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１８０３７ ７月８日 晴 良 （２４中京２）第４日 第１競走 ��１，４００�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� 基準タイム

中央レコード

１：２２．１
１：２０．３

良

良

８８ タガノラルフ 牡２青鹿５４ 戸崎 圭太八木 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 ４６８－ ２１：２４．０ ５．５�

（大井）

１１ マンドレイク 牡２黒鹿５４ 武 豊�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 ４６８－ ８ 〃 ハナ ６．４�
６６ ウイングリート 牡２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�ウイン 加用 正 新ひだか 友田牧場 ４７０＋ ４１：２４．８５ １５．９�
４４ マイネヴァイザー 牝２黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４０６－ ２ 〃 ハナ １．３�
２２ シゲルオオクマザ 牡２栗 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 清水 小野瀬 晃司 ４５４－ ２１：２５．８６ １３７．９�
５５ カゼニタツライオン 牡２栗 ５４ 北村 友一小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 ４８２－ ６１：２６．１２ １８．８	
７７ タガノカバリオ 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６４－ ８１：２６．９５ １０８．８

３３ 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 ４９４－ ２ 〃 クビ １０９．７�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２０，８２３，６００円 複勝： ６１，４４６，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ３２，７３２，６００円 馬単： ３０，７３５，９００円 ワイド： １３，７２５，４００円

３連複： ３７，８５７，２００円 ３連単： １２０，０２６，７００円 計： ３１７，３４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２９０円 � ２９０円 � ５３０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ４４０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，３００円 ３ 連 単 ��� １０，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２０８２３６ 的中 � ３０２５７（２番人気）
複勝票数 計 ６１４４６８ 的中 � ５９１０１（３番人気）� ５９２９７（２番人気）� ２７７７５（４番人気）
馬連票数 計 ３２７３２６ 的中 �� ２１２８６（５番人気）
馬単票数 計 ３０７３５９ 的中 �� １０１３１（７番人気）
ワイド票数 計 １３７２５４ 的中 �� １２７５９（３番人気）�� ７６０８（６番人気）�� ６０３５（７番人気）
３連複票数 計 ３７８５７２ 的中 ��� １２１６４（７番人気）
３連単票数 計１２００２６７ 的中 ��� ８２２２（３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．３―１２．１―１２．２―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．３―４６．４―５８．６―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノラルフ �

父 スペシャルウィーク �


母父 Alzao デビュー ２０１２．６．９ 阪神５着

２０１０．１．２１生 牡２青鹿 母 レディアップステージ 母母 She’s The Tops ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※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。

１８０３８ ７月８日 晴 良 （２４中京２）第４日 第２競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （芝・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� コースレコード

中央レコード

２：０１．０
１：５６．１

良

良

５１０ シュピッツェ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６２：０３．９ ４．１�
（大井）

３５ スリーアフロディテ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 ４７６＋１０２：０４．０� ２．６�
４７ ガラアフェアー 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �サンデーレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ８２：０４．１� ６０．８�
８１６ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４

５１ ▲中井 裕二大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４１２＋ ２２：０４．４２ ４．１�

７１３ ナリタスカイ 牝３黒鹿５４ 国分 恭介�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 B４０４＋ ２ 〃 クビ ３４．７�
３６ アドマイヤシルク 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２± ０ 〃 ハナ ７．１	

６１１ ショコラディスコ 牝３青 ５４ 酒井 学吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４７４－ ４２：０４．７１� ５６．８

２４ エリモベッラ 牝３青鹿５４ 松山 弘平山本三津子氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４４２± ０ 〃 クビ ２９．５�
４８ ワンダーヴォーグ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 ４４８＋ ６２：０４．８クビ １５．１�
８１７ タニノアペトゥラ 牝３栗 ５４ 和田 竜二谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７４－ ４２：０５．３３ ３２．２
６１２ キタサンエデン 牝３鹿 ５４ 小牧 太�大野商事 友道 康夫 浦河 辻 牧場 ４５０＋２０２：０５．４� ２４４．９�
５９ メ ッ セ ー ジ 牝３青鹿５４ 北村 友一岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B４５２＋ ２２：０５．７２ ２４１．１�
１１ スイートガガ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２２：０５．８クビ ７９．８�
７１４ ワンダーブロタール 牝３栗 ５４ 芹沢 純一山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 永田 克之 ４４０－ ４２：０７．１８ ２９３．１�
２３ ラ ン プ ー ン 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ５０６± ０２：０７．２クビ ９８．８�
１２ ハッピーメイカー 牝３黒鹿５４ 柿原 翔�三枝牧場 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４３６＋１０２：０７．４１� ３３９．５�

（愛知）

７１５ マイバーチュー 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 寺越 政幸 ４６４＋ ２２：０７．８２� １１５．０�

８１８ トーホウフレアー 牝３栗 ５４ 国分 優作東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４９６－ ８ （競走中止） １１２．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，５０７，１００円 複勝： ２９，１２３，４００円 枠連： １４，４４８，１００円

馬連： ３６，８００，８００円 馬単： ２４，９３０，３００円 ワイド： １９，３５２，１００円

３連複： ６１，６１１，４００円 ３連単： ９３，２８１，６００円 計： ２９５，０５４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ９９０円 枠 連（３－５） ３９０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２，７６０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ８，５００円 ３ 連 単 ��� ３１，８２０円

票 数

単勝票数 計 １５５０７１ 的中 � ２９８１５（３番人気）
複勝票数 計 ２９１２３４ 的中 � ５１９１０（３番人気）� ８６５６０（１番人気）� ４５３４（１０番人気）
枠連票数 計 １４４４８１ 的中 （３－５） ２７６６２（２番人気）
馬連票数 計 ３６８００８ 的中 �� ５２７８５（１番人気）
馬単票数 計 ２４９３０３ 的中 �� １５８４４（３番人気）
ワイド票数 計 １９３５２１ 的中 �� ２１３５０（１番人気）�� １５４５（２６番人気）�� ２１４２（２０番人気）
３連複票数 計 ６１６１１４ 的中 ��� ５３５４（２３番人気）
３連単票数 計 ９３２８１６ 的中 ��� ２１６４（７７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１３．１―１３．２―１２．３―１２．４―１２．７―１２．１―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．８―３６．９―５０．１―１：０２．４―１：１４．８―１：２７．５―１：３９．６―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シュピッツェ �
�
父 Azamour �

�
母父 Kornado デビュー ２０１１．１１．１２ 東京６着

２００９．４．１５生 牝３鹿 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice ７戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔競走中止〕 トーホウフレアー号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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２回 中京競馬 第４日



１８０３９ ７月８日 晴 稍重 （２４中京２）第４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

１：１０．１
１：０８．７

重

重

４８ � ヴィクタシア 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-
take Iida ４９４－ ６１：１２．７ ５２．３�

４７ ヒラボクダッシュ 牡３栗 ５６ 幸 英明�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム ４４２± ０ 〃 クビ ２．２�
７１４ ベルラピエル 牡３黒鹿５６ 北村 友一 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム ４７６－ ８１：１３．０１� ３．４�
５９ メイショウプリムラ 牝３青鹿５４ 熊沢 重文松本 好雄氏 中竹 和也 浦河 日田牧場 ４６０＋ ２１：１３．１クビ １１２．７�
６１１ テイエムキュウベエ 牡３栗 ５６ 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 鹿児島 テイエム牧場 ４８０－ ２１：１３．３１� ４．６�
８１６ サチノタカチホ 牡３鹿 ５６ 石橋 守佐藤 幸彦氏 梅内 忍 熊本 山口 牧人 ４９８＋ ２１：１３．４� １７．０	
２３ シゲルライム 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也森中 蕃氏 小原伊佐美 浦河 中村 雅明 ４１０－ ２１：１４．１４ ３５．４

７１３ パンツァーリート 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 �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－ ４１：１４．４１� ２０．８�

８１５ メイショウナナクサ 牝３鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 本巣 敦 ４６０－１０１：１４．６１� ４２７．２�

３５ チ ェ リ ム 牝３鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二永田 和彦氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６２＋１６１：１５．１３ ２５２．９
６１２ ワンサイドゲーム 牝３芦 ５４ 渡辺 薫彦 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４ 〃 アタマ １４．７�
５１０ メイショウケゴン 牡３栗 ５６

５３ ▲森 一馬松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ５０２ ―１：１５．９５ ２８３．９�
１２ ベネディクト 牡３青鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 荻伏三好フ
アーム ４８４ ―１：１６．２２ ２５１．０�

１１ ウインナイトホーク 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４９４－１８１：１６．３クビ ３９．５�
（大井）

３６ メイショウヒダマリ 牝３鹿 ５４ 酒井 学松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４８＋１２１：１７．０４ １３５．０�
２４ ナリタマクリス 牡３栗 ５６ 国分 優作�オースミ 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４２８＋ ８ （競走中止） ５７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２９３，２００円 複勝： ３４，８２５，９００円 枠連： １４，４２５，５００円

馬連： ４０，８９６，９００円 馬単： ３０，３６０，２００円 ワイド： ２２，２３９，１００円

３連複： ６４，５５６，９００円 ３連単： １０８，０３６，１００円 計： ３３２，６３３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，２３０円 複 勝 � ６３０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（４－４） ４，６１０円

馬 連 �� ４，４３０円 馬 単 �� １１，２２０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� １，８９０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ４，９７０円 ３ 連 単 ��� ５７，６６０円

票 数

単勝票数 計 １７２９３２ 的中 � ２６１０（９番人気）
複勝票数 計 ３４８２５９ 的中 � ７９４３（９番人気）� １０１３５０（１番人気）� ８５７９０（２番人気）
枠連票数 計 １４４２５５ 的中 （４－４） ２３１３（１５番人気）
馬連票数 計 ４０８９６９ 的中 �� ６８２７（１４番人気）
馬単票数 計 ３０３６０２ 的中 �� １９９７（３１番人気）
ワイド票数 計 ２２２３９１ 的中 �� ３７８２（１６番人気）�� ２４８６（２１番人気）�� ３３５４６（１番人気）
３連複票数 計 ６４５５６９ 的中 ��� ９６０４（１６番人気）
３連単票数 計１０８０３６１ 的中 ��� １３８３（１４０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．９―１２．５―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．４―３５．３―４７．８―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴィクタシア �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１２．２．１１ 京都６着

２００９．４．１５生 牝３黒鹿 母 Toroca 母母 Grand Falls ３戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔競走中止〕 ナリタマクリス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウヒダマリ号は，平成２４年９月８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シゲルパイナップル号
（非抽選馬） ２頭 スズカバビロン号・ストームセンター号
※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。

１８０４０ ７月８日 晴 良 （２４中京２）第４日 第４競走 ��３，３００�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード なし

６９ シゲルジュウヤク 牡４栗 ６０ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８０± ０３：４１．０ 基準タイム ３．８�

５７ ダイシングロウ 牡８黒鹿６０ 小坂 忠士大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０６－ ２ 〃 アタマ ２．４�
３３ フサイチアソート �７栗 ６０ 植野 貴也岡田 牧雄氏 佐山 優 早来 ノーザンファーム ４５２± ０３：４１．１� １９．５�
４４ ヒラボクロイヤル 牡８黒鹿６０ 北沢 伸也�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５０２＋１０３：４２．５９ ５．８�
８１３ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 五十嵐雄祐篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４３８－１０３：４２．７� ４９．７�
１１ マイネルファルケ 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５３２＋ ４３：４３．２３ １３．０�
２２ エルチョコレート 牡６黒鹿６０ 白浜 雄造三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ２２．１	
５６ マンノレーシング 牡９鹿 ６１ 田村 太雅萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４７２－ ２３：４４．１５ ８９．１

６８ � マ サ ラ イ ト 牡８鹿 ６１ 西谷 誠丸井サカミ氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ５１４＋ ８３：４４．２� １３．７�
４５ ボストンリョウマ 牡４青鹿６０ 林 満明ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８２＋ ２３：４４．８３� ２５．９�
８１２ サンレイデューク 牡４鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５４－ ４３：４７．１大差 ３３．８
７１１ ゴールデンガッツ 牡７栗 ６０ 金子 光希�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５０２－１０ （競走中止） ２３．３�
７１０ テイエムライジン 牡４栗 ６０ 黒岩 悠竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４４０－ ６ （競走中止） １０２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，１３３，１００円 複勝： ２３，０１３，８００円 枠連： １２，２９１，９００円

馬連： ３３，５７７，６００円 馬単： ２５，６５９，４００円 ワイド： １７，０３４，６００円

３連複： ５６，２９１，４００円 ３連単： ８７，６４７，２００円 計： ２７１，６４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ３１０円 枠 連（５－６） ４００円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ６５０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ８，８００円

票 数

単勝票数 計 １６１３３１ 的中 � ３４３０３（２番人気）
複勝票数 計 ２３０１３８ 的中 � ６０４６６（１番人気）� ４９７９０（２番人気）� １３２４２（５番人気）
枠連票数 計 １２２９１９ 的中 （５－６） ２３１５６（１番人気）
馬連票数 計 ３３５７７６ 的中 �� ４５６１５（１番人気）
馬単票数 計 ２５６５９４ 的中 �� １５７１７（２番人気）
ワイド票数 計 １７０３４６ 的中 �� １７５１９（１番人気）�� ６０７７（５番人気）�� ５８１６（７番人気）
３連複票数 計 ５６２９１４ 的中 ��� ２０１３９（３番人気）
３連単票数 計 ８７６４７２ 的中 ��� ７３５５（１３番人気）

上り １マイル １：５０．８ ４F ５７．２－３F ４３．５
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルジュウヤク �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１０着

２００８．１．１３生 牡４栗 母 ニシノコマチ 母母 サ レ ラ 障害：１０戦２勝 賞金 ４０，６２７，０００円
〔騎手変更〕 ハクサン号の騎手石神深一は，第２回福島競馬第７日第４競走での落馬負傷のため五十嵐雄祐に変更。
〔競走中止〕 テイエムライジン号は，１周目５号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。

ゴールデンガッツ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため２周目４号障害〔ハードル〕手前で競走中止。



１８０４１ ７月８日 晴 良 （２４中京２）第４日 第５競走 ��
��１，２００�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� 基準タイム

中央レコード

１：１１．６
１：０７．８

重

良

１１ ジェネシスロック 牡２鹿 ５４ 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド ４６８ ―１：１１．８ ３．６�

７７ ウインドクラスト 牝２鹿 ５４ 酒井 学 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：１２．０１� ６．０�
８９ ドントタッチミー 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 日西牧場 ４５０ ―１：１２．２１� ３．８�
２２ トーホウハヤブサ 牡２栗 ５４ 和田 竜二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４５６ ―１：１２．４１� １７．３�
８１０ テイエムシングン 牡２鹿 ５４ 松山 弘平竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 ４７６ ―１：１２．５� ４．１�
６６ シゲルウオザ 牡２鹿 ５４ 国分 優作森中 蕃氏 沖 芳夫 日高 エンドレス

ファーム ５０４ ―１：１２．６� ４８．６	
７８ バルトロメオ 牡２鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２ ― 〃 クビ ９．１

３３ ワイドウォーカー 牡２鹿 ５４ 戸崎 圭太幅田 昌伸氏 高野 友和 新ひだか 土田 扶美子 ５０６ ―１：１２．７クビ ２３．０�

（大井）

４４ スピーディシャープ 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム ４１４ ―１：１３．０２ １５０．６�
５５ ウインドマジック 牡２黒鹿５４ 小牧 太福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 中村 和夫 ４７８ ―１：１３．６３� １３．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，０３１，２００円 複勝： ３４，１３０，０００円 枠連： １２，２４３，１００円

馬連： ３８，８４２，８００円 馬単： ２９，８６７，１００円 ワイド： １７，２９９，２００円

３連複： ５２，２０７，３００円 ３連単： ９９，８０９，９００円 計： ３０３，４３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－７） ６２０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２８０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ５，０００円

票 数

単勝票数 計 １９０３１２ 的中 � ４２１４５（１番人気）
複勝票数 計 ３４１３００ 的中 � ７３６６１（２番人気）� ４７５９５（４番人気）� ７５０２９（１番人気）
枠連票数 計 １２２４３１ 的中 （１－７） １４７２８（３番人気）
馬連票数 計 ３８８４２８ 的中 �� ２９６９４（４番人気）
馬単票数 計 ２９８６７１ 的中 �� １３０９５（７番人気）
ワイド票数 計 １７２９９２ 的中 �� １１８６３（４番人気）�� １６６６５（１番人気）�� １０２２１（５番人気）
３連複票数 計 ５２２０７３ 的中 ��� ３４１６１（２番人気）
３連単票数 計 ９９８０９９ 的中 ��� １４７５９（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．０―１１．９―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．３―４７．２―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネシスロック �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mizzen Mast 初出走

２０１０．４．２６生 牡２鹿 母 ムーニーポンズ 母母 Lotka １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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。

１８０４２ ７月８日 晴 良 （２４中京２）第４日 第６競走 ��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１１ ヴ ェ ル ー テ 牝３鹿 ５４ 小牧 太名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ３９４＋ ６１：２２．１ ３８．３�

７１５ アクアライン 牝３黒鹿５４ 幸 英明古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４５０± ０１：２２．２� ３．２�
２３ サクラインペリアル 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ４６８－ ６１：２２．６２� ３．６�
２４ ファンタビュラス 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４６２± ０１：２２．８１� ５．０�

（大井）

８１７ メ リ ダ 牝３黒鹿５４ 国分 優作山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 ４０４ ―１：２３．１１� １８４．５�
８１８ テーオーアパタイト 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４５４＋１４１：２３．２� ２６．１�
７１３ アポロダッシュ 牡３栗 ５６ 北村 友一アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 ４５４＋ ２１：２３．３� ３５．０	
１２ アグネスプリキュア 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５４＋１４ 〃 ハナ １１５．６

４８ ハギノローザ 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太安岡美津子氏 鮫島 一歩 新ひだか グランド牧場 ４２２ ―１：２３．５１� ３４６．０�
７１４ ホープマイスター 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ６１：２３．６クビ ５６．６�
５９ シゲルヒメリンゴ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ １０１．２
８１６ クランドールゲラン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 ４８６＋ ４ 〃 アタマ ６．０�
４７ ヨドノグレイス 牝３鹿 ５４ 酒井 学海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ４１６－ ４１：２３．９１� １２．５�
６１１ エイユーラズリー 牝３鹿 ５４ 松山 弘平笹部 和子氏 鈴木 孝志 浦河 杵臼牧場 ４４４－１０１：２４．１１� ２２１．５�
３６ ヴァンブラン 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム ４２８＋ ２１：２５．１６ ２７．５�
６１２ タ ラ ン テ ラ 牡３鹿 ５６ 武 豊吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 ４７０ ―１：２５．３� ６５．０�
３５ オレンジビキニ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４７０－１０ 〃 クビ ４３．０�
５１０ バンブトンカツ 牡３鹿 ５６ 国分 恭介�口 正蔵氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 ４８０＋１４１：２６．３６ ２４２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，３４８，６００円 複勝： ３６，６７７，７００円 枠連： １６，８２３，７００円

馬連： ４８，６３０，４００円 馬単： ３０，９０４，１００円 ワイド： ２３，５０６，１００円

３連複： ７０，５３７，５００円 ３連単： １０３，０２４，６００円 計： ３４８，４５２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８３０円 複 勝 � ６２０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（１－７） ３，６２０円

馬 連 �� ４，８６０円 馬 単 �� １３，０５０円

ワ イ ド �� １，３４０円 �� １，２８０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４，２７０円 ３ 連 単 ��� ４６，７４０円

票 数

単勝票数 計 １８３４８６ 的中 � ３７８０（９番人気）
複勝票数 計 ３６６７７７ 的中 � ９８４０（８番人気）� ９２０４７（１番人気）� ７４５３７（２番人気）
枠連票数 計 １６８２３７ 的中 （１－７） ３４３９（１４番人気）
馬連票数 計 ４８６３０４ 的中 �� ７３９８（１３番人気）
馬単票数 計 ３０９０４１ 的中 �� １７４８（３６番人気）
ワイド票数 計 ２３５０６１ 的中 �� ３９０１（１４番人気）�� ４１０８（１２番人気）�� ２６７７４（１番人気）
３連複票数 計 ７０５３７５ 的中 ��� １２２１９（１２番人気）
３連単票数 計１０３０２４６ 的中 ��� １６２７（１２８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．０―１１．９―１１．９―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．１―４６．０―５７．９―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１
３ ７（１０，１６）－（４，１２，１５）５－（１１，１４，１８）（６，９，３，１３）１，８，１７－２ ４ ７－（１０，１６）（４，１５）－（５，１２，１８）（３，１３）（１１，１４）６（９，１）８，１７－２

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ル ー テ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．１０．２３ 新潟１０着

２００９．３．１１生 牝３鹿 母 ポ ポ ラ ス 母母 リトルオードリー ５戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンブトンカツ号は，平成２４年９月８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スズカパートナー号
（非抽選馬） ２頭 アルティメイト号・ナムラダンサー号
※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。



１８０４３ ７月８日 晴 良 （２４中京２）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０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

５１０ ドリームプログラム 牡３栗 ５６ 松山 弘平セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４９２＋１２１：５４．６ ５．９�

５９ ショウナンバッカス 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２－１２１：５４．７� １０．２�

（大井）

１１ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 武 豊伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B５０４－ ６１：５４．９� ２．２�
２３ トキノベストマッチ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太田中 準市氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ４６８－ ６１：５５．０� ２１．９�
２４ サンライズシックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６２± ０１：５５．３１� ７８．６�
４７ ゴールデンドロップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�大北牧場 高野 友和 浦河 大北牧場 ３９２－１０１：５５．４� ４５．６	
６１２ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 小牧 太 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 ５７２＋ ４１：５５．８２� ４．３�
７１３ ゴールドマイスター 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬久保 博文氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４± ０１：５６．０� ２０３．７�
６１１ オスカーバローズ 牡３青鹿５６ 国分 恭介猪熊 広次氏 武田 博 新冠 パカパカ

ファーム ４７０＋ ２１：５６．３１� １２．１
３５ メ イ デ イ 牡３青鹿５６ 渡辺 薫彦 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新冠 武田牧場 ５００－ ６１：５７．２５ １３６．４�
３６ アグネスフレキソ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４６８－１０ 〃 クビ ９７．８�
８１６ キョウワアライヴ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 ４５６＋ ４１：５７．９４ ８９．１�
１２ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式
会社
須野牧場 B４７８－ ２１：５８．４３ １４．５�

４８ セイクリッドハート 牡３鹿 ５６ 石橋 守名古屋競馬� 田中 章博 千歳 社台ファーム B４７０－ ６１：５８．６� ４１４．６�
８１５ エーシンヴンダバー 牡３鹿 ５６ 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 築紫 洋 ５１０－ ４１：５８．８１� ３１．０�
７１４ ヒロノブレーブ 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂サンエイ開発� 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４９８＋１０２：００．６大差 ４１７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８３０，８００円 複勝： ３６，９０７，４００円 枠連： １６，０３２，８００円

馬連： ４９，６０８，０００円 馬単： ３５，４３６，８００円 ワイド： ２４，７９５，０００円

３連複： ７０，２５０，９００円 ３連単： １２１，１３１，４００円 計： ３７４，９９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（５－５） ３，０１０円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ５，６００円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ２９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ２１，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２０８３０８ 的中 � ２７８６８（３番人気）
複勝票数 計 ３６９０７４ 的中 � ５１６４３（３番人気）� ３５２９６（４番人気）� ９６６９１（１番人気）
枠連票数 計 １６０３２８ 的中 （５－５） ３９３９（１０番人気）
馬連票数 計 ４９６０８０ 的中 �� １３１４７（１１番人気）
馬単票数 計 ３５４３６８ 的中 �� ４６７１（１９番人気）
ワイド票数 計 ２４７９５０ 的中 �� ７４２８（８番人気）�� ２４０４９（２番人気）�� １０２９３（５番人気）
３連複票数 計 ７０２５０９ 的中 ��� ２２５０３（６番人気）
３連単票数 計１２１１３１４ 的中 ��� ４１９３（６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３７．１―５０．７―１：０２．９―１：１６．０―１：２９．１―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．６
１
３
２－３（１６，１２）１４，９，１３（４，１０）－５－１１－１５（７，８）１，６
３（２，１２）９（１６，１３，１４）（４，１０）（１１，５）（６，７）１＝（８，１５）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームプログラム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１１．７．２３ 京都４着

２００９．４．１９生 牡３栗 母 タ ス ク 母母 Department ９戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔その他〕 ヒロノブレーブ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。
※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 エリモルビーノ号・ポートポケット号
※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。

１８０４４ ７月８日 晴 良 （２４中京２）第４日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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� コースレコード

中央レコード

１：１０．１
１：０８．７

重

重

８１５ トーホウジャパン 牡４栗 ５７ 松山 弘平東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８４－ ４１：１１．８ ２４．０�

１１ フォルテリコルド 牡３鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �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 ５２０＋ ８ 〃 クビ ３２．３�

５１０ ジャマイカジョー 牡４黒鹿５７ 酒井 学薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４６０＋ ４１：１２．１２ ３．９�
４７ エーティーショパン 牡６栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７４－ ４１：１２．２� ４．７�
５９ タイセイクインス 牝３青鹿 ５２

４９ ▲中井 裕二田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４６４± ０１：１２．３� １４９．４�
７１３ サトノパイレーツ �４鹿 ５７ 幸 英明里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９０－ １１：１２．４クビ １２．１	
３５ � メイショウクロシオ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４６８－１４ 〃 ハナ ２１．３

７１４� フィールザライト 牝４黒鹿５５ 柿原 翔櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４３４＋１７ 〃 クビ ２２５．１�

（愛知）

４８ リバーロイヤル 牡４栗 ５７ 戸崎 圭太河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４６６＋ ２１：１２．７２ ９．５�
（大井）

６１１ ルミナススカイ 牡３黒鹿５４ 熊沢 重文小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス
ファーム ４６８＋１０１：１２．８クビ １２．５

６１２ ニシノブイシェープ 牡５栗 ５７ 藤岡 康太西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０８± ０１：１２．９� ９．４�
８１６� エーシンアイネアス 牡４芦 ５７

５６ ☆高倉 稜�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ５１０－ ２ 〃 アタマ １７４．０�
２３ ワンダーフォルテ 牡４栗 ５７ 今井 貴大山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 大島牧場 ４９４－ ４１：１３．１� ４．６�

（愛知）

３６ � トロピカルジュエル 牝４鹿 ５５
５２ ▲水口 優也小川 勲氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４３４＋１６１：１３．５２� ３７６．６�

１２ ミニーバローズ 牝５鹿 ５５ 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４７６－ ４１：１３．７１	 ２４．４�
２４ フミノアカデミー 牡５栗 ５７ 国分 優作谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４６２－１１１：１４．０２ ６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６４５，１００円 複勝： ３９，３６４，５００円 枠連： １６，５９４，４００円

馬連： ６３，１７７，８００円 馬単： ３６，１３８，８００円 ワイド： ２７，８８９，１００円

３連複： ８６，８５７，３００円 ３連単： １３４，３２２，１００円 計： ４２４，９８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ５５０円 � ８９０円 � １６０円 枠 連（１－８） １２，２６０円

馬 連 �� ３１，８７０円 馬 単 �� ５９，５４０円

ワ イ ド �� ８，９２０円 �� １，３８０円 �� ２，１２０円

３ 連 複 ��� ４３，１７０円 ３ 連 単 ��� ３４５，４００円

票 数

単勝票数 計 ２０６４５１ 的中 � ６７９７（９番人気）
複勝票数 計 ３９３６４５ 的中 � １５８２６（８番人気）� ９１９７（１１番人気）� ９１３１８（１番人気）
枠連票数 計 １６５９４４ 的中 （１－８） ９９９（３１番人気）
馬連票数 計 ６３１７７８ 的中 �� １４６３（５９番人気）
馬単票数 計 ３６１３８８ 的中 �� ４４８（１２５番人気）
ワイド票数 計 ２７８８９１ 的中 �� ７５１（６１番人気）�� ５０８５（１６番人気）�� ３２４７（２７番人気）
３連複票数 計 ８６８５７３ 的中 ��� １４８５（１２２番人気）
３連単票数 計１３４３２２１ 的中 ��� ２８７（８６１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．７―１２．３―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．０―３４．７―４７．０―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウジャパン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Gone West デビュー ２０１０．８．２１ 新潟３着

２００８．３．４生 牡４栗 母 トーホウパール 母母 Nervous Baba １４戦２勝 賞金 １７，８２０，０００円
※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） ２頭 シゲルハンベイ号・ホリデイトウショウ号
（非抽選馬） ６頭 アルテミス号・キクノレジーナ号・ツクバヴァンクール号・メイショウドルセー号・リュクスメジャー号・

ワンダーゴヴェルノ号
※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。



１８０４５ ７月８日 晴 良 （２４中京２）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

ご ざ い し ょ

御 在 所 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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．８
１：３１．３

良

良

６１１ ゴールドベル 牡３黒鹿５４ 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４６０－ ２１：３４．６ １２．６�

８１５ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５４ 武 豊国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０± ０ 〃 クビ １２．１�
２３ ク ロ ー チ ェ 牡３栗 ５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ２１：３５．０２� ４．５�
３６ ホッコーガンバ 牡４鹿 ５７ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 ４８４± ０１：３５．１クビ ３．５�
１１ キネオピューマ 牡３鹿 ５４ 戸崎 圭太ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム ４３８－ ２ 〃 ハナ ７．２�
（大井）

３５ � タマモマーブル 	４栗 ５７ 松山 弘平タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７０－ ６１：３５．３１
 １０．８	
８１６ クリスマスマーベル 牡３青鹿５４ 国分 恭介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ３４．１

７１４ ミヤジシェンロン 牡５鹿 ５７ 国分 優作曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４５４＋ ２１：３５．５１
 ２９．９�
７１３ マイネイディール 牝４青鹿５５ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９２－ ２１：３５．８１� ７２．５�
４７ マイネルゴラッソ 牡４栗 ５７ 和田 竜二 �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 ４７４＋１２１：３５．９� ５．３
２４ ハッシュドトーン 牝３青鹿５２ 酒井 学 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４２＋１４１：３６．２１� １４２．２�
４８ ピュアソウル 牡３鹿 ５４ 北村 友一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４１０＋ ８ 〃 クビ １６．３�
６１２� トウショウドライヴ 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太野島 春男氏 田島 良保 新ひだか 片岡 博 ４４０＋ ２１：３６．６２� ２７３．８�
５９ メイショウヒメユリ 牝３青鹿５２ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４１６－ ８１：３７．０２� ６９．７�
１２ � ミヤシンボーラー 牝３鹿 ５２ 今井 貴大加藤 由夫氏 原口 次夫 浦河 ヒダカフアーム B４３８－ ９１：３７．２１
 ３４７．９�

（愛知） （愛知）

５１０� ハンドスター 牝３鹿 ５２ 柿原 翔手嶋 芳夫氏 角田 輝也 日高 船越牧場 ４５２－ １１：３８．７９ ５８２．２�
（愛知） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，５８２，２００円 複勝： ６１，３９１，５００円 枠連： ２４，９６０，３００円

馬連： １０２，７９２，９００円 馬単： ５７，９８５，１００円 ワイド： ４０，７５７，２００円

３連複： １３７，５９３，２００円 ３連単： ２２８，７０４，１００円 計： ６８６，７６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３４０円 � ４１０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ４，２７０円

馬 連 �� ７，９２０円 馬 単 �� １５，０９０円

ワ イ ド �� ２，０５０円 �� １，１５０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� １５，７６０円 ３ 連 単 ��� １２６，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３２５８２２ 的中 � ２０３８３（７番人気）
複勝票数 計 ６１３９１５ 的中 � ４５６１４（６番人気）� ３５６３６（７番人気）� ９０１３２（３番人気）
枠連票数 計 ２４９６０３ 的中 （６－８） ４３１４（１８番人気）
馬連票数 計１０２７９２９ 的中 �� ９５８７（２８番人気）
馬単票数 計 ５７９８５１ 的中 �� ２８３６（５５番人気）
ワイド票数 計 ４０７５７２ 的中 �� ４８１７（２８番人気）�� ８８２９（１４番人気）�� ８５１６（１５番人気）
３連複票数 計１３７５９３２ 的中 ��� ６４４４（５６番人気）
３連単票数 計２２８７０４１ 的中 ��� １３３６（３８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．２―１１．６―１２．２―１１．５―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．５―４６．１―５８．３―１：０９．８―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．３

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

勝馬の
紹 介

ゴールドベル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Red Ransom デビュー ２０１１．９．１８ 阪神３着

２００９．２．２６生 牡３黒鹿 母 シルバーベル 母母 ノベンバーサンライズ ７戦２勝 賞金 １９，６０６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハンドスター号は，平成２４年８月８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） ２頭 バハドゥール号・ピルケンハンマー号
※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。

１８０４６ ７月８日 曇 良 （２４中京２）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�

き そ が わ

木 曽 川 特 別
発走１５時００分 （芝・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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．５
２：１０．０

良

良

７７ ムスカテール 牡４黒鹿５７ 小牧 太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４２：１５．５ ３．４�

８９ カ フ ナ 牡４黒鹿５７ 幸 英明金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８２± ０２：１５．６� ２．３�

８８ ゴールドブライアン 牡４青鹿５７ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５２－ ２２：１５．８１� ８．１�
１１ グッドバニヤン 牡７栃栗５７ 戸崎 圭太津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４４－ ２２：１６．１１	 ３０．３�

（大井）

２２ トウシンイーグル 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４７４± ０２：１６．２� ８．５�
６６ ハードダダンダン 牡５黒鹿５７ 国分 恭介津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４６６－ ４２：１６．３� ６７．０�
５５ ダノンマックイン 牡４黒鹿５７ 武 豊�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ７．２	
４４ アマファソン 牝５黒鹿５５ 北村 友一吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７６± ０２：１６．４クビ １０．５

３３ ダブルレインボー 牡６栗 ５７ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ２２：２０．０大差 １２８．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３５，０４９，３００円 複勝： ５９，８７５，５００円 枠連： １７，９２３，５００円

馬連： ９４，７７０，５００円 馬単： ６５，８９７，２００円 ワイド： ３５，０８４，９００円

３連複： １１６，３５１，１００円 ３連単： ３０６，５０７，５００円 計： ７３１，４５９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（７－８） ２７０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ３９０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ２，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３５０４９３ 的中 � ８１３２４（２番人気）
複勝票数 計 ５９８７５５ 的中 � １４９９４５（２番人気）� １７５８１７（１番人気）� ６１９１３（４番人気）
枠連票数 計 １７９２３５ 的中 （７－８） ５０１１１（１番人気）
馬連票数 計 ９４７７０５ 的中 �� １９５５１４（１番人気）
馬単票数 計 ６５８９７２ 的中 �� ５７１８２（２番人気）
ワイド票数 計 ３５０８４９ 的中 �� ６５２１０（１番人気）�� １９０５７（７番人気）�� ２５０５１（２番人気）
３連複票数 計１１６３５１１ 的中 ��� １２８７７６（１番人気）
３連単票数 計３０６５０７５ 的中 ��� ７６０８０（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．３―１２．６―１２．６―１２．９―１２．９―１３．１―１２．０―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．６―３４．９―４７．５―１：００．１―１：１３．０―１：２５．９―１：３９．０―１：５１．０―２：０３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．５
１
３
３＝１－（５，６）－９－（４，７）２，８
３＝１（５，６）－９－７（４，２）８

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

勝馬の
紹 介

ムスカテール �

父 マヤノトップガン �


母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．５ 阪神１着

２００８．４．１８生 牡４黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール １２戦４勝 賞金 ５９，０１２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。

１レース目



１８０４７ ７月８日 曇 良 （２４中京２）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�第１７回東海テレビ杯プロキオンステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （ダート・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５６�，牝馬２�
減，２３．７．９以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬１�増，２３．７．８以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時
の成績を除く）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：２３．４
１：２１．５

重

不良

３６ � トシキャンディ 牝６鹿 ５４ 酒井 学上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ５１６＋ ４１：２２．６レコード １１９．２�

７１４ アドマイヤロイヤル 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２６－ ２１：２２．７� ７．５�
５９ 	 ファリダット 牡７青鹿５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４８０－ ４１：２２．８
 ２．４�
７１３ ワールドワイド 牡６芦 ５６ 北村 友一山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４８６－１６ 〃 ハナ ６３．６�
４７ シルクフォーチュン 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４７４＋１３ 〃 アタマ ３．６�
２３ テイクアベット 牡４鹿 ５６ 国分 恭介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５０４－ ６１：２２．９クビ ６．３�
４８ デュアルスウォード 牡４黒鹿５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 クビ ５３．８	
３５ ダノンエリモトップ 牡６鹿 ５６ 中井 裕二
ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５３６＋ ８１：２３．０
 ３８２．９�
５１０ セレスハント 牡７栗 ５７ 武 豊岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４７６－ ６１：２３．１クビ ２４．７�
１１ 	 ス ー ニ 牡６鹿 ５９ 幸 英明吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere

Inc. ４７４＋ ７１：２３．２
 ４８．３
２４ タンジブルアセット 牡５鹿 ５６ 渡辺 薫彦安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４９４＋ ６ 〃 クビ ５３．０�
８１５	 インオラリオ 牡７鹿 ５６ 小牧 太藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita ５３０＋ ８１：２３．３
 ９．７�
６１１ アドマイヤスワット 牡７栗 ５６ 高倉 稜近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５１６－１０１：２３．７２
 ２７２．２�
８１６ ニシオドリーム 牡４黒鹿５６ 国分 優作西尾 午郎氏 鹿戸 明 浦河 中島牧場 ４７２± ０１：２４．２３ ７０．８�
６１２� シ ャ ア 牡６栗 ５６ 戸崎 圭太萩 英男氏 山藤 統宏 日高 中川 哲也 ４７０－ ９ 〃 アタマ １７６．１�

（大井） （大井）

１２ 	 アースサウンド 牝５栗 ５４ 中谷 雄太 
グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way
Equine, LLC ４９４＋ ４１：２４．８３
 １２６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２２，２０４，０００円 複勝： １７３，４０４，９００円 枠連： ９７，０４９，７００円

馬連： ４９０，０５７，８００円 馬単： ２７８，４２２，９００円 ワイド： １６３，２９３，６００円

３連複： ７１７，６９６，６００円 ３連単： １，４７７，３６６，７００円 計： ３，５１９，４９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，９２０円 複 勝 � １，５４０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（３－７） １２，６７０円

馬 連 �� ３４，９２０円 馬 単 �� ９６，２００円

ワ イ ド �� ６，６８０円 �� ３，２４０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２４，２９０円 ３ 連 単 ��� ３０２，９５０円

票 数

単勝票数 計１２２２０４０ 的中 � ８０８５（１２番人気）
複勝票数 計１７３４０４９ 的中 � １７７１２（１３番人気）� ２６７９４２（３番人気）� ５１４８７２（１番人気）
枠連票数 計 ９７０４９７ 的中 （３－７） ５６５６（２５番人気）
馬連票数 計４９００５７８ 的中 �� １０３５９（５０番人気）
馬単票数 計２７８４２２９ 的中 �� ２１３６（１１１番人気）
ワイド票数 計１６３２９３６ 的中 �� ５４５２（４９番人気）�� １１３６５（２９番人気）�� １５３４６４（２番人気）
３連複票数 計７１７６９６６ 的中 ��� ２１８１３（６４番人気）
３連単票数 計１４７７３６６７ 的中 ��� ３５９９（５４９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１１．６―１１．５―１１．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．０―４５．６―５７．１―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ６，３，１５，４（２，１６）１３（５，１，１４，１０）（８，１２）（１１，９）－７ ４ ・（６，３）１５，４，２，１６，１３（５，１）（１４，１０）－（８，１２）１１，９－７

勝馬の
紹 介

�トシキャンディ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Machiavellian

２００６．４．１７生 牝６鹿 母 コ ル チ カ 母母 Ivrea ２０戦５勝 賞金 １０６，９２８，０００円
初出走 JRA

※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。

１８０４８ ７月８日 曇 良 （２４中京２）第４日 第１２競走 ��２，０００�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

２：０１．０
１：５６．１

良

良

３３ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５７
５４ ▲藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９４－ ６２：０４．１ ７３．６�

１１ ローゼンケーニッヒ 牡３黒鹿５４ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２２：０４．３１� ２．０�
７８ ランフォージン 牡３黒鹿５４ 和田 竜二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ２２：０４．９３� ５．５�
７９ アドマイヤバートン 牡４栗 ５７ 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４７０－ ４２：０５．０� ６．２�
４４ テーオーレジェンド 牡３栗 ５４ 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 ５００－ ４２：０５．２１ ６．２�
６７ エルヴィスバローズ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６－ ２２：０５．３� ６．９	
２２ キングウェールズ 牡６鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５８＋ ６２：０５．９３� ３１．２


６６ � イクシカナイダロウ 牡３青鹿５４ 国分 優作小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 乾 皆雄 ４８０－ ６ 〃 ハナ １２０．９�
８１１ ヒミノキンカメ 牡４鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４７８± ０２：０６．１１� ９２．８�
５５ � ユ ウ キ ン グ 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 ４４４－ ８２：０７．２７ ５６．２

（大井）

８１０ テイエムアシュラ 牡３青鹿５４ 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 野村 正 ４８６＋ ２２：０８．６９ １１９．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４４，７３６，１００円 複勝： ６２，２３９，６００円 枠連： ２５，３１６，７００円

馬連： １００，１０８，２００円 馬単： ８０，５３６，９００円 ワイド： ３６，９７７，５００円

３連複： １２９，４３４，５００円 ３連単： ３５６，０１１，０００円 計： ８３５，３６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，３６０円 複 勝 � ６６０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－３） ４，４７０円

馬 連 �� ３，６３０円 馬 単 �� １５，７５０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� ２，５３０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５，６８０円 ３ 連 単 ��� ８２，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４４７３６１ 的中 � ４７９０（８番人気）
複勝票数 計 ６２２３９６ 的中 � １３８４６（７番人気）� ２３４７３９（１番人気）� ８９６２９（２番人気）
枠連票数 計 ２５３１６７ 的中 （１－３） ４１８０（１２番人気）
馬連票数 計１００１０８２ 的中 �� ２０３７１（１２番人気）
馬単票数 計 ８０５３６９ 的中 �� ３７７５（３３番人気）
ワイド票数 計 ３６９７７５ 的中 �� ７３５１（１２番人気）�� ３１３７（２１番人気）�� ４６８４５（１番人気）
３連複票数 計１２９４３４５ 的中 ��� １６８２０（１６番人気）
３連単票数 計３５６０１１０ 的中 ��� ３１９８（１６７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．５―１２．５―１２．７―１２．７―１２．６―１２．０―１２．４―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―４８．７―１：０１．４―１：１４．１―１：２６．７―１：３８．７―１：５１．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカリトリトン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１１．２１ 京都１着

２００８．５．２７生 牡４鹿 母 スーパーアフリート 母母 スーパーシヨツト １８戦２勝 賞金 １６，２５０，０００円
※ヒミノキンカメ号は，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。

４レース目



（２４中京２）第４日 ７月８日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

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

２１９，８６０，０００円
２，０８０，０００円
６，９８０，０００円
１，７５０，０００円
１９，８７０，０００円
５６，５５０，５００円
５，２４０，６００円
１，６０３，２００円

勝馬投票券売得金
３８３，１８４，３００円
６５２，４０１，０００円
２６８，１０９，７００円
１，１３１，９９６，３００円
７２６，８７４，７００円
４４１，９５３，８００円
１，６０１，２４５，３００円
３，２３５，８６８，９００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 ８，４４１，６３４，０００円

総入場人員 ２０，８５４名 （有料入場人員 １９，６９７名）


