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19037 7月7日 晴 良 （25中京3）第4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

810 ナムラアッパー 牡2鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 406－ 41：23．3 1．7�
44 キエレメムーチョ 牡2青鹿54 浜中 俊吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 456± 01：23．83 8．3�
78 ナイルエクスプレス 牡2芦 54 松山 弘平 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B450＋ 21：24．12 11．3�
79 アメイジングゲイル 牡2黒鹿54 太宰 啓介�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 430－ 41：24．2クビ 36．6�
66 シゲルクシロ 牝2鹿 54 熊沢 重文森中 蕃氏 飯田 明弘 平取 赤石牧場 456± 01：24．73 37．7�
67 デクラレーション 牡2栗 54

52 △中井 裕二畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 440＋101：24．8� 4．6	

11 タガノロマリア 牝2栗 54 鮫島 良太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444－ 61：25．33 42．2


55 バンブーカッサーノ 牡2芦 54 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 450± 0 〃 クビ 18．3�
22 ジョウショーキラー 牡2鹿 54 国分 優作熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 422－ 61：26．15 23．3�
33 ゾ ナ パ ラ 牝2鹿 54 上野 翔�ミルファーム 菊川 正達 浦河 丸幸小林牧場 414± 01：26．41� 115．6
811 イ ダ ス 牡2栗 54 川田 将雅杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 466－ 81：28．4大差 17．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，807，200円 複勝： 31，813，300円 枠連： 7，303，600円
馬連： 30，094，900円 馬単： 25，976，900円 ワイド： 16，759，600円
3連複： 41，730，900円 3連単： 87，496，700円 計： 257，983，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 260円 枠 連（4－8） 720円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 380円 �� 430円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 6，700円

票 数

単勝票数 計 168072 的中 � 78938（1番人気）
複勝票数 計 318133 的中 � 160842（1番人気）� 25719（3番人気）� 18368（4番人気）
枠連票数 計 73036 的中 （4－8） 7514（3番人気）
馬連票数 計 300949 的中 �� 30115（2番人気）
馬単票数 計 259769 的中 �� 18065（3番人気）
ワイド票数 計 167596 的中 �� 11681（2番人気）�� 9837（3番人気）�� 4974（9番人気）
3連複票数 計 417309 的中 ��� 14710（6番人気）
3連単票数 計 874967 的中 ��� 9646（13番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．2―11．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―47．1―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラアッパー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．6．16 阪神2着

2011．4．26生 牡2鹿 母 ナ ム ラ ハ ル 母母 フジミソレント 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 タガノロマリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タガノロマリア号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イダス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月7日まで平地競走に出走

できない。

19038 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （芝・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
1：59．6
1：56．1

良
良

713 ヤマニンプードレ 牝3芦 54
51 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 460＋102：02．8 11．5�

24 ウエスタンレベッカ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 434＋ 42：03．11� 3．1�
817 プリンセスフローラ 牝3栗 54 岩田 康誠有限会社シルク野中 賢二 安平 ノーザンファーム 412－ 8 〃 クビ 15．9�
23 ディオジェーヌ 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424＋ 62：03．31� 5．2�
36 レ ジ ー ナ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 420＋ 42：03．4クビ 8．5	
510 コスモサリー 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 4 〃 ハナ 7．9

714 ウインマルゲリータ 牝3黒鹿54 和田 竜二�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 424－ 8 〃 アタマ 124．1�
612 デ ィ オ ネ ー 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 406－ 6 〃 クビ 27．7�
815 ラムーレブルー 牝3栗 54 酒井 学 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 400 ― 〃 ハナ 221．4
35 エーシンラクーン 牝3鹿 54 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 470＋102：03．61� 6．0�
12 サポートソング 牝3栗 54 国分 優作佐々木完二氏 田島 良保 新ひだか 千代田牧場 440－ 22：03．81� 451．3�
48 メイショウハッピー 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 500± 02：04．01 44．2�
816 クリノローツェ 牝3黒鹿54 水口 優也栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 平山牧場 474± 02：04．63� 373．0�
611 シープシャンクス 牝3青鹿54 川田 将雅市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444－ 22：05．02� 19．5�
59 プレイリースター 牝3栃栗54 小牧 太田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 456＋142：05．42� 256．8�
47 ヒデノモンシェリー 牝3鹿 54 吉田 晃浩大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 宮内牧場 456＋202：06．99 413．4�

（金沢）

11 エンドレスエイト 牝3栗 54 武 幸四郎 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B500＋102：07．0� 20．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 19，355，500円 複勝： 38，802，700円 枠連： 12，631，800円
馬連： 39，461，900円 馬単： 25，702，200円 ワイド： 21，420，500円
3連複： 59，891，000円 3連単： 90，445，600円 計： 307，711，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 320円 � 140円 � 480円 枠 連（2－7） 1，560円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，340円 �� 940円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 46，040円

票 数

単勝票数 計 193555 的中 � 13299（6番人気）
複勝票数 計 388027 的中 � 26428（6番人気）� 112857（1番人気）� 15814（7番人気）
枠連票数 計 126318 的中 （2－7） 5981（7番人気）
馬連票数 計 394619 的中 �� 15144（6番人気）
馬単票数 計 257022 的中 �� 4277（13番人気）
ワイド票数 計 214205 的中 �� 8521（5番人気）�� 2149（31番人気）�� 5624（11番人気）
3連複票数 計 598910 的中 ��� 5745（27番人気）
3連単票数 計 904456 的中 ��� 1450（149番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．6―13．1―12．8―12．6―12．5―12．3―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―35．9―49．0―1：01．8―1：14．4―1：26．9―1：39．2―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプードレ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．12．22 阪神9着

2010．4．22生 牝3芦 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 6戦1勝 賞金 5，560，000円
※出走取消馬 デンコウプルメリア号（疾病〔寛跛行〕のため）
※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４日



19039 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00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� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

611 ゴッドドリーム 牡3栗 56 福永 祐一井高 義光氏 湯窪 幸雄 新ひだか 井高牧場 488－ 81：12．3 2．6�
24 サンマルヴィグラス 牡3鹿 56 岩田 康誠相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 490＋121：12．62 6．4�
47 ロ デ ム 牡3青鹿56 浜中 俊三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 小池 博幸 526± 0 〃 クビ 7．9�
36 シゲルコギツネザ 牝3栗 54 小牧 太森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 456－ 21：12．7� 9．0�
12 � カシュクール 牝3鹿 54 川田 将雅前田 幸治氏 角田 晃一 米

Doug Branham
& Occidental
Thoroughbreds

450－ 41：12．8クビ 13．7�
816 コスモフォーユー 牡3鹿 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 三輪牧場 494＋ 41：13．01	 164．5	
35 ス テ ー キ 牡3栗 56 戸崎 圭太藤田 浩一氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 492 ―1：13．21	 3．9

48 � ペルセクション 牝3黒鹿54 高倉 稜門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Winches-

ter Farm 456＋ 21：13．3� 38．2�
713 ヒミノコンドル 牡3鹿 56 小坂 忠士佐々木八郎氏 境 直行 新冠 須崎牧場 502－ 21：13．51� 220．2�
815 カシノオーブ 牡3鹿 56 水口 優也柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 446－ 21：13．6� 76．0
59 コウユーアンドレ 牡3鹿 56 国分 優作加治屋貞光氏 大根田裕之 新ひだか 藤原牧場 462－ 8 〃 クビ 35．1�
612� ロードクロサイト 牝3芦 54 松山 弘平前田 幸治氏 矢作 芳人 米 The Robert & Bev-

erly Lewis Trust 466＋ 21：14．02� 25．8�
11 ネオジェネラル 牡3鹿 56 酒井 学西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 宮内牧場 468 ―1：14．63� 297．1�
23 � アンブレスド 牝3栗 54 武 幸四郎�大樹ファーム 昆 貢 米 MDS

Farms, LLC 460－ 61：15．45 36．8�
510 エルウェーアン 牡3栗 56 熊沢 重文雑古 隆夫氏 小野 幸治 新冠 村上 欽哉 470 ―1：17．010 598．0�
714 エルソルヴィガ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 468 ―1：19．1大差 503．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，296，300円 複勝： 44，976，700円 枠連： 12，892，100円
馬連： 44，315，900円 馬単： 31，460，100円 ワイド： 25，637，600円
3連複： 67，498，200円 3連単： 104，266，100円 計： 354，343，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 190円 � 240円 枠 連（2－6） 720円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 290円 �� 360円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 232963 的中 � 70953（1番人気）
複勝票数 計 449767 的中 � 141870（1番人気）� 52425（3番人気）� 38884（5番人気）
枠連票数 計 128921 的中 （2－6） 13345（2番人気）
馬連票数 計 443159 的中 �� 46509（1番人気）
馬単票数 計 314601 的中 �� 19155（1番人気）
ワイド票数 計 256376 的中 �� 23492（1番人気）�� 18075（4番人気）�� 8715（8番人気）
3連複票数 計 674982 的中 ��� 38868（1番人気）
3連単票数 計1042661 的中 ��� 15270（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―12．0―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴッドドリーム �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．12．22 阪神7着

2010．1．24生 牡3栗 母 ペ ル ラ ー 母母 アンセストラルダンサー 11戦1勝 賞金 17，200，000円
〔その他〕 エルウェーアン号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルソルヴィガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月7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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カネトシエフォート号・キタサンヤマビコ号・ハクサンナチュラル号・レッドフェンサー号

19040 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第4競走 ��3，300�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム3：41．0良

813 ハードダダンダン 牡6黒鹿 60
57 ▲森 一馬津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 468－ 63：38．0レコード 3．0�

814 オースミムーン 牡4鹿 60 高田 潤�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 468－ 23：38．74 3．1�
22 シンワカントリー 牡5黒鹿61 難波 剛健若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 504－ 23：40．6大差 14．8�
711� マ サ ラ イ ト 牡9鹿 61 植野 貴也丸井サカミ氏 増本 豊 三石 本桐牧場 506－ 63：41．45 16．2�
69 ミヤコデラックス 牡4鹿 60 小野寺祐太吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B456＋ 43：42．89 240．7�
11 シャイニーブラック �6黒鹿61 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 448－ 83：43．11� 6．8	
45 � ハッピーティア 牝5鹿 58 鈴木 慶太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 486＋ 8 〃 クビ 121．6

58 ネオレボルーション �7青鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 504－ 83：43．2クビ 7．3�
610� モ ル エ ラ ン �8青鹿60 草野 太郎 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 474－103：43．73 102．6
33 リバーキャッスル 牝8栗 58 大江原 圭河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 442± 03：44．02 123．7�
57 � コブラボール 牡9青鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 478－ 43：44．53 41．0�
712 ディアプリンシパル 牡8青 61 北沢 伸也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 494＋ 43：46．9大差 12．9�
46 オンワードデューク 牝5栗 58 小坂 忠士樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 452－183：47．32	 190．8�
34 ト パ ン ガ �7青鹿60 平沢 健治金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム 474－123：48．15 19．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，053，900円 複勝： 20，587，700円 枠連： 12，785，600円
馬連： 29，761，900円 馬単： 22，891，200円 ワイド： 15，541，100円
3連複： 49，768，500円 3連単： 83，561，400円 計： 249，951，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 280円 枠 連（8－8） 540円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 730円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 6，810円

票 数

単勝票数 計 150539 的中 � 40366（1番人気）
複勝票数 計 205877 的中 � 44887（2番人気）� 45875（1番人気）� 13848（5番人気）
枠連票数 計 127856 的中 （8－8） 17504（2番人気）
馬連票数 計 297619 的中 �� 45916（1番人気）
馬単票数 計 228912 的中 �� 17596（1番人気）
ワイド票数 計 155411 的中 �� 20233（1番人気）�� 4812（8番人気）�� 3941（14番人気）
3連複票数 計 497685 的中 ��� 17885（3番人気）
3連単票数 計 835614 的中 ��� 9058（8番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 54．5－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハードダダンダン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2009．9．20 阪神6着

2007．4．7生 牡6黒鹿 母 チ ー マ 母母 ヒミノトツプレデイ 障害：4戦2勝 賞金 29，067，000円
〔制裁〕 オースミムーン号の騎手高田潤は，2周目6号障害手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウォークラウン号・カシマシンセイ号・テルバイク号・ピンクジャスミン号
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤテンクウ号・トウシンボルト号・ボストンプラチナ号・リザーブカード号・リリースバージョン号



19041 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （芝・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� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

812 ジャックトマメノキ 牡2栗 54 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 418 ―1：24．2 3．3�
79 アップルシェア 牝2鹿 54 国分 優作津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 438 ―1：24．41� 31．2�
710 ア ヴ ァ ー ル 牝2栗 54 小牧 太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 442 ― 〃 クビ 2．4�
68 ファイヤーロック 牡2黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 450 ―1：24．82� 9．3�
33 ヴ ォ ラ ー タ 牝2栗 54

52 △中井 裕二藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 414 ―1：24．9� 45．1�

55 コスモフラッグ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 	ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 448 ―1：25．64 15．1

67 トップザサブライ 牡2黒鹿54 和田 竜二	宮内牧場 鈴木 孝志 平取 協栄組合 410 ― 〃 ハナ 54．8�
22 シゲルタンバ 牝2芦 54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新冠 隆栄牧場 444 ―1：26．23� 35．9�
56 エイシンヤノゴトク 牡2栗 54 浜中 俊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 446 ― 〃 クビ 6．3
44 マミーテイラー 牝2鹿 54 岩田 康誠 	キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490 ―1：28．2大差 14．2�
11 テイエムシナモン 牝2鹿 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 432 ―1：29．26 171．1�
811 ブロンクスシルバー 牝2芦 54 松山 弘平 	社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 460 ―1：33．7大差 48．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，310，700円 複勝： 33，683，400円 枠連： 9，913，800円
馬連： 39，638，400円 馬単： 31，627，300円 ワイド： 21，483，600円
3連複： 54，906，300円 3連単： 101，861，900円 計： 316，425，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 420円 � 120円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 200円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 30，590円

票 数

単勝票数 計 233107 的中 � 56907（2番人気）
複勝票数 計 336834 的中 � 81393（2番人気）� 11563（7番人気）� 107055（1番人気）
枠連票数 計 99138 的中 （7－8） 19181（1番人気）
馬連票数 計 396384 的中 �� 4548（20番人気）
馬単票数 計 316273 的中 �� 2361（33番人気）
ワイド票数 計 214836 的中 �� 2913（19番人気）�� 34900（1番人気）�� 4907（13番人気）
3連複票数 計 549063 的中 ��� 11019（12番人気）
3連単票数 計1018619 的中 ��� 2458（91番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．1―12．1―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．7―47．8―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャックトマメノキ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Afleet 初出走

2011．5．18生 牡2栗 母 ゴールデンジャック 母母 コ マ ー ズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブロンクスシルバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月7日まで平地

競走に出走できない。

19042 7月7日 晴 良 （25中京3）第4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
1：30．7

良
良

59 � アンシャックルド 牡3栗 56 四位 洋文�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-
stock LLC B502－ 41：37．3 5．4�

612 ピエナインパクト 牡3鹿 56 武 豊本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 422－ 6 〃 ハナ 4．7�
714 タニノタキシード 牡3黒鹿56 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 470＋ 6 〃 クビ 3．9�
35 � ロッカデバルディ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 吉村 圭司 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

506± 0 〃 ハナ 2．7�
510 ダイヤモンドベリー 牝3鹿 54 岩田 康誠青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム 488± 01：37．51� 11．9�
816 リ ュ ベ ロ ン 	3栃栗56 高倉 稜吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 424± 01：37．71� 224．1	
12 ユニヴァーザライド 牡3鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－10 〃 クビ 20．5

24 スリーネルソン 牡3黒鹿56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 490 ―1：37．9
 99．0�
815 シャイニングタイム 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 81：38．0� 37．7
11 キ ル ト 牡3鹿 56

54 △中井 裕二山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 406＋ 21：38．31
 110．1�
47 アキノライセンス 牡3鹿 56 小牧 太穐吉 正孝氏 羽月 友彦 新ひだか 松田牧場 492± 01：38．51� 46．1�
713� ヴォルドニュイ 牝3黒鹿54 松山 弘平前田 幸治氏 角田 晃一 米 John C.

Oxley 494＋181：39．03 269．7�
36 テイケイカトレヤ 牝3鹿 54 田村 太雅兼松 忠男氏 沖 芳夫 新冠 守矢牧場 474＋ 61：39．21� 376．7�
48 イセノファルコン 牡3栗 56 熊沢 重文大橋 正子氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 460－ 51：39．62� 332．0�
23 ホウショウザクラ 牝3栗 54 池添 謙一芳賀 吉孝氏 増本 豊 日高 新井 昭二 424－ 21：41．210 359．0�
611� カネトシパリッシュ 牝3芦 52 岡田 祥嗣兼松 利男氏 矢作 芳人 亜 Nacion Ir-

landa 420－ 41：41．41 455．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，058，700円 複勝： 41，876，800円 枠連： 12，455，700円
馬連： 48，770，700円 馬単： 36，254，200円 ワイド： 24，108，800円
3連複： 68，191，600円 3連単： 120，568，400円 計： 380，284，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 140円 � 160円 � 160円 枠 連（5－6） 730円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 310円 �� 350円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 計 280587 的中 � 41253（4番人気）
複勝票数 計 418768 的中 � 85673（2番人気）� 67799（3番人気）� 66679（4番人気）
枠連票数 計 124557 的中 （5－6） 12696（4番人気）
馬連票数 計 487707 的中 �� 34146（6番人気）
馬単票数 計 362542 的中 �� 10937（13番人気）
ワイド票数 計 241088 的中 �� 19837（4番人気）�� 16704（6番人気）�� 17602（5番人気）
3連複票数 計 681916 的中 ��� 45912（4番人気）
3連単票数 計1205684 的中 ��� 11360（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―36．9―49．1―1：01．9―1：13．9―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

�アンシャックルド �
�
父 Pivotal �

�
母父 Black Tie Affair デビュー 2013．1．6 京都7着

2010．3．6生 牡3栗 母 Starlight Dreams 母母 Reves Celestes 11戦1勝 賞金 13，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシパリッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月7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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アトラスバローズ号・ウインドストリーム号・クラシカルバリュー号・トウカイバイタル号・ブロードスター号
（非抽選馬） 2頭 デイスピリッツ号・マイネルヴォル号



19043 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第7競走 ��
��1，800�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� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

46 ナムラマンジロウ 牡3栗 56 武 豊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 486－ 21：54．7 8．2�
814 ラ カ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 424－ 8 〃 クビ 2．9�
815 テラノアパッチ 牡3芦 56 松山 弘平寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム 464－121：54．8クビ 28．0�
610� エイシンガリレイ 牡3鹿 56 和田 竜二平井 克彦氏 沖 芳夫 愛 Smithfield

Inc 512＋ 21：55．01� 5．1�
58 スリーエスペラント 牡3栗 56 国分 優作永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 482＋ 61：55．53 198．0�
11 テイエムダイトッパ 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 ハクツ牧場 462－ 41：55．6	 60．7	
23 エアマデレーン 牝3青鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 448 ―1：55．81� 28．8

34 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 川田 将雅深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 488＋ 81：56．01� 2．9�
47 アモールミーオ 牝3芦 54

52 △中井 裕二堀 祥子氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 484－ 41：56．21	 26．1�
59 クリノロブソン 牡3黒鹿56 吉田 晃浩栗本 博晴氏 田中 章博 浦河 ダイヤモンドファーム 444－ 51：56．3	 145．4

（金沢）

22 ヘブンズボイス 牝3鹿 54 鮫島 良太小林 久義氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 474－ 61：56．4	 434．9�
712 ハ リ バ ッ ト 牡3青鹿56 太宰 啓介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 松本 信行 460－ 2 〃 クビ 93．9�
611 ブレイヴフィート 牝3鹿 54 戸崎 圭太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 434＋ 61：56．71
 17．8�
713 ラプタークルーズ 牡3栗 56 熊沢 重文佐藤 恭永氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482± 01：56．8
 32．3�
35 ル ナ リ ア 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 414－ 6 〃 アタマ 102．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，827，200円 複勝： 34，470，000円 枠連： 13，519，900円
馬連： 47，259，100円 馬単： 32，736，400円 ワイド： 23，857，300円
3連複： 67，779，200円 3連単： 119，666，500円 計： 365，115，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 230円 � 160円 � 540円 枠 連（4－8） 950円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，510円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 9，760円 3 連 単 ��� 49，960円

票 数

単勝票数 計 258272 的中 � 24976（4番人気）
複勝票数 計 344700 的中 � 40142（4番人気）� 75945（2番人気）� 12791（7番人気）
枠連票数 計 135199 的中 （4－8） 10594（5番人気）
馬連票数 計 472591 的中 �� 23696（5番人気）
馬単票数 計 327364 的中 �� 6405（12番人気）
ワイド票数 計 238573 的中 �� 11785（5番人気）�� 2228（27番人気）�� 4587（14番人気）
3連複票数 計 677792 的中 ��� 5129（29番人気）
3連単票数 計1196665 的中 ��� 1768（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．4―50．4―1：02．9―1：15．7―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
・（6，7）（11，12）（4，5，10，13）－（2，9）－1，15，3，14，8・（6，7）（11，12）（4，5，10，13）（2，15，14）（9，3）1，8

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

勝馬の
紹 介

ナムラマンジロウ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2013．3．17 阪神2着

2010．3．25生 牡3栗 母 ナムラテンニョ 母母 トネスボウス 5戦1勝 賞金 7，750，000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。

19044 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：22．5
1：21．5

良
不良

714 オールブラックス 牡4鹿 57 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 474± 01：22．7 2．5�
713 タガノトネール �3鹿 54 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 2 〃 アタマ 11．5�
510 テーオーレイチェル 牝3芦 52 松山 弘平小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 61：24．19 183．7�
36 ニイハオジュウクン 牡5鹿 57 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 432－121：24．2� 99．7�
11 アローベアタキオン 牡7栗 57 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 504－10 〃 クビ 158．8�
24 � エスジーアンクル 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 454－ 4 〃 アタマ 8．1�
12 � キクノグラード 牡4栗 57 水口 優也菊池 五郎氏 野村 彰彦 浦河 惣田 英幸 482＋ 41：24．83� 12．4	
612� エクストラトーン 牡4芦 57

54 ▲森 一馬 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 512＋ 2 〃 ハナ 209．4�

48 トウショウタイド 牡3鹿 54 国分 優作トウショウ産業
 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 548－ 61：24．9� 22．6�
59 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿54 和田 竜二前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 466＋ 41：25．0� 52．1
611 スマートレパード 牡3栃栗54 池添 謙一大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 496± 01：25．1� 3．0�
35 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 戸崎 圭太
ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 432± 01：25．2クビ 69．2�
47 シゲルケンシン 牡6鹿 57 小牧 太森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 470－161：25．41	 90．0�
815 バルタザール 牡3鹿 54

52 △中井 裕二 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 510＋181：25．61� 79．8�

816 アルボナンザ 牝3栗 52 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 460－ 41：26．02� 9．6�
23 � チャンピオンバージ 牝4芦 55 高倉 稜坪野谷和平氏 高橋 義忠 浦河 アイオイファーム 478＋201：26．74 162．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，727，100円 複勝： 57，474，100円 枠連： 16，979，500円
馬連： 69，256，300円 馬単： 41，893，500円 ワイド： 35，012，400円
3連複： 99，765，300円 3連単： 177，452，600円 計： 530，560，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 270円 � 3，240円 枠 連（7－7） 1，210円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 500円 �� 7，980円 �� 17，540円

3 連 複 ��� 63，100円 3 連 単 ��� 98，250円

票 数

単勝票数 計 327271 的中 � 103907（1番人気）
複勝票数 計 574741 的中 � 145216（1番人気）� 52813（5番人気）� 3211（15番人気）
枠連票数 計 169795 的中 （7－7） 10358（4番人気）
馬連票数 計 692563 的中 �� 40414（5番人気）
馬単票数 計 418935 的中 �� 12904（8番人気）
ワイド票数 計 350124 的中 �� 19348（5番人気）�� 1025（46番人気）�� 464（77番人気）
3連複票数 計 997653 的中 ��� 1167（113番人気）
3連単票数 計1774526 的中 ��� 1333（269番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．0―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．6―58．6―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．1
3 13，14（4，6）（3，12）（2，8，15）（9，11）10，16，1（7，5） 4 13－14，6，4（3，8）12，2（9，11）10－（1，15）（7，5，16）

勝馬の
紹 介

オールブラックス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．11．12 京都5着

2009．5．15生 牡4鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ 12戦3勝 賞金 33，488，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 グリーディーボス号・プラネットスコア号・ミッキーアップル号・メイショウクロシオ号



19045 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第9競走 ��
��2，000�

み の

美 濃 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

88 ヒロノプリンス 牡3鹿 54 戸崎 圭太サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 452± 02：03．6 4．1�
22 ベンジャミン 牡5青鹿57 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 504－ 8 〃 クビ 9．4�
11 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 武 豊日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 502＋102：03．7クビ 4．5�
44 レッドカチューシャ 牝3青鹿52 松山 弘平 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462＋ 22：03．8� 2．8�
55 フレージャパン 牡4栗 57 福永 祐一難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 472－ 8 〃 クビ 7．1�
77 バロンミノル 牡3黒鹿54 和田 竜二吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496－ 42：04．01� 13．4	
66 シゲルジョウム 牡5鹿 57 高倉 稜森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 470－102：04．1� 52．6

33 ボストンリョウマ 牡5青鹿57 中井 裕二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478＋ 42：04．41	 52．7�
89 
 チアフルウェルカム 牡4栗 57 浜中 俊吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 470－102：04．61� 12．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，826，200円 複勝： 39，454，300円 枠連： 12，578，400円
馬連： 64，881，300円 馬単： 45，189，900円 ワイド： 26，575，500円
3連複： 79，501，900円 3連単： 190，544，600円 計： 486，552，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 200円 � 160円 枠 連（2－8） 1，420円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 660円 �� 350円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 12，510円

票 数

単勝票数 計 278262 的中 � 54099（2番人気）
複勝票数 計 394543 的中 � 63283（3番人気）� 47659（5番人気）� 71265（2番人気）
枠連票数 計 125784 的中 （2－8） 6541（7番人気）
馬連票数 計 648813 的中 �� 25924（10番人気）
馬単票数 計 451899 的中 �� 10692（15番人気）
ワイド票数 計 265755 的中 �� 9491（10番人気）�� 20313（4番人気）�� 12130（8番人気）
3連複票数 計 795019 的中 ��� 27862（7番人気）
3連単票数 計1905446 的中 ��� 11249（45番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―13．2―13．1―12．7―12．1―12．1―11．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―38．2―51．3―1：04．0―1：16．1―1：28．2―1：39．8―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノプリンス 
�
父 ファンタスティックライト 

�
母父 Halling デビュー 2012．11．25 東京10着

2010．3．10生 牡3鹿 母 ヴァルホーリング 母母 Warranty Applied 7戦2勝 賞金 17，902，000円
〔制裁〕 レッドカチューシャ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

19046 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第10競走 ��
��1，600�

な が く て

長 久 手 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．7．7以降25．6．30まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

47 マジェスティハーツ 牡3鹿 53 森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 488± 01：34．3 7．9�

816 ハーキュリーズ 牡5鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 6．7�
713 イ デ ア 牡5鹿 54 国分 優作畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 484± 01：34．51 102．8�
59 シゲルモトナリ 牡6黒鹿55 吉田 晃浩森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 524－ 4 〃 クビ 104．1�

（金沢）

36 メイショウヤタロウ 牡5鹿 56 武 豊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 484－ 81：34．6クビ 3．1	
611 アドマイヤオウジャ 牡3鹿 53 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：34．81� 4．8

23 サトノジョリー 牝4青鹿55 藤岡 康太里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 446＋ 21：34．9� 74．2�
48 リフトザウイングス 牡5青鹿56 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 522－ 4 〃 ハナ 12．1�
612 ディープサウンド 牡5鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472－101：35．0� 26．0
815	 バンブーリバプール 牡5青鹿55 鮫島 良太�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 480± 01：35．21
 34．5�
11 ラシンティランテ 牝4栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456－ 21：35．3クビ 8．9�
12 カピオラニパレス 牡5芦 56 四位 洋文横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498－101：35．4� 14．0�
24 マイネエポナ 牝4鹿 54 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム 448＋ 21：35．82� 145．1�
510 タガノエンブレム 牡3青鹿52 高倉 稜八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 79．9�
35 タングルジャングル 牡5鹿 54 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 470＋ 21：36．43� 70．4�
714	 ディープフィールド 牡5黒鹿54 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 ハナ 18．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，068，300円 複勝： 78，725，900円 枠連： 31，647，600円
馬連： 133，734，100円 馬単： 73，258，000円 ワイド： 53，809，800円
3連複： 180，544，600円 3連単： 310，611，100円 計： 908，399，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 320円 � 240円 � 2，290円 枠 連（4－8） 1，400円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 930円 �� 11，090円 �� 8，230円

3 連 複 ��� 72，140円 3 連 単 ��� 270，010円

票 数

単勝票数 計 460683 的中 � 46432（4番人気）
複勝票数 計 787259 的中 � 68401（4番人気）� 99819（2番人気）� 7404（15番人気）
枠連票数 計 316476 的中 （4－8） 16719（9番人気）
馬連票数 計1337341 的中 �� 39885（9番人気）
馬単票数 計 732580 的中 �� 12101（15番人気）
ワイド票数 計 538098 的中 �� 15112（9番人気）�� 1162（79番人気）�� 1571（61番人気）
3連複票数 計1805446 的中 ��� 1847（162番人気）
3連単票数 計3106111 的中 ��� 849（689番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―35．4―47．2―59．2―1：10．8―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

マジェスティハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2012．9．23 阪神1着

2010．5．20生 牡3鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 7戦3勝 賞金 37，047，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ラシンティランテ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番）
※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。
（非当選馬） 1頭 アイムヒアー号
（非抽選馬） 1頭 ケンブリッジシーザ号
※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。

１レース目



19047 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第11競走 ��
��1，400�第18回プロキオンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，24．7．7以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，24．7．6以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

35 アドマイヤロイヤル 牡6鹿 56 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 520－ 41：21．9レコード 5．9�
11 セイクリムズン 牡7黒鹿57 岩田 康誠金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド 514± 0 〃 クビ 7．8�
714 ダノンカモン 牡7黒鹿56 戸崎 圭太�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 524＋ 2 〃 ハナ 5．9�
48 エ ア ウ ル フ 牡6栗 56 浜中 俊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B478－121：22．11� 8．7�
12 シルクフォーチュン 牡7鹿 57 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 470± 0 〃 アタマ 6．3�
24 ガ ン ジ ス 牡4栗 56 小牧 太林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：22．31� 8．9	
59 アドマイヤサガス 牡5青 56 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 ハナ 10．6

612 スノードラゴン 牡5芦 56 和田 竜二岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 506＋ 4 〃 クビ 34．3�
47 マルカフリート 牡7鹿 56 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 480－ 41：22．4	 7．0�
815 ナガラオリオン 牡4鹿 56 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 458－ 21：22．5クビ 23．6
510
 エーシンウェズン 牡6鹿 56 池添 謙一�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter 530－ 61：22．71� 23．0�
713 タイムズアロー 牡5栗 56 高倉 稜 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 2 〃 クビ 64．6�
816� トシキャンディ 牝7鹿 55 酒井 学上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 502－ 2 〃 ハナ 50．7�
36 � セイカアレグロ 牡8鹿 56 吉田 晃浩吉田 逑史氏 佐藤 茂 新冠 シンユウフアーム 500－131：23．33	 251．0�

（金沢） （金沢）

611 マコトスパルビエロ 牡9芦 57 松山 弘平尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 528＋18 〃 アタマ 217．7�
23 グロリアスノア 牡7黒鹿56 鮫島 良太髙野 葉子氏 小西 一男 浦河 鮫川牧場 520－ 61：23．4クビ 69．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 125，261，600円 複勝： 241，609，300円 枠連： 120，830，400円
馬連： 546，443，200円 馬単： 269，802，900円 ワイド： 193，738，900円
3連複： 875，390，500円 3連単： 1，493，778，300円 計： 3，866，855，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 240円 � 210円 枠 連（1－3） 1，210円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 770円 �� 610円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 26，140円

票 数

単勝票数 計1252616 的中 � 167449（2番人気）
複勝票数 計2416093 的中 � 418604（1番人気）� 249746（5番人気）� 305071（2番人気）
枠連票数 計1208304 的中 （1－3） 74061（5番人気）
馬連票数 計5464432 的中 �� 169694（9番人気）
馬単票数 計2698029 的中 �� 37806（26番人気）
ワイド票数 計1937389 的中 �� 61604（6番人気）�� 80402（2番人気）�� 58101（7番人気）
3連複票数 計8753905 的中 ��� 158958（4番人気）
3連単票数 計14937783 的中 ��� 42183（56番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．0―11．5―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．1―45．6―57．6―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．3
3 16，8（4，9）（1，7）－（5，6，14）12，2（10，15）（3，11，13） 4 16，8（4，9）7，1（5，14）（2，6，12）（10，15）（3，13）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤロイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．8．22 札幌2着

2007．2．10生 牡6鹿 母 マストビーラヴド 母母 ダイナシユート 28戦7勝 賞金 213，467，000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30頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカセクレターボ号
（非抽選馬）29頭 アイファーソング号・エーシンジェイワン号・オースミイチバン号・カラフルデイズ号・キクノアポロ号・

グリッターウイング号・ゴールスキー号・サニーサンデー号・サンライズモール号・シセイオウジ号・
スタッドジェルラン号・セイクリッドセブン号・タガノロックオン号・ドスライス号・トーホウチェイサー号・
ニシオドリーム号・ネオサクセス号・ノーザンリバー号・ハッピーカオル号・ハノハノ号・ファリダット号・
フィールドシャイン号・ブルロック号・フレールジャック号・ボレアス号・マイネルエテルネル号・
マイネルオベリスク号・マイネルロブスト号・メイショウエバモア号

※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。

19048 7月7日 晴 良 （25中京3）第4日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・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
1：08．0
1：06．5

良
良

714 ワキノキセキ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント
ファーム 462± 01：09．2 6．6�

59 トーホウアマポーラ 牝4栗 55 熊沢 重文東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 484－ 21：09．3� 3．5�
36 アグネスキズナ 牡3栗 54 岩田 康誠渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484－ 41：09．4� 4．3�
611 ヴェアデイロス 牡4鹿 57 松山 弘平�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 440＋ 4 〃 クビ 28．6�
715� サ イ キ セ キ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 一馬武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ サイファーム 468＋ 21：09．71� 12．5�
817 テーオートマホーク 牡3鹿 54 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 466－ 41：09．8� 71．0	
23 � チアフルアイズ 牝5鹿 55 酒井 学ラムダ組合 千田 輝彦 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 21：10．11� 102．4

48 � アイファーコラソン 牝5鹿 55 岡田 祥嗣中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 478＋ 2 〃 クビ 259．5�
816 ヨゾラニネガイヲ 牝3鹿 52 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B442－ 41：10．2� 17．8
24 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 52 浜中 俊亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 458＋181：10．3クビ 10．8�
818 アドマイヤクーガー 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 4 〃 クビ 7．3�
47 キャロルロゼ 牝6鹿 55 鮫島 良太�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 484＋ 61：10．4� 96．1�
612 メイショウビリーヴ 	4黒鹿57 国分 優作松本 和子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 446－ 8 〃 クビ 212．7�
11 エイユーモモチャン 牝3黒鹿52 武 豊笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 488＋ 81：10．5クビ 28．3�
510� ツキミハナミ 牡4芦 57 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 456－ 21：11．45 62．2�
12 ローザペルラ 牝6鹿 55 太宰 啓介吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 446－ 81：11．61
 80．5�
35 サウンドアドバイス 牝3栗 52 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 436＋ 2 〃 ハナ 62．9�
713 マサノボラーレビア 牡4鹿 57 四位 洋文中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 506－ 81：13．5大差 15．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，840，000円 複勝： 79，096，100円 枠連： 43，037，600円
馬連： 141，893，000円 馬単： 75，061，500円 ワイド： 61，212，400円
3連複： 199，630，500円 3連単： 346，007，300円 計： 999，778，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 150円 � 160円 枠 連（5－7） 730円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 570円 �� 490円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 14，560円

票 数

単勝票数 計 538400 的中 � 64307（3番人気）
複勝票数 計 790961 的中 � 91846（4番人気）� 151458（1番人気）� 135218（2番人気）
枠連票数 計 430376 的中 （5－7） 43691（2番人気）
馬連票数 計1418930 的中 �� 66354（4番人気）
馬単票数 計 750615 的中 �� 15671（10番人気）
ワイド票数 計 612124 的中 �� 25579（4番人気）�� 31134（2番人気）�� 40406（1番人気）
3連複票数 計1996305 的中 ��� 71770（1番人気）
3連単票数 計3460073 的中 ��� 17542（16番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―45．7―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2012．11．3 東京1着

2010．1．24生 牡3黒鹿 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト 9戦2勝 賞金 19，843，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサノボラーレビア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月7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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アンバルブライベン号・エンプレスラブ号・エーシンマイェスタ号・クレムリンシチー号・シゲルシバグリ号・

タカノヒーロー号・ドリームマークス号

４レース目



（25中京3）第4日 7月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 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

221，120，000円
7，910，000円
1，710，000円
19，970，000円
61，206，500円
5，522，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
437，432，700円
742，570，300円
306，576，000円
1，235，510，700円
711，854，100円
519，157，500円
1，844，598，500円
3，226，260，500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 9，023，960，300円

総入場人員 17，820名 （有料入場人員 16，411名）
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