
１６０９５ ６月１４日 晴 良 （２１中京３）第８日 第１１競走 ��
��１，７００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

４７ ブライアンズエッセ 牡６栗 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５０８± ０１：４５．０ ３．３�

６１１ アグネスヨジゲン 牡６鹿 ５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４７８－ ８１：４５．１� ７０．６�
３６ メイショウゴルゴ 牡５栗 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５２６－ ８１：４５．２� ８７．３�
１１ ピイラニハイウェイ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２１：４５．４１� ５．３�

７１３	 キャッツインブーツ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn
Stud Farms Ltd ５２０＋ ８１：４５．５クビ ３．４�

１２ 
 ベ ロ ー チ ェ 牡６鹿 ５７ 中舘 英二モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４５６± ０１：４５．７１ １３．１�
２３ 	 エイシンハンコック 牡６黒鹿５７ 池添 謙一平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４８０± ０ 〃 ハナ １９．４	
４８ 	
 エーシンエヴァン 牡５黒鹿５７ 野元 昭嘉平井 淑郎氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ５１２＋ ２ 〃 ハナ ４２．４

２４ ビードラスティック 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲松山 弘平吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 桑嶋 峰雄 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １８．３�
５１０ ワイルドアフリカ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文吉田 和美氏 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４５６－ ２１：４６．１２� ８．２�

７１４ フレアキャスケード 牝６鹿 ５５ 赤木高太郎伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３８＋ ２１：４６．６３ １６．７
（７９７４）

６１２ マイネルトラヴェル 牡６青鹿５７ 和田 竜二 �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 ４８０－ ４１：４６．７� ３５．３�

８１５ リリアンタイム 牝５鹿 ５５
５２ ▲国分 恭介後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４２８＋１０１：４７．３３� １８１．６�

８１６ マドンナブラボー 牝６鹿 ５５ 高井 彰大�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４６０－ ２１：４７．８３ ２９７．８�
３５ タマモディファイ 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文タマモ� 柴田 政見 新冠 小泉牧場 ５０２－ ２１：４８．８６ ５７．８�
５９ フェザーウイング 牡５栗 ５７ 酒井 学鳴戸 雄一氏 服部 利之 伊達 宮井 孝典 B５０２＋ ４ 〃 クビ ２４０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，９６２，２００円 複勝： ６１，５４５，４００円 枠連： ５３，３３８，６００円

普通馬連： １６７，７０８，６００円 馬単： １０１，４２１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，５０５，２００円

３連複： ２１３，６９８，５００円 ３連単： ４１０，３９３，５００円 計： １，１００，５７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � １，１１０円 � １，８９０円 枠 連（４－６） ３，３００円

普通馬連 �� １３，０３０円 馬 単 �� ２０，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７９０円 �� ４，７６０円 �� ２０，８００円

３ 連 複 ��� ２０７，２４０円 ３ 連 単 ��� ９６７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３８９６２２ 的中 � ９５２２６（１番人気）
複勝票数 計 ６１５４５４ 的中 � １６５８３８（１番人気）� １１２７１（１１番人気）� ６４２７（１２番人気）
枠連票数 計 ５３３３８６ 的中 （４－６） １１９５３（１２番人気）
普通馬連票数 計１６７７０８６ 的中 �� ９５０３（３６番人気）
馬単票数 計１０１４２１９ 的中 �� ３６９３（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３５０５２ 的中 �� ３５０５（３６番人気）�� ２７７３（４２番人気）�� ６２７（８９番人気）
３連複票数 計２１３６９８５ 的中 ��� ７６１（２６８番人気）
３連単票数 計４１０３９３５ 的中 ��� ３１３（１３４７番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．７―１１．２―１２．７―１３．２―１２．５―１２．６―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．７―２８．９―４１．６―５４．８―１：０７．３―１：１９．９―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．７
１
３
９，６－（５，１１）－（１，８，１３）（２，３，１６）－１４－１２（１０，１５）７－４・（６，１１，１３）（９，１，８，３，７）（５，２，１２，１５）（１４，１６）１０，４

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

勝馬の
紹 介

ブライアンズエッセ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー ２００５．７．２４ 新潟８着

２００３．２．２１生 牡６栗 母 シェラムール 母母 ニコールモナムール ３０戦３勝 賞金 ５３，９１８，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 ナムラグローリー号・ホッコーキングオー号


