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19001 6月29日 晴 良 （25中京3）第1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� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

33 ウインスプラッシュ 牡2鹿 54
52 △中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 456＋ 21：23．1 11．9�

89 クールオープニング 牡2青鹿54 武 豊前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424＋ 41：23．31� 2．2�

44 ル イ カ ズ マ 牡2鹿 54 幸 英明小林 一雅氏 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 476－ 61：23．61� 4．9�
78 シンゼンマオー 牡2黒鹿54 鮫島 良太原 司郎氏 飯田 明弘 新ひだか 畠山牧場 464－161：23．7	 54．8�
77 タイセイジャスミン 牝2黒鹿54 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか 田湯牧場 446＋ 6 〃 クビ 16．0�
11 ミヤジカールソン 牡2鹿 54 浜中 俊曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 494－ 21：23．8クビ 13．5	
55 ケイティーズスター 牝2鹿 54 北村 友一 
キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 424－ 21：24．01	 3．1�
22 キンググレー 牡2芦 54 太宰 啓介西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 456± 01：24．85 89．0�
66 シゲルオワリ 牝2鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 400－ 81：25．22	 133．4
810 シゲルコウズケ 牡2芦 54 国分 優作森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 絵笛牧場 412± 01：25．41	 227．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，294，100円 複勝： 26，406，100円 枠連： 5，740，100円
馬連： 28，550，000円 馬単： 24，302，700円 ワイド： 15，892，400円
3連複： 42，248，300円 3連単： 88，316，000円 計： 249，749，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 230円 � 120円 � 150円 枠 連（3－8） 1，670円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 540円 �� 560円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 18，220円

票 数

単勝票数 計 182941 的中 � 12137（4番人気）
複勝票数 計 264061 的中 � 21700（5番人気）� 84792（1番人気）� 43452（3番人気）
枠連票数 計 57401 的中 （3－8） 2537（9番人気）
馬連票数 計 285500 的中 �� 13652（5番人気）
馬単票数 計 243027 的中 �� 4585（16番人気）
ワイド票数 計 158924 的中 �� 6819（6番人気）�� 6564（8番人気）�� 18298（3番人気）
3連複票数 計 422483 的中 ��� 17267（10番人気）
3連単票数 計 883160 的中 ��� 3578（65番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．7―11．6―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．3―57．9―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインスプラッシュ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．6．16 阪神4着

2011．4．2生 牡2鹿 母 デルフィーネ 母母 スルーミーナウ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19002 6月29日 晴 良 （25中京3）第1日 第2競走 ��
��1，200�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
1：08．1
1：06．5

良
良

816 チェネレントラ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋101：09．7 2．5�

818 ワンダーノブレス 牡3鹿 56 和田 竜二山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 478＋141：10．44 122．0�
48 トシファイブスター 牡3黒鹿56 幸 英明田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 鮫川 啓一 436－ 2 〃 クビ 12．8�
715� リアルアーネスト 牝3栗 54 高倉 稜�グランド牧場 坪 憲章 米 Yoshiyuki Ito 434± 0 〃 ハナ 13．0�
59 ワイメアウェーブ 牡3鹿 56 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 41：10．5クビ 19．6�
11 メイショウオリヅル 牝3青鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 452＋ 81：10．71� 7．9	
713 パープルルビー 牝3黒鹿54 国分 優作中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム 444－ 61：10．91	 84．5

12 レニンフェア 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 536＋ 6 〃 ハナ 3．1�
612 ホシプリエール 牝3栗 54 小牧 太永井冨佐子氏 増本 豊 浦河 桑田 正己 498± 0 〃 アタマ 65．5�
611 トミケンユープ 牝3栗 54

52 △中井 裕二冨樫 賢二氏 牧浦 充徳 新ひだか 田原橋本牧場 478＋161：11．0� 62．5
36 ドングラッチェ 牡3鹿 56 熊沢 重文大内 景子氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 450± 0 〃 ハナ 18．7�
24 � ヒシストーミイ 牝3栗 54 北村 友一阿部 雅英氏 角田 晃一 米 Masa-

ichiro Abe 452－ 41：11．1� 44．7�
23 ワキノグレース 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼脇山 良之氏 大根田裕之 新ひだか 広田牧場 460＋ 8 〃 クビ 89．4�
817 クイーンズリーフ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 396－ 41：11．31� 142．4�
35 ア ル ジ ャ ン 牡3鹿 56 高田 潤�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 422± 0 〃 クビ 32．5�
47 � レッドアルテミス 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto 532－ 81：11．4� 59．6�
510 レモンスカッシュ 牝3栗 54 吉田 晃浩ロイヤルパーク 大根田裕之 新冠 北星村田牧場 406＋ 21：11．61	 338．1�

（金沢）

714 メイショウトモキリ 
3鹿 56 水口 優也松本 好雄氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 516 ―1：15．2大差 181．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，503，700円 複勝： 31，205，600円 枠連： 13，936，600円
馬連： 38，863，800円 馬単： 26，857，900円 ワイド： 21，439，700円
3連複： 60，215，100円 3連単： 100，606，800円 計： 310，629，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 170円 � 2，390円 � 330円 枠 連（8－8） 7，600円

馬 連 �� 12，100円 馬 単 �� 15，080円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 630円 �� 12，860円

3 連 複 ��� 38，680円 3 連 単 ��� 175，120円

票 数

単勝票数 計 175037 的中 � 56516（1番人気）
複勝票数 計 312056 的中 � 67760（2番人気）� 2557（14番人気）� 23157（4番人気）
枠連票数 計 139366 的中 （8－8） 1354（20番人気）
馬連票数 計 388638 的中 �� 2371（30番人気）
馬単票数 計 268579 的中 �� 1315（39番人気）
ワイド票数 計 214397 的中 �� 1282（34番人気）�� 9012（6番人気）�� 392（71番人気）
3連複票数 計 602151 的中 ��� 1149（89番人気）
3連単票数 計1006068 的中 ��� 424（387番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．6―46．2―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．1
3 ・（12，18）4（1，9）（2，3，6，13）（8，7，16）（5，11，15）（10，17）＝14 4 ・（12，18）（4，9）（1，6，13）（2，3）（8，16）（7，15）（5，11）（10，17）＝14

勝馬の
紹 介

チェネレントラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Alzao デビュー 2012．12．8 中山4着

2010．2．9生 牝3鹿 母 ミスアナレオ 母母 Monkey Business 7戦1勝 賞金 11，960，000円
〔制裁〕 ワキノグレース号の騎手岩崎翼は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウトモキリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月29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） 1頭 テイエムカイソク号
（非抽選馬） 4頭 サトノエクセル号・ボーンアゲイン号・マルトクスパート号・メイショウイカルス号
※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。

第３回 中京競馬 第１日



19003 6月29日 晴 良 （25中京3）第1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）

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
1：49．4
1：47．8

良
重

11 ポ ロ タ ン 牝3鹿 54 武 豊小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 428－ 21：53．8 5．9�
59 ケイティバローズ 牝3鹿 54 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 488± 01：54．01� 7．6�
510 エーシンオマーン 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 486± 01：54．63� 2．9�
23 クーファスター 牝3黒鹿54 高倉 稜大迫久美子氏 山内 研二 新冠 村上 欽哉 478± 01：54．7� 40．8�
35 サンレイフローラ 牝3鹿 54 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 440± 01：55．12� 9．2�
713 サフランパートナー 牝3鹿 54 藤岡 康太海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 448－ 81：55．31� 14．2	
12 テイエムオデッセイ 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 450－ 81：55．93� 566．6

47 カシノソラーレ 牝3栗 54

52 △中井 裕二柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 468± 01：56．1� 18．8�
48 ラステラッサ 牝3栗 54 和田 竜二有限会社シルク吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 B436－ 1 〃 ハナ 81．1�
714 ホールロッタラヴ 牝3黒鹿54 川田 将雅吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 456－ 21：56．3� 3．9
612 エスジーブンブン 牝3鹿 54 太宰 啓介窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 470± 01：56．51� 88．7�
815 オーアンジェリーナ 牝3栗 54 国分 優作北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 450＋ 61：56．71 34．8�
611 テイコフトウショウ 牝3栗 54 幸 英明トウショウ産業� 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 470± 01：57．02 147．7�
24 アラタマセット 牝3鹿 54 北村 友一荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 426－ 21：57．1� 311．0�
816 テイエムメデル 牝3黒鹿54 吉田 晃浩竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 博志 442＋ 41：58．69 47．1�

（金沢）

36 クインミュージカル 牝3鹿 54
51 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 474－182：30．2大差 134．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，758，100円 複勝： 35，676，300円 枠連： 13，859，000円
馬連： 35，770，700円 馬単： 23，966，500円 ワイド： 20，548，800円
3連複： 55，818，900円 3連単： 86，031，600円 計： 289，429，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 250円 � 130円 枠 連（1－5） 590円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 880円 �� 390円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 17，780円

票 数

単勝票数 計 177581 的中 � 23882（3番人気）
複勝票数 計 356763 的中 � 45645（3番人気）� 29545（5番人気）� 96445（1番人気）
枠連票数 計 138590 的中 （1－5） 17424（2番人気）
馬連票数 計 357707 的中 �� 10008（11番人気）
馬単票数 計 239665 的中 �� 3517（19番人気）
ワイド票数 計 205488 的中 �� 5327（12番人気）�� 13623（3番人気）�� 14056（2番人気）
3連複票数 計 558189 的中 ��� 18699（5番人気）
3連単票数 計 860316 的中 ��� 3572（46番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．0―12．6―12．3―12．8―13．1―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．2―49．8―1：02．1―1：14．9―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ポ ロ タ ン �
�
父 サムライハート �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．10．14 京都8着

2010．2．28生 牝3鹿 母 シキノイロドリ 母母 ルンバブギー 10戦1勝 賞金 7，550，000円
〔その他〕 クインミュージカル号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ジョロキアキャット号
※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。

19004 6月29日 晴 良 （25中京3）第1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3：17．2良

712 アドマイヤコマンド 牡8鹿 60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム 482＋ 83：19．3 9．1�
813 アサクサマリンバ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 470± 03：19．4� 1．9�
45 ケイジーウィンザー 牡5栗 60 五十嵐雄祐鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 494± 03：19．61 21．3�
22 アムールクエスト 牡4鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462＋ 43：20．13 37．8�
11 � タマモショパン 牡4鹿 60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 504－ 23：21．05 5．0�
814� セフティーフライト 牡4栗 60 難波 剛健原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 452＋ 23：21．85 5．1	
711 ニライジンク 牡4栗 60 平沢 健治
フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 506＋ 63：22．33 21．5�
34 アミフジガガ 牝4黒鹿58 小野寺祐太内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 B442－103：22．83 83．1�
610 ル ナ キ ッ ズ 牡7栗 60 黒岩 悠畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 476＋ 23：24．410 18．0
33 ホッコーキンツル 牡4鹿 60 田村 太雅矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 444－163：24．72 188．7�
69 ジャマイカラー 牝5青鹿58 高野 和馬山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 498－ 63：24．91 379．0�
46 リキサンヒーロー 牡6栗 60 大江原 圭 
ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 470± 0 〃 クビ 107．6�
57 � オーブライツ 牡4芦 60 林 満明村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 466－243：26．28 60．7�
58 ピエナオリオン �5黒鹿60 西谷 誠本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 470＋ 63：26．51� 147．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，641，100円 複勝： 23，507，600円 枠連： 11，519，400円
馬連： 26，153，500円 馬単： 23，167，400円 ワイド： 14，479，400円
3連複： 42，449，800円 3連単： 78，369，400円 計： 236，287，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 250円 � 130円 � 540円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，320円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 35，640円

票 数

単勝票数 計 166411 的中 � 14485（4番人気）
複勝票数 計 235076 的中 � 21515（4番人気）� 73330（1番人気）� 7963（7番人気）
枠連票数 計 115194 的中 （7－8） 17900（3番人気）
馬連票数 計 261535 的中 �� 20499（3番人気）
馬単票数 計 231674 的中 �� 6542（9番人気）
ワイド票数 計 144794 的中 �� 9843（3番人気）�� 1423（24番人気）�� 3952（9番人気）
3連複票数 計 424498 的中 ��� 5405（18番人気）
3連単票数 計 783694 的中 ��� 1623（105番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 51．6－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤコマンド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2008．3．16 阪神1着

2005．2．14生 牡8鹿 母 ト コ ア 母母 パーソナルファイル 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グッドスピード号



19005 6月29日 晴 良 （25中京3）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20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� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

69 エ ル ノ ル テ 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448 ―1：22．9 1．8�
22 モズハツコイ 牝2芦 54 北村 友一北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 456 ― 〃 アタマ 20．8�
68 ブランネージュ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 454 ―1：23．21� 45．8�
44 フェブノヘア 牝2栗 54 和田 竜二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 432 ― 〃 クビ 70．1�
11 ウインリバティ 牝2黒鹿 54

52 △中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 416 ―1：23．62� 58．9	
812 シゲルカワチ 牝2栗 54 川田 将雅森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 乾 皆雄 450 ―1：23．91� 4．4

56 オートロンシャン 牝2黒鹿54 池添 謙一大戸 志浦氏 松永 昌博 様似 中村 俊紀 476 ―1：24．0� 121．3�
711 カレンコティヤール 牝2栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 様似 スイートフアーム 442 ―1：24．1クビ 19．5�
57 ダンシングバトー 牝2芦 54 武 豊山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 462 ― 〃 ハナ 5．7
45 セントーレア 牝2黒鹿54 浜中 俊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438 ―1：25．05 12．6�
710 ニホンピロアンバー 牝2青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 438 ― 〃 アタマ 58．0�
33 アイズユーニン 牝2栗 54 幸 英明江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 476 ―1：25．53 41．1�
813 バンキッシュライン 牝2青鹿54 国分 優作佐々木幸子氏 伊藤 圭三 新ひだか 漆原 哲雄 458 ―1：29．4大差 180．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，764，400円 複勝： 38，322，600円 枠連： 10，905，600円
馬連： 40，762，900円 馬単： 35，505，400円 ワイド： 22，210，800円
3連複： 57，932，800円 3連単： 114，029，400円 計： 347，433，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 390円 � 780円 枠 連（2－6） 1，180円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，270円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 14，910円 3 連 単 ��� 43，160円

票 数

単勝票数 計 277644 的中 � 124987（1番人気）
複勝票数 計 383226 的中 � 152874（1番人気）� 18182（5番人気）� 8070（8番人気）
枠連票数 計 109056 的中 （2－6） 6837（6番人気）
馬連票数 計 407629 的中 �� 17011（6番人気）
馬単票数 計 355054 的中 �� 11344（7番人気）
ワイド票数 計 222108 的中 �� 7162（8番人気）�� 4319（14番人気）�� 911（41番人気）
3連複票数 計 579328 的中 ��� 2868（45番人気）
3連単票数 計1140294 的中 ��� 1950（115番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．5―12．0―11．9―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．2―47．2―59．1―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル ノ ル テ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Eltish 初出走

2011．2．24生 牝2鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンキッシュライン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月29日まで平地

競走に出走できない。

19006 6月29日 晴 良 （25中京3）第1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
1：59．6
1：56．1

良
良

816 サダムロードショー 牡3鹿 56 川田 将雅大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454± 02：04．3 2．0�

48 トウカイプリーズ 牡3鹿 56 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 466± 02：04．51� 10．0�
24 トウカイルーチェ 牡3青鹿56 北村 友一内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 510－ 42：04．6� 12．6�
611 マ ノ ア ラ ニ 牝3鹿 54 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 462＋102：04．81� 127．3�
12 ローゼンガルテン 牡3青 56 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 B444－ 2 〃 アタマ 16．1�
713 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56 熊沢 重文森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 464± 02：04．9クビ 422．8	
36 クレアトーレ 牡3青鹿56 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 468－ 22：05．0� 10．3

23 サトノデプロマット 牡3黒鹿56 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 486－ 4 〃 アタマ 9．0�
47 アクレイムド 牡3芦 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 62：05．21� 88．5�
59 カイザーカフェ 牡3鹿 56 武 幸四郎西川 光一氏 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 422－ 42：05．3� 243．2
817 ナ ナ リ ー 牝3鹿 54 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 42：05．4クビ 16．3�
612 サダムフォルトゥナ 牝3青鹿54 国分 優作大西 定氏 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466－ 82：05．61	 23．5�
510 ワイドワンダー 牡3鹿 56

54 △中井 裕二幅田 京子氏 宮 徹 新ひだか 筒井 征文 478－ 42：05．7クビ 6．8�
714 メイショウゴリン 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466± 0 〃 アタマ 65．7�
815 ヌーヴェルリュンヌ 牝3鹿 54 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 安平 ノーザンファーム 494－122：05．91	 146．6�
35 ロングボラーレ 牝3鹿 54 酒井 学中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか 下屋敷牧場 472＋ 42：06．43 144．2�
11 スズカアルプス 牡3栗 56 吉田 晃浩永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 448± 0 〃 ハナ 288．6�

（金沢）

（17頭）

売 得 金
単勝： 21，350，700円 複勝： 36，383，000円 枠連： 12，735，300円
馬連： 41，283，000円 馬単： 27，166，300円 ワイド： 23，387，100円
3連複： 60，172，200円 3連単： 91，277，700円 計： 313，755，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 280円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 310円 �� 460円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 計 213507 的中 � 85317（1番人気）
複勝票数 計 363830 的中 � 121305（1番人気）� 40216（3番人気）� 25088（6番人気）
枠連票数 計 127353 的中 （4－8） 14479（3番人気）
馬連票数 計 412830 的中 �� 35788（2番人気）
馬単票数 計 271663 的中 �� 15174（2番人気）
ワイド票数 計 233871 的中 �� 20734（2番人気）�� 12544（4番人気）�� 6054（13番人気）
3連複票数 計 601722 的中 ��� 16380（7番人気）
3連単票数 計 912777 的中 ��� 7415（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．1―50．4―1：03．5―1：16．2―1：28．5―1：40．1―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
17－15（10，12）13（6，11）（7，16）（3，4，14）（2，8，9）1，5
17（15，12，13）（10，11）16（6，7，14）8，3（2，4）9－（1，5）

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

勝馬の
紹 介

サダムロードショー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．1 阪神3着

2010．3．10生 牡3鹿 母 グランオマージュ 母母 ジョリーザザ 5戦1勝 賞金 8，900，000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。



19007 6月29日 晴 良 （25中京3）第1日 第7競走 ��1，900�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� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

45 デビルズハーツ 牡3鹿 56 福永 祐一安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 484－ 62：01．5 1．5�
34 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 524＋ 22：02．24 10．9�
711 カミングアップ 牡3鹿 56 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 512＋ 22：02．3� 18．0�
712 スピーディシャープ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 400－ 42：02．4クビ 63．9�
69 ゴーソッキュー 牡3栗 56 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 えりも エクセルマネジメント B472－ 22：02．5� 17．2�
33 ツーエムスイフト 牡3鹿 56 水口 優也水谷 昌晃氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 482－ 2 〃 クビ 341．0�
813 マヤノチャクリ 牡3栗 56 国分 優作田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 464± 02：02．71 310．9	
22 ショウナンカムリキ 牡3黒鹿56 浜中 俊
湘南 日吉 正和 新ひだか 静内フアーム 514＋ 42：02．8� 5．0�
46 ムテキザセカンド 牡3栗 56

54 △中井 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 482－ 22：02．9クビ 11．6�
11 ショウサンメグレス 牡3芦 56 小牧 太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 浦河 帰山 清貴 476－122：03．11� 132．3
610 エルクイーン 牝3黒鹿54 熊沢 重文土田 重実氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 478－ 62：03．41� 87．3�
814 キョウワナイト 牡3鹿 56 松山 弘平
協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 464＋ 22：05．1大差 175．9�
57 ゼンノゼフィロス 牡3鹿 56 藤岡 康太大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 村上 欽哉 516－202：06．9大差 27．9�
58 アグリスマイル 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍グリーンスウォード福島 信晴 日高 スマイルファーム 530－122：07．22 186．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，145，400円 複勝： 87，630，400円 枠連： 12，209，100円
馬連： 43，054，300円 馬単： 38，593，700円 ワイド： 22，653，900円
3連複： 61，074，400円 3連単： 150，142，300円 計： 439，503，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 410円 枠 連（3－4） 630円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 320円 �� 580円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 6，850円

票 数

単勝票数 計 241454 的中 � 130985（1番人気）
複勝票数 計 876304 的中 � 599572（1番人気）� 41234（3番人気）� 20634（6番人気）
枠連票数 計 122091 的中 （3－4） 14355（2番人気）
馬連票数 計 430543 的中 �� 56280（2番人気）
馬単票数 計 385937 的中 �� 37898（2番人気）
ワイド票数 計 226539 的中 �� 19694（2番人気）�� 9604（6番人気）�� 2891（18番人気）
3連複票数 計 610744 的中 ��� 16814（10番人気）
3連単票数 計1501423 的中 ��� 16193（19番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―11．8―13．9―13．3―12．7―12．8―13．0―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―30．3―44．2―57．5―1：10．2―1：23．0―1：36．0―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デビルズハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．3．10 阪神3着

2010．4．29生 牡3鹿 母 セルリアンブルー 母母 プレイリークイーン 5戦1勝 賞金 9，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンノゼフィロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月29日まで平地

競走に出走できない。
アグリスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月29日まで平地競
走に出走できない。

19008 6月29日 晴 良 （25中京3）第1日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳53�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
2：11．5
2：10．0

良
良

33 エーティータラント 牡3芦 53
51 △中井 裕二荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 492± 02：16．5 12．1�

77 エ ス ペ リ ア 牡4栗 57 武 豊佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 456＋ 42：16．81� 8．1�
55 ダイワデッセー 牝4栗 55 福永 祐一大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 500＋14 〃 クビ 5．8�
810 マイネルアクロス 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 42：17．01� 2．9�
89 ミッキーサクセス 牡3栗 53 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 22：17．31� 6．8�
11 ドングラシアス 牡9黒鹿57 熊沢 重文山田 貢一氏 柴田 政見 新冠 川島牧場 504－122：17．72� 60．0	
22 アイファーファルコ 牡4栗 57 幸 英明中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 436＋ 82：17．8� 4．9

66 レッドシェリフ 牡5栗 57 小牧 太 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 496± 02：18．01� 9．1�
44 ナリタウィッシュ 牡4栗 57 太宰 啓介�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 444－10 〃 アタマ 23．9�
78 	 リバーワンダー 牡6栗 57

54 ▲岩崎 翼河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか パラダイス・ファーム B436－302：18．1� 112．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，296，900円 複勝： 37，300，200円 枠連： 12，330，200円
馬連： 47，472，700円 馬単： 31，702，900円 ワイド： 21，908，100円
3連複： 57，597，900円 3連単： 117，614，500円 計： 349，223，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 350円 � 260円 � 270円 枠 連（3－7） 6，600円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，190円 �� 910円

3 連 複 ��� 9，390円 3 連 単 ��� 64，350円

票 数

単勝票数 計 232969 的中 � 15207（7番人気）
複勝票数 計 373002 的中 � 26521（7番人気）� 39455（4番人気）� 37216（6番人気）
枠連票数 計 123302 的中 （3－7） 1379（18番人気）
馬連票数 計 474727 的中 �� 7297（21番人気）
馬単票数 計 317029 的中 �� 2570（42番人気）
ワイド票数 計 219081 的中 �� 4250（22番人気）�� 4505（20番人気）�� 6061（14番人気）
3連複票数 計 575979 的中 ��� 4531（40番人気）
3連単票数 計1176145 的中 ��� 1349（237番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．6―13．2―13．3―13．0―12．8―12．5―11．5―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．3―36．9―50．1―1：03．4―1：16．4―1：29．2―1：41．7―1：53．2―2：04．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．8
1
3
2（1，5）（6，10）9，8，7－4－3・（2，5）（1，10，9）3（6，8，7）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーティータラント �
�
父 デュランダル �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．10．21 京都7着

2010．6．7生 牡3芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 11戦2勝 賞金 20，950，000円



19009 6月29日 晴 良 （25中京3）第1日 第9競走 ��
��1，400�

き よ す

清 洲 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

714 ゴールドベル 牡4黒鹿57 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 470－ 21：21．2 8．5�
35 キタサンエピソード 牡4栗 57 川田 将雅�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 488± 01：21．41� 5．3�
715 ダンツカナリー 牝3青鹿52 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 462＋ 6 〃 アタマ 6．4�
11 ク ロ ー チ ェ 牡4栗 57 和田 竜二 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526＋201：21．61	 14．9�
510 インステイト 牡4栗 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 15．2�
713 タイセイドリーム 牡3鹿 54 幸 英明田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 520－ 21：21．7クビ 17．8	
36 タガノリバレンス 牡4鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 41：21．8
 13．5

59 キネオピューマ 牡4鹿 57 武 豊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 450± 0 〃 ハナ 4．2�
817� スナイプビッド 牡5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. 492－ 2 〃 アタマ 12．2
47 � クロンブリオント 牡3鹿 54 高倉 稜伊達 敏明氏 今野 貞一 米 Hidekazu

Date 514± 01：21．9クビ 30．7�
23 オメガファイター 牡3鹿 54 松山 弘平原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480－ 41：22．11� 15．9�
12 バ コ パ 牡4栗 57 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 472＋ 2 〃 クビ 10．8�
24  サトノサウザー �6栗 57 国分 優作里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：22．2	 109．7�
48 オリーブジュエル 牝4青鹿55 北村 友一 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 450－ 21：22．41 103．7�
816 ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 酒井 学山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B462－101：23．25 458．7�
611 シャイニークラウン 牡4栗 57 鮫島 良太小林 昌志氏 福島 信晴 平取 コアレススタッド 458± 01：23．3
 497．4�
612 クリスマスマーベル 牡4青鹿57 中井 裕二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 478－ 21：24．15 434．9�
818� ハイパーエンジェル 牝3鹿 52 吉田 晃浩山口 敦広氏 佐藤 茂 新ひだか 白井 吉美 426－ 71：24．84 495．5�

（金沢） （金沢）

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，943，800円 複勝： 65，793，400円 枠連： 29，208，300円
馬連： 101，933，500円 馬単： 56，689，000円 ワイド： 46，054，600円
3連複： 153，566，400円 3連単： 243，280，500円 計： 729，469，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 260円 � 200円 � 230円 枠 連（3－7） 590円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，080円 �� 690円

3 連 複 ��� 6，270円 3 連 単 ��� 43，130円

票 数

単勝票数 計 329438 的中 � 30864（4番人気）
複勝票数 計 657934 的中 � 65024（4番人気）� 92509（2番人気）� 78019（3番人気）
枠連票数 計 292083 的中 （3－7） 37076（1番人気）
馬連票数 計1019335 的中 �� 26195（9番人気）
馬単票数 計 566890 的中 �� 6456（24番人気）
ワイド票数 計 460546 的中 �� 9124（13番人気）�� 10382（8番人気）�� 17007（3番人気）
3連複票数 計1535664 的中 ��� 18104（12番人気）
3連単票数 計2432805 的中 ��� 4163（98番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．6―11．2―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―46．4―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．8
3 5，15（1，13）（2，3，16）（4，7，14）6，10－17，18（11，9）（8，12） 4 5，15（1，13）2（3，16）（4，7，14）（6，10）17，9（11，18）8－12

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4黒鹿 母 シルバーベル 母母 ノベンバーサンライズ 16戦3勝 賞金 30，923，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 ウォーターサウンド号・エクスクライム号・エーシンマイェスタ号・グレイングロース号・クレムリンシチー号・

シゲルアンドロメダ号・シゲルオレンジ号・ゼウス号・ドリームマークス号・ナスノシベリウス号・
マイネボヌール号・ミラクルルーマー号

※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。

19010 6月29日 晴 良 （25中京3）第1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53�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

66 ロックンロール 牡6黒鹿57 池添 謙一薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 536＋142：14．8 6．4�
22 � イグゼキュティヴ 牡7鹿 57 和田 竜二岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 沖田 忠幸 B508－ 42：15．12 38．8�
77 グッドカフェ 	5青鹿57 藤岡 康太杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 482± 02：15．2
 19．7�
810 ヤマニンアーマー 牡5鹿 57 高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466＋ 82：15．52 62．5�
44 シャドウバンガード 牡4黒鹿57 福永 祐一飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 436＋ 42：15．71 1．6�
78 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿57 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 42：15．91
 6．4�
55 サンガヴィーノ 牡3栗 53 松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 462－ 62：16．11
 20．7	
11 スリーロブロイ 牡4鹿 57 太宰 啓介永井商事
 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 450＋ 62：16．73
 14．6�
89 ミヤコトップガン 牡7栗 57 国分 優作松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 22：16．8クビ 181．0�
33 アドマイヤパーシア 牡5栗 57 小牧 太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－102：16．9� 10．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，698，600円 複勝： 74，333，700円 枠連： 16，692，100円
馬連： 75，512，700円 馬単： 62，678，300円 ワイド： 33，709，800円
3連複： 96，160，000円 3連単： 259，602，600円 計： 653，387，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 280円 � 980円 � 630円 枠 連（2－6） 13，450円

馬 連 �� 10，620円 馬 単 �� 19，890円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 1，340円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 30，930円 3 連 単 ��� 221，750円

票 数

単勝票数 計 346986 的中 � 42888（2番人気）
複勝票数 計 743337 的中 � 80327（2番人気）� 18249（8番人気）� 29848（6番人気）
枠連票数 計 166921 的中 （2－6） 916（22番人気）
馬連票数 計 755127 的中 �� 5249（23番人気）
馬単票数 計 626783 的中 �� 2326（41番人気）
ワイド票数 計 337098 的中 �� 3904（21番人気）�� 6356（15番人気）�� 1725（32番人気）
3連複票数 計 961600 的中 ��� 2295（60番人気）
3連単票数 計2596026 的中 ��� 864（322番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―36．2―49．4―1：02．3―1：14．9―1：27．0―1：39．0―1：50．1―2：01．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロックンロール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2009．10．18 京都7着

2007．5．5生 牡6黒鹿 母 マッキーマドンナ 母母 リンデンシラユリ 23戦4勝 賞金 60，477，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19011 6月29日 晴 良 （25中京3）第1日 第11競走 ��
��1，800�

しらかわごう

白川郷ステークス
発走15時35分 （ダート・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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

815 ベルシャザール 牡5青鹿57 浜中 俊 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 540＋ 61：50．9 2．1�
11 スズカルーセント 牡5鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506＋ 41：51．75 5．4�
712 コウユーヒーロー 牡6青 57 太宰 啓介加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 518－ 21：51．91� 28．2�
58 	 ダイヤノゲンセキ 
5黒鹿57 小牧 太 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 512－ 81：52．0� 3．8�
34 プリンセスキナウ 牝5鹿 55 松山 弘平井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 476± 01：52．21� 72．2�
610 タガノジンガロ 牡6鹿 57 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 41：52．41� 14．4	
814 トーセンケイトゥー 
5栗 57 鮫島 良太島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460－ 21：52．5クビ 38．5�
46 ステキナシャチョウ 牡6鹿 57 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 456－ 41：52．71� 128．3�
59 ギャザーロージズ 
6芦 57 和田 竜二吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：52．91� 8．5
23 アグネスアンカー 牡7鹿 57 池添 謙一渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B546－ 41：53．0� 205．7�
611 ルグランヴォヤージ 牡6芦 57 熊沢 重文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B512± 01：53．32 56．1�
35 サイモントルナーレ 牡7栗 57 高倉 稜澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 452－ 6 〃 クビ 131．4�
22 � パルラメンターレ 
6鹿 57 国分 優作藤田 孟司氏 大根田裕之 米 Takeshi

Fujita 472－ 21：53．61 84．1�
713 ホノカアボーイ 牡5黒鹿57 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 464± 01：53．7� 44．4�
47 サンライズクォリア 牡6鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 浦河 笠松牧場 480± 01：53．91� 299．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，268，200円 複勝： 86，785，800円 枠連： 48，747，900円
馬連： 194，969，900円 馬単： 115，633，700円 ワイド： 71，533，300円
3連複： 279，103，600円 3連単： 544，858，300円 計： 1，396，900，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 180円 � 430円 枠 連（1－8） 670円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，090円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 552682 的中 � 207817（1番人気）
複勝票数 計 867858 的中 � 236621（1番人気）� 129246（3番人気）� 37024（6番人気）
枠連票数 計 487479 的中 （1－8） 53861（2番人気）
馬連票数 計1949699 的中 �� 212873（2番人気）
馬単票数 計1156337 的中 �� 79739（2番人気）
ワイド票数 計 715333 的中 �� 49517（3番人気）�� 15621（11番人気）�� 8864（19番人気）
3連複票数 計2791036 的中 ��� 43156（15番人気）
3連単票数 計5448583 的中 ��� 31336（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．4―50．2―1：02．5―1：14．7―1：26．9―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルシャザール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．9 京都1着

2008．4．25生 牡5青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ 12戦3勝 賞金 129，163，000円
〔発走状況〕 サンライズクォリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

19012 6月29日 晴 良 （25中京3）第1日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時15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

816 ミッキーホワイト 牡5黒鹿57 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 492－ 61：11．4 32．9�
23 メイショウユメゴゼ 牝4栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 442－ 41：11．61� 3．9�
714 グランプリブルー 牡4栗 57 浜中 俊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B474± 01：11．7クビ 8．2�
611 ニ ザ エ モ ン 牡5黒鹿 57

55 △中井 裕二小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 466± 01：11．8	 7．7�
24 ジ ャ ベ リ ン 牡5栗 57 高倉 稜石川 幸司氏 大根田裕之 新冠 中央牧場 492＋121：11．9	 97．8�
59 ノーザンソング 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498＋181：12．11
 275．0	
36 アルペンクローネ 牡3鹿 54 太宰 啓介水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 436－ 61：12．2クビ 54．9

12 ヤマニンメンヒル 牡4鹿 57 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 474± 0 〃 クビ 14．7�
11 テイエムシシオー 牡4黒鹿57 川田 将雅竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 468＋ 61：12．3クビ 3．0�
612 アスコットシチー 牡4栗 57 酒井 学 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 460－ 61：12．62 7．2
48 � ゲ ン テ ン 牡4黒鹿57 小牧 太林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-

mersmith B506＋101：12．7
 13．3�
713 アスターサンダー 牡4栗 57 幸 英明加藤 久枝氏 加藤 敬二 新ひだか 上村 清志 526＋ 21：12．8
 61．1�
35 � クラウンザクラウン 牡4鹿 57 和田 竜二�クラウン 日吉 正和 新冠 大栄牧場 496－ 41：13．11	 81．3�
510 サトノパイレーツ 5鹿 57 岡田 祥嗣里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 21：13．2
 82．1�
815� メイショウバロン 牡4栗 57 国分 優作松本 好�氏 梅内 忍 浦河 辻 牧場 492－121：13．3
 276．0�
47 � プラチナエンジェル 牝4鹿 55 松山 弘平西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 438－151：13．4クビ 34．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，205，600円 複勝： 61，380，600円 枠連： 27，748，700円
馬連： 100，098，800円 馬単： 59，983，700円 ワイド： 45，027，100円
3連複： 143，235，300円 3連単： 262，665，900円 計： 738，345，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，290円 複 勝 � 670円 � 180円 � 300円 枠 連（2－8） 4，530円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 18，640円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 3，050円 �� 700円

3 連 複 ��� 19，620円 3 連 単 ��� 196，600円

票 数

単勝票数 計 382056 的中 � 9171（8番人気）
複勝票数 計 613806 的中 � 19513（8番人気）� 112573（2番人気）� 52308（5番人気）
枠連票数 計 277487 的中 （2－8） 4526（17番人気）
馬連票数 計1000988 的中 �� 10770（23番人気）
馬単票数 計 599837 的中 �� 2376（49番人気）
ワイド票数 計 450271 的中 �� 6277（21番人気）�� 3507（27番人気）�� 16688（7番人気）
3連複票数 計1432353 的中 ��� 5388（57番人気）
3連単票数 計2626659 的中 ��� 986（498番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．8―11．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．2―46．0―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーホワイト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．4．23 京都13着

2008．2．15生 牡5黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス 13戦2勝 賞金 20，070，000円
〔発走状況〕 アスコットシチー号は，枠内駐立不良〔突進〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 アスコットシチー号の騎手酒井学は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

ミッキーホワイト号の騎手北村友一は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成25年7月6日から平成25年7月
28日まで騎乗停止。（被害馬：3番・14番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 アスコットシチー号は，平成25年6月30日から平成25年7月21日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※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 エーシングリズリー号・テイエムキュウベエ号・デンコウリョウ号・プラネットスコア号・ミリアグラシア号・

ヤマニンブルジョン号



（25中京3）第1日 6月29日（土曜日） 晴 馬場 （芝A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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

178，260，000円
2，080，000円
7，760，000円
1，420，000円
15，690，000円
59，774，500円
5，094，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
327，870，600円
604，725，300円
215，632，300円
774，425，800円
526，247，500円
358，845，000円
1，109，574，700円
2，136，795，000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 6，054，116，200円

総入場人員 14，684名 （有料入場人員 13，428名）
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