
１８０８９ ７月２２日 曇 重 （２４中京２）第８日 第５競走 ��１，２００�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� 基準タイム

中央レコード

１：１３．５
１：１０．２

重

不良

７１０ メイショウユウダチ 牝２栗 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４１６ ―１：１２．４ 基準タイム ２０．２�

７１１ オメガファイター 牡２鹿 ５４ 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：１３．８９ ３．４�
２２ ストゥーディアス 牝２鹿 ５４ 松山 弘平有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 ４７８ ―１：１４．１２ ２４．６�
５７ モオプナツヨシ 牡２黒鹿５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４８４ ―１：１４．２クビ ３．３�
８１３ トウショウタイド 牡２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５４６ ―１：１４．７３ １７．５�
４５ マイネエビータ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム ４３４ ―１：１５．１２� ９．８�
８１２ ジーンシャーク 牡２栗 ５４ 尾島 徹 	ダイヤモンドファーム 新川 恵 浦河 ダイヤモンドファーム ５４８ ―１：１５．５２� １４５．９


（笠松）

３３ バイオレットムーン 牡２栗 ５４ 太宰 啓介池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５２０ ―１：１５．９２� ８１．６�
６９ プ ル ー フ 牝２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４４６ ― 〃 アタマ １００．６�

６８ セレッソフロリード 牝２鹿 ５４ 幸 英明三宅 勝俊氏 田島 良保 様似 中村 俊紀 ４８６ ―１：１６．１１ ３．５
１１ トップランチャー 牡２黒鹿５４ 国分 優作吉永 清美氏 藤岡 範士 えりも エクセルマネジメント ４８２ ―１：１６．８４ １３．７�
４４ シゲルコンパスザ 牡２鹿 ５４ 国分 恭介森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４４２ ―１：１７．９７ ６３．７�
５６ ニホンピロソリッド 牡２栗 ５４ 酒井 学小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 ミルファーム ４３０ ―１：１９．４９ ９０．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，５２６，６００円 複勝： ２６，９６９，３００円 枠連： １０，１３８，２００円

馬連： ４０，４７９，６００円 馬単： ２８，７４７，６００円 ワイド： １９，１６０，７００円

３連複： ５５，８４５，２００円 ３連単： ９４，６７４，８００円 計： ２９３，５４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０２０円 複 勝 � ５５０円 � １７０円 � ５７０円 枠 連（７－７） ２，９４０円

馬 連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ７，８９０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ４，３８０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ２２，５００円 ３ 連 単 ��� １３２，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７５２６６ 的中 � ６８６１（７番人気）
複勝票数 計 ２６９６９３ 的中 � １０９７３（７番人気）� ５７５２１（３番人気）� １０５１１（８番人気）
枠連票数 計 １０１３８２ 的中 （７－７） ２５５１（１３番人気）
馬連票数 計 ４０４７９６ 的中 �� ９６８９（１２番人気）
馬単票数 計 ２８７４７６ 的中 �� ２６８９（２８番人気）
ワイド票数 計 １９１６０７ 的中 �� ４１１９（１４番人気）�� １０４８（３７番人気）�� ３１９１（１８番人気）
３連複票数 計 ５５８４５２ 的中 ��� １８３２（５９番人気）
３連単票数 計 ９４６７４８ 的中 ��� ５２９（３０６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．６―１２．０―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．２―４７．２―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウユウダチ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウオウドウ 初出走

２０１０．３．２５生 牝２栗 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルコンパスザ号・ニホンピロソリッド号は，平成２４年８月２２日まで平地競走に出走できな

い。
※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。

１８０９０ ７月２２日 曇 稍重 （２４中京２）第８日 第６競走 ��１，６００�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

１：３２．８
１：３１．３

良

良

３６ オリーブジュエル 牝３青鹿５４ 浜中 俊 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム ４４６＋１０１：３７．８ ５．０�

２３ ダノンアーチスト 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 大久保龍志 浦河 鎌田 正嗣 ５０８＋ ８１：３８．０１� ２．３�
６１１ カレンシェリーメイ 牝３鹿 ５４ 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４０４＋１０ 〃 アタマ ４．１�
５９ エ ポ キ シ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６１：３８．１クビ ７．３�
８１５ メイショウインロウ 牡３栗 ５６ 国分 恭介松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ５２２＋ ４ 〃 クビ ９９．１�
１１ クロコサイレンス 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉武井 久夫氏 武田 博 新ひだか 出羽牧場 ４２８＋ ８１：３８．２クビ ７８．６	
８１６ フ ィ リ ラ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０－ ４１：３８．３� ２２．１

１２ ロードアーク 牡３栗 ５６ 松山 弘平 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 日高 中川 浩典 B４９６＋ ６１：３８．６１� １４３．５�
７１４ サチノバレンタイン 牝３黒鹿５４ 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ４８８ ― 〃 ハナ ３２．４�
３５ サンライズカラー 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ５３０＋ ４ 〃 ハナ ３８．２
２４ ヤマニンフルーリー 牝３栗 ５４ 太宰 啓介土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ４３６＋ ２１：３８．７� １９．３�
４８ サウンドブレーヴ 牡３栗 ５６ 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 ４８０ ―１：３９．０２ ８０．７�
４７ ケイズイーグル 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太 IHR 田村 康仁 新ひだか 山本 昇寿 ４８０＋ ２１：３９．１� ２８３．６�
７１３ ボルボレッタ 牝３青鹿５４ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：３９．７３� ４２．６�
５１０ サティスファイ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜山口 敦広氏 大根田裕之 日高 天羽 禮治 ４６４＋ ６１：３９．８� ２９８．８�
６１２ ゼンノティソナ �３黒鹿５６ 渡辺 薫彦大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 ４２８ ―１：４０．３３ １８６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６３２，７００円 複勝： ３５，１１２，３００円 枠連： １２，３７６，９００円

馬連： ４６，４２８，１００円 馬単： ３１，９６８，５００円 ワイド： ２１，２４６，７００円

３連複： ６２，４２０，９００円 ３連単： １０７，７９５，９００円 計： ３３９，９８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（２－３） ４５０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２２６３２７ 的中 � ３５７０８（３番人気）
複勝票数 計 ３５１１２３ 的中 � ５８８１１（３番人気）� ９１４３１（１番人気）� ７２１０７（２番人気）
枠連票数 計 １２３７６９ 的中 （２－３） ２０４３６（１番人気）
馬連票数 計 ４６４２８１ 的中 �� ５２７２３（２番人気）
馬単票数 計 ３１９６８５ 的中 �� １４４７９（５番人気）
ワイド票数 計 ２１２４６７ 的中 �� １９５１８（２番人気）�� １５２３２（３番人気）�� ２２３６８（１番人気）
３連複票数 計 ６２４２０９ 的中 ��� ５０８８３（１番人気）
３連単票数 計１０７７９５９ 的中 ��� １３４４５（６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．５―１２．５―１２．７―１１．８―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．７―３７．２―４９．７―１：０２．４―１：１４．２―１：２５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

オリーブジュエル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１２．３．１１ 阪神２着

２００９．５．１４生 牝３青鹿 母 オリーブクラウン 母母 ベ リ ア ー ニ ５戦１勝 賞金 ８，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 カーテンレイザー号・ケイアイスピリット号・ボールドマックス号・メイショウタービン号
（非抽選馬） ４頭 キワミ号・コスモナデシコ号・スズカサリュート号・ハイランドヒル号


