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19073 7月26日 晴 良 （26中京3）第7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� コースレコード

中央レコード
1：12．2
1：10．2

良
不良

713 リンガディンドン 牡2芦 54 福永 祐一吉田 正志氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 510－ 61：12．6 2．3�
59 オリエンタルダンス 牝2黒鹿54 浜中 俊有限会社シルク佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 61：13．02� 8．5�
816 エンプレスダンス 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新ひだか タイヘイ牧場 462＋ 4 〃 アタマ 9．3�
611 モルトベーネ 牡2栗 54 池添 謙一三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 452－ 61：13．31� 34．0�
36 ニホンピロサンダー 牡2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 454± 01：13．62 5．8�
714 メ ザ ニ ン 牡2栗 54 幸 英明山上 和良氏 牧田 和弥 浦河 小島牧場 476＋181：14．02� 16．9	
48 エイシンカーニバル 牡2栗 54 北村 友一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 456 ―1：14．1クビ 15．4

35 アドマイヤリバティ 牡2鹿 54 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 456＋ 6 〃 クビ 9．6�
24 ウインオベロン 牡2黒鹿54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 456－ 21：14．42 33．2�
12 カリテスグレース 牝2黒鹿54 川須 栄彦北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 460－ 61：14．6� 32．3
815 タカノロンシャン 牡2芦 54 国分 優作山口多賀司氏 梅田 康雄 新冠 村上 欽哉 468－ 41：14．81	 84．0�
510 サンライズステラ 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 438－101：15．11� 37．4�
47 ジャイアントケンタ 牡2鹿 54 国分 恭介森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 466＋ 21：15．2� 314．3�
11 シゲルオミズトリ 牝2栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 武田 博 新冠 村上牧場 382－ 81：15．51� 168．1�
612 ダ シ ヌ ケ 牡2栗 54 武 幸四郎中辻 明氏 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 41：15．6� 16．8�
23 パ テ ィ 牝2鹿 54 高倉 稜薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 414＋ 21：15．81	 92．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，487，100円 複勝： 31，457，400円 枠連： 9，782，700円
馬連： 35，363，700円 馬単： 21，527，100円 ワイド： 20，137，200円
3連複： 51，347，500円 3連単： 67，740，300円 計： 254，843，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 240円 � 200円 枠 連（5－7） 1，290円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 550円 �� 380円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 174871 的中 � 58870（1番人気）
複勝票数 計 314574 的中 � 90805（1番人気）� 26060（5番人気）� 34648（3番人気）
枠連票数 計 97827 的中 （5－7） 5849（4番人気）
馬連票数 計 353637 的中 �� 16169（5番人気）
馬単票数 計 215271 的中 �� 5507（7番人気）
ワイド票数 計 201372 的中 �� 9478（5番人気）�� 14753（2番人気）�� 3625（14番人気）
3連複票数 計 513475 的中 ��� 11328（8番人気）
3連単票数 計 677403 的中 ��� 3274（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．7―12．6―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．4―48．0―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガディンドン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2014．6．21 阪神3着

2012．2．3生 牡2芦 母 リングジアラーム 母母 ターンバックジアラーム 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 モルトベーネ号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・8番・7番）

アドマイヤリバティ号の騎手小牧太は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・1番）
※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 キトラ号・クリノメンタンピン号・シゲルドンタク号・バニスター号

19074 7月26日 晴 良 （26中京3）第7日 第2競走 ��
��1，600�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
1：32．8
1：30．7

良
良

59 クリーブラット 牡3芦 56 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438± 01：36．9 4．9�
611 ビオラフォーエバー 牡3栗 56 熊沢 重文熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：37．32� 21．3�
24 アグネスジェシカ 牝3黒鹿54 川須 栄彦渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 490－ 21：37．72� 7．6�
816 ラヴクレージー 牝3青鹿 54

51 ▲松若 風馬橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 富田牧場 452＋ 41：38．23 42．0�
23 ビブラビブレ 牝3黒鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 クビ 15．6�
815 ファイアーシチー 牡3青鹿 56

53 ▲岩崎 翼 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：38．51� 12．2

713 フラッシュバイオ 牝3鹿 54 小牧 太バイオ	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 432－ 41：38．71 3．1�
35 メイショウオオダチ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460 ―1：38．8� 139．4�
612 ランガージュ 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 康志氏 高橋 亮 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 21：38．9� 3．8
714 プリムヴェール 牝3鹿 54 藤懸 貴志市川 義美氏 安達 昭夫 むかわ 貞広 賢治 454＋ 61：39．43 397．6�
12 オーミアリエル 牝3青鹿54 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 福島 信晴 新冠 松木 加代 454＋ 2 〃 クビ 77．8�
11 サトノパテック 牡3栗 56 岡田 祥嗣里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 582－ 21：40．25 53．7�
36 キャンドルライト 牡3黒鹿56 北村 友一山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 540 ―1：40．62� 209．5�
47 カ ポ ー ル 牝3黒鹿54 大野 拓弥水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 448＋ 2 〃 クビ 103．4�
510 センティグレード 牡3青鹿56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532＋ 21：40．81� 20．0�
48 クイーンベジタブル 牝3鹿 54 幸 英明松岡 孝一氏 牧田 和弥 日高 高山牧場 488－101：41．12 54．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，387，600円 複勝： 34，151，500円 枠連： 9，546，900円
馬連： 40，862，400円 馬単： 23，102，400円 ワイド： 21，654，500円
3連複： 52，910，800円 3連単： 82，125，500円 計： 283，741，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 540円 � 240円 枠 連（5－6） 720円

馬 連 �� 7，720円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 730円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 19，310円 3 連 単 ��� 108，650円

票 数

単勝票数 計 193876 的中 � 31378（3番人気）
複勝票数 計 341515 的中 � 50562（3番人気）� 13504（7番人気）� 39592（4番人気）
枠連票数 計 95469 的中 （5－6） 10260（3番人気）
馬連票数 計 408624 的中 �� 4102（21番人気）
馬単票数 計 231024 的中 �� 1614（33番人気）
ワイド票数 計 216545 的中 �� 2189（21番人気）�� 8010（8番人気）�� 1884（24番人気）
3連複票数 計 529108 的中 ��� 2055（50番人気）
3連単票数 計 821255 的中 ��� 548（275番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．4―12．7―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．3―47．7―1：00．4―1：12．7―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．2―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

クリーブラット �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．9．22 阪神3着

2011．2．19生 牡3芦 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 サトノパテック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ビオラフォーエバー号の調教師松永昌博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンベジタブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月26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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウブイダン号

第３回 中京競馬 第７日



19075 7月26日 晴 良 （26中京3）第7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

811 ベルフィオーレ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 420－ 21：53．8 5．6�
79 グッドタイムロール 牝3栗 54 浜中 俊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 61：54．43� 2．8�
812 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 426－ 61：54．5� 15．0�
22 シゲルサヌキ 牝3栗 54 北村 友一森中 蕃氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 406－ 41：54．82 46．2�
68 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± 0 〃 ハナ 1．8�

33 ニホンピロレディー 牝3黒鹿 54
51 ▲岩崎 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 450－ 21：54．9� 25．2	

11 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± 01：56．28 269．7

67 イ イ ヴ ィ 牝3鹿 54 川須 栄彦 P.S．スライ氏 友道 康夫 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 41：56．3� 79．4�
710 モネノカガヤキ 牝3芦 54 国分 優作�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 420－ 21：56．51� 78．4
55 マルヨラピド 牝3青鹿 54

53 ☆中井 裕二野村 春行氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 B440－ 21：58．110 229．6�
56 ホシノキラメキ 牝3鹿 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 486＋161：59．05 51．8�
44 エスジーカピターナ 牝3鹿 54 藤懸 貴志窪田 滋氏 柴田 光陽 浦河 杵臼斉藤牧場 406－ 22：00．06 389．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，064，600円 複勝： 81，923，900円 枠連： 7，784，000円
馬連： 35，103，700円 馬単： 27，841，100円 ワイド： 20，197，800円
3連複： 54，177，100円 3連単： 115，888，500円 計： 362，980，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 410円 � 300円 � 510円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 380円 �� 690円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 10，890円

票 数

単勝票数 計 200646 的中 � 28259（3番人気）
複勝票数 計 819239 的中 � 51685（3番人気）� 76472（2番人気）� 40144（4番人気）
枠連票数 計 77840 的中 （7－8） 9799（3番人気）
馬連票数 計 351037 的中 �� 27297（3番人気）
馬単票数 計 278411 的中 �� 10166（7番人気）
ワイド票数 計 201978 的中 �� 13963（4番人気）�� 7059（7番人気）�� 12562（5番人気）
3連複票数 計 541771 的中 ��� 12651（7番人気）
3連単票数 計1158885 的中 ��� 7713（31番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―14．1―13．4―13．0―12．8―12．3―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．4―51．8―1：04．8―1：17．6―1：29．9―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルフィオーレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tejano Run デビュー 2013．11．17 京都5着

2011．5．18生 牝3黒鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord 3戦1勝 賞金 5，300，000円
〔制裁〕 グッドタイムロール号の騎手浜中俊は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・4番）
〔その他〕 エスジーカピターナ号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「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〕 ホシノキラメキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月26日まで平地競

走に出走できない。

19076 7月26日 晴 良 （26中京3）第7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

33 カリスマミッキー 牡6栗 60 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 490－ 23：22．1 1．9�
79 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 522－103：23．48 35．8�
22 タイセイジーニアス 牡6黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 472－ 43：23．6� 6．1�
66 キープトライン 牡4鹿 60 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B484＋ 63：24．55 29．1�
78 � ダンツフォワード 牡5栗 60 中村 将之山元 哲二氏 本田 優 日高 豊洋牧場 440－103：24．92� 70．3�
55 メイショウアラワシ 牡3栗 58 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 456＋ 63：26．39 95．2	
811	 メダリアビート 牡8黒鹿60 西谷 誠門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 470± 03：27．68 12．9

44 テイエムシシーポス 牡4鹿 60 黒岩 悠竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 482－ 23：28．98 18．3�
11 ドリームヒーロー 牡7青鹿60 北沢 伸也田島 政光氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 458－ 63：29．96 10．7�
67 ト ラ バ ン ト 牡6栗 60 小坂 忠士吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518－ 83：31．28 3．9
810� プラチナディスク 牝9鹿 58 蓑島 靖典吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 新井 弘幸 466－ 43：38．3大差 134．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，862，200円 複勝： 33，568，100円 枠連： 7，735，700円
馬連： 28，892，900円 馬単： 23，278，500円 ワイド： 14，952，300円
3連複： 42，748，900円 3連単： 85，346，900円 計： 254，385，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 360円 � 160円 枠 連（3－7） 1，520円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 780円 �� 230円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 14，660円

票 数

単勝票数 計 178622 的中 � 74104（1番人気）
複勝票数 計 335681 的中 � 167359（1番人気）� 11183（6番人気）� 37371（3番人気）
枠連票数 計 77357 的中 （3－7） 3938（6番人気）
馬連票数 計 288929 的中 �� 8861（9番人気）
馬単票数 計 232785 的中 �� 5590（11番人気）
ワイド票数 計 149523 的中 �� 4520（11番人気）�� 19572（2番人気）�� 2451（19番人気）
3連複票数 計 427489 的中 ��� 10775（11番人気）
3連単票数 計 853469 的中 ��� 4219（45番人気）
上り 1マイル 1：49．6 4F 54．1－3F 40．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カリスマミッキー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 パークリージエント デビュー 2010．9．11 阪神7着

2008．4．26生 牡6栗 母 ジュピターガール 母母 ダイナシヨール 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円



19077 7月26日 晴 良 （26中京3）第7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

816 ヒルノマレット 牡2黒鹿54 和田 竜二�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 476 ―1：38．8 29．2�
611 ウインソワレ 牝2鹿 54 川島 信二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 456 ―1：39．11� 84．8�
36 ピンストライプ 牡2青鹿54 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ―1：39．31� 6．6�
47 アングライフェン 牡2鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454 ―1：39．4クビ 10．7�
713 グァンチャーレ 牡2青鹿 54

51 ▲義 英真松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 438 ―1：39．61� 33．4�
11 アッシュゴールド 牡2栗 54 池添 謙一 	社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426 ―1：39．7� 1．8

23 ネオスターダム 牡2黒鹿54 浜中 俊一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 ハナ 4．7�
510 セルリアンコスモ 牡2鹿 54 太宰 啓介	イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 494 ―1：40．12� 30．7�
59 ハギノナトゥーラ 牝2鹿 54 福永 祐一日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472 ―1：40．2クビ 11．6
714 タガノレグルス 牡2鹿 54 �島 良太八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444 ―1：40．3� 155．0�
12 アイオシルケン 牡2黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 442 ―1：40．83 299．4�
35 プレシャスルージュ 牡2黒鹿 54

51 ▲松若 風馬有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482 ―1：40．9� 30．8�
24 マーガレットペスカ 牝2青鹿54 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 448 ―1：41．11� 111．0�
612 コウエイイプシロン 牡2栗 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 478 ― 〃 ハナ 87．9�
48 ウインジラソーレ 牡2黒鹿54 国分 恭介�ウイン 梅田 智之 日高 野島牧場 434 ―1：41．31� 185．7�
815 テイエムクロツル 牝2黒鹿 54

53 ☆中井 裕二竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 坂本 春雄 462 ―1：45．1大差 272．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，671，200円 複勝： 53，222，000円 枠連： 14，592，800円
馬連： 62，354，800円 馬単： 46，758，600円 ワイド： 33，263，600円
3連複： 78，065，500円 3連単： 147，878，700円 計： 485，807，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 640円 � 1，610円 � 260円 枠 連（6－8） 9，640円

馬 連 �� 45，120円 馬 単 �� 99，620円

ワ イ ド �� 8，670円 �� 1，770円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 51，760円 3 連 単 ��� 714，740円

票 数

単勝票数 計 496712 的中 � 13565（6番人気）
複勝票数 計 532220 的中 � 20883（6番人気）� 7624（11番人気）� 63439（3番人気）
枠連票数 計 145928 的中 （6－8） 1172（25番人気）
馬連票数 計 623548 的中 �� 1071（57番人気）
馬単票数 計 467586 的中 �� 352（121番人気）
ワイド票数 計 332636 的中 �� 977（54番人気）�� 4943（18番人気）�� 1626（41番人気）
3連複票数 計 780655 的中 ��� 1131（123番人気）
3連単票数 計1478787 的中 ��� 150（1052番人気）

ハロンタイム 12．6―12．4―12．5―12．2―12．8―12．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―25．0―37．5―49．7―1：02．5―1：14．8―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

ヒルノマレット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キンググローリアス 初出走

2012．4．18生 牡2黒鹿 母 ナムラクニヒメ 母母 ケイジヨイナー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 グァンチャーレ号の騎手義英真は，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：14番）

ピンストライプ号の騎手川須栄彦は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・11番）
〔その他〕 テイエムクロツル号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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。
※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 クリムゾンスカイ号

19078 7月26日 晴 良 （26中京3）第7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）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

714 アンナミルト 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 434－ 61：24．1 3．9�
59 エイシンノエル 牝3青鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 458＋141：25．27 11．2�
35 バーンアウル 牝3鹿 54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446± 01：25．41� 3．7�
713 アリエスムーン 牝3青鹿 54

53 ☆中井 裕二橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460 ―1：25．5� 85．4�
815 メイショウロッソ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 450－101：25．6クビ 4．2	
12 ハッピーエム 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 原田牧場 440 ― 〃 クビ 91．5

23 アンスメーヌ 牝3栗 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 462± 0 〃 ハナ 49．9�
11 エスペランサナナ 牝3鹿 54 池添 謙一江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 458－ 81：25．8� 31．8
24 デアリングバード 牝3黒鹿 54

51 ▲松若 風馬 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 428 ―1：26．01� 6．4�
612 グルーヴァー 牝3青鹿54 浜中 俊吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 500 ―1：26．42� 43．5�
47 ベリーベリータイム 牝3栗 54 高倉 稜�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 500－ 21：26．5� 16．5�
48 パフュームスター 牝3栗 54 酒井 学松岡 謙氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 500＋201：26．7� 222．0�
816 サトノバーキン 牝3栗 54 松山 弘平里見 治氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 462± 01：26．91� 14．1�
36 キ ン レ ン カ 牝3栗 54 藤懸 貴志�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 448－ 21：27．85 406．0�
510 ビ ル バ オ 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真�ターフ・スポート�島 一歩 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 430 ―1：28．33 127．4�

611 マイアイスクリーム 牝3鹿 54
51 ▲岩崎 翼名古屋友豊� 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 432 ―1：31．3大差 184．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，786，900円 複勝： 37，697，000円 枠連： 11，435，000円
馬連： 44，187，800円 馬単： 24，286，700円 ワイド： 23，366，000円
3連複： 58，449，900円 3連単： 80，890，400円 計： 303，099，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 220円 � 140円 枠 連（5－7） 2，440円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 770円 �� 360円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 15，010円

票 数

単勝票数 計 227869 的中 � 46283（2番人気）
複勝票数 計 376970 的中 � 60369（3番人気）� 36431（4番人気）� 79378（1番人気）
枠連票数 計 114350 的中 （5－7） 3626（10番人気）
馬連票数 計 441878 的中 �� 14217（9番人気）
馬単票数 計 242867 的中 �� 4527（17番人気）
ワイド票数 計 233660 的中 �� 7409（10番人気）�� 18162（2番人気）�� 8575（9番人気）
3連複票数 計 584499 的中 ��� 17990（6番人気）
3連単票数 計 808904 的中 ��� 3907（44番人気）

ハロンタイム 12．1―11．6―11．8―12．1―12．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．7―35．5―47．6―1：00．0―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンナミルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun デビュー 2014．4．6 阪神4着

2011．2．13生 牝3黒鹿 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 4戦1勝 賞金 7，340，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイアイスクリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月26日まで平地

競走に出走できない。



19079 7月26日 晴 良 （26中京3）第7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

47 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± 02：06．4 15．9�
816 ヒ ロ キ セ キ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼守内 満氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 458－ 22：06．61� 61．2�
11 ロードプライド 牡3黒鹿56 浜中 俊 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 490－ 22：06．81� 3．5�
817 ショウナンバッハ 牡3鹿 56 国分 優作国本 哲秀氏 矢作 芳人 日高 ヤナガワ牧場 438－122：06．9� 4．1�
12 アカイスイセイ 牡3鹿 56 小牧 太�野 智博氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 434－ 22：07．0� 16．8	
611 サンライズメシア 牡3栗 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 前田 宗将 506± 02：07．21� 11．8

59 ヤマカツスピード 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 488＋ 42：07．3� 38．7�
818 タガノグリズリー 牡3鹿 56 福永 祐一八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 456－ 2 〃 クビ 4．2�
48 メモリービレッジ 牡3鹿 56 太宰 啓介�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 480－ 22：07．4	 23．5
510 スズカビスタ 牡3鹿 56 国分 恭介永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 470－ 42：07．61 296．1�
713 ホッコーエイコウ 牡3鹿 56 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 508＋ 42：07．81� 10．3�
612 リーガルウイナー 牡3鹿 56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 456± 0 〃 ハナ 91．2�
714 スズカシャトル 牡3鹿 56

53 ▲義 英真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 488＋ 22：08．01� 41．9�
35 フルヴィエール 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 508－ 6 〃 クビ 59．3�
36 ラッキーハンター 牡3栗 56 幸 英明西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか カタオカフアーム B492± 02：08．1� 136．3�
24 ジ ャ リ ス コ 
3鹿 56 酒井 学 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 510－ 22：09．16 42．8�
23 セルリアンラッシュ 牡3青 56 高倉 稜�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 460－ 42：09．63 123．4�
715 オースミウルフ 牡3鹿 56 川須 栄彦�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 526＋ 22：10．55 159．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，545，200円 複勝： 36，377，400円 枠連： 16，933，100円
馬連： 49，454，200円 馬単： 28，769，100円 ワイド： 25，197，900円
3連複： 61，929，900円 3連単： 91，818，100円 計： 334，024，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 350円 � 1，220円 � 180円 枠 連（4－8） 1，060円

馬 連 �� 39，350円 馬 単 �� 67，420円

ワ イ ド �� 8，950円 �� 1，190円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 54，380円 3 連 単 ��� 478，900円

票 数

単勝票数 計 235452 的中 � 11818（6番人気）
複勝票数 計 363774 的中 � 26198（6番人気）� 6175（12番人気）� 65170（2番人気）
枠連票数 計 169331 的中 （4－8） 12370（5番人気）
馬連票数 計 494542 的中 �� 974（74番人気）
馬単票数 計 287691 的中 �� 320（132番人気）
ワイド票数 計 251979 的中 �� 710（69番人気）�� 5631（13番人気）�� 1596（40番人気）
3連複票数 計 619299 的中 ��� 854（129番人気）
3連単票数 計 918181 的中 ��� 139（1013番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．2―13．6―13．2―12．7―12．9―12．1―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．2―50．8―1：04．0―1：16．7―1：29．6―1：41．7―1：53．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．8
1
3

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

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

ヤマニンボワラクテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．2．15 京都11着

2011．5．6生 牡3鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 5戦1勝 賞金 5，800，000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） 2頭 ドゥベルテックス号・メイケイハリケーン号
（非抽選馬） 1頭 サトノブレゲ号

19080 7月26日 晴 良 （26中京3）第7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 7，300，000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
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 ウォーシップマーチ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 458－ 21：23．7 8．0�
713 ミッキーアップル 牝4鹿 55 幸 英明野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 478± 0 〃 ハナ 4．3�
48 キングズガード 牡3鹿 54 大野 拓弥�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 432－ 41：23．8� 7．4�
612 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 432＋ 21：23．9� 79．5�
12 キタサンウンゲツ 牡3鹿 54 川須 栄彦�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 500± 01：24．0� 6．4�
23 ゼンノロンゴ 牡3鹿 54 浜中 俊大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 488＋ 2 〃 アタマ 15．1	
11 � キママホウダイ 牡5栗 57

54 ▲岩崎 翼小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 498＋ 81：24．21	 33．4

35 モズマッテタワ 牝4黒鹿55 小牧 太北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 492＋ 6 〃 ハナ 18．5�
714 マークスマン 
4鹿 57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－18 〃 アタマ 24．9�
816 アラタマシャトル 牡3鹿 54 池添 謙一荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 466－ 61：24．3クビ 66．1
36 アドマイヤシェル 牡4栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 クビ 3．7�
510 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 450－ 21：24．51 27．3�
59 バルトロメオ 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－201：24．6� 77．7�
24 ア ブ ニ ー ル 牝3鹿 52 国分 優作中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 21：24．81� 46．0�
47 ホッコーマグマ 牡4鹿 57 太宰 啓介矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 502＋181：24．9� 22．1�
611 サマーハピネス 牝5鹿 55 国分 恭介セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 506＋161：25．75 191．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，140，500円 複勝： 54，269，700円 枠連： 16，290，000円
馬連： 60，043，700円 馬単： 30，421，000円 ワイド： 32，186，400円
3連複： 79，820，400円 3連単： 106，929，900円 計： 408，101，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 170円 � 260円 枠 連（7－8） 1，460円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，120円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 34，950円

票 数

単勝票数 計 281405 的中 � 28023（5番人気）
複勝票数 計 542697 的中 � 61322（4番人気）� 96458（1番人気）� 48010（5番人気）
枠連票数 計 162900 的中 （7－8） 8629（6番人気）
馬連票数 計 600437 的中 �� 21491（7番人気）
馬単票数 計 304210 的中 �� 4809（15番人気）
ワイド票数 計 321864 的中 �� 14412（4番人気）�� 7201（11番人気）�� 9483（9番人気）
3連複票数 計 798204 的中 ��� 13080（9番人気）
3連単票数 計1069299 的中 ��� 2218（91番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．0―12．2―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．4―46．4―58．6―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーシップマーチ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．4．21 京都12着

2010．5．5生 牡4黒鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music 10戦2勝 賞金 18，000，000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） 2頭 クレイジージョー号・メイショウマルマル号
（非抽選馬） 1頭 アトランティード号



19081 7月26日 晴 良 （26中京3）第7日 第9競走 ��
��2，200�

あ つ み

渥 美 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

22 タイセイドリーム 牡4鹿 57 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 528－ 42：18．8 2．4�
812 エイシンハドソン 牡3鹿 54 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 530＋ 62：18．9� 6．0�
45 ジ リ オ ン 牡4黒鹿57 北村 友一近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B534＋ 2 〃 ハナ 45．0�
69 メイクアップ 牡3栗 54 酒井 学岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 474＋122：19．21	 9．4�
813 マイネルフレスコ 牡3栗 54 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± 02：19．41� 19．3�
68 ビップレボルシオン 牡3鹿 54 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 500－ 2 〃 クビ 5．2	
710 アニマトゥール 牝4黒鹿55 松山 弘平 
社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 462＋ 22：19．5	 78．6�
56 マッチボックス 牡3黒鹿54 浜中 俊薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 504＋ 42：19．6� 12．7�
44 クールオープニング 牡3青鹿54 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 02：19．7クビ 22．7
11 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 54 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 472＋ 22：19．8� 7．8�
711 タイセイボルト 牡4青鹿57 国分 恭介田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B466± 02：20．01� 47．0�
57 オカホンコー 牡3鹿 54 太宰 啓介小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 474－ 22：20．21� 52．8�
33 ギリサントポケサン 牡5鹿 57 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 472＋ 42：22．1大差 119．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，660，500円 複勝： 63，500，100円 枠連： 18，574，100円
馬連： 86，604，200円 馬単： 45，263，300円 ワイド： 37，498，800円
3連複： 106，340，600円 3連単： 177，643，800円 計： 571，085，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 240円 � 710円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，560円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 13，410円 3 連 単 ��� 47，630円

票 数

単勝票数 計 356605 的中 � 115156（1番人気）
複勝票数 計 635001 的中 � 197282（1番人気）� 58424（5番人気）� 15253（10番人気）
枠連票数 計 185741 的中 （2－8） 19664（2番人気）
馬連票数 計 866042 的中 �� 66707（3番人気）
馬単票数 計 452633 的中 �� 19739（3番人気）
ワイド票数 計 374988 的中 �� 23053（3番人気）�� 5972（19番人気）�� 2103（41番人気）
3連複票数 計1063406 的中 ��� 5946（44番人気）
3連単票数 計1776438 的中 ��� 2704（154番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．5―13．9―13．5―12．9―12．9―12．5―11．8―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．5―37．0―50．9―1：04．4―1：17．3―1：30．2―1：42．7―1：54．5―2：06．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．6．30 中京2着

2010．2．24生 牡4鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca 22戦3勝 賞金 63，848，000円

19082 7月26日 晴 良 （26中京3）第7日 第10競走 ��
��1，400�

ち た

知 多 特 別
発走15時00分 （芝・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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

22 � 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 496－ 21：22．4 6．3�
55 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 486－ 4 〃 クビ 5．3�
67 ダンスディレクター 牡4鹿 57 浜中 俊太田 美實氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 432－ 21：22．61	 2．5�
44 ミッキーラブソング 牡3黒鹿54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 456± 01：22．7クビ 9．3�
33 ク ロ ー チ ェ 
5栗 57 太宰 啓介 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 520－ 61：23．44 89．4�
68 サクラエール 牡3黒鹿54 幸 英明	さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 460－ 41：23．61	 35．3

812 ヤ マ ノ レ オ 
4栗 57 川須 栄彦山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 490＋ 41：23．81 14．2�
710 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 57 酒井 学高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 480＋ 81：24．01	 17．4�
811 ホッコーサラスター 牝3鹿 52 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460＋ 6 〃 アタマ 9．5
56 ガイヤースヴェルト 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：24．1� 9．1�
11 カピオラニパレス 牡6芦 57 和田 竜二横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508－ 4 〃 クビ 78．7�
79 サトノジョリー 牝5青鹿55 松山 弘平里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 458＋12 〃 ハナ 168．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，940，300円 複勝： 77，656，800円 枠連： 22，071，100円
馬連： 112，396，700円 馬単： 59，995，500円 ワイド： 47，166，900円
3連複： 131，744，800円 3連単： 241，881，100円 計： 738，853，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 140円 � 120円 枠 連（2－5） 870円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 440円 �� 410円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 10，870円

票 数

単勝票数 計 459403 的中 � 58131（3番人気）
複勝票数 計 776568 的中 � 93560（3番人気）� 140281（2番人気）� 194213（1番人気）
枠連票数 計 220711 的中 （2－5） 19449（4番人気）
馬連票数 計1123967 的中 �� 61913（6番人気）
馬単票数 計 599955 的中 �� 15610（10番人気）
ワイド票数 計 471669 的中 �� 25657（6番人気）�� 27902（3番人気）�� 51140（1番人気）
3連複票数 計1317448 的中 ��� 74613（1番人気）
3連単票数 計2418811 的中 ��� 16120（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．1―46．9―58．3―1：09．7

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

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 13戦3勝 賞金 41，349，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19083 7月26日 晴 良 （26中京3）第7日 第11競走 ��
��1，400�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．7．20以降26．7．20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

賞 品
本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

813 アスコットシチー 牡5栗 55 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 468－ 21：22．9 7．8�
57 ミッキーヘネシー 牡5栃栗54 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 488＋ 41：23．11� 12．2�
814� モエレジュンキン 牡7鹿 54 和田 竜二鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 482＋ 41：23．42 39．6�
712 シンキングマシーン 	5黒鹿55 大野 拓弥佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B496－ 61：23．5クビ 3．8�
58 ピンウィール 牝5栗 52 川島 信二�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 466＋ 21：23．92� 37．7�
11 ヤマノサファイア 牡6栗 55 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 446－ 2 〃 アタマ 22．7	
34 ナリタシーズン 牡7栗 54 太宰 啓介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 510± 01：24．0� 23．3

69 メイショウゾンビ 牡5鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 490＋ 21：24．2
 58．4�
610 オースミイージー 牡6鹿 53 酒井 学�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 504＋ 2 〃 ハナ 68．9�
46 エアカーネリアン 牡6黒鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 486－ 4 〃 ハナ 3．5
45 タマブラックホール 牡5黒鹿57 北村 友一玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 508± 0 〃 クビ 4．5�
711 アルティシムス 牡6鹿 54 池添 謙一 �社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：24．94 71．8�
22 � ローレンルーナ 牡5鹿 54 川須 栄彦林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 486± 01：25．22 25．2�
33 タイセイマスタング 牡5栗 54 幸 英明田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 534－ 61：25．41� 18．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，367，900円 複勝： 79，084，700円 枠連： 44，742，800円
馬連： 207，542，600円 馬単： 95，688，400円 ワイド： 72，748，700円
3連複： 260，704，800円 3連単： 443，271，000円 計： 1，254，150，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 320円 � 410円 � 1，030円 枠 連（5－8） 3，260円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 3，350円 �� 7，020円

3 連 複 ��� 62，460円 3 連 単 ��� 259，170円

票 数

単勝票数 計 503679 的中 � 51556（4番人気）
複勝票数 計 790847 的中 � 71528（4番人気）� 51601（5番人気）� 18162（11番人気）
枠連票数 計 447428 的中 （5－8） 10617（11番人気）
馬連票数 計2075426 的中 �� 28836（21番人気）
馬単票数 計 956884 的中 �� 7308（34番人気）
ワイド票数 計 727487 的中 �� 10526（21番人気）�� 5592（36番人気）�� 2637（58番人気）
3連複票数 計2607048 的中 ��� 3130（144番人気）
3連単票数 計4432710 的中 ��� 1240（622番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスコットシチー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．10 函館8着

2009．3．12生 牡5栗 母 リボンシチー 母母 リボーンガーネット 21戦4勝 賞金 58，199，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 シンキングマシーン号の騎手大野拓弥は，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30，000円。（被害馬：2
番・8番）

19084 7月26日 晴 良 （26中京3）第7日 第12競走 ��
��1，600�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 7，300，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

814 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿52 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 448－ 21：36．9 3．6�
610 オーキッドレイ 牝4鹿 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：37．21	 5．9�
58 シセイカスガ 牡3黒鹿54 北村 友一猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 410± 0 〃 クビ 44．9�
34 スズカファイター 牡4鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B470＋ 21：37．3クビ 9．7�
22 アドマイヤバートン 牡6栗 57 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 490－ 21：37．62 26．0�
35 ディアデラバンデラ 
5黒鹿57 浜中 俊 	キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 476－10 〃 クビ 12．6

59 フェルメッツァ 牡3鹿 54 武 幸四郎 	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 438＋101：37．7クビ 3．0�
23 ナリタロック 牡4栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496± 01：37．91� 40．7�
611� アラビアンドラゴン 
4芦 57 小牧 太吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 424－181：38．0 159．5
712� ライオンズバイツ 牡4鹿 57 池添 謙一黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 462＋ 61：38．1	 14．1�
713 ニホンピロマイティ 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 446－20 〃 クビ 237．6�
46 � アンシャックルド 
4栗 57 幸 英明	大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B504－ 61：38．2	 12．5�
815 イ イ チ ョ 牝3黒鹿 52

49 ▲松若 風馬幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 436± 01：38．62 41．9�
11 � マイアミムーン 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二吉澤 克己氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 452－ 41：38．81 204．7�
47 グッドレインボー 牝4鹿 55 国分 優作杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 484＋401：40．07 34．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，849，500円 複勝： 53，458，800円 枠連： 23，756，100円
馬連： 104，953，100円 馬単： 52，490，000円 ワイド： 44，831，700円
3連複： 134，084，300円 3連単： 228，874，100円 計： 684，297，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 210円 � 740円 枠 連（6－8） 1，310円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，450円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 17，310円 3 連 単 ��� 60，120円

票 数

単勝票数 計 418495 的中 � 90919（2番人気）
複勝票数 計 534588 的中 � 109682（1番人気）� 65930（3番人気）� 13805（11番人気）
枠連票数 計 237561 的中 （6－8） 13979（6番人気）
馬連票数 計1049531 的中 �� 57083（3番人気）
馬単票数 計 524900 的中 �� 14982（5番人気）
ワイド票数 計 448317 的中 �� 19672（4番人気）�� 4584（31番人気）�� 2728（42番人気）
3連複票数 計1340843 的中 ��� 5809（59番人気）
3連単票数 計2288741 的中 ��� 2760（190番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．2―12．0―12．6―11．7―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．6―48．6―1：01．2―1：12．9―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ヒルノマテーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Concern デビュー 2013．12．1 阪神7着

2011．4．28生 牝3黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 5戦2勝 賞金 14，930，000円
※出走取消馬 ベッラヴォーチェ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ティーエスネオ号
（非抽選馬） 3頭 グレイスフルデイズ号・タイセイマジック号・タニノタキシード号



（26中京3）第7日 7月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

179，860，000円
7，980，000円
1，300，000円
15，910，000円
63，583，500円
5，190，200円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
372，763，500円
636，367，400円
203，244，300円
867，759，800円
479，421，700円
393，201，800円
1，112，324，500円
1，870，288，300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 5，935，371，300円

総入場人員 13，133名 （有料入場人員 12，022名）
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