
１５０８３ ６月９日 雨 不良 （１９中京２）第７日 第１１競走 ��
��１，７００�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走１５時４５分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．６．１０以降１９．６．３まで１回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

ホンコンジョッキークラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

２３ � エイシンロンバード 牡５栗 ５６ 吉田 稔平井 豊光氏 小崎 憲 米
Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

４９８－ ２１：４３．４ １５．８�
（愛知）

３６ � セレスクラブ 牡５鹿 ５４ 中舘 英二岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４７６＋ ２１：４３．７２ ２１．１�
５１０�� スマートストリーム 牡６鹿 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：４３．９１	 ３．５�
１１ アルバレスト 牡５青鹿５４ 柴山 雄一吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ８１：４４．１１	 ５９．０�
６１２ ゼンノトレヴィ 牡５黒鹿５７ 田島 裕和大迫久美子氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ５５２－ ６ 〃 クビ ２．８�
２４ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５４ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ２１：４４．２
 １５．９�
７１４ シンメイレグルス 牡５黒鹿５６ 藤岡 佑介織田 芳一氏 中村 均 新冠 松浦牧場 ４６４＋ ８１：４４．３� １３．７	
８１５� セフティーステージ 牡５鹿 ５５ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９８＋ ４ 〃 アタマ ８．４

４８ �� タガノシャンハイ 牡５栗 ５５ 橋本 美純八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５０８± ０１：４４．５１ １５．２�
４７ � サンマルセイコー 牝４黒鹿５１ 北村 友一相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７４＋１０１：４４．７１	 ７３．６�
５９ � セ レ ス ケ イ 牡４鹿 ５４ 石橋 守岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３４－１０１：４５．０２ ３１．８
６１１ ヴィオラポンポーサ 牡６鹿 ５０ 中村 将之 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 静内 グランド牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ １０２．４�
１２ ヒカルバローロ 牡５鹿 ５５ 安藤 勝己高橋 光氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５１０＋１０ 〃 ハナ １２．８�
３５ � パラダイスリヴァー 牡９鹿 ５１ 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ４９４＋ ４１：４５．２１ １４０．８�
８１６� タイラントシチー 牡７鹿 ５６ 松田 大作 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 幾千世牧場 B５０４＋１０１：４５．９４ ５４．７�
７１３ ビッグシャーク 牡６栗 ５５ 浜中 俊�岡 義雄氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ５１６＋２２ 〃 ハナ １６０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，４１５，１００円 複勝： ６０，５３５，９００円 枠連： ６６，２０８，６００円

普通馬連： ３４６，２２１，４００円 馬単： ２２２，５００，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，８４０，６００円

３連複： ３７０，９７３，８００円 ３連単： ８７８，５４０，４００円 計： ２，０６８，２３６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４２０円 � ４８０円 � １７０円 枠 連（２－３） ４，７２０円

普通馬連 �� ８，５９０円 馬 単 �� １８，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８５０円 �� ９２０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ９，９３０円 ３ 連 単 ��� ８３，２９０円

票 数

単勝票数 計 ４６４１５１ 的中 � ２３１７４（７番人気）
複勝票数 計 ６０５３５９ 的中 � ３３５９３（７番人気）� ２８５１５（８番人気）� １２３４５５（２番人気）
枠連票数 計 ６６２０８６ 的中 （２－３） １０３７０（２１番人気）
普通馬連票数 計３４６２２１４ 的中 �� ２９７４９（３２番人気）
馬単票数 計２２２５００５ 的中 �� ８６５８（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６８４０６ 的中 �� ６４１７（３８番人気）�� ２１０５７（８番人気）�� １８６０７（１３番人気）
３連複票数 計３７０９７３８ 的中 ��� ２７５８１（３７番人気）
３連単票数 計８７８５４０４ 的中 ��� ７７８５（２５４番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．７―１１．４―１２．７―１２．６―１２．２―１２．３―１２．１―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．７―２９．１―４１．８―５４．４―１：０６．６―１：１８．９―１：３１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．８
１
３
３－６（２，１２）（１０，１６）（９，１５）（４，１３）－１４，１，７（５，８）－１１
３，６，１２（２，１０）１６（９，１５）４，１４－（１，１３，８）（５，７）－１１

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

勝馬の
紹 介

�エイシンロンバード �
�
父 Victory Gallop �

�
母父 Carson City デビュー ２００４．１０．１０ 京都５着

２００２．５．６生 牡５栗 母 Pacific City 母母 My Rainbow ２８戦５勝 賞金 ９６，２５１，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 ウルフボーイ号・エプソムドン号・オヤマハリケーン号・カオリノーブル号・グランパティシエ号・

ケイエススプリング号・ゲットアウト号・ゴッドセンド号・シュンサイ号・ジーンハンター号・ツルマルスリー号・
テイエムファンキー号・ナナヨーヒマワリ号・ハスフェル号・マチカネモエギ号・メイショウアズーロ号・
メイショウディオ号・リーディングエッジ号・ワキノエクセル号

※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。


