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19037 7月13日 曇 良 （26中京3）第4日 第1競走 ��
��1，600�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
1：35．8
1：32．3

良
良

22 カシノハリウッド 牡2栗 54 浜中 俊柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 496－ 61：38．7 2．5�
79 クラリティスカイ 牡2鹿 54 戸崎 圭太杉山 忠国氏 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 478－ 21：38．91� 3．5�
66 ナムラマミー 牝2鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 396± 01：39．0� 9．8�
11 レッドソロモン 牡2鹿 54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 クビ 3．2�
810 カリテスグレース 牝2黒鹿54 北村 友一北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 466－ 81：39．1	 32．7�
44 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 528± 01：39．2� 70．3	
33 フミノインパルス 牡2黒鹿54 蛯名 正義谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 460－ 21：39．3� 13．6

55 ウインハインズ 牡2黒鹿54 和田 竜二�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 424＋ 2 〃 クビ 115．5�
78 コパノジョージ 牡2黒鹿54 国分 恭介小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 21：39．4� 41．3�
811 トーセンヌーヴォー 牡2栗 54 松山 弘平島川 哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 456± 01：39．5� 97．4�
67 ナ ム ラ サ ラ 牝2栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 404－ 21：40．56 171．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，599，500円 複勝： 24，528，500円 枠連： 7，340，400円
馬連： 33，593，300円 馬単： 22，854，300円 ワイド： 17，619，500円
3連複： 50，601，500円 3連単： 92，414，400円 計： 264，551，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（2－7） 480円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 280円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 155995 的中 � 48668（1番人気）
複勝票数 計 245285 的中 � 72004（1番人気）� 51306（3番人気）� 26595（4番人気）
枠連票数 計 73404 的中 （2－7） 11812（2番人気）
馬連票数 計 335933 的中 �� 48346（2番人気）
馬単票数 計 228543 的中 �� 17621（3番人気）
ワイド票数 計 176195 的中 �� 21861（2番人気）�� 16327（4番人気）�� 8852（6番人気）
3連複票数 計 506015 的中 ��� 33415（3番人気）
3連単票数 計 924144 的中 ��� 17221（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．2―12．7―12．5―12．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―36．9―49．6―1：02．1―1：14．7―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6

3 4－2，6（5，11）（3，7）（9，10）（1，8）
2
4
4－（2，11）6，3（5，7）10，9－（1，8）
4－（6，2）－（5，11）－3，7（9，10）（1，8）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カシノハリウッド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．6．7 阪神3着

2012．3．26生 牡2栗 母 ペガサスゴールド 母母 ディスクオブゴールド 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19038 7月13日 小雨 良 （26中京3）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10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
1：08．0
1：06．5

良
良

24 ダ ラ ニ 牝3栗 54 福永 祐一山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン
ズファーム 478＋ 81：10．6 3．3�

36 ユウキファイン 牝3栗 54 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 468＋10 〃 アタマ 3．9�
714 ローレルグランツ 牡3栗 56 森 一馬 �ローレルレーシング 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 442＋12 〃 クビ 30．3�
612 ステイブレイズ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 464＋ 21：10．7クビ 14．6�
47 ヴ ィ ラ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 7．5�
23 イ ロ リ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 452－ 21：10．91 34．4	
611 キュークッキング 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 468＋ 61：11．0� 4．5

816 イタダキマス 牡3栗 56 国分 優作山口 正行氏 福島 信晴 日高 長谷川 一男 496＋ 4 〃 ハナ 59．4�
715 メイショウオイワケ 牡3青鹿56 浜中 俊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 472± 0 〃 アタマ 20．8�
510 オーバーチュア 牡3鹿 56 太宰 啓介窪田 康志氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 438－ 8 〃 アタマ 116．1
12 ティップトップ 牝3鹿 54 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 490＋ 41：11．1クビ 9．4�
59 ヤマニンアルブル 牡3黒鹿56 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 434± 01：11．41� 169．5�
35 ヴェイルオブクララ 牝3栗 54 Z．パートン吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム 442＋ 9 〃 ハナ 97．4�

（香港）

11 シゲルソウシュウ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 中村 雅明 440－ 2 〃 クビ 123．8�
713 メモリーファクト 牝3鹿 54 酒井 学�シンザンクラブ 武田 博 浦河 成隆牧場 426－ 41：11．82� 239．4�
48 アイアンミライ 牝3栗 54 高田 潤池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 432＋101：12．86 410．8�
818 ワンダールミノーザ 牝3鹿 54 川島 信二山本 信行氏 森田 直行 新ひだか 城地 清満 400± 01：14．29 468．0�
817 アップルシュガー 牝3鹿 54 小坂 忠士平口 信行氏 境 直行 浦河 大柳ファーム 456＋ 2 （競走中止） 355．0�
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売 得 金
単勝： 20，595，300円 複勝： 31，998，700円 枠連： 11，415，300円
馬連： 44，399，200円 馬単： 26，092，500円 ワイド： 24，490，900円
3連複： 63，216，900円 3連単： 88，859，200円 計： 311，068，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 500円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，610円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 6，740円 3 連 単 ��� 27，320円

票 数

単勝票数 計 205953 的中 � 49856（1番人気）
複勝票数 計 319987 的中 � 68157（2番人気）� 74209（1番人気）� 10603（8番人気）
枠連票数 計 114153 的中 （2－3） 12894（2番人気）
馬連票数 計 443992 的中 �� 42318（1番人気）
馬単票数 計 260925 的中 �� 13487（2番人気）
ワイド票数 計 244909 的中 �� 24463（1番人気）�� 3575（19番人気）�� 3759（18番人気）
3連複票数 計 632169 的中 ��� 7031（21番人気）
3連単票数 計 888592 的中 ��� 2358（80番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―11．7―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．7―46．4―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ラ ニ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．21 阪神2着

2011．5．4生 牝3栗 母 パーフェクトブルー 母母 ビューティークロス 4戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走状況〕 キュークッキング号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 アップルシュガー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダールミノーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月13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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロアジス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 中京競馬 第４日



19039 7月13日 雨 稍重 （26中京3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：48．9
1：47．8

重
重

47 サンタエヴィータ 牝3栗 54 戸崎 圭太有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－101：54．1 15．2�

24 サダムアリガトウ 牝3鹿 54
51 ▲松若 風馬大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 2 〃 クビ 1．6�
816 ジューンヴィエナ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 432－ 41：55．27 12．8�
48 フォールスクリーク 牝3黒鹿54 福永 祐一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 462－101：55．62� 5．1�
11 ショウナンバレッタ 牝3鹿 54 和田 竜二�湘南 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 61：56．23� 5．8	
12 ラヴミニスター 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 426－ 2 〃 クビ 153．5

815 クニサキオペラ 牝3鹿 54 森 一馬國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 452－101：56．62� 450．7�
23 エミネントフラワー 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート庄野 靖志 浦河 中島牧場 446＋121：56．81� 46．7�
612 ディープオセロ 牝3栗 54 幸 英明深見 敏男氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 466－ 2 〃 アタマ 142．2
35 マニッシュコート 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 428－101：56．9クビ 228．8�
59 アンジェルブ 牝3鹿 54 国分 優作青山 洋一氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466－201：57．32� 42．2�
36 アラタマデピュティ 牝3栗 54 �島 良太荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 478－ 61：57．93� 131．6�
714 カレンクリスティー 牝3鹿 54 浜中 俊鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 522＋101：58．22 36．6�
713 ユウアクトレス 牝3青 54 小牧 太�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 61：58．51� 70．1�
510 オリエンタルポピー 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438－ 42：01．5大差 85．9�
611 シ ゲ ル イ セ 牝3黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 新ひだか 筒井 征文 474＋162：03．09 364．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，004，000円 複勝： 87，165，200円 枠連： 12，990，200円
馬連： 42，226，700円 馬単： 34，863，000円 ワイド： 24，657，900円
3連複： 59，859，300円 3連単： 124，839，100円 計： 410，605，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 300円 � 110円 � 190円 枠 連（2－4） 290円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，980円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 19，570円

票 数

単勝票数 計 240040 的中 � 12625（5番人気）
複勝票数 計 871652 的中 � 18063（5番人気）� 663871（1番人気）� 35815（4番人気）
枠連票数 計 129902 的中 （2－4） 33855（1番人気）
馬連票数 計 422267 的中 �� 30177（4番人気）
馬単票数 計 348630 的中 �� 8862（9番人気）
ワイド票数 計 246579 的中 �� 13644（4番人気）�� 2789（17番人気）�� 24290（3番人気）
3連複票数 計 598593 的中 ��� 16286（8番人気）
3連単票数 計1248391 的中 ��� 4624（54番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―14．1―13．5―12．5―12．3―13．0―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―38．3―51．8―1：04．3―1：16．6―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

サンタエヴィータ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Candy Ride デビュー 2013．9．29 阪神9着

2011．2．21生 牝3栗 母 エヴィータアルゼンティーナ 母母 Jealous Wildcat 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 マニッシュコート号の騎手中井裕二は，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10，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オリエンタルポピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月13日まで平

地競走に出走できない。
シゲルイセ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月13日まで平地競走に
出走できない。

19040 7月13日 小雨 稍重 （26中京3）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

812 トウカイルーチェ 牡4青鹿60 北沢 伸也内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 512－ 43：23．5 28．6�
68 コウエイロックオン 牡5鹿 60 森 一馬西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム 494＋ 23：24．45 14．3�
811 ホッコーゼニト 牡5鹿 60 難波 剛健矢部 道晃氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 458－103：24．93 11．8�
33 ルペールノエル 牡4黒鹿60 白浜 雄造 �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 520＋ 63：25．64 3．5�
710 オールアズワン 牡6黒鹿60 佐久間寛志宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 486＋ 23：26．13 12．8�
22 � レッドキングダム 牡5鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 468± 03：26．52� 3．7	
79 � ジョーマダガスカル 	5鹿 60 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 506± 03：28．09 17．8

11 � シゲルカニザ 牡4栗 60 五十嵐雄祐森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 小倉牧場 494± 03：29．38 117．9�
55 ヤマニンルポ 牡3鹿 58 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470－ 23：29．72� 29．5�
56 � エーシンザピーク 牡4栗 60 黒岩 悠�栄進堂 小崎 憲 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

470－ 43：32．7大差 29．1
44 ヤマニンガーゴイル 牡7鹿 60 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 490－ 83：35．6大差 11．4�
67 � シゲルソウサイ 牡6鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 514＋ 6 （競走中止） 4．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，038，000円 複勝： 21，534，600円 枠連： 10，623，900円
馬連： 32，178，200円 馬単： 21，398，500円 ワイド： 17，109，600円
3連複： 50，029，200円 3連単： 78，609，600円 計： 247，521，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 840円 � 380円 � 320円 枠 連（6－8） 1，570円

馬 連 �� 18，800円 馬 単 �� 40，940円

ワ イ ド �� 4，740円 �� 3，980円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 63，480円 3 連 単 ��� 445，240円

票 数

単勝票数 計 160380 的中 � 4475（9番人気）
複勝票数 計 215346 的中 � 6123（11番人気）� 15167（6番人気）� 19145（4番人気）
枠連票数 計 106239 的中 （6－8） 5234（8番人気）
馬連票数 計 321782 的中 �� 1326（46番人気）
馬単票数 計 213985 的中 �� 392（92番人気）
ワイド票数 計 171096 的中 �� 921（47番人気）�� 1100（44番人気）�� 2761（20番人気）
3連複票数 計 500292 的中 ��� 591（129番人気）
3連単票数 計 786096 的中 ��� 128（819番人気）
上り 1マイル 1：50．6 4F 56．1－3F 42．9

コーナー
通過順位

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

2
�

・（11，12）（8，4）9－3－2（1，10，6）＝5
12，11＝（3，8）－（10，9）2＝1＝4＝6，5

勝馬の
紹 介

トウカイルーチェ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2012．9．23 阪神4着

2010．4．18生 牡4青鹿 母 トウカイポピー 母母 トウカイシャネル 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 シゲルソウサイ号は，1周目5号障害〔ハードル〕飛越の際，急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 トウカイルーチェ号の騎手北沢伸也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔調教再審査〕 シゲルソウサイ号は，1周目5号障害飛越の際，急に内側に逃避したことについて障害調教再審査。



19041 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4日 第5競走 ��
��1，600�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
1：35．8
1：32．3

良
良

57 コスモピーコック 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 466 ―1：40．0 11．7�
814 ビヨンジオール 牡2鹿 54 蛯名 正義林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 490 ―1：40．42� 13．1�

（ビヨンドオール）

610 ウインアーマー 牡2栗 54 和田 竜二�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 440 ―1：40．5� 26．4�
33 ミ コ ラ ソ ン 牡2鹿 54 武 豊松島 正昭氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 454 ―1：40．71� 13．9�
69 ダンツホーネット 牡2芦 54 酒井 学山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 460 ―1：40．8	 8．8	
11 カラパナビーチ 牡2黒鹿54 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 510 ―1：41．33 20．5

712 アドマイヤロワ 牡2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456 ―1：41．61	 2．4�
58 デザフィーオ 牡2黒鹿54 幸 英明今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458 ― 〃 クビ 55．3�
34 エイシンアンカー 牡2青鹿54 松山 弘平�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 442 ― 〃 ハナ 48．9
22 
 ナ ギ ッ ト 牝2鹿 54 小牧 太前田 幸治氏 尾関 知人 米 W. S. Farish 442 ―1：42．45 7．5�
45 オールブラッシュ 牡2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―1：42．61� 41．4�
46 タガノレジェンド 牡2青鹿 54

51 ▲義 英真八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 474 ― 〃 クビ 4．8�

813 エイシンアトラス 牡2鹿 54 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 浦河 まるとみ冨岡牧場 470 ―1：42．81� 168．8�
711 シゲルドンタク 牡2栗 54 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 洞�湖 レイクヴィラファーム 478 ―1：44．39 222．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，097，000円 複勝： 40，749，200円 枠連： 11，436，500円
馬連： 55，296，000円 馬単： 32，842，200円 ワイド： 25，544，000円
3連複： 65，833，400円 3連単： 100，793，600円 計： 365，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 380円 � 430円 � 700円 枠 連（5－8） 6，000円

馬 連 �� 7，550円 馬 単 �� 16，030円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 2，090円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 41，450円 3 連 単 ��� 208，780円

票 数

単勝票数 計 330970 的中 � 22487（5番人気）
複勝票数 計 407492 的中 � 29669（5番人気）� 25628（6番人気）� 14426（9番人気）
枠連票数 計 114365 的中 （5－8） 1477（25番人気）
馬連票数 計 552960 的中 �� 5669（25番人気）
馬単票数 計 328422 的中 �� 1536（55番人気）
ワイド票数 計 255440 的中 �� 3193（24番人気）�� 3178（25番人気）�� 1468（42番人気）
3連複票数 計 658334 的中 ��� 1191（108番人気）
3連単票数 計1007936 的中 ��� 350（553番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．4―13．3―12．7―12．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―38．1―51．4―1：04．1―1：16．1―1：27．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

コスモピーコック �
�
父 Medicean �

�
母父 Montjeu 初出走

2012．5．4生 牝2鹿 母 レッドピオニー 母母 Red Azalea 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19042 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4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

47 リ ノ リ オ 牡3黒鹿 56
53 ▲松若 風馬�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 488＋ 41：24．9 3．0�

12 ウォーターショパン 牡3黒鹿56 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 462－161：25．11� 5．7�
11 ダノンファイヤー �3鹿 56 浜中 俊�ダノックス 佐々木晶三 日高 チャンピオン

ズファーム 430－ 81：25．2� 14．6�
23 ゴールドスーク 牡3栗 56 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 ハナ 3．7�
59 メイショウボンロク 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 484－101：25．73 45．6	
816 マコトヴォカシオン 牡3鹿 56 蛯名 正義�ディアマント 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 454－10 〃 アタマ 9．8

611 サンライズアルブル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：26．01� 8．2�
714 オンワードアーサー 牡3芦 56 国分 恭介樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 480－ 6 〃 ハナ 50．2�
35 モズワトウナイ 牡3鹿 56 Z．パートン北側 雅司氏 矢作 芳人 新ひだか 土田 扶美子 B434－ 8 〃 クビ 20．4

（香港）

24 メイショウライウン 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 440± 01：26．32 124．7�
612 ワンダーエターナル 牡3鹿 56 太宰 啓介山本 信行氏 石橋 守 新ひだか 水丸牧場 440－ 81：26．51� 38．1�
36 ダンツトゥルース 牡3鹿 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 B482＋101：26．6クビ 19．1�
510 アマノレッドモア 牡3黒鹿56 川須 栄彦中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 460－ 21：27．87 169．8�
815 イソノシュンライ 牡3栗 56 小坂 忠士磯野 俊雄氏 境 直行 様似 様似共栄牧場 434± 01：27．9� 383．9�
48 ホウルスカイ �3黒鹿56 国分 優作�フォーレスト 宮 徹 日高 シンボリ牧場 B486－101：28．43 181．8�
713 クレスコマグヌス 牡3栗 56 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム B458－ 81：31．3大差 264．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，684，200円 複勝： 47，490，500円 枠連： 14，619，900円
馬連： 56，468，900円 馬単： 29，968，800円 ワイド： 29，898，900円
3連複： 72，810，400円 3連単： 104，903，400円 計： 382，845，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 190円 � 310円 枠 連（1－4） 680円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 380円 �� 660円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 12，570円

票 数

単勝票数 計 266842 的中 � 68993（1番人気）
複勝票数 計 474905 的中 � 104884（1番人気）� 65893（3番人気）� 30481（6番人気）
枠連票数 計 146199 的中 （1－4） 16607（2番人気）
馬連票数 計 564689 的中 �� 44743（2番人気）
馬単票数 計 299688 的中 �� 11884（3番人気）
ワイド票数 計 298989 的中 �� 21892（2番人気）�� 11404（5番人気）�� 6402（14番人気）
3連複票数 計 728104 的中 ��� 16408（8番人気）
3連単票数 計1049034 的中 ��� 6046（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．3―12．3―12．4―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．6―47．9―1：00．3―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 ・（6，7，3）（1，2，12）（9，16）（4，8）5，11，15（10，13）14 4 ・（6，7，3）（1，2，12）9，16，4，8（11，5）－15，10，14，13

勝馬の
紹 介

リ ノ リ オ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．9．15 阪神9着

2011．2．21生 牡3黒鹿 母 ガンダーラプソディ 母母 プロミネントカット 11戦1勝 賞金 13，050，000円
〔発走状況〕 オンワードアーサー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレスコマグヌス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月13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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビバヤングメン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



19043 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時20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

816 マイネルフレスコ 牡3栗 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 22：06．8 6．1�

24 ロコモーション 牡3栗 56 藤岡 康太石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528± 02：07．01� 34．5�

817 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 484－ 82：07．1� 183．6�
611 サンライズメシア 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 前田 宗将 506＋ 8 〃 クビ 84．1�
510 エーデルグランツ 牡3青鹿56 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 486－ 62：07．2クビ 2．0	
815 マルクナッテ 牝3栗 54

51 ▲義 英真小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 396－ 4 〃 ハナ 13．6

714	 エイシンロビン 牝3黒鹿54 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 米 Payson

Stud, Inc. 456 ―2：07．41
 88．2�
48 ドゥベルテックス 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 誠氏 中竹 和也 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468－ 42：07．5� 124．6�
11 テーオービックバン 牡3栗 56 酒井 学小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 82：07．6� 3．1
36 サ ッ ト ー 牝3芦 54 川須 栄彦吉見 典子氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 460＋ 42：08．02
 69．6�
713 ア ル ー シ ュ 牝3芦 54 戸崎 圭太有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472± 02：08．31� 24．8�
35 ローレルゼフィーロ 牡3鹿 56 森 一馬 �ローレルレーシング 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 458＋22 〃 ハナ 251．0�
59 イントゥレジェンド 牡3栗 56 �島 良太�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 476－ 22：08．61� 47．2�
23 メイケイハリケーン �3鹿 56

55 ☆中井 裕二名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 450－142：08．7� 40．0�
612 ペルフェクトゥス 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 454＋ 22：09．76 214．7�
47 フ ラ ン 牡3芦 56 松山 弘平一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 444－10 〃 ハナ 134．8�
12 スリーアロー 牝3黒鹿54 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－122：10．33
 35．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 28，022，800円 複勝： 33，863，800円 枠連： 15，998，300円
馬連： 56，529，000円 馬単： 37，319，000円 ワイド： 27，011，500円
3連複： 70，685，900円 3連単： 129，545，000円 計： 398，975，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 630円 � 2，280円 枠 連（2－8） 2，810円

馬 連 �� 7，220円 馬 単 �� 12，290円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 6，540円 �� 28，620円

3 連 複 ��� 167，760円 3 連 単 ��� 988，630円

票 数

単勝票数 計 280228 的中 � 36718（3番人気）
複勝票数 計 338638 的中 � 46799（3番人気）� 13239（5番人気）� 3322（14番人気）
枠連票数 計 159983 的中 （2－8） 4408（9番人気）
馬連票数 計 565290 的中 �� 6062（18番人気）
馬単票数 計 373190 的中 �� 2277（30番人気）
ワイド票数 計 270115 的中 �� 3577（16番人気）�� 1060（43番人気）�� 240（88番人気）
3連複票数 計 706859 的中 ��� 316（205番人気）
3連単票数 計1295450 的中 ��� 95（1050番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．6―13．2―12．7―12．9―12．8―12．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―37．5―50．7―1：03．4―1：16．3―1：29．1―1：41．7―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．7
1
3
12（2，3）13（1，8，10）（6，11）7（4，17）（15，16）（5，9，14）・（12，3）（2，13）（8，10）1（11，7）（6，16）（4，17）14（5，15）9

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

勝馬の
紹 介

マイネルフレスコ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．11．10 京都6着

2011．5．13生 牡3栗 母 カートゥーン 母母 カリカチユーラ 9戦1勝 賞金 7，610，000円
※出走取消馬 ユウキファイター号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。
（非当選馬） 1頭 シゲルオウミ号

19044 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4日 第8競走 ��1，200�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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

12 キングソング 牡4鹿 57 Z．パートン松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 430－ 41：11．0 4．5�
（香港）

714 エイシンローリン 牝3栗 52 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 440± 01：11．21� 5．1�
47 サトノスパークル 牡3鹿 54 戸崎 圭太里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 490－ 61：11．3� 3．2�
35 タイムアラウド 牡4鹿 57 酒井 学有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 21：11．51� 10．9�
815 エンドレスシャイン 牡3鹿 54

51 ▲松若 風馬岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 430± 01：11．81� 54．5�
11 エーシングランダム 牝5黒鹿55 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 484－ 61：11．9� 12．5	
23 デンコウリョウ 	6芦 57 藤岡 康太田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 480＋ 2 〃 クビ 60．8

59 グランフィデリオ 牡3青鹿 54

53 ☆中井 裕二飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 434± 01：12．0� 45．0�
24 ガ ン ジ ー 牡3栗 54 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 480± 01：12．1� 5．6�
48 
 エルウェーオージャ 	6青 57 川島 信二雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 478＋ 21：12．2クビ 27．1
611 ローズミラクル 牡4青鹿57 蛯名 正義 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 クビ 28．2�
510 セイントデジタル 牝4栗 55 高倉 稜中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468＋101：12．62� 260．0�
612 テイエムロカビリー 牡3芦 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 472＋ 41：12．7� 114．7�
713
 トスカニーニ 牡4鹿 57 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 440－ 21：13．44 209．9�
36 メイショウドルセー 牡5黒鹿 57

54 ▲義 英真松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 B482± 0 〃 クビ 235．4�
816 レッドジャイヴ 牡4青鹿57 松山 弘平 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 456＋ 61：14．89 32．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，491，500円 複勝： 49，919，100円 枠連： 18，059，100円
馬連： 67，649，800円 馬単： 36，101，400円 ワイド： 32，659，100円
3連複： 84，668，100円 3連単： 129，575，500円 計： 449，123，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 160円 � 140円 枠 連（1－7） 800円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 480円 �� 340円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 304915 的中 � 53656（2番人気）
複勝票数 計 499191 的中 � 80566（2番人気）� 73847（4番人気）� 100732（1番人気）
枠連票数 計 180591 的中 （1－7） 17376（4番人気）
馬連票数 計 676498 的中 �� 43470（4番人気）
馬単票数 計 361014 的中 �� 12631（6番人気）
ワイド票数 計 326591 的中 �� 16712（4番人気）�� 25403（1番人気）�� 20335（3番人気）
3連複票数 計 846681 的中 ��� 47294（1番人気）
3連単票数 計1295755 的中 ��� 11002（10番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―12．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．5―46．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．13 京都3着

2010．2．27生 牡4鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 7戦2勝 賞金 17，890，000円
※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 クリノプリムラ号・サンマルヴィグラス号・トウカイビジョン号・メイショウツバクロ号・ヤマニンブルジョン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



19045 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4日 第9競走 ��
��1，400�

き よ す

清 洲 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

48 � アドマイヤイナズマ 牡4青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 498＋ 41：23．5 3．8�
713 ゼ ウ ス 牡4鹿 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 482± 01：23．81	 3．4�
817 リスヴェリアート 牡4鹿 57 酒井 学�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 450＋ 61：23．9	 9．9�
714 ケントヒーロー 牡4栗 57 国分 恭介田畑 富子氏 梅田 康雄 新冠 ハクツ牧場 484－ 41：24．0
 88．0�
818 コウエイタケル 牡3鹿 54 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 474＋ 8 〃 クビ 6．2�
611 マイネルフォルス 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 61：24．21
 14．6	
11 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 486＋ 61：24．41 44．6

12 エクスクライム 牡5栗 57 Z．パートン前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 444＋ 6 〃 ハナ 34．3�

（香港）

59 ラテラルアーク 牡3栗 54 福永 祐一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B486－ 21：24．5クビ 8．5�

47 クリアモーメント 牡4鹿 57 武 幸四郎 社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 2 〃 クビ 64．7�

510 ナムラマサシゲ 牡3栗 54 義 英真奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 484＋ 41：24．81	 44．6�
36 � スナイプビッド 牡6鹿 57 幸 英明 社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. 502＋ 81：25．01
 36．9�
35 ノーブルサイレンス 牝3青鹿52 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 410－ 21：25．21
 89．7�
715 アグネスキング 牡3黒鹿54 川須 栄彦渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500－121：25．3クビ 23．4�
612 レッドルシファー 牡3鹿 54 川島 信二 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 440－ 81：25．4
 96．9�
24 ネオヴァリアント 牡3鹿 54 浜中 俊小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 472± 01：25．5
 32．8�
23 � オーファメイ 牝5鹿 55 蛯名 正義吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468－ 61：25．81	 42．5�
816 チョウアコガレ 牝3鹿 52 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 418± 0 〃 ハナ 171．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，589，600円 複勝： 55，853，800円 枠連： 24，906，900円
馬連： 98，759，700円 馬単： 45，669，600円 ワイド： 43，435，800円
3連複： 124，083，500円 3連単： 185，401，200円 計： 611，700，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 140円 � 230円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 270円 �� 540円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 5，430円

票 数

単勝票数 計 335896 的中 � 70131（2番人気）
複勝票数 計 558538 的中 � 114077（2番人気）� 116024（1番人気）� 48335（4番人気）
枠連票数 計 249069 的中 （4－7） 34557（2番人気）
馬連票数 計 987597 的中 �� 116428（1番人気）
馬単票数 計 456696 的中 �� 25549（1番人気）
ワイド票数 計 434358 的中 �� 46746（1番人気）�� 19385（4番人気）�� 18443（5番人気）
3連複票数 計1240835 的中 ��� 61129（2番人気）
3連単票数 計1854012 的中 ��� 24725（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．1―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―47．8―59．4―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤイナズマ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 スピニングワールド

2010．4．22生 牡4青鹿 母 アドマイヤドレス 母母 クイーンジャガー 12戦2勝 賞金 26，383，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ナムラマサシゲ号の騎手義英真は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・11番・16番）
※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。
（非当選馬） 1頭 タイセイウインディ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19046 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4日 第10競走 ��
��1，600�

あ り ま つ

有 松 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．7．6以降26．7．6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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

11 � アスターピース 牡5栗 55 国分 恭介加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 498＋ 41：36．5 14．7�
713 ウインプリメーラ 牝4黒鹿56 和田 竜二�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 21：36．6� 5．5�
612 ダンスアミーガ 牝3栗 51 松山 弘平 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 464＋ 41：36．92 15．6�
48 プリモンディアル 牝3鹿 51 藤岡 康太寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440± 01：37．32� 4．6�
815 サンライズピーク 牡4黒鹿57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 494± 0 〃 クビ 5．3	
714 ショウナンバーキン 牝4青 53 蛯名 正義国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 470± 01：37．51 13．2

816 ブルーハーツクライ 牡5栗 56 国分 優作 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 490－12 〃 クビ 58．4�
47 コレクターアイテム 牝4黒鹿55 Z．パートン�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B486＋101：37．6クビ 7．4�

（香港）

611 ノボリディアーナ 牝4栗 56 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 アタマ 18．8
35 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 浜中 俊岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 496＋ 21：37．81� 12．1�
12 � ベリーフィールズ 牝6鹿 52 武 幸四郎 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 470＋181：37．9クビ 144．6�
24 アルトゥバン 牡6栗 54 中井 裕二�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 490± 01：38．0� 57．2�
510 ニシノモンクス 牝4鹿 52 熊沢 重文西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 448＋ 4 〃 クビ 25．2�
59 ク ロ ー チ ェ 	5栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526＋161：38．21 27．7�
36 ショウナンラムジ 牡5鹿 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 492－101：38．83� 24．7�
23 カレンマタドール 牡3鹿 53 川須 栄彦鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B492－ 2 〃 ハナ 32．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，884，800円 複勝： 83，750，800円 枠連： 38，702，600円
馬連： 148，563，600円 馬単： 66，856，200円 ワイド： 63，903，200円
3連複： 202，252，500円 3連単： 301，101，800円 計： 953，015，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 420円 � 250円 � 440円 枠 連（1－7） 3，730円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 4，520円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 26，190円 3 連 単 ��� 136，180円

票 数

単勝票数 計 478848 的中 � 25924（7番人気）
複勝票数 計 837508 的中 � 49363（6番人気）� 95917（3番人気）� 47289（7番人気）
枠連票数 計 387026 的中 （1－7） 8024（15番人気）
馬連票数 計1485636 的中 �� 23389（21番人気）
馬単票数 計 668562 的中 �� 4672（46番人気）
ワイド票数 計 639032 的中 �� 9353（19番人気）�� 3583（63番人気）�� 9758（18番人気）
3連複票数 計2022525 的中 ��� 5791（98番人気）
3連単票数 計3011018 的中 ��� 1603（470番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．7―48．9―1：01．1―1：12．8―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�アスターピース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2009．5．14生 牡5栗 母 アイリッシュピース 母母 アイリッシュダンス 9戦2勝 賞金 28，813，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ノボリディアーナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カピオラニパレス号・サウンドデューク号・タマモトッププレイ号・ノーブルコロネット号・フェータルローズ号・

ワードイズボンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



19047 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4日 第11競走 ��
��1，400�第19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，25．7．6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，25．7．5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 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

36 � ベストウォーリア 牡4栗 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 512－ 21：22．6 1．9�

23 キョウワダッフィー 牡6鹿 56 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 470－ 2 〃 クビ 6．1�
11 ガ ン ジ ス 牡5栗 56 国分 優作林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514± 01：22．81	 49．7�
713 ノーザンリバー 牡6鹿 58 蛯名 正義林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 480＋ 5 〃 クビ 7．2�
48 
 サクラレグナム 牡5栗 56 幸 英明�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 512± 01：22．9クビ 73．5	
714 ゴールスキー 牡7黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 494＋ 8 〃 クビ 13．2

815 ワイドバッハ 牡5鹿 56 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 486± 01：23．0クビ 23．4�
47 シルクフォーチュン 牡8鹿 56 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 462－ 8 〃 アタマ 33．5�
12 コーリンベリー 牝3栗 51 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 468－ 8 〃 ハナ 7．8
35 キョウエイアシュラ 牡7鹿 56 川須 栄彦田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 4 〃 アタマ 85．5�
59 ダノンカモン 牡8黒鹿57 Z．パートン�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 526－ 11：23．1� 44．9�

（香港）

816 パ ド ト ロ ワ 牡7鹿 56 和田 竜二吉田 照哉氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 534＋101：23．84 148．3�
612 サ マ リ ー ズ 牝4鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋101：24．12 61．0�
611 アドマイヤロイヤル 牡7鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 532＋ 8 〃 アタマ 14．4�
510 マーチャンテイマー 牝5鹿 54 高倉 稜飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 476＋ 41：24．41 240．5�
24 スリーボストン 牡7鹿 56 北村 友一永井商事� 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 486－341：24．61	 134．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 148，361，500円 複勝： 237，996，200円 枠連： 93，362，000円
馬連： 515，474，600円 馬単： 250，591，400円 ワイド： 209，588，100円
3連複： 775，849，300円 3連単： 1，459，801，600円 計： 3，691，024，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 160円 � 740円 枠 連（2－3） 530円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，730円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 18，430円

票 数

単勝票数 計1483615 的中 � 594962（1番人気）
複勝票数 計2379962 的中 � 784559（1番人気）� 369101（2番人気）� 47396（10番人気）
枠連票数 計 933620 的中 （2－3） 134560（2番人気）
馬連票数 計5154746 的中 �� 721641（1番人気）
馬単票数 計2505914 的中 �� 236016（1番人気）
ワイド票数 計2095881 的中 �� 247440（1番人気）�� 28134（19番人気）�� 14106（34番人気）
3連複票数 計7758493 的中 ��� 87819（19番人気）
3連単票数 計14598016 的中 ��� 57401（46番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．5―11．8―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―46．5―58．5―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベストウォーリア �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2012．11．10 京都1着

2010．3．7生 牡4栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 11戦6勝 賞金 145，674，000円
［他本会外：2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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）20頭 アーリーデイズ号・カネトシディオス号・キズマ号・クラシカルノヴァ号・コスモソーンパーク号・

サウンドリアーナ号・ジョヴァンニ号・スズカセクレターボ号・スピリタス号・タイムズアロー号・
デュアルスウォード号・トーセンベニザクラ号・ナイトフッド号・バーバラ号・ポアゾンブラック号・
マイネルディアベル号・マイネルバイカ号・ミヤジエムジェイ号・メテオロロジスト号・ロングロウ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19048 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

59 マ ル ケ サ ス 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：51．6 3．3�
11 エーシンヘディング 牡4鹿 57 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 476－ 2 〃 クビ 6．7�
611 ダノンバトゥーラ 牡3黒鹿54 浜中 俊�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 466－101：51．91� 11．2�
23 マルイチワンダー 牡4栗 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 438± 01：52．64 20．8�
24 	 ブイキャスター 牡4栗 57 酒井 学�駒秀 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 450± 01：53．02
 204．3	
36 	 ワンダーストラ 牡7栗 57 小坂 忠士山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 504＋16 〃 ハナ 354．4

12 ミッキークリスエス 牡5黒鹿 57

54 ▲松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 522－12 〃 ハナ 64．6�
35 キャニオンバレー 牝4青鹿55 蛯名 正義松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 506± 01：53．31� 35．9�
815 テーオーイージス 牡3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 484－ 21：53．4
 14．7
714 ヒラボクレジェンド 牡3栗 54 川須 栄彦�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 508－ 81：53．5クビ 5．6�
48 ミッキーエール 牡5栗 57 松山 弘平野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：53．92
 141．0�
47 クリノアマダブラム 牝4栗 55 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 438－ 2 〃 クビ 28．1�
816 ゼンノスサノヲ 牡3栗 54

51 ▲義 英真大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 468－ 81：54．11 18．2�
612 ワールドダンス 牡3栗 54 Z．パートン杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B466＋ 41：54．52
 23．9�

（香港）

510 サンライズバロン 牡4鹿 57 武 豊松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 496－ 21：55．03 4．5�
713 ア ザ ゼ ル 牡4青鹿57 和田 竜二前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 500± 01：58．3大差 222．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，888，700円 複勝： 77，035，800円 枠連： 43，240，600円
馬連： 157，507，600円 馬単： 74，549，000円 ワイド： 65，014，900円
3連複： 206，317，800円 3連単： 350，883，900円 計： 1，029，438，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 200円 � 350円 枠 連（1－5） 680円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，000円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 26，300円

票 数

単勝票数 計 548887 的中 � 132989（1番人気）
複勝票数 計 770358 的中 � 162817（1番人気）� 96995（4番人気）� 45179（5番人気）
枠連票数 計 432406 的中 （1－5） 48996（2番人気）
馬連票数 計1575076 的中 �� 80476（5番人気）
馬単票数 計 745490 的中 �� 21467（7番人気）
ワイド票数 計 650149 的中 �� 29191（5番人気）�� 16465（7番人気）�� 11938（15番人気）
3連複票数 計2063178 的中 ��� 24460（17番人気）
3連単票数 計3508839 的中 ��� 9669（57番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．5―12．3―12．4―12．6―13．0―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．1―48．4―1：00．8―1：13．4―1：26．4―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．2
1
3
6（10，16）（11，13）（2，3）（5，14）－（1，15）（4，12）7－9，8
6，16（2，10）11，3，14（1，5）12（4，13）15（7，9）－8

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

勝馬の
紹 介

マ ル ケ サ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Wild Again デビュー 2012．2．5 京都7着

2009．4．21生 牡5青鹿 母 トキオタヒーチ 母母 Tahiche 19戦2勝 賞金 27，726，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アザゼル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月13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 シャトーウインド号・ヤマノボンバー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（26中京3）第4日 7月13日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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

212，580，000円
8，420，000円
1，960，000円
19，000，000円
67，861，000円
5，806，400円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
479，256，900円
791，886，200円
302，695，700円
1，308，646，600円
679，105，900円
580，933，400円
1，826，207，800円
3，146，728，300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 9，115，460，800円

総入場人員 16，444名 （有料入場人員 14，920名）
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