
１６０９６ ６月１４日 晴 良 （２１中京３）第８日 第１２競走 ��
��２，５００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時４０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．４
２：２９．５

良

良

３５ ウォーターセレネ 牝４栃栗５５ 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ４１４＋ ２２：３５．５ ２４．８�

３６ � マヤノゴクウ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５２８＋ ２２：３５．６� ７．２�
６１２ インテンスブルー 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎市川 義美氏 坂口 正大 浦河 笠松牧場 B４８０＋ ２ 〃 ハナ ２１．２�
５１０ ダークジャケット 牡４黒鹿５７ 浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：３５．８１	 ４．７�
７１３ タマモランニング 
４黒鹿５７ 中村 将之タマモ� 川村 禎彦 豊浦 飯原牧場 ４７２± ０２：３６．０１ ５８．１�
４７ � ゼットスピール 
４栗 ５７ 池添 謙一�フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett B４７４－ ２ 〃 アタマ ５．４	
４８ スマートファントム 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５００± ０２：３６．１� ３．８

７１４ シゲルアンビシャス 牡４栗 ５７ 赤木高太郎森中 蕃氏 小原伊佐美 三石 タガミファーム ４９０＋ ２２：３６．２� １５．０�
２３ ユウターダーツ 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 江島牧場 B４４０－ ６ 〃 ハナ ７４．３�
１１ メイショウリバー 牡４鹿 ５７ 角田 晃一松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６２－ ４２：３６．３� ８．１
８１５ マイネソシオ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４４０＋１０２：３６．６２ １７．１�

６１１� スリーサンカリスマ 牡４鹿 ５７
５４ ▲松山 弘平永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ３５．５�

１２ スズカゲラン 牝６青鹿５５ 北村 友一永井 啓弍氏 小野 幸治 門別 白井牧場 ４７４± ０２：３７．２３� １９８．３�
８１６ ク オ ン 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 鮫川牧場 ４６８－ ４２：３７．３� １５１．６�
２４ プラネットビーナス 牝４栗 ５５

５４ ☆藤岡 康太伊達 大雄氏 作田 誠二 新冠 競優牧場 B４５８＋ ６２：３７．７２� ２２．６�
５９ マイネルスカイハイ 牡４鹿 ５７ 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 B４８８± ０２：３９．６大差 ２０３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，１２２，４００円 複勝： ７２，６２７，６００円 枠連： ６３，１７８，７００円

普通馬連： １９９，４５８，４００円 馬単： １１６，９７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，２８７，３００円

３連複： ２６９，２９６，６００円 ３連単： ５１６，８５４，６００円 計： １，３５４，８０２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４８０円 複 勝 � ６２０円 � ２９０円 � ５６０円 枠 連（３－３） ８，４６０円

普通馬連 �� ８，１００円 馬 単 �� １６，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４３０円 �� ４，３９０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ４７，２７０円 ３ 連 単 ��� ３１１，１３０円

票 数

単勝票数 計 ５０１２２４ 的中 � １５９５９（１０番人気）
複勝票数 計 ７２６２７６ 的中 � ２９３１３（１０番人気）� ７３２５８（４番人気）� ３２８４７（８番人気）
枠連票数 計 ６３１７８７ 的中 （３－３） ５５１３（３０番人気）
普通馬連票数 計１９９４５８４ 的中 �� １８１８４（３４番人気）
馬単票数 計１１６９７６９ 的中 �� ５２０８（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６２８７３ 的中 �� ６７５３（３３番人気）�� ３６８４（５３番人気）�� ６０９２（３６番人気）
３連複票数 計２６９２９６６ 的中 ��� ４２０５（１４０番人気）
３連単票数 計５１６８５４６ 的中 ��� １２２６（８７２番人気）

ハロンタイム ７．２―１２．１―１３．２―１２．５―１２．０―１２．６―１３．８―１３．１―１１．４―１１．８―１１．９―１１．８―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１９．３―３２．５―４５．０―５７．０―１：０９．６―１：２３．４―１：３６．５―１：４７．９―１：５９．７―２：１１．６―２：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→	→�」 上り４F４７．６―３F３５．８
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターセレネ �
�
父 マリエンバード �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２００７．９．１７ 阪神４着

２００５．４．２１生 牝４栃栗 母 ウォータームーン 母母 シュミーダー １９戦２勝 賞金 ２３，７０６，０００円
〔騎手変更〕 スズカゲラン号の騎手荻野琢真は，第１競走での落馬負傷のため北村友一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 インダストリアル号・スズカゲイル号
（非抽選馬） ２頭 ナムラシンドバッド号・ヨドノヒーロー号


