複勝： ３６，１７８，６００円 枠連： 発売なし

馬連： ２４，１３９，９００円 馬単： ２２，６６１，６００円 ワイド： １０，７８５，９００円

３連複： ３０，６９５，４００円 ３連単： ９２，２９５，８００円 計： ２２８，８８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � ２４０円 � ４７０円 � １，５００円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，１３０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ８，０００円 ３ 連 単 ��� ２６，６６０円

票 数

単勝票数 計 １２１２９６ 的中 � ２６６１２（２番人気）
複勝票数 計 ３６１７８６ 的中 � ４７４２６（２番人気）� １９７６４（３番人気）� ５４２９（５番人気）
馬連票数 計 ２４１３９９ 的中 �� １３２２３（４番人気）
馬単票数 計 ２２６６１６ 的中 �� ６２１７（６番人気）
ワイド票数 計 １０７８５９ 的中 �� ７５２３（３番人気）�� ２２５５（１０番人気）�� １９９５（１２番人気）
３連複票数 計 ３０６９５４ 的中 ��� ２８３５（１７番人気）
３連単票数 計 ９２２９５８ 的中 ��� ２５５５（５８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１１．８―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．０―４６．８―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンビション �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー ２０１２．６．１７ 阪神３着

２０１０．２．２生 牝２栗 母 アンチークショップ 母母 Antique Auction ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔その他〕 カノヤベンチャー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

１８０２６ ７月７日 曇 不良 （２４中京２）第３日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：２３．４
１：２１．５

重

不良

４８ ラヴァズアゲイン 牝３栗 ５４ 松山 弘平岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント B４６６＋ ６１：２５．１ ５．７�

５１０ シンプリーラブ 牝３鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜 �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 ４３２± ０ 〃 クビ ３．９�
６１１ ラ フ ァ ダ リ 牝３黒鹿５４ 酒井 学 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０２＋ ８１：２５．３１� ３４．９�
２４ クイーンズライフ 牝３栗 ５４ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３２± ０１：２５．７２� ３．７�
６１２ ジョビアーレ 牝３栗 ５４ 小牧 太広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム ５２４ ―１：２５．８� ３４．３�
８１６ ホワイトドレス 牝３芦 ５４ 国分 優作金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 丸村村下

ファーム ４４８＋ ２１：２６．０１� １６．０�
５９ タイキベイビー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦	大樹ファーム 羽月 友彦 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B４２６－ ４１：２６．１クビ ６．８

１１ マイネベルヴィ 牝３栗 ５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ２１：２６．４２ ８．３�
４７ コウエイミラー 牝３栗 ５４ 国分 恭介西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 森永牧場 ４２６± ０１：２６．５� １６８．７�
３６ セレブリティトーク 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志	下河辺牧場 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ５１４ ―１：２６．６クビ １８６．６
７１４ ラブリーリタ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 ４６８＋１０１：２６．８� ５６．０�
３５ チョコダイスキ 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二熊澤 浩樹氏 高野 友和 新ひだか 岡田スタツド ４６０ ― 〃 クビ ７８．３�
１２ ヴ ァ レ ン ス 牝３栗 ５４ 北村 友一 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 新冠 パカパカ

ファーム ４７６ ―１：２７．５４ ３３．９�
７１３ ヴォルカニックヒル 牝３黒鹿５４ 浜中 俊吉田 和美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：２９．５大差 １２．４�
２３ エアドゥルガー 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �ラッキーフィールド千田 輝彦 様似 猿倉牧場 ４８６＋１０１：２９．９２� １８２．９�
８１５ ピエナガイア 牝３鹿 ５４ 和田 竜二本谷 兼三氏 坂口 正則 浦河 吉田 又治 ４２０＋ ８１：３１．５１０ １９７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，８２８，５００円 複勝： ２５，７３５，５００円 枠連： １１，３５９，１００円

馬連： ３１，８１９，３００円 馬単： ２１，６４１，０００円 ワイド： １７，９１２，３００円

３連複： ４７，９９６，８００円 ３連単： ７０，５０６，１００円 計： ２４０，７９８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � ７２０円 枠 連（４－５） ７００円

馬 連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，８４０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ９，２５０円 ３ 連 単 ��� ２９，３２０円

票 数

単勝票数 計 １３８２８５ 的中 � １９３４４（３番人気）
複勝票数 計 ２５７３５５ 的中 � ２７８２６（４番人気）� ５３３９５（２番人気）� ７１２８（８番人気）
枠連票数 計 １１３５９１ 的中 （４－５） １２１３１（２番人気）
馬連票数 計 ３１８１９３ 的中 �� １８９９２（４番人気）
馬単票数 計 ２１６４１０ 的中 �� ６４５２（８番人気）
ワイド票数 計 １７９１２３ 的中 �� ８９５３（５番人気）�� ２３０７（２０番人気）�� ２７６７（１８番人気）
３連複票数 計 ４７９９６８ 的中 ��� ３８３０（２７番人気）
３連単票数 計 ７０５０６１ 的中 ��� １７７５（８４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．４―１２．２―１２．９―１２．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．７―４６．９―５９．８―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴァズアゲイン �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２７ 京都９着

２００９．２．１８生 牝３栗 母 ロスマリヌス 母母 アンブロジン ３戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピエナガイア号は，平成２４年８月７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キャニオンランズ号
（非抽選馬） １頭 アラビアンパール号

第２回 中京競馬 第３日



１８０２７ ７月７日 曇 不良 （２４中京２）第３日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：５０．８
１：４７．８

良

重

２４ スリーロブロイ 牡３鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４３６＋ ４１：５３．２ ９．６�

８１５ ミッキーマーチ 牡３栗 ５６ 小牧 太野田みづき氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ５２４＋１２１：５３．５１� ４．１�
３６ ダノンルーチェ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ダノックス 角居 勝彦 浦河 大北牧場 ４３６＋ ４１：５３．８２ ９．７�
１２ ジャコシップスター 牡３黒鹿５６ 浜中 俊晴間 初栄氏 昆 貢 日高 広富牧場 ４９８ ―１：５４．１１� ６．６�
７１３ ハートビートボーイ 牡３黒鹿５６ 幸 英明橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４９０± ０１：５４．３１� ３１．８�
４８ メイショウシンペイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４２± ０１：５４．７２� ２６．１�
２３ 	 エ ク チ ュ ア 牡３鹿 ５６ 松山 弘平前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock ４３４± ０ 〃 クビ ２．４	
８１６ パープルベスト 牡３栗 ５６ 鮫島 良太中野 銀十氏 野村 彰彦 新ひだか 木田牧場 ４４２＋ ４１：５５．２３ ４８２．６

６１２ サザンネスト 牡３黒鹿５６ 国分 優作五影 慶則氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 ４４４－ ６ 〃 クビ ３５９．２�
１１ ダ ヴ ィ ー ド 牡３鹿 ５６ 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６＋ ２１：５５．３� ９．６�
６１１ ヤマニンカセドラル 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４９２－ ２１：５５．５１ ７６．９
３５ ト シ ツ バ サ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介上村 叶氏 藤沢 則雄 鹿児島 伊東 政清 ４５０＋ ４１：５５．８２ ４６．３�
５１０ パ ト ス 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ５１２－２８１：５６．０１� １０７．３�
４７ メイショウヒマツリ 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 秀紀 ４５６＋ ４１：５７．０６ １０８．４�
７１４ リネンハウス 牡３栗 ５６ 尾島 徹戸山 光男氏 坂口 正則 新ひだか 嶋田牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ １５９．１�

（笠松）

５９ ラガーセント 牡３栗 ５６ 酒井 学奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４６６－ ８１：５７．４２� １５６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０４３，１００円 複勝： ２８，０２６，１００円 枠連： １２，３５６，８００円

馬連： ３２，０１５，３００円 馬単： ２３，７１５，６００円 ワイド： １７，５３３，９００円

３連複： ４９，２２７，４００円 ３連単： ７６，００１，７００円 計： ２５４，９１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � ３４０円 枠 連（２－８） ４３０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ４，４４０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� １，１９０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，８３０円 ３ 連 単 ��� ３３，１５０円

票 数

単勝票数 計 １６０４３１ 的中 � １３２２４（５番人気）
複勝票数 計 ２８０２６１ 的中 � ３１７９４（３番人気）� ４５４４１（２番人気）� １９０９９（７番人気）
枠連票数 計 １２３５６８ 的中 （２－８） ２１６４７（１番人気）
馬連票数 計 ３２０１５３ 的中 �� １４５０１（６番人気）
馬単票数 計 ２３７１５６ 的中 �� ３９５０（１９番人気）
ワイド票数 計 １７５３３９ 的中 �� ７４４０（６番人気）�� ３５２８（１６番人気）�� ４８７８（１０番人気）
３連複票数 計 ４９２２７４ 的中 ��� ７５２８（１７番人気）
３連単票数 計 ７６００１７ 的中 ��� １６９２（１０６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３７．８―５０．７―１：０３．０―１：１５．４―１：２８．１―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スリーロブロイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１２．１７ 小倉２着

２００９．３．３０生 牡３鹿 母 サンキンレター 母母 ラッキーロンプ １０戦１勝 賞金 １０，６９０，０００円
〔制裁〕 メイショウヒマツリ号の騎手中井裕二は，１コーナー通過後の御法（前の馬に接触した）について戒告。
※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 ヒシサイクロン号
※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。

１８０２８ ７月７日 曇 重 （２４中京２）第３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� 基準タイム３：２０．６良

５５ レ ー ガ ン 牡４青鹿６０ 黒岩 悠重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 ４８８± ０３：２３．４ ４．９�

８９ メイショウルシェロ 牝７黒鹿５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４４２＋１８３：２４．１４ ４．０�
２２ � フレッドバローズ �６鹿 ６０ 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５２２＋１２３：２４．３１� １４．６�
３３ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 五十嵐雄祐櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４９０＋ ４３：２５．２５ ２．９�
８１０� グローバルチャージ 牡４芦 ６０ 北沢 伸也�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４９２－ ２３：２５．６２� ６．７�
６６ � リスキープラン 牡５鹿 ６０ 田村 太雅�アイテツ 森 秀行 新ひだか カタオカステーブル ４７４＋ ８３：２８．７大差 ６２．０	
４４ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５８

５７ ▲森 一馬礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４６２＋１０３：２８．９１	 ２７．８

７７ テンシノマズル 牡６鹿 ６０ 中村 将之岩� 僖澄氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４５８－ ２３：３０．１７ ６．８�
１１ � ダイヤモンドハウス �４黒鹿６０ 植野 貴也中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３６－２０３：３０．５２� ５５．９�
７８ ウィンザーフラッグ 牡４栗 ６０ 難波 剛健櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ５０４＋ ２３：３４．０大差 ４０．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，８８０，４００円 複勝： １５，８６８，２００円 枠連： ７，９１３，２００円

馬連： ２２，７８１，４００円 馬単： １８，７３５，３００円 ワイド： １１，０３９，９００円

３連複： ３５，３４８，３００円 ３連単： ６８，８４４，７００円 計： １９１，４１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ４６０円 枠 連（５－８） ５６０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，０３０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 ��� １９，９１０円

票 数

単勝票数 計 １０８８０４ 的中 � １７５７７（３番人気）
複勝票数 計 １５８６８２ 的中 � ３０８９６（３番人気）� ３２１８０（２番人気）� ６５０５（７番人気）
枠連票数 計 ７９１３２ 的中 （５－８） １０５８６（２番人気）
馬連票数 計 ２２７８１４ 的中 �� １６６７７（５番人気）
馬単票数 計 １８７３５３ 的中 �� ７３１３（７番人気）
ワイド票数 計 １１０３９９ 的中 �� ８４７３（３番人気）�� ２５２１（１２番人気）�� ２１８１（１４番人気）
３連複票数 計 ３５３４８３ 的中 ��� ４９１５（１６番人気）
３連単票数 計 ６８８４４７ 的中 ��� ２５５３（６２番人気）

上り １マイル １：４７．５ ４F ５３．２－３F ４０．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ ー ガ ン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１４着

２００８．４．２１生 牡４青鹿 母 ロングレジナ 母母 フアイアーダンサー 障害：４戦１勝 賞金 ８，４００，０００円



１８０２９ ７月７日 晴 不良 （２４中京２）第３日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （ダート・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
１：２３．１重

６７ アップトゥデイト 牡２芦 ５４ 佐藤 哲三今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４９８ ―１：２５．０ 基準タイム １７．７�

５５ クリソライト 牡２鹿 ５４ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：２５．１� ７．０�
７１０ バルタザール 牡２鹿 ５４ 尾島 徹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８２ ―１：２５．９５ １９．２�
（笠松）

５６ シグナルプロシード 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太�樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 ５００ ―１：２６．５３� ９．８�
８１１ マイネルハルカゼ 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット ４５８ ―１：２６．６� ５．８�

２２ ホッコージョイフル 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 ４７４ ―１：２６．７� ９９．９	
８１２ スカイノインチャン 牝２栗 ５４ 松山 弘平江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５３０ ―１：２６．８� ２４．４

３３ テイエムオオラジャ 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 新井 昭二 ５２０ ―１：２７．５４ １４２．３�
４４ マキオプレジデント 牡２栗 ５４ 国分 恭介阪口 享氏 梅田 康雄 浦河 高昭牧場 ４９４ ―１：２７．８１� ３０８．７�
６８ ゴッドカンタータ 牝２鹿 ５４ 酒井 学中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 ４６２ ―１：３０．２大差 １１２．３
１１ タガノビリーヴィン 牡２黒鹿５４ 武 豊八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 ４８２ ― （競走中止） ２４．２�
７９ ルミナスウイング 牡２鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４６４ ― （競走中止） １．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８０，９００円 複勝： ４３，６２１，５００円 枠連： １２，０８７，３００円

馬連： ４０，０１３，４００円 馬単： ３２，０７６，２００円 ワイド： ２０，８８３，６００円

３連複： ５３，６１６，２００円 ３連単： １０４，６８４，６００円 計： ３２９，４６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ５７０円 � ３１０円 � ５３０円 枠 連（５－６） ２，２８０円

馬 連 �� ５，１９０円 馬 単 �� １４，４００円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ２，４１０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ２０，８９０円 ３ 連 単 ��� １８１，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２２４８０９ 的中 � １００１９（５番人気）
複勝票数 計 ４３６２１５ 的中 � １９４３５（６番人気）� ４１０３３（３番人気）� ２０８１０（５番人気）
枠連票数 計 １２０８７３ 的中 （５－６） ３９１７（７番人気）
馬連票数 計 ４００１３４ 的中 �� ５６９１（１７番人気）
馬単票数 計 ３２０７６２ 的中 �� １６４５（４３番人気）
ワイド票数 計 ２０８８３６ 的中 �� ４１２８（１３番人気）�� ２１０４（２４番人気）�� ３１８１（２０番人気）
３連複票数 計 ５３６１６２ 的中 ��� １８９５（５７番人気）
３連単票数 計１０４６８４６ 的中 ��� ４２６（３５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．２―４７．３―５９．７―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップトゥデイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２０１０．２．１８生 牡２芦 母 リニアミューズ 母母 スリリングディ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 クリソライト号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 ルミナスウイング号は，最後の直線コースで急に内側に逃避して内柵に激突し，転倒したため競走中止。

タガノビリーヴィン号は，競走中に異常歩様となったため４コーナーで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ルミナスウイング号は，最後の直線コースで急に内側に逃避したことについて平成２４年７月８日から

平成２４年７月２９日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔調教再審査〕 タガノビリーヴィン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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。

１８０３０ ７月７日 晴 重 （２４中京２）第３日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

２：０１．０
１：５６．１

良

良

３６ 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 ４９４－ ６２：０４．３ ２．５�

５１０ クリビツテンギョ 牡３栗 ５６ 武 豊�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ４７２－ ６２：０４．９３� １０．７�
７１３ カ ー バ 牡３青鹿５６ 田中 健�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B４９０－ ２２：０５．２１� １１．９�
６１１ ガ ー ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２６± ０２：０５．３� ６．３�
１２ ストレートラブ 牝３青鹿５４ 鮫島 良太万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０± ０ 〃 ハナ ６６．５�
４７ ヨドノエース 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４６０－ ６２：０５．４クビ ２８．９�
３５ シルクルガール 牡３黒鹿５６ 国分 優作有限会社シルク西浦 勝一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９２－ ８ 〃 アタマ ３１．４	
２４ トウカイジョイフル 牡３栗 ５６ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７０－ ８２：０５．８２� １４．５

４８ マイネアスタリスク 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４２０－ ６２：０５．９クビ ９９．１�
８１６ ワンダービジュー 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 梅内 忍 浦河 帰山 清貴 ４１２± ０ 〃 クビ ２４１．１
６１２ カ ナ ッ タ リ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小田切有一氏 音無 秀孝 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋１８２：０６．０� １９．９�
７１５ エーシンクーフラン 牡３青 ５６ 浜中 俊�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 ４９２＋ ２２：０６．３１� ４．３�
１１ メイショウユキハナ 牝３栗 ５４ 中村 将之松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４０－１４２：０７．４７ ２９７．５�
５９ リワードアンク 牡３栗 ５６ 北村 友一宮� 冴子氏 勢司 和浩 浦河 有限会社

リワード ４９０－ ６２：０７．９３ ２７５．８�
８１８ スズカミラクル �３栗 ５６ 尾島 徹永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４３８－ ６２：０８．２２ ３２５．９�

（笠松）

７１４ アイアンムガール 牝３青 ５４
５１ ▲中井 裕二池上 一馬氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５０２－１２２：０９．１５ ３２９．０�

８１７ デオヴォレンテ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９８－１０２：０９．２� １０２．５�

２３ シャイニータキオン 牡３栗 ５６ 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ５１０－ ６２：１０．７９ １８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，７４２，３００円 複勝： ３１，７７８，８００円 枠連： １４，３７６，７００円

馬連： ４３，１７９，８００円 馬単： ２６，６８１，４００円 ワイド： ２１，２８４，０００円

３連複： ５９，６３５，２００円 ３連単： ９１，３４９，０００円 計： ３０６，０２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ３６０円 枠 連（３－５） １，３８０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ７４０円 �� ３，０００円

３ 連 複 ��� ７，１８０円 ３ 連 単 ��� ２４，８５０円

票 数

単勝票数 計 １７７４２３ 的中 � ５６６３４（１番人気）
複勝票数 計 ３１７７８８ 的中 � ８６５８２（１番人気）� ２５１３３（４番人気）� １８２９６（６番人気）
枠連票数 計 １４３７６７ 的中 （３－５） ７６９２（７番人気）
馬連票数 計 ４３１７９８ 的中 �� ２２５９４（４番人気）
馬単票数 計 ２６６８１４ 的中 �� ８８６０（６番人気）
ワイド票数 計 ２１２８４０ 的中 �� ８８８２（５番人気）�� ７２１６（６番人気）�� １６４４（３３番人気）
３連複票数 計 ５９６３５２ 的中 ��� ６１３７（２２番人気）
３連単票数 計 ９１３４９０ 的中 ��� ２７１３（６２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．６―１２．４―１２．１―１２．３―１２．４―１２．６―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３６．６―４９．０―１：０１．１―１：１３．４―１：２５．８―１：３８．４―１：５１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タガノビッグバン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１２．１．９ 京都８着

２００９．５．２生 牡３黒鹿 母 セプテンバーソング 母母 ダイナフエアリー ６戦１勝 賞金 ６，４９０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時５５分に変更。
〔騎手変更〕 マイネアスタリスク号の騎手和田竜二は，第５競走での落馬による検査のため松山弘平に変更。
〔制裁〕 カーバ号の騎手田中健は，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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニータキオン号は，平成２４年８月７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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スリータイタン号・ビコークラウン号・ブラックレイン号
（非抽選馬） ２頭 イクオリティ号・ミキノサンドバギー号
※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。



１８０３１ ７月７日 晴 重 （２４中京２）第３日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：３２．８
１：３１．３

良

良

８１６ フ ィ エ ロ 牡３青鹿５６ 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：３７．７ ８．７�

１１ ロードガルーダ 牡３青 ５６ 小牧 太 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ５１４－ ６ 〃 クビ １．７�
５９ レイズワーク 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ターフ・スポート加用 正 新ひだか 小河 豊水 ４９０－ ６１：３７．９� ４０．２�
７１４� バルダメンテ 牡３青鹿５６ 松山 弘平前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari ５０４＋ ８１：３８．２２ １５．５�
２４ ナリタプリムローズ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 ４２４＋ ２１：３８．３クビ ２３２．８�
４７ ワタシマッテルワ 牝３鹿 ５４ 北村 友一�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ７．５	
５１０ キャニオンリンダ 牝３鹿 ５４ 酒井 学�谷川牧場 河内 洋 浦河 谷川牧場 ４３２＋１４１：３８．６１� ７２．４

１２ サンライズマハティ 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－ ２１：３８．７� ６７．０�
６１２ マイネルコンキスタ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ９．７�
４８ � コスモベルアーム 牡３青 ５６ 鈴来 直人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 英

Cheveley Park
Stud Parry
Steele－Mortimer

５１０＋ ８１：３８．８クビ ３２７．０
６１１ ジョヴァンニ 牡３栗 ５６ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１２－ ８ 〃 クビ ５．９�
８１５ タイキフォースワン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太�大樹ファーム 高橋 義忠 大樹 大樹ファーム ５１２－ ２１：３９．０� ２６８．６�
７１３ タガノショコラ 牝３鹿 ５４ 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４２０＋ ４ 〃 ハナ １４２．３�
３５ アースワンシャープ 牝３栗 ５４ 尾島 徹松山 増男氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム B４８０－１０１：３９．２１	 ４５６．４�

（笠松）

２３ � タツスティンガー 牡３鹿 ５４ 幸 英明鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 豪 Woodside Park
Stud Pty Ltd ５２０＋ ４１：３９．３� ３４３．５�

３６ � リバイヴエンブレム 牡３鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪 Arrowfield

Group Pty Ltd ４５０ ―１：４０．２５ ８０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４１６，３００円 複勝： ４６，７２６，８００円 枠連： １４，６５２，１００円

馬連： ４７，９０４，８００円 馬単： ３６，４３０，７００円 ワイド： ２６，４８５，８００円

３連複： ６６，９７６，４００円 ３連単： １２２，４７５，０００円 計： ３９１，０６７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ３００円 � １２０円 � ４９０円 枠 連（１－８） ７２０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ３，５９０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ６，５６０円 ３ 連 単 ��� ３１，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２９４１６３ 的中 � ２６８６０（４番人気）
複勝票数 計 ４６７２６８ 的中 � ３２２７８（６番人気）� １６４１３１（１番人気）� １６９１０（７番人気）
枠連票数 計 １４６５２１ 的中 （１－８） １５１８４（３番人気）
馬連票数 計 ４７９０４８ 的中 �� ４２６７３（３番人気）
馬単票数 計 ３６４３０７ 的中 �� １５３８６（７番人気）
ワイド票数 計 ２６４８５８ 的中 �� １５３０５（５番人気）�� １６８５（３１番人気）�� ７１２４（１１番人気）
３連複票数 計 ６６９７６４ 的中 ��� ７５４０（２１番人気）
３連単票数 計１２２４７５０ 的中 ��� ２８５９（９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．９―４８．３―１：０１．３―１：１４．０―１：２５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フ ィ エ ロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill 初出走

２００９．３．１４生 牡３青鹿 母 ル ビ ー 母母 Offshore Boom １戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔制裁〕 ナリタプリムローズ号の騎手太宰啓介は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番・１１番・１２番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 カシノデューク号・マルーチ号・メイショウインロウ号
※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。

１８０３２ ７月７日 晴 稍重 （２４中京２）第３日 第８競走 ��２，０００�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

２：０１．０
１：５６．１

良

良

８８ ピクシープリンセス 牝４鹿 ５５ 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３６＋ ２２：０２．８ ４．９�

７７ サ マ ー ル ナ 牝３鹿 ５２ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 ４５２± ０２：０３．３３ １４．６�
８９ オーシャンビーナス 牝４栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ４２：０３．４� ９．０�
６６ タガノミュルザンヌ 牝３鹿 ５２ 北村 友一八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１２＋ ６２：０４．４６ ３．８�
４４ ダイワデッセー 牝３栗 ５２

４９ ▲中井 裕二大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム ４７２－ ４２：０４．７１� ６．１�
３３ マリアビスティー 牝４黒鹿５５ 国分 優作備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２２：０５．３３� １１．７�
１１ � スターファンタジア 牝３黒鹿５２ 太宰 啓介下井 道博氏 新川 恵 浦河 東栄牧場 ４４２－３６２：０６．１５ １２２．１	
５５ � ワンダーストーリリ 牝５黒鹿５５ 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４１４＋１２２：０６．４１� ２００．９

２２ フェータルローズ 牝３栗 ５２ 幸 英明兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４２：０６．９３ ２．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９２，９００円 複勝： ３６，４９６，５００円 枠連： ９，５９０，２００円

馬連： ４０，６６３，４００円 馬単： ３０，０７４，９００円 ワイド： １７，３５７，２００円

３連複： ５４，９６５，６００円 ３連単： １２２，７６６，３００円 計： ３３３，５０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ３３０円 � ２４０円 枠 連（７－８） １，７８０円

馬 連 �� ２，９００円 馬 単 �� ４，８１０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ６３０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ４，９８０円 ３ 連 単 ��� ２７，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２１５９２９ 的中 � ３５１０９（３番人気）
複勝票数 計 ３６４９６５ 的中 � ５５７９１（３番人気）� ２６３８６（６番人気）� ３９９２０（５番人気）
枠連票数 計 ９５９０２ 的中 （７－８） ３９８７（９番人気）
馬連票数 計 ４０６６３４ 的中 �� １０３８２（１６番人気）
馬単票数 計 ３００７４９ 的中 �� ４６２１（２５番人気）
ワイド票数 計 １７３５７２ 的中 �� ６７６９（１０番人気）�� ６９３８（９番人気）�� ５４９３（１３番人気）
３連複票数 計 ５４９６５６ 的中 ��� ８１５４（２４番人気）
３連単票数 計１２２７６６３ 的中 ��� ３２５２（１１９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．５―１２．６―１２．３―１２．１―１２．２―１２．２―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．２―４８．８―１：０１．１―１：１３．２―１：２５．４―１：３７．６―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピクシープリンセス �

父 ディープインパクト �


母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１１．２０ 京都１４着

２００８．５．６生 牝４鹿 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves ６戦２勝 賞金 １５，９００，０００円



１８０３３ ７月７日 晴 重 （２４中京２）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

く つ か け

沓 掛 特 別
発走１４時２５分 （ダート・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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５０．８
１：４７．８

良

重

３６ マイネルバイカ 牡３鹿 ５４ 田中 健 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ４６８＋ ２１：５２．９ ２５．８�

８１６� シゲルスターキング 牡３鹿 ５４ 国分 恭介 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion
America ５０２－ ４ 〃 クビ １２．３�

７１３� ベストサーパス 牡３栗 ５４ 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County
Farms Inc ４８８＋ ６１：５３．０クビ １５．８�

６１１ セイカフォルテ 牡４鹿 ５７ 北村 友一久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４５０± ０１：５３．４２� ５．２�
８１５ タガノテッペン 牡３鹿 ５４ 浜中 俊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９２－１２ 〃 アタマ ６．６�
３５ タガノリベラノ 牝４黒鹿５５ 武 豊八木 一雄氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 B４８２＋ ６１：５３．６１� ９．５�
１２ メイショウブシドウ 牡３青鹿５４ 松山 弘平松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４４８＋ ６１：５３．７	 １２２．５	
７１４ スズカウラノス 牡３鹿 ５４ 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ １０．４

２３ アドマイヤケルソ 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ５．８�
１１ ゴールデンアタック 牡４栗 ５７ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４８２± ０１：５４．０２ １２．６�
４７ マルティニーク 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太 社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：５４．１� １３２．８�
５１０ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５０８± ０１：５４．４１	 １４３．８�
５９ � ロットネスト 牡４鹿 ５６ 高倉 稜 キャロットファーム 松永 幹夫 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

５０２＋ ２１：５４．６	 ４．２�
６１２
 サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ １３８．１�
２４ タイセイマスタング 牡３栗 ５４ 酒井 学田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 ５１４－ ８１：５５．６６ ９３．９�
４８ � マルヨレギュラー 牡３鹿 ５４ 尾島 徹野村 春行氏 柴田 高志 新冠 川越 省蔵 ４８０＋ １１：５７．２１０ ２１３．３�

（笠松） （笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７８７，４００円 複勝： ６１，４３３，９００円 枠連： ２３，４４３，２００円

馬連： ８６，７３９，２００円 馬単： ４８，０９３，０００円 ワイド： ３７，８０６，０００円

３連複： １２３，３５３，５００円 ３連単： １９２，０１９，９００円 計： ６００，６７６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５８０円 複 勝 � ６８０円 � ４５０円 � ５５０円 枠 連（３－８） １，６２０円

馬 連 �� １５，５００円 馬 単 �� ３４，５３０円

ワ イ ド �� ３，５８０円 �� ５，０９０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ７４，９９０円 ３ 連 単 ��� ４６４，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２７７８７４ 的中 � ８５０８（１０番人気）
複勝票数 計 ６１４３３９ 的中 � ２３１４２（１０番人気）� ３７２３８（８番人気）� ２９３８０（９番人気）
枠連票数 計 ２３４４３２ 的中 （３－８） １０７３０（９番人気）
馬連票数 計 ８６７３９２ 的中 �� ４１３１（４３番人気）
馬単票数 計 ４８０９３０ 的中 �� １０２８（８８番人気）
ワイド票数 計 ３７８０６０ 的中 �� ２５９５（４３番人気）�� １８１４（４５番人気）�� ３９３２（３９番人気）
３連複票数 計１２３３５３５ 的中 ��� １２１４（１４７番人気）
３連単票数 計１９２０１９９ 的中 ��� ３０５（９０８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１３．４―１３．１―１２．８―１２．８―１２．５―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．６―５０．７―１：０３．５―１：１６．３―１：２８．８―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルバイカ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．１０．１６ 京都６着

２００９．２．１８生 牡３鹿 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー ８戦２勝 賞金 １７，２９９，０００円
〔騎手変更〕 マイネルバイカ号の騎手和田竜二は，第５競走での落馬負傷のため田中健に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エバーオンワード号・ラインレグルス号
（非抽選馬）１３頭 アドマイヤスキップ号・エーシンテュポーン号・オースミラバー号・サダルメリク号・シルバーチーフ号・

スカイスクレイパー号・ドルモン号・ドンビザッツウェイ号・ヒミノキンカメ号・マイネルレガーロ号・
マコトヴォイジャー号・モンク号・リンクルリッジ号

※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。

１８０３４ ７月７日 晴 稍重 （２４中京２）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�

かしこじま

賢 島 特 別
発走１５時００分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．７．９以降２４．７．１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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５１０ ウインドジャズ 牡５黒鹿５５ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４８６－ ６１：２２．０ ２６．２�

８１５ デンコウジュピター 牡４鹿 ５８ 武 豊田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ５０６－ ４ 〃 クビ ６．９�
８１７ ゴールデンムーン 牝３栗 ５２ 浜中 俊�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４６０＋ ４１：２２．１クビ ２．７�
５９ タツミリュウ 牡４栗 ５７ 高倉 稜�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４８８＋ ２１：２２．５２� ５．７�
７１３ タマモコントラバス 牡５黒鹿５６ 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４６６－ ２１：２２．６� １４．６�
７１４ マルモセーラ 牝４黒鹿５４ 北村 友一まるも組合 木原 一良 浦河 江渡 繁治 ４９０＋ ４１：２２．７クビ １１．１	
１２ サ ク ラ ベ ル 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４９６－ ２１：２２．９１� ３４．９

４８ ハンターワディ 牡５鹿 ５４ 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４７０－ ６１：２３．０� １６．６�
６１２ パープルタイヨー 牡６鹿 ５４ 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 B４４０± ０ 〃 クビ ２５．９�
３５ フィールマイハート 牝５鹿 ５２ 藤岡 康太�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ５００＋１４１：２３．２� ６１．７
１１ ケンブリッジシーザ 牡５鹿 ５２ 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０６－ ４ 〃 ハナ ３５０．５�
２３ フェブスカイ 牡５鹿 ５３ 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４４０－ ８ 〃 ハナ １８７．２�
３６ タニノスバル 牝６芦 ５２ 難波 剛健谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４５８－１２１：２３．４１� ６９．２�
８１６ メルシーサイレンス 牡５栗 ５２ 鮫島 良太永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６± ０１：２３．５� ２９５．２�
６１１	 ノブクィーン 牝５黒鹿５０ 中井 裕二前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ６５．５�
４７ ドリームヒーロー 牡５青鹿５３ 太宰 啓介田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４２－ ６１：２３．７１� １０５．２�
２４ エーシンジャッカル 牡４黒鹿５８ 小牧 太�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６０－ ４１：２３．８クビ ６．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３３，２１９，４００円 複勝： ５６，８７０，５００円 枠連： ２７，０２３，８００円

馬連： １０８，３０３，０００円 馬単： ５９，２６３，４００円 ワイド： ４２，６６５，８００円

３連複： １４７，２５０，７００円 ３連単： ２４９，５７１，５００円 計： ７２４，１６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６２０円 複 勝 � ４８０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（５－８） ４８０円

馬 連 �� ７，１８０円 馬 単 �� １７，０２０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� １，０５０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ６，１５０円 ３ 連 単 ��� ６５，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３３２１９４ 的中 � ９９９７（９番人気）
複勝票数 計 ５６８７０５ 的中 � ２３９６４（８番人気）� ５９３２２（４番人気）� １３７６１４（１番人気）
枠連票数 計 ２７０２３８ 的中 （５－８） ４１６１９（１番人気）
馬連票数 計１０８３０３０ 的中 �� １１１３８（２７番人気）
馬単票数 計 ５９２６３４ 的中 �� ２５７１（５９番人気）
ワイド票数 計 ４２６６５８ 的中 �� ５１１１（２２番人気）�� ９８３５（９番人気）�� ２４５４５（３番人気）
３連複票数 計１４７２５０７ 的中 ��� １７６７４（１５番人気）
３連単票数 計２４９５７１５ 的中 ��� ２８０５（１９６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１２．１―１１．８―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．４―５８．２―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインドジャズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．１０ 東京６着

２００７．３．１７生 牡５黒鹿 母 キタノシラユリ 母母 ハシノサライ ３０戦３勝 賞金 ５９，０７２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 エーシンジャッカル号の騎手和田竜二は，第５競走での落馬負傷のため小牧太に変更。



１８０３５ ７月７日 晴 稍重 （２４中京２）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�

せきがはら

関ケ原ステークス
発走１５時３５分 （芝・左）
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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０１．０
１：５６．１

良

良

６６ ダノンバラード 牡４黒鹿５７ 小牧 太�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７４－ ４２：０３．１ １．７�

６７ ワルキューレ 牝８青 ５５ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ５０４＋ ４２：０３．４２ ４７．４�
２２ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ２２：０３．６１� ６．０�
１１ ジェントルマン 牡４黒鹿５７ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４８４＋ ２２：０３．７クビ ３．４�
５５ トモロポケット 牡６栗 ５７ 国分 恭介戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ４７．４�
７９ マイネルガヴロシュ 牡５青鹿５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４７８＋ ６２：０３．８クビ ２０．３�
３３ マルカボルト 牡５黒鹿５７ 藤岡 康太河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４８６－ ４２：０４．５４ １３．１	
４４ テーオーティアラ 牝６鹿 ５５ 北村 友一小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５８± ０２：０５．６７ ２１８．１

８１０ ベルウッドローツェ 牡６栗 ５７ 鈴来 直人加藤 貴子氏 小野 次郎 浦河 浦河土肥牧場 B４８４＋ ４２：０５．７クビ ２７２．１�
８１１ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５５ 鮫島 良太渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４３２－ ６２：０６．２３ ２８５．５�
７８ バウンシーチューン 牝４鹿 ５５ 高倉 稜 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４３８＋１８２：０７．３７ ６５．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ６７，６２０，４００円 複勝： １１０，５２２，５００円 枠連： ３５，７４３，０００円

馬連： １９１，４４０，１００円 馬単： １３１，３５３，２００円 ワイド： ６７，６３２，９００円

３連複： ２４２，５１９，５００円 ３連単： ６６７，３６９，９００円 計： １，５１４，２０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５００円 � １７０円 枠 連（６－６） ２，４４０円

馬 連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ２３０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ３，６６０円 ３ 連 単 ��� １９，５５０円

票 数

単勝票数 計 ６７６２０４ 的中 � ３２１３２２（１番人気）
複勝票数 計１１０５２２５ 的中 � ５０８５８４（１番人気）� ２９８４２（７番人気）� １３５６４０（３番人気）
枠連票数 計 ３５７４３０ 的中 （６－６） １０８１６（９番人気）
馬連票数 計１９１４４０１ 的中 �� ５４６２０（９番人気）
馬単票数 計１３１３５３２ 的中 �� ２８２６１（１３番人気）
ワイド票数 計 ６７６３２９ 的中 �� １８０２５（１１番人気）�� ８９８０５（２番人気）�� ９７４６（１７番人気）
３連複票数 計２４２５１９５ 的中 ��� ４８９３５（１２番人気）
３連単票数 計６６７３６９９ 的中 ��� ２５１９７（５９番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１３．３―１２．８―１２．４―１１．６―１２．０―１１．８―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．９―３８．２―５１．０―１：０３．４―１：１５．０―１：２７．０―１：３８．８―１：５０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンバラード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．１０．２４ 京都１着

２００８．２．１９生 牡４黒鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song １２戦３勝 賞金 １５２，０６５，０００円
〔騎手変更〕 テーオーティアラ号の騎手和田竜二は，第５競走での落馬負傷のため北村友一に変更。

１８０３６ ７月７日 晴 稍重 （２４中京２）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・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� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０６．５

重

良

７１３ タイセイジーニアス 牡４黒鹿５７ 浜中 俊田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４６６－ ４１：１０．２ ９．４�

６１１ アースツリー 牝５栗 ５５ 小牧 太 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
５９ メイショウツガル 牡４鹿 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ ３．３�
８１６ シャドウエミネンス 牡４栗 ５７ 鮫島 良太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：１０．３� ７．５�
８１８ エーティーガンダム 牡４栗 ５７ 国分 恭介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 B４６４－ ４１：１０．４� ６３．３�
７１５ フェブムービング 牡５鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 B４７６＋ ２１：１０．６１� ２８．４�
８１７	 メトログリペン 牡４鹿 ５７ 国分 優作太田 廣子氏 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０８－ ２１：１０．７
 １６７．８	
５１０ ヴェリタスローズ 牝５青 ５５

５２ ▲森 一馬松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５６＋ ２１：１０．９１
 １０４．２

７１４ トロピカルメジャー 牡３黒鹿５４ 尾島 徹小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４４８－ ８１：１１．１� １２．１�

（笠松）

４８ ヤマニンボンプアン 牝４鹿 ５５
５２ ▲水口 優也土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ４５．４�

３６ キタサンエピソード 牡３栗 ５４ 武 豊�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 ４８４＋ ６１：１１．４２ ５．６
２４ 	 コーリングオブラブ 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ２１：１１．９３ ２１４．１�
２３ テイエムシシオー 牡３黒鹿５４ 北村 友一竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ５２．７�
４７ アグネスジャスパー 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８８－１０ 〃 ハナ ４６．３�
１２ 	 ラビットファレル 牝４栗 ５５ 五十嵐雄祐喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ２９９．２�
６１２	 サダムトレイス �３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１０－ ８ 〃 ハナ ３０４．３�

３５ テイエムアモーレ 牝４鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 信成牧場 ４８８－ ２１：１２．３２
 ２９．１�

１１ ファンデルワールス 牡３鹿 ５４ 松山 弘平 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８１：１２．４
 ６１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，３５４，０００円 複勝： ４８，２２９，５００円 枠連： ２６，９９７，４００円

馬連： ９３，６０５，３００円 馬単： ５５，１８７，３００円 ワイド： ３８，７３４，５００円

３連複： １３７，１１４，１００円 ３連単： ２３７，０５７，６００円 計： ６６８，２７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２７０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（６－７） １，２１０円

馬 連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ７，５８０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ６７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� ２５，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３１３５４０ 的中 � ２６３８３（５番人気）
複勝票数 計 ４８２２９５ 的中 � ３７６３７（５番人気）� ７３８８７（２番人気）� １１１８３５（１番人気）
枠連票数 計 ２６９９７４ 的中 （６－７） １６５６９（７番人気）
馬連票数 計 ９３６０５３ 的中 �� ２２６０３（１０番人気）
馬単票数 計 ５５１８７３ 的中 �� ５３７４（２９番人気）
ワイド票数 計 ３８７３４５ 的中 �� ９８１０（９番人気）�� １３７９７（７番人気）�� ３１５９３（１番人気）
３連複票数 計１３７１１４１ 的中 ��� ３４５２８（５番人気）
３連単票数 計２３７０５７６ 的中 ��� ６８８５（６０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１１．４―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．０―４５．４―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．２
３ ・（５，６）１５（９，１４，１７）－８（１３，１８）（２，７）－（３，１６）１０（１２，１１）－（１，４） ４ ・（５，６）１５（９，１４，１７）－８（１３，１８）（２，７）－１６，１０，１１，３，１２，１，４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイジーニアス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．２４ 京都５着

２００８．３．１１生 牡４黒鹿 母 タニノジャドール 母母 タニノブーケ １６戦２勝 賞金 １６，４２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 シャドウエミネンス号の騎手和田竜二は，第５競走での落馬負傷のため鮫島良太に変更。
〔制裁〕 アースツリー号の騎手小牧太は，決勝線手前での御法について戒告。
※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） ３頭 アンビホールドゥン号・グレイトエンペラー号・ミスネバー号
（非抽選馬） ３頭 クレムリンシチー号・デンコウデア号・リアライズカレボ号
※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。



（２４中京２）第３日 ７月７日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

１７６，２６０，０００円
２，０８０，０００円
７，５００，０００円
１，４８０，０００円
１５，５２０，０００円
５６，５７７，０００円
４，８２４，０００円
１，６０３，２００円

勝馬投票券売得金
３０４，０９５，２００円
５４１，４８８，４００円
１９５，５４２，８００円
７６２，６０４，９００円
５０５，９１３，６００円
３３０，１２１，８００円
１，０４８，６９９，１００円
２，０９４，９４２，１００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 ５，７８３，４０７，９００円

総入場人員 １２，３３８名 （有料入場人員 １１，４１４名）


