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19085 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （ダート・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� 基準タイム

中央レコード
1：12．4
1：10．2

重
不良

59 ル イ カ ズ マ 牡2鹿 54 浜中 俊小林 一雅氏 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 476± 01：12．2レコード 3．4�
12 ドリームカイザー 牡2栗 54 幸 英明セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 浦新 徳司 480＋ 21：12．83� 8．4�
510 ミヤジカールソン 牡2鹿 54 高倉 稜曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 492－ 21：13．01� 14．8�
11 トラディション 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 81：13．74 1．7�
24 アスタークレバー 牡2栗 54 国分 優作加藤 久枝氏 武田 博 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 81：14．44 77．6�
611 デンコウガイア 牝2鹿 54 内田 博幸田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 432＋ 21：14．5	 33．3	
714 ダンシングバトー 牝2芦 54 太宰 啓介山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 458－ 4 〃 クビ 20．1

612 ウインマティーニ 牡2鹿 54

52 △中井 裕二�ウイン 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 446± 01：14．71� 259．4�
23 ブルーホール 牡2青鹿54 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 442－ 4 〃 ハナ 187．2�
48 シゲルオワリ 牝2鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 398－ 2 〃 クビ 130．9
713 コスモフラッグ 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 450＋ 21：14．8� 100．7�
35 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 448－ 21：15．43� 41．1�
815 シンゼンタイガ 牡2栗 54 武 幸四郎原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 468－ 6 〃 クビ 171．4�
47 クラウンマリリン 牝2栗 54 松山 弘平矢野 恭裕氏 中竹 和也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448－ 21：15．61 50．4�
36 コウエイロンド 牡2栗 54

51 ▲藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 472－ 81：16．13 233．7�
816 モウイイデショウ 牡2鹿 54 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 446－ 21：17．16 108．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，850，300円 複勝： 32，927，800円 枠連： 11，486，000円
馬連： 35，267，400円 馬単： 28，098，600円 ワイド： 19，073，000円
3連複： 56，285，100円 3連単： 95，672，700円 計： 300，660，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 240円 � 360円 枠 連（1－5） 190円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 460円 �� 530円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計 218503 的中 � 51232（2番人気）
複勝票数 計 329278 的中 � 73547（2番人気）� 34157（3番人気）� 19594（4番人気）
枠連票数 計 114860 的中 （1－5） 44881（1番人気）
馬連票数 計 352674 的中 �� 20475（3番人気）
馬単票数 計 280986 的中 �� 10397（5番人気）
ワイド票数 計 190730 的中 �� 10875（3番人気）�� 9200（4番人気）�� 3590（10番人気）
3連複票数 計 562851 的中 ��� 10637（10番人気）
3連単票数 計 956727 的中 ��� 5470（32番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．2―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．4―47．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル イ カ ズ マ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2013．6．9 阪神2着

2011．3．6生 牡2鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 モウイイデショウ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

19086 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・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
1：49．4
1：47．8

良
重

612 ナンヨーカノン 牝3青鹿 54
51 ▲藤懸 貴志中村 德也氏 領家 政蔵 安平 ノーザンファーム 454－ 21：52．9 18．5�

11 ケイティバローズ 牝3鹿 54 浜中 俊猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 486－ 21：53．53� 3．0�
611 サ ン レ ー ン 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬 H.H．シェイク・ハムダン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 61：53．6� 107．6�

816 アステュート 牝3黒鹿 54
51 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 486＋101：53．7� 6．2�
24 ラ カ 牝3鹿 54 川田 将雅 �グリーンファーム松田 博資 千歳 社台ファーム 420－ 41：54．55 3．0�
510 クーファスター 牝3黒鹿54 高倉 稜大迫久美子氏 山内 研二 新冠 村上 欽哉 480＋ 21：54．92� 58．1	
59 ビックセイラー 牝3芦 54 和田 竜二
槇本牧場 庄野 靖志 日高 槇本牧場 516－ 61：55．0� 30．4�
48 マコトエクサルシス 牝3芦 54 幸 英明尾田左知子氏 梅田 智之 日高 白井牧場 458＋ 41：55．1� 35．1�
713 サンレイフローラ 牝3鹿 54 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 442＋ 2 〃 ハナ 34．0
714 サフランパートナー 牝3鹿 54 藤岡 康太海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 460＋121：55．31 52．9�
36 エーシンオマーン 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 488＋ 21：55．83 9．6�
12 グローバルハート 牝3鹿 54 内田 博幸窪田 芳郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 458± 01：56．54 9．9�
23 ポワドサントゥール 牝3栗 54

52 △中井 裕二下河辺隆行氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 470＋ 6 〃 クビ 363．7�
35 ジョウノグロリア 牝3鹿 54 武 豊小川 義勝氏 小崎 憲 日高 三城牧場 462＋141：57．03 39．6�
47 ウインドユナチャン 牝3鹿 54 太宰 啓介福原 正博氏 吉村 圭司 平取 高橋 幸男 456 ― 〃 ハナ 365．3�
815 コ ラ ー ゲ ン 牝3栗 54 岡田 祥嗣青芝商事� 平田 修 安平 ノーザンファーム 456－101：58．610 500．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，629，200円 複勝： 42，786，300円 枠連： 11，955，000円
馬連： 39，386，800円 馬単： 27，845，200円 ワイド： 22，063，400円
3連複： 61，364，000円 3連単： 98，318，300円 計： 324，348，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 660円 � 140円 � 2，690円 枠 連（1－6） 2，440円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 15，290円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 74，740円 3 連 単 ��� 447，900円

票 数

単勝票数 計 206292 的中 � 8796（6番人気）
複勝票数 計 427863 的中 � 13338（6番人気）� 126041（1番人気）� 2959（13番人気）
枠連票数 計 119550 的中 （1－6） 3621（10番人気）
馬連票数 計 393868 的中 �� 8378（10番人気）
馬単票数 計 278452 的中 �� 2365（27番人気）
ワイド票数 計 220634 的中 �� 4236（10番人気）�� 347（72番人気）�� 1431（38番人気）
3連複票数 計 613640 的中 ��� 606（139番人気）
3連単票数 計 983183 的中 ��� 162（785番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．8―12．6―12．8―12．9―12．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．9―49．5―1：02．3―1：15．2―1：28．0―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．7
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーカノン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．10．20 京都5着

2010．1．23生 牝3青鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 7戦1勝 賞金 6，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コラーゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月21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。
（非当選馬） 4頭 アラタマセット号・スリーアイドル号・テイエムオデッセイ号・ビューティルック号

第３回 中京競馬 第８日



19087 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00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
1：20．0
1：19．0

良
良

714 エ イ ン セ ル 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 430± 01：22．0 5．6�
23 � クラシカルバリュー 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 大久保龍志 米 Shadai Farm 438± 01：22．21 45．1�
715� エーシンザホット 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du

Quesnay 488＋ 81：22．3� 18．9�
611 ウインドストリーム 牝3鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム B454－ 21：22．4	 3．2�
35 ケージーサクランボ 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 428－ 21：22．5	 31．7�
12 シゲルコウマザ 牝3芦 54 国分 優作森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 418＋ 2 〃 クビ 22．5	
713 マリンルック 牝3鹿 54 内田 博幸岡 浩二氏 中竹 和也 安平 追分ファーム 418－ 21：22．6クビ 63．7

612 ダイヤモンドベリー 牝3鹿 54 武 豊青山 洋一氏 千田 輝彦 安平 追分ファーム 490＋ 21：22．92 8．8�
816� リアルアーネスト 牝3栗 54 高倉 稜�グランド牧場 坪 憲章 米 Yoshiyuki Ito 436＋ 2 〃 ハナ 21．4
36 ウルトラサウンド 牡3鹿 56 池添 謙一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 アタマ 9．5�
59 � トゥービーハッピー 牝3鹿 54 和田 竜二�グランド牧場 角居 勝彦 米 Yoshiyuki Ito 448＋ 21：23．0クビ 80．3�
48 ダノンホーネット 牡3鹿 56 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 456－10 〃 クビ 113．0�
817 グ ロ ー ブ 牝3栗 54 藤岡 康太脇山 良之氏 角居 勝彦 平取 坂東牧場 432± 0 〃 ハナ 7．2�
510 サンライズテナンゴ 牡3芦 56

53 ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 456－ 81：23．42� 112．1�
818 ベストブレーン 牡3鹿 56 川田 将雅寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 482± 01：23．5	 6．7�
47 スマートレーベル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太大川 徹氏 吉村 圭司 新ひだか 荒谷 英俊 460＋ 81：23．71 137．9�
11 ドラマティコ 牝3栗 54 酒井 学岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：24．97 348．6�
24 ルージュボックス 牝3栗 54 武 幸四郎小林竜太郎氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 41：26．9大差 308．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，205，300円 複勝： 38，857，100円 枠連： 16，702，900円
馬連： 43，368，800円 馬単： 27，095，900円 ワイド： 23，774，900円
3連複： 64，192，500円 3連単： 91，752，100円 計： 327，949，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 1，060円 � 730円 枠 連（2－7） 10，480円

馬 連 �� 10，450円 馬 単 �� 18，440円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 1，890円 �� 13，870円

3 連 複 ��� 99，530円 3 連 単 ��� 466，990円

票 数

単勝票数 計 222053 的中 � 31600（2番人気）
複勝票数 計 388571 的中 � 62015（2番人気）� 8296（11番人気）� 12460（9番人気）
枠連票数 計 167029 的中 （2－7） 1177（22番人気）
馬連票数 計 433688 的中 �� 3064（34番人気）
馬単票数 計 270959 的中 �� 1085（67番人気）
ワイド票数 計 237749 的中 �� 2106（32番人気）�� 3152（23番人気）�� 414（87番人気）
3連複票数 計 641925 的中 ��� 476（211番人気）
3連単票数 計 917521 的中 ��� 145（1027番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．9―11．7―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．8―46．7―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．3
3 5，13（10，12）9（11，6，18）（1，2，14，17）4（3，15）（7，16）8 4 5－13（9，10，12）（1，11）（2，14，6）（4，3，17，18）15（7，16）8

勝馬の
紹 介

エ イ ン セ ル �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．13 京都6着

2010．4．2生 牝3鹿 母 ピクシーダスト 母母 シャンクシー 8戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ウインドストリーム号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・

12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルージュボックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エヴリシーズン号・フェアリーシチー号・マイネルヴォル号

19088 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：59．6
1：56．1

良
良

35 � ロッカデバルディ 牡3黒鹿54 浜中 俊吉田 和美氏 吉村 圭司 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

508＋ 22：02．4 2．2�
714 コスミックワンダー 牡3鹿 56 池添 謙一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－ 42：02．82� 5．9�
36 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 松山 弘平森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 460－ 22：02．9クビ 5．3�
715 ルペールノエル 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 504± 02：03．11	 7．6�
510 トウカイプリーズ 牡3鹿 56 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 462－ 4 〃 クビ 5．6�
23 カイザーカフェ 牡3鹿 56 武 幸四郎西川 光一氏 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 426＋ 42：03．73� 165．9	
713 ダノングラッド 牡3鹿 56

54 △中井 裕二�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 434＋ 2 〃 ハナ 42．9

24 ビービーダンク 牡3青鹿56 戸崎 圭太坂東 勝彦氏 領家 政蔵 清水 小野瀬 晃司 540－122：04．01
 88．2�
818 イセノファルコン 牡3栗 56 柴山 雄一大橋 正子氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 4 〃 ハナ 348．8�
47 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56 熊沢 重文森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 466＋ 22：04．21	 93．8
48 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 476＋ 22：04．52 477．6�
612 サワヤカハンサム 牡3栗 56

53 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 418＋ 42：04．71 410．2�
817 スズカルミナリー 牝3鹿 54 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 B454－ 2 〃 アタマ 239．1�
59 クリムトキッス 牝3鹿 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 478＋ 62：05．65 36．7�
12 スナークスクリプト 牡3鹿 56 国分 優作杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか 嶋田牧場 B486－ 22：05．81 298．3�
611 サダムサロペット 牝3芦 54

51 ▲藤懸 貴志大西 定氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 62：06．33 37．5�

11 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 488－ 42：06．83 84．0�
816 ホウショウザクラ 牝3栗 54 高倉 稜芳賀 吉孝氏 増本 豊 日高 新井 昭二 422－ 22：10．1大差 344．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，483，200円 複勝： 37，577，500円 枠連： 15，220，900円
馬連： 38，537，200円 馬単： 28，535，000円 ワイド： 21，251，700円
3連複： 57，209，900円 3連単： 99，011，200円 計： 319，826，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 170円 � 150円 枠 連（3－7） 280円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 370円 �� 310円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 4，970円

票 数

単勝票数 計 224832 的中 � 81203（1番人気）
複勝票数 計 375775 的中 � 107246（1番人気）� 50366（4番人気）� 65024（2番人気）
枠連票数 計 152209 的中 （3－7） 40759（1番人気）
馬連票数 計 385372 的中 �� 34538（3番人気）
馬単票数 計 285350 的中 �� 16972（3番人気）
ワイド票数 計 212517 的中 �� 14293（3番人気）�� 18029（2番人気）�� 12126（7番人気）
3連複票数 計 572099 的中 ��� 36249（3番人気）
3連単票数 計 990112 的中 ��� 14705（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．7―13．1―12．5―12．3―12．2―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．6―49．7―1：02．2―1：14．5―1：26．7―1：38．6―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7
1
3

11（16，18）（4，9，12）（5，15）8（1，13）（2，6，17）（7，10）14－3・（11，16，18，13）（4，9，12）15（5，8）（6，17）（1，2，14，10）（7，3）
2
4

11（16，18）（4，9，12）（5，8，15）（1，13）（2，6，17）（7，10）14－3・（11，18，13）4（5，16，15）12（9，6，17）8（2，14，10）（1，7，3）
勝馬の
紹 介

�ロッカデバルディ �
�
父 Hussonet �

�
母父 Danehill デビュー 2013．6．15 阪神4着

2010．10．13生 牡3黒鹿 母 Ribe 母母 Kapeskin 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウショウザクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 バジンガ号・マノアラニ号



19089 7月21日 晴 良 （25中京3）第8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

715 オトコギマサムネ 牡2鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 458 ―1：23．5 12．0�
24 スナッチマインド 牝2鹿 54 戸崎 圭太有限会社シルク岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428 ―1：23．82 3．3�
713 プ ロ ス パ ー 牡2黒鹿54 小牧 太前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474 ― 〃 ハナ 3．2�
816 アラタマシャトル 牡2鹿 54 高倉 稜荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 448 ―1：24．01� 134．1�
12 ピエナブラウニー 牝2青 54 武 豊本谷 兼三氏 坂口 正則 千歳 社台ファーム 422 ―1：24．1� 7．4�
23 スリーマキシマム 牡2鹿 54

52 △中井 裕二永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 468 ―1：24．3� 127．1	
11 タガノハウリング 牡2鹿 54

51 ▲岩崎 翼八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486 ―1：24．4� 8．9


36 タマモライト 牡2鹿 54 柴山 雄一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 444 ― 〃 クビ 52．7�
611 コスモアイオライト 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 猿橋 義昭 442 ―1：24．5クビ 39．4
818 フミノホクトセイ 牡2鹿 54 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 丸幸小林牧場 460 ―1：24．81� 73．7�
59 コウエイダイオウ 牡2芦 54 藤岡 康太西岡 静男氏 松元 茂樹 日高 シンボリ牧場 474 ―1：25．01	 10．9�
47 ジョーチャーリー 牡2黒鹿54 内田 博幸上田けい子氏 中竹 和也 浦河 バンブー牧場 466 ―1：25．21� 27．3�
35 サマーパーティ 牡2鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―1：25．51� 40．7�
510 ラ グ タ イ ム 牝2鹿 54 福永 祐一小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 430 ―1：25．6	 15．0�
817 シゲルブシュウ 牡2黒鹿54 池添 謙一森中 蕃氏 武田 博 新冠 中央牧場 468 ―1：26．13 100．7�
714 サクセスジョイ 牝2黒鹿54 水口 優也�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 450 ― 〃 クビ 338．5�
48 パフュームボム 牝2鹿 54 和田 竜二飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：26．84 177．6�
612 バイオレットパワー 牝2栗 54 小坂 忠士中野 銀十氏 境 直行 別海 野付ライディ

ングファーム 418 ―1：28．07 334．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，127，700円 複勝： 37，099，700円 枠連： 17，806，000円
馬連： 46，308，300円 馬単： 32，069，500円 ワイド： 22，965，100円
3連複： 65，170，500円 3連単： 103，231，700円 計： 349，778，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 270円 � 140円 � 140円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 770円 �� 550円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 19，900円

票 数

単勝票数 計 251277 的中 � 16566（6番人気）
複勝票数 計 370997 的中 � 25621（6番人気）� 86630（1番人気）� 82095（2番人気）
枠連票数 計 178060 的中 （2－7） 22649（2番人気）
馬連票数 計 463083 的中 �� 16007（9番人気）
馬単票数 計 320695 的中 �� 4313（22番人気）
ワイド票数 計 229651 的中 �� 6748（10番人気）�� 9949（4番人気）�� 22558（1番人気）
3連複票数 計 651705 的中 ��� 23734（3番人気）
3連単票数 計1032317 的中 ��� 3829（42番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．4―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―48．1―1：00．0―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．4
3 2（1，6）（4，18）16（5，9）（11，13）（3，7，15）（8，10，17）－14，12 4 2（1，6）（3，4，18）（5，16）（8，7，11，9，13）15－（14，10，17）－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オトコギマサムネ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2011．3．17生 牡2鹿 母 レッドベリル 母母 レッドヴェルベット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 タガノハウリング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タガノハウリング号は，発走調教再審査。
※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） 4頭 シュンブレイン号・フェアリースマイル号・モンラッシェ号・ロスヴァイセ号

19090 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：21．9
1：21．5

良
不良

59 ニホンピロマイティ 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 448－ 21：24．6 42．4�
612 スマートレバレッジ 牡3栗 56 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 456－ 41：24．81� 5．7�
47 サンライズネオ 牡3黒鹿56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 462－ 41：25．12 1．8�
12 ロイヤルレイド 牡3鹿 56 幸 英明山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 460－ 4 〃 アタマ 24．7�
35 セイウンラードゥガ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 440＋ 4 〃 ハナ 19．3�
713 テーオークリスエス 牡3鹿 56

54 △中井 裕二小笹 公也氏 須貝 尚介 日高 ヤナガワ牧場 510－101：25．52� 10．3�
510 アラタシャチョウ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 	ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 544－121：25．6クビ 33．1

714 スイングタキオン 牡3栗 56 福永 祐一平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 472＋ 21：25．7� 7．9�
23 ビコーピリラニ 牡3栗 56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 480－ 41：25．8� 56．9
36 クリノサンタクルス 牡3鹿 56 小牧 太栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 川島 良一 460－161：26．01� 125．9�
611 ヴィトレスク 牝3芦 54 高倉 稜八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 406－ 21：26．31� 12．5�
48 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 480－ 2 〃 クビ 66．2�
816 メイショウヤマナミ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 480－ 21：27．04 304．6�
11 ストロンボリ 牝3栗 54 藤岡 康太芹澤 精一氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 472± 01：28．17 97．6�
24 シゲルカンムリザ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 ミルファーム 550 ―1：30．4大差 211．3�
815 ジオパークキリシマ 牡3栗 56 水口 優也西村新一郎氏 湯窪 幸雄 日高 合資会社カ

ネツ牧場 462 ― 〃 クビ 472．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，898，500円 複勝： 45，919，600円 枠連： 14，556，000円
馬連： 45，159，500円 馬単： 34，067，600円 ワイド： 24，080，300円
3連複： 62，369，300円 3連単： 119，525，400円 計： 371，576，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，240円 複 勝 � 490円 � 160円 � 110円 枠 連（5－6） 4，450円

馬 連 �� 9，530円 馬 単 �� 23，790円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 890円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 60，710円

票 数

単勝票数 計 258985 的中 � 4819（9番人気）
複勝票数 計 459196 的中 � 12760（8番人気）� 64239（2番人気）� 197715（1番人気）
枠連票数 計 145560 的中 （5－6） 2418（13番人気）
馬連票数 計 451595 的中 �� 3500（26番人気）
馬単票数 計 340676 的中 �� 1057（53番人気）
ワイド票数 計 240803 的中 �� 2948（22番人気）�� 6230（10番人気）�� 25239（1番人気）
3連複票数 計 623693 的中 ��� 10913（14番人気）
3連単票数 計1195254 的中 ��� 1453（166番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―11．8―12．3―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．7―46．5―58．8―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 ・（12，8，13）（1，7，9）－（3，5，10，11）2－（14，16）－4，6－15 4 ・（12，8，13）（1，7，9）（3，5，10）（2，11）－14－（16，6）4＝15

勝馬の
紹 介

ニホンピロマイティ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．10．14 京都10着

2010．2．20生 牡3黒鹿 母 ニホンピロアブミ 母母 ニホンピロクリア 7戦1勝 賞金 5，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカンムリザ号・ジオパークキリシマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年8月21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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミリタリーアーツ号
（非抽選馬） 4頭 トーホウシラギク号・パープルアイズ号・プリーズユアラヴ号・ブレイヴフィート号



19091 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：20．0
1：19．0

良
良

48 フ ィ エ ロ 牡4青鹿57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506＋ 41：21．7 2．8�

714 ク ロ ー チ ェ 牡4栗 57 和田 竜二 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 522－ 41：21．91 6．8�
35 キタサンエピソード 牡4栗 57 川田 将雅�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 498＋101：22．0� 4．7�
713 ダノンドリーム 牡4青鹿57 戸崎 圭太�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋14 〃 クビ 17．3�
12 スピークソフトリー 牝4鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－101：22．1クビ 14．0	
59 ジーブラック 牝3芦 52 高倉 稜�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 432± 01：22．31� 42．9

612 サダムコーテイ 牡3鹿 54 松山 弘平大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 0 〃 クビ 8．2�
818 ラヴァーズポイント 牝3青鹿52 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 492＋32 〃 ハナ 29．4�
24 ノ ー ブ リ ー 牡4鹿 57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 472＋ 81：22．4クビ 9．0
47 トルネードミノル 牡4鹿 57 太宰 啓介吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 478－ 81：22．61 131．4�
510 メイショウムロト 牡4鹿 57 福永 祐一松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 486＋16 〃 ハナ 52．2�
11 ディパッション 牝3鹿 52 内田 博幸大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋101：22．91� 80．2�
36 � エイユーラピス 牝4鹿 55 柴山 雄一笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 464－101：23．0� 191．4�
611 スマートアーサイト 牡6黒鹿57 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：23．1� 62．1�
715 ロゼッタストーン 牡4鹿 57 小牧 太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B468＋ 6 〃 ハナ 35．6�
23 シューサクオー 	4鹿 57 鮫島 良太杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476＋ 8 〃 アタマ 342．5�
817 シゲルシバグリ 牡4栗 57

54 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 高橋 修 502＋ 61：23．31 47．5�
816� サンマルリバティ 牡4鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 532± 01：23．61� 568．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，509，000円 複勝： 55，711，800円 枠連： 17，774，900円
馬連： 68，892，600円 馬単： 40，199，200円 ワイド： 32，977，500円
3連複： 83，831，700円 3連単： 135，190，400円 計： 467，087，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 180円 � 150円 枠 連（4－7） 650円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 460円 �� 290円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 325090 的中 � 93813（1番人気）
複勝票数 計 557118 的中 � 128796（1番人気）� 71158（3番人気）� 97119（2番人気）
枠連票数 計 177749 的中 （4－7） 20427（1番人気）
馬連票数 計 688926 的中 �� 48999（3番人気）
馬単票数 計 401992 的中 �� 16926（3番人気）
ワイド票数 計 329775 的中 �� 17207（3番人気）�� 30462（1番人気）�� 14888（5番人気）
3連複票数 計 838317 的中 ��� 38191（1番人気）
3連単票数 計1351904 的中 ��� 12633（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―11．9―11．3―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．5―47．4―58．7―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ エ ロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2012．7．7 中京1着

2009．3．14生 牡4青鹿 母 ル ビ ー 母母 Offshore Boom 4戦2勝 賞金 14，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プレノタート号
（非抽選馬） 2頭 エクストラトーン号・コアレスドラゴン号

19092 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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
1：32．8
1：30．7

良
良

713 ブレイズアトレイル 牡4芦 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－ 41：33．8 4．7�
612 フ ル ー キ ー 牡3青鹿54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 ハナ 3．0�
816 エクスパーシヴ 牝3鹿 52 戸崎 圭太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 474＋ 41：34．11� 7．5�
47 エメラルドヴァレー 牝5青鹿 55

52 ▲藤懸 貴志吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 426＋ 81：34．52	 70．4�
35 プリフォンテイン 牡3鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 21：34．6	 57．9	
23 トキノビスコンティ 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 502＋ 2 〃 クビ 99．3

11 サトノプレステージ 牡3鹿 54 松山 弘平里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 488－101：34．7クビ 8．3�
714 アドマイヤツヨシ 牡3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 6 〃 クビ 11．3�
59 クレムリンシチー 牡6栗 57 岡田 祥嗣 �友駿ホースクラブ 清水 出美 浦河 アイオイファーム 530－ 61：34．8クビ 262．6
611 ローザズカレッジ 牡3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 474＋141：34．9	 7．6�
36 サウンドバラッド 
6鹿 57 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム 476－101：35．11� 27．2�
815 アクションバイオ 牡3黒鹿54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 482－ 21：35．31� 51．7�
510 マイティースコール 牡5栗 57

55 △中井 裕二小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 41：35．4	 37．0�

48 インステイト 牡4栗 57 和田 竜二 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 10．9�
12 � デンコウチャレンジ 牝4鹿 55

52 ▲森 一馬田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 442＋121：35．82	 422．7�
24  ヴードゥーフェスト 牡3青鹿54 太宰 啓介 �社台レースホース宮 徹 米 Shadai Cor-

poration 532＋ 41：36．12 56．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，052，200円 複勝： 54，031，800円 枠連： 19，456，500円
馬連： 75，330，400円 馬単： 41，576，400円 ワイド： 31，285，500円
3連複： 95，147，200円 3連単： 165，186，800円 計： 513，066，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 130円 � 220円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 320円 �� 500円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 310522 的中 � 52332（2番人気）
複勝票数 計 540318 的中 � 97540（2番人気）� 131402（1番人気）� 52036（4番人気）
枠連票数 計 194565 的中 （6－7） 36282（1番人気）
馬連票数 計 753304 的中 �� 84206（1番人気）
馬単票数 計 415764 的中 �� 17645（3番人気）
ワイド票数 計 312855 的中 �� 25988（1番人気）�� 14929（4番人気）�� 17096（3番人気）
3連複票数 計 951472 的中 ��� 47708（1番人気）
3連単票数 計1651868 的中 ��� 13909（11番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―11．9―12．0―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．6―46．5―58．5―1：10．3―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

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

ブレイズアトレイル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．7．24 新潟2着

2009．4．13生 牡4芦 母 ラフィントレイル 母母 ファビラスラフイン 13戦3勝 賞金 33，468，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クラウンシュバルツ号



19093 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第9競走 ��
��1，400�スポーツ報知杯中京2歳ステークス

発走14時25分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

読売新聞中部支社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

44 グランシェリー 牝2芦 54 浜中 俊間宮 秀直氏 庄野 靖志 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486－ 61：22．7 5．4�

55 ウインスプラッシュ 牡2鹿 54 中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 458＋ 21：22．91� 15．6�
22 マイネルギャルソン 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 61：23．21	 3．8�
33 クリノジュロウジン 牡2栗 54 高倉 稜栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 土田 陽介 454＋ 81：23．51	 12．2�
66 イ ス ル ギ 牝2黒鹿54 福永 祐一荒木隆之介氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 404－ 8 〃 クビ 2．9�
88 ナムラアッパー 牡2鹿 54 太宰 啓介奈村 信重氏 野村 彰彦 浦河 谷川牧場 394－121：23．92� 6．7	
11 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± 01：24．0クビ 47．9

77 
 セ ト ア ロ ー 牡2鹿 54 内田 博幸難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

510 ―1：25．17 6．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 38，655，800円 複勝： 43，964，700円 枠連： 発売なし
馬連： 72，300，500円 馬単： 48，358，900円 ワイド： 24，172，700円
3連複： 70，452，100円 3連単： 198，631，400円 計： 496，536，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 300円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 430円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 36，240円

票 数

単勝票数 計 386558 的中 � 56661（3番人気）
複勝票数 計 439647 的中 � 52601（4番人気）� 32081（7番人気）� 94455（2番人気）
馬連票数 計 723005 的中 �� 13135（18番人気）
馬単票数 計 483589 的中 �� 5220（33番人気）
ワイド票数 計 241727 的中 �� 5223（18番人気）�� 14578（4番人気）�� 11171（7番人気）
3連複票数 計 704521 的中 ��� 11830（22番人気）
3連単票数 計1986314 的中 ��� 4046（145番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．8―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―47．2―58．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランシェリー �

父 アルデバランⅡ �


母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．15 阪神1着

2011．3．20生 牝2芦 母 エポックサクラ 母母 ベルエポック 2戦2勝 賞金 22，182，000円

19094 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

お と う ば し

尾 頭 橋 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

47 リックムファサ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 472－ 81：11．0 3．3�
714� ネオシーサー 牡6青 57 岡田 祥嗣佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 444± 01：11．21	 52．3�
815 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 浜中 俊�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 480± 01：11．3
 6．2�
611� アランルース �5栃栗57 武 豊�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 448－ 4 〃 クビ 10．2�
24 � アンリヴィールド 牝4栗 55 武 幸四郎�大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

B476＋ 41：11．4クビ 14．2�
59 カシノインカローズ 牝4鹿 55 酒井 学柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 448－ 8 〃 ハナ 4．3	
23 ナリタシーズン 牡6栗 57 松山 弘平
オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 504－ 21：11．61	 63．7�
11 レッツゴーマークン 牡5栗 57 柴山 雄一
Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 434－ 41：11．7クビ 22．1�
510 トイボックス 牡6黒鹿57 中井 裕二名古屋友豊
 木原 一良 新ひだか 久井牧場 466－14 〃 クビ 66．6
48 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 藤懸 貴志吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 438＋ 21：11．8クビ 33．4�
612 イッツアチャンス 牡6鹿 57 福永 祐一吉田 修氏 梅内 忍 様似 出口 繁夫 506＋ 4 〃 アタマ 31．4�
36 シゲルオウシザ 牡3栗 54 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 506－ 6 〃 ハナ 23．8�
12 マッシヴリーダー 牡5栗 57 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 474－ 6 〃 アタマ 138．9�
816� ラヴフェアリー 牝5鹿 55 水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 450＋ 21：12．01 366．6�
713� アテーナーズブレス 牝5鹿 55 池添 謙一中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 464＋ 41：12．1	 7．6�
35 � トーホウペガサス 牡6鹿 57 幸 英明東豊物産
 古賀 史生 日高 竹島 幸治 508＋ 81：12．84 18．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，861，700円 複勝： 61，416，300円 枠連： 26，532，500円
馬連： 111，316，300円 馬単： 61，574，300円 ワイド： 47，770，800円
3連複： 153，019，000円 3連単： 266，546，000円 計： 764，036，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 770円 � 210円 枠 連（4－7） 980円

馬 連 �� 7，020円 馬 単 �� 9，880円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 510円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 15，850円 3 連 単 ��� 86，550円

票 数

単勝票数 計 358617 的中 � 86178（1番人気）
複勝票数 計 614163 的中 � 140508（1番人気）� 14924（11番人気）� 78091（3番人気）
枠連票数 計 265325 的中 （4－7） 20019（2番人気）
馬連票数 計1113163 的中 �� 11717（24番人気）
馬単票数 計 615743 的中 �� 4603（35番人気）
ワイド票数 計 477708 的中 �� 5552（27番人気）�� 25479（3番人気）�� 3450（41番人気）
3連複票数 計1530190 的中 ��� 7126（53番人気）
3連単票数 計2665460 的中 ��� 2273（261番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―11．6―12．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．7―34．3―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リックムファサ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー 2010．10．3 中山3着

2008．4．9生 牡5鹿 母 アイドルタレント 母母 ダイナマリー 16戦4勝 賞金 56，741，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ゴッドツェッペリン号・ネオヴァンクル号・ヒーロー号・ミヤジシェンロン号・ワンダーフォルテ号
（非抽選馬） 3頭 アグネスレイザー号・スプリングオスロ号・ベストサーパス号

１レース目



19095 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第61回トヨタ賞中京記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，24．7．21以降25．7．14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

トヨタ賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

816 フラガラッハ 牡6鹿 57 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492± 01：33．5 11．9�

612 ミッキードリーム 牡6栗 57 太宰 啓介野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 41：33．6� 45．8�
35 リルダヴァル 牡6栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498－ 41：33．81 6．1�
36 ドナウブルー 牝5鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋121：33．9� 4．1�
11 ワ イ ズ リ ー �5栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 456－ 41：34．0� 12．0�
611 サトノパンサー 牡5鹿 53 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500＋ 4 〃 ハナ 21．8	
713 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 52 酒井 学高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 484＋ 2 〃 ハナ 36．5

510 セイクリッドセブン 牡6栗 53 川田 将雅 �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 476－ 4 〃 クビ 22．2�
59 ム ク ド ク �7青鹿56 戸崎 圭太平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 4 〃 ハナ 21．4�
24 	 ランリョウオー 牡6黒鹿55 浜中 俊吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

476＋ 21：34．1
 4．1
48 ウインドジャズ 牡6黒鹿53 幸 英明岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：34．2� 151．1�
47 ア カ ン サ ス 牝5青 54 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 442－ 41：34．3クビ 56．1�
12 	 オセアニアボス 牡8青鹿56 熊沢 重文�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B486± 01：34．62 90．3�
714	 ファリダット 牡8青鹿57 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 476＋ 21：34．81� 35．0�
815 シャイニーホーク 牡5栗 56 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 528＋ 4 〃 アタマ 13．0�
23 フレールジャック 牡5鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋10 （競走中止） 9．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 146，500，300円 複勝： 227，331，700円 枠連： 147，044，300円
馬連： 593，195，300円 馬単： 287，310，700円 ワイド： 208，521，500円
3連複： 936，258，100円 3連単： 1，625，257，000円 計： 4，171，418，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 440円 � 800円 � 270円 枠 連（6－8） 3，950円

馬 連 �� 22，000円 馬 単 �� 35，330円

ワ イ ド �� 4，720円 �� 1，710円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 49，430円 3 連 単 ��� 366，580円

票 数

単勝票数 計1465003 的中 � 97259（5番人気）
複勝票数 計2273317 的中 � 132410（7番人気）� 67338（12番人気）� 257828（3番人気）
枠連票数 計1470443 的中 （6－8） 27475（17番人気）
馬連票数 計5931953 的中 �� 19905（69番人気）
馬単票数 計2873107 的中 �� 6003（115番人気）
ワイド票数 計2085215 的中 �� 10741（60番人気）�� 30604（17番人気）�� 15567（46番人気）
3連複票数 計9362581 的中 ��� 13981（162番人気）
3連単票数 計16252570 的中 ��� 3272（1073番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―35．7―47．2―58．7―1：10．0―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．8

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

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

フラガラッハ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2009．12．20 阪神2着

2007．4．3生 牡6鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 24戦8勝 賞金 198，059，000円
〔競走中止〕 フレールジャック号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 スエズ号・チョイワルグランパ号・トシギャングスター号・ファイナルフォーム号・ユニバーサルバンク号

19096 7月21日 晴 良 （25中京3）第8日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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
1：49．4
1：47．8

良
重

24 ハギノサキガチ 牡3鹿 54 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442± 01：53．0 14．5�

36 グレートチャールズ 牡4栗 57 浜中 俊吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 508＋ 4 〃 ハナ 6．5�
12 ラガーライオン 牡3鹿 54 熊沢 重文奥村 啓二氏 柴田 政見 安平 �橋本牧場 460－101：53．1� 71．4�
11 リーゼントブルース 牡4芦 57 武 豊三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B478＋ 4 〃 ハナ 3．1�
815 シンゼンレンジャー 牡4黒鹿57 川田 将雅原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 480－ 41：53．2� 3．1�
23 キ ク ノ ソ ル 牡3鹿 54 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 498＋ 21：53．51� 11．9�
713 ベルラピエル 牡4黒鹿57 国分 優作 	社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 478＋ 91：54．03 105．4

59 ダイナミックウオー 牡3黒鹿54 高倉 稜小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 504－ 8 〃 クビ 7．7�
612 トゥヴァビエン 牡3黒鹿54 高田 潤玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 520－ 4 〃 アタマ 16．9�
816 オークヒルパーク 牝5黒鹿55 内田 博幸宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502± 01：54．31� 49．4
47 	 ワンダーストラ 牡6栗 57

54 ▲岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 514＋ 41：54．4� 144．6�
35 	 サウンドストーム 牡6芦 57 幸 英明増田 雄一氏 佐藤 正雄 日高 シンボリ牧場 484－171：55．35 200．9�
510 ガ ル ム 牡3鹿 54 藤岡 康太 	サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 516± 01：55．51
 47．2�
714 スズカカイゼル 牡3鹿 54 戸崎 圭太永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 B466－ 11：56．13� 41．6�
48 ハギノクーザ 牝4鹿 55 松山 弘平安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 450± 01：57．48 301．8�
611 レガリアシチー 牡3鹿 54

52 △中井 裕二 �友駿ホースクラブ 宮本 博 日高 下河辺牧場 496＋ 81：58．03� 125．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，866，300円 複勝： 87，361，700円 枠連： 37，134，900円
馬連： 148，697，900円 馬単： 83，541，700円 ワイド： 61，174，200円
3連複： 194，132，100円 3連単： 385，402，100円 計： 1，054，310，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 330円 � 250円 � 1，490円 枠 連（2－3） 2，160円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 11，390円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 8，230円 �� 6，210円

3 連 複 ��� 68，100円 3 連 単 ��� 412，820円

票 数

単勝票数 計 568663 的中 � 31060（6番人気）
複勝票数 計 873617 的中 � 71421（4番人気）� 108705（3番人気）� 12872（11番人気）
枠連票数 計 371349 的中 （2－3） 12725（11番人気）
馬連票数 計1486979 的中 �� 22741（17番人気）
馬単票数 計 835417 的中 �� 5415（41番人気）
ワイド票数 計 611742 的中 �� 10956（14番人気）�� 1801（59番人気）�� 2392（45番人気）
3連複票数 計1941321 的中 ��� 2104（142番人気）
3連単票数 計3854021 的中 ��� 689（770番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．2―12．8―12．5―12．5―12．4―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．5―50．3―1：02．8―1：15．3―1：27．7―1：40．2

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノサキガチ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．9．23 阪神6着

2010．5．4生 牡3鹿 母 ハギノアウグラーレ 母母 Hum Along 12戦2勝 賞金 16，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アサクサショパン号・サトノサウザー号・ワイドバッハ号

４レース目



（25中京3）第8日 7月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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

227，150，000円
7，490，000円
1，650，000円
20，560，000円
67，516，000円
5，264，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
479，639，500円
764，986，000円
335，669，900円
1，317，761，000円
740，273，000円
539，110，600円
1，899，431，500円
3，383，725，100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 9，460，596，600円

総入場人員 24，769名 （有料入場人員 ）



平成25年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，435頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

1，573，790，000円
6，240，000円
68，730，000円
12，970，000円
140，100，000円
506，257，500円
41，054，400円
13，776，000円

勝馬投票券売得金
3，080，168，600円
5，266，145，900円
2，010，673，200円
7，842，129，600円
4，874，648，300円
3，402，853，400円
11，214，652，200円
20，598，098，600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 58，289，369，800円

総入場延人員 135，529名 （有料入場延人員 102，488名）
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