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19001 7月4日 曇 稍重 （27中京3）第1日 第1競走 ��3，300�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （ 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� コースレコード3：37．8重

812 スマートリバティー 牡7鹿 60 白浜 雄造大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 456－ 63：34．3レコード 4．9�
33 ティリアンパープル 牝5鹿 58 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 472－ 83：34．72� 33．4�
22 ニジブルーム 牡7芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 500± 03：35．12� 6．9�
11 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 難波 剛健田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 480± 03：37．3大差 31．5�
79 ルペールノエル 牡5黒鹿60 高田 潤 �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 518－ 43：37．61� 15．2�
56 � リアリーサムシング 牡7栗 60 林 満明吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 480± 03：37．7� 67．0	
710� アラビアンドラゴン 	5芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 416－103：37．8� 20．0

68 スズカアンペール 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 高橋 康之 むかわ 新井牧場 476± 03：39．9大差 11．4�
811 マイネルピクトル 牡4鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 502＋ 63：40．32� 4．3�
44 プレミアムパス 牡7鹿 60 金子 光希村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 478－ 8 （競走中止） 75．2
55 グリッターウイング 牡8栗 60 森 一馬吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 526＋12 （競走中止） 5．0�
67 マイネルフィエスタ 牡5芦 61 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 502－ 8 （競走中止） 5．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 12，277，700円 複勝： 18，442，300円 枠連： 9，532，500円
馬連： 28，944，200円 馬単： 16，394，300円 ワイド： 15，768，900円
3連複： 45，223，700円 3連単： 59，634，200円 計： 206，217，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 880円 � 210円 枠 連（3－8） 6，590円

馬 連 �� 13，190円 馬 単 �� 22，190円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 540円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 20，370円 3 連 単 ��� 135，530円

票 数

単勝票数 計 122777 的中 � 19869（2番人気）
複勝票数 計 184423 的中 � 30410（1番人気）� 4167（10番人気）� 24618（5番人気）
枠連票数 計 95325 的中 （3－8） 1121（16番人気）
馬連票数 計 289442 的中 �� 1700（37番人気）
馬単票数 計 163943 的中 �� 554（69番人気）
ワイド票数 計 157689 的中 �� 1409（35番人気）�� 8080（4番人気）�� 1579（32番人気）
3連複票数 計 452237 的中 ��� 1665（65番人気）
3連単票数 計 596342 的中 ��� 319（424番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 52．3－3F 39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートリバティー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 クリエイター デビュー 2010．12．5 阪神5着

2008．3．16生 牡7鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト 障害：4戦2勝 賞金 20，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 プレミアムパス号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯断裂〕を発症したため2周目2号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

マイネルフィエスタ号は，2周目6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
グリッターウイング号は，2周目6号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「マイネルフィエスタ」号に触れ，転倒したため競
走中止。

19002 7月4日 曇 重 （27中京3）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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
1：10．1
1：08．7

重
重

23 ショウナンサアーダ 牝3黒鹿 54
53 ☆松若 風馬国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 492＋121：12．6 4．1�

612 セ ン グ ウ 牝3栗 54
53 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 440－101：12．91� 4．9�

11 イッツマイン 牝3鹿 54
51 ▲�島 克駿 �キャロットファーム 安田 隆行 日高 本間牧場 472± 0 〃 ハナ 6．0�

713 マロンマロン 牝3栗 54 藤岡 佑介藤田 孟司氏 松下 武士 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 81：13．43 6．4�

510 メイショウエリー 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 484＋101：13．5� 146．1	
36 マルトクビクトリー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 452± 0 〃 クビ 9．6

12 ス レ ド ボ 牝3黒鹿54 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 21：13．82 68．6�
816 ハギノレイラニ 牝3鹿 54 M．デムーロ安岡美津子氏 松田 国英 浦河 大成牧場 416＋ 41：13．9クビ 11．7�
24 リリパラディス 牝3黒鹿54 高倉 稜 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 446 ―1：14．11� 79．5
35 マジックベル 牝3黒鹿54 北村 友一�杵臼牧場 木原 一良 浦河 杵臼牧場 488＋ 41：14．2� 16．6�
59 ク リ オ ロ 牝3鹿 54 国分 恭介�ターフ・スポート浜田多実雄 新ひだか 三石川上牧場 462－ 21：14．62� 43．9�
611 テイエムテンモン 牝3鹿 54 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 474 ―1：14．92 93．9�
714 エルフベレーザ 牝3黒鹿54 �島 良太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B442± 01：15．21� 161．5�
815 スリークンビア 牝3鹿 54 国分 優作永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 406＋10 〃 ハナ 172．8�
47 マーブルシャルルー 牝3鹿 54 酒井 学下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 橋本牧場 388－121：15．83� 231．8�
48 ノースファンタジー 牝3鹿 54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 浦河 三嶋牧場 B500＋ 41：15．9� 6．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，826，200円 複勝： 33，333，100円 枠連： 11，244，900円
馬連： 44，943，700円 馬単： 21，740，400円 ワイド： 25，493，100円
3連複： 57，637，900円 3連単： 73，814，000円 計： 290，033，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 160円 � 240円 枠 連（2－6） 780円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 320円 �� 490円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 11，870円

票 数

単勝票数 計 218262 的中 � 41751（1番人気）
複勝票数 計 333331 的中 � 59423（2番人気）� 59752（1番人気）� 30037（6番人気）
枠連票数 計 112449 的中 （2－6） 11083（1番人気）
馬連票数 計 449437 的中 �� 35194（1番人気）
馬単票数 計 217404 的中 �� 8901（1番人気）
ワイド票数 計 254931 的中 �� 21956（1番人気）�� 12923（4番人気）�� 9857（7番人気）
3連複票数 計 576379 的中 ��� 17792（3番人気）
3連単票数 計 738140 的中 ��� 4508（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．3―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．2―47．5―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンサアーダ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Kris S. デビュー 2014．11．15 東京2着

2012．4．25生 牝3黒鹿 母 ショウナンハピネス 母母 Rambling Barb 9戦1勝 賞金 15，850，000円
〔騎手変更〕 メイショウエリー号の騎手森一馬は，第1競走での落馬による検査のため武幸四郎に変更。
〔制裁〕 イッツマイン号の騎手�島克駿は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※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 エターナルカラー号・シゲルゴホウサイ号・スーパールミナル号・ワイドバディーズ号

第３回 中京競馬 第１日



19003 7月4日 小雨 重 （27中京3）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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
1：48．9
1：47．8

重
重

611 ロウアンドロウ 牡3栗 56
53 ▲�島 克駿谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム B474± 01：54．1 2．8�

11 コウザンヒキリ 牡3鹿 56 秋山真一郎山下 良子氏 中尾 秀正 新冠 ヤマタケ牧場 452－ 41：54．52� 112．6�
815 オメガレイノワール 牡3青鹿56 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 4 〃 クビ 12．5�
24 タイキアデリナ 牝3鹿 54 武 豊�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 458± 01：54．6� 12．6�
12 チェイスザチャンス 牝3鹿 54 柴田 未崎畑 清介氏 田所 秀孝 様似 髙村 伸一 B484＋ 21：54．81� 79．9�
47 クリノチクバオー 牡3栗 56 幸 英明栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 508＋ 41：55．65 22．8	
48 ヤマニンロードン 牝3鹿 54 和田 竜二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 472＋ 41：55．7クビ 7．2

713 ボルテックスセドナ 牝3黒鹿54 川島 信二�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 456－ 6 〃 クビ 82．5�
35 シゲルオカメマツリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 538± 01：55．8クビ 48．4�
816 キートゥザスカイ 牡3黒鹿56 国分 優作�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 484－121：56．22� 78．0
23 セイマイスター 牡3青鹿56 酒井 学金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 B486＋ 61：56．3� 60．8�
59 エ ン リ ケ 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬丸山 担氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B436－ 61：56．4クビ 17．6�
36 ヒルノリヴァプール 牡3鹿 56 福永 祐一�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 492＋141：56．71	 3．4�
612 シームストレス 牝3鹿 54 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 41：57．01	 10．0�
510 メイショウクニツグ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 464＋12 〃 クビ 40．6�
714 ヤマニンラビサン 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 488＋121：59．2大差 362．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，539，200円 複勝： 28，624，100円 枠連： 12，723，300円
馬連： 46，413，600円 馬単： 24，987，900円 ワイド： 26，174，500円
3連複： 58，540，200円 3連単： 81，378，500円 計： 301，381，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 1，880円 � 280円 枠 連（1－6） 5，910円

馬 連 �� 16，690円 馬 単 �� 22，440円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 600円 �� 10，190円

3 連 複 ��� 32，140円 3 連 単 ��� 220，970円

票 数

単勝票数 計 225392 的中 � 64238（1番人気）
複勝票数 計 286241 的中 � 69752（1番人気）� 2801（14番人気）� 24098（5番人気）
枠連票数 計 127233 的中 （1－6） 1667（18番人気）
馬連票数 計 464136 的中 �� 2154（37番人気）
馬単票数 計 249879 的中 �� 835（63番人気）
ワイド票数 計 261745 的中 �� 1496（39番人気）�� 12052（4番人気）�� 632（67番人気）
3連複票数 計 585402 的中 ��� 1366（92番人気）
3連単票数 計 813785 的中 ��� 267（568番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．8―12．8―12．0―12．1―12．6―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．3―51．1―1：03．1―1：15．2―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ロウアンドロウ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Starborough デビュー 2014．7．27 札幌9着

2012．4．22生 牡3栗 母 ウォートルベリー 母母 Rotina 10戦1勝 賞金 9，600，000円
〔制裁〕 ロウアンドロウ号の騎手�島克駿は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンラビサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月4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 エイシンダーラ号・クリノサン号・メイショウオウケン号

19004 7月4日 小雨 稍重 （27中京3）第1日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分（番組第1競走を順序変更） （ 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

66 ティーエスハーツ 牡4黒鹿60 林 満明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 540－103：18．7 4．4�
33 ダノンウィスラー 牡7鹿 60 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 460－ 23：19．02 5．2�
79 � アプリカーレ 牝4鹿 58 植野 貴也水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 506＋123：19．1� 26．6�
11 トーセンセカイオー 牡6鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 502＋ 2 〃 クビ 8．2�
22 エイシンフランキー 牡4芦 60 難波 剛健�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498－ 43：19．73� 9．1	
810 ファイアーシチー 牡4青鹿60 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460－ 4 〃 クビ 5．7

44 キープトライン 牡5鹿 60 原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B494＋ 23：19．8� 14．0�
55 エアラーテル 牡6栗 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 474＋143：21．39 3．6�
67 � デカントラップ 牡6栗 60 浜野谷憲尚池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 472＋ 23：22．25 73．3
811 エイシンシャルル 	3栃栗58 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 452－ 43：22．62� 50．9�
78 ゴールデンスキトマ 牡4栗 60 高野 和馬 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 480－103：23．02� 95．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 13，828，800円 複勝： 17，085，100円 枠連： 7，953，900円
馬連： 29，832，300円 馬単： 19，175，200円 ワイド： 15，538，200円
3連複： 40，880，100円 3連単： 65，916，300円 計： 210，209，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 200円 � 720円 枠 連（3－6） 1，610円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，870円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 13，900円 3 連 単 ��� 53，450円

票 数

単勝票数 計 138288 的中 � 24903（2番人気）
複勝票数 計 170851 的中 � 27190（3番人気）� 23875（4番人気）� 4746（8番人気）
枠連票数 計 79539 的中 （3－6） 3813（7番人気）
馬連票数 計 298323 的中 �� 13703（7番人気）
馬単票数 計 191752 的中 �� 4771（12番人気）
ワイド票数 計 155382 的中 �� 6608（7番人気）�� 2087（23番人気）�� 1448（26番人気）
3連複票数 計 408801 的中 ��� 2205（41番人気）
3連単票数 計 659163 的中 ��� 894（196番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．5－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティーエスハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Slewpy デビュー 2013．6．9 阪神4着

2011．3．15生 牡4黒鹿 母 バ ル バ ラ 母母 Kool Arrival 障害：4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔騎手変更〕 エイシンフランキー号の騎手森一馬は，第1競走での落馬による検査のため難波剛健に変更。



19005 7月4日 雨 稍重 （27中京3）第1日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時25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

68 シ ュ ウ ジ 牡2鹿 54 小牧 太安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 484 ―1：22．5 2．5�
812 レッドカーペット 牡2栗 54 国分 恭介 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486 ―1：22．81� 11．3�
11 ク ラ イ シ ス 牡2鹿 54 川田 将雅前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464 ― 〃 ハナ 6．1�
44 サ ル ド ナ 牝2栗 54 M．デムーロ寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 464 ―1：23．01	 5．1�
710 レンベルガー 牡2青鹿54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 418 ―1：23．21	 18．9	
45 ホットファイヤー 牡2鹿 54 和田 竜二西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 446 ―1：23．3� 12．4

22 ツイセキシャ 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470 ―1：24．36 41．2�
56 ファビラスヒーロー 牡2芦 54 福永 祐一吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 476 ― 〃 ハナ 9．1�
57 ス ラ ッ シ ュ 牡2鹿 54 国分 優作山本 武司氏 服部 利之 浦河 冨岡牧場 426 ―1：24．62 126．0
33 イソノヴィグラス 牡2栗 54 熊沢 重文磯野 俊雄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 424 ―1：24．7クビ 71．9�
69 キ ラ パ ワ ー 牡2栗 54 川須 栄彦山口 正行氏 福島 信晴 浦河 中神牧場 468 ―1：24．8	 172．5�
711 キングラディウス 牡2栗 54 松山 弘平菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 448 ― 〃 クビ 19．9�
813 ヒロノストロング 牡2鹿 54 北村 友一小野 博郷氏 田中 章博 新冠 赤石 久夫 422 ―1：24．9クビ 266．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，175，000円 複勝： 30，192，800円 枠連： 11，935，100円
馬連： 45，089，400円 馬単： 28，043，900円 ワイド： 23，649，200円
3連複： 56，410，500円 3連単： 86，724，600円 計： 312，220，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 250円 � 160円 枠 連（6－8） 1，710円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 560円 �� 330円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 301750 的中 � 98642（1番人気）
複勝票数 計 301928 的中 � 82635（1番人気）� 22561（6番人気）� 45112（3番人気）
枠連票数 計 119351 的中 （6－8） 5400（8番人気）
馬連票数 計 450894 的中 �� 23017（6番人気）
馬単票数 計 280439 的中 �� 9939（7番人気）
ワイド票数 計 236492 的中 �� 10633（6番人気）�� 19859（2番人気）�� 5511（14番人気）
3連複票数 計 564105 的中 ��� 15215（7番人気）
3連単票数 計 867246 的中 ��� 6059（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．4―47．2―58．9―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ュ ウ ジ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo 初出走

2013．3．16生 牡2鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19006 7月4日 雨 重 （27中京3）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時55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

11 メイショウサンゾウ 牡3鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 512＋ 21：24．6 4．9�
23 カシノランド 牡3黒鹿 56

53 ▲�島 克駿柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 464± 0 〃 クビ 5．9�
48 ペプチドアルマ 牡3黒鹿56 武 豊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 444－ 81：25．34 3．4�
12 ナリタサウス 牡3栗 56 北村 友一�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 458＋ 21：25．51� 27．6�
714 デザフィーオ 牡3黒鹿56 武 幸四郎今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 41：25．71� 14．5�
24 デンコウコハク 牝3栗 54 �島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 444－ 11：25．8� 121．1	
35 ジョーグラファイト 牡3鹿 56

53 ▲義 英真上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 高橋 修 508＋14 〃 ハナ 349．4

36 タ ナ ボ タ 牝3栗 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 ヤナガワ牧場 428－ 21：27．07 79．7�
59 エイダイサンデー 牡3芦 56

55 ☆岩崎 翼�東振牧場 田中 章博 むかわ 東振牧場 430± 0 〃 クビ 11．4
611 ホーリーランド 牡3鹿 56 熊沢 重文市川 義美氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 512± 01：27．31� 175．9�
47 ジューンブラジリエ 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 追分ファーム 454＋ 21：27．62 4．2�
510 モーントバーン 牝3黒鹿54 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 442＋181：28．02� 109．1�
713 ダブルサークル 牡3栗 56 藤岡 佑介林 瑛子氏 森田 直行 平取 赤石牧場 484＋ 81：28．31� 326．6�
816 トップオブテーラー 牡3鹿 56 幸 英明中西 浩一氏 石橋 守 日高 北田 剛 516 ―1：28．83 9．1�
612 ワンダーユナニーム 牡3鹿 56 太宰 啓介山本 信行氏 中竹 和也 新ひだか 米田牧場 472＋161：29．33 147．3�
815 グランビスキュイ 	3鹿 56 森 一馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド B470－121：29．51� 230．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，541，600円 複勝： 34，474，800円 枠連： 14，930，400円
馬連： 48，996，300円 馬単： 27，050，200円 ワイド： 26，578，000円
3連複： 64，655，300円 3連単： 95，360，800円 計： 334，587，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 180円 � 150円 枠 連（1－2） 1，610円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 520円 �� 360円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 12，650円

票 数

単勝票数 計 225416 的中 � 36193（3番人気）
複勝票数 計 344748 的中 � 51506（3番人気）� 44185（4番人気）� 68551（2番人気）
枠連票数 計 149304 的中 （1－2） 7153（7番人気）
馬連票数 計 489963 的中 �� 21161（6番人気）
馬単票数 計 270502 的中 �� 6205（13番人気）
ワイド票数 計 265780 的中 �� 12699（6番人気）�� 19694（3番人気）�� 14768（4番人気）
3連複票数 計 646553 的中 ��� 27050（4番人気）
3連単票数 計 953608 的中 ��� 5463（34番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．2―12．5―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．9―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウサンゾウ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2015．2．14 京都3着

2012．2．5生 牡3鹿 母 メイショウヒミコ 母母 サルガソシー 5戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走状況〕 モーントバーン号・グランビスキュイ号は，枠入り不良。
※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 トーアレラ号
（非抽選馬） 4頭 インクレディブル号・ダンツラッシュ号・ドラグーン号・リリーヴィクトリー号



19007 7月4日 雨 稍重 （27中京3）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時25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
1：58．8
1：56．1

良
良

24 ケルンダッシュ 牡3鹿 56 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 478－ 42：01．6 2．9�
817 タガノカムイ 牡3栗 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464± 0 〃 クビ 7．8�
12 オールマイアイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 514± 02：01．7� 3．0�
510 クリスバローズ 牡3青鹿56 松山 弘平猪熊 広次氏 池江 泰寿 新ひだか チャンピオンズファーム 474± 02：01．91� 24．1�
612 マイネルオルデン 牡3鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 62：02．11� 7．3�
35 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－ 22：02．31� 42．4	
713 ユ キ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 幸 英明西村 憲人氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 462－ 22：02．51 25．9

59 アドマイヤサクセス 牡3栗 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 日高 日高大洋牧場 464 ― 〃 クビ 14．3�
714 ナイトディグニティ 牡3黒鹿56 川島 信二 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 396－ 82：02．71	 113．1
11 クィーンアルビレオ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬髙野 葉子氏 高野 友和 新冠 中央牧場 430± 02：02．9� 92．8�
48 シャイニーシチー 牡3栗 56 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 日高 日高大洋牧場 498＋12 〃 ハナ 152．6�
47 スターペスカンタ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣河野和香子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 502± 02：03．11� 24．1�
715 インシグニスブルー 牝3栗 54 小牧 太 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 434－ 82：03．2� 157．4�
816 クインズメモリア 牝3鹿 54

51 ▲義 英真 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 日高 沖田牧場 414－ 62：03．41	 244．8�
818 アクアブルーハート 牝3黒鹿54 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 大北牧場 424－ 42：03．61� 27．6�
23 
 アワードジャック 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿安原 浩司氏 昆 貢 米 Hiroshi
Nakajima B454＋ 42：03．81� 31．4�

611 パープルファイト 牡3黒鹿56 川須 栄彦中野 銀十氏 鈴木 孝志 日高 鹿戸 正幸 464－ 42：04．01	 357．5�
36 ウォーターセドナ 牡3芦 56 畑端 省吾山岡 良一氏 �島 一歩 新ひだか 増本牧場 B512－ 42：05．610 365．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，229，000円 複勝： 37，223，900円 枠連： 18，638，700円
馬連： 62，509，400円 馬単： 31，698，800円 ワイド： 33，371，700円
3連複： 80，106，900円 3連単： 114，201，600円 計： 406，980，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（2－8） 960円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 430円 �� 190円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 6，490円

票 数

単勝票数 計 292290 的中 � 78355（1番人気）
複勝票数 計 372239 的中 � 99280（1番人気）� 35389（4番人気）� 90406（2番人気）
枠連票数 計 186387 的中 （2－8） 14977（2番人気）
馬連票数 計 625094 的中 �� 41046（2番人気）
馬単票数 計 316988 的中 �� 13331（3番人気）
ワイド票数 計 333717 的中 �� 17746（5番人気）�� 52607（1番人気）�� 17856（4番人気）
3連複票数 計 801069 的中 ��� 52475（2番人気）
3連単票数 計1142016 的中 ��� 12756（7番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．0―11．9―12．0―12．6―12．9―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―35．8―47．7―59．7―1：12．3―1：25．2―1：37．3―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．4
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケルンダッシュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．12．14 中京2着

2012．2．11生 牡3鹿 母 アルフレンテ 母母 テ ィ ス ワ 7戦1勝 賞金 13，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アゼリア号・タガノヴェリテ号

19008 7月4日 雨 重 （27中京3）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

79 ティンバレス 牝3青鹿52 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：52．0 3．0�
811 フジインザスカイ 牝4鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 468± 01：52．63� 10．7�
67 ハギノセゾン 牝4青鹿55 秋山真一郎安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 468± 01：52．92 17．5�
11 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414－ 61：53．0クビ 68．5�
68 フ ィ エ ル テ 牝3鹿 52 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 21：53．21� 7．6	
710	 サンレイフレンチ 牝4栗 55

52 ▲�島 克駿永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 408± 01：54．05 76．9

33 モンシュシュ 牝5鹿 55 M．デムーロ �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 516＋ 21：54．21� 3．5�
812 アンスタンフィール 牝5鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 484－ 41：54．41� 21．1�
56 デンタルキューティ 牝3青 52

49 ▲義 英真安田 光則氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 448＋ 81：54．61� 18．3
22 ヴェルメンティーノ 牝4栗 55 和田 竜二吉川 朋宏氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム B426－ 4 〃 ハナ 4．8�
44 テイエムステータス 牝4鹿 55 酒井 学竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 B502＋ 21：57．5大差 47．6�
55 テイエムフタエマル 牝3鹿 52

51 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 474－ 81：58．35 121．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，317，600円 複勝： 31，136，500円 枠連： 15，451，000円
馬連： 56，939，700円 馬単： 32，841，400円 ワイド： 30，232，300円
3連複： 69，290，300円 3連単： 114，875，000円 計： 377，083，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 270円 � 320円 枠 連（7－8） 940円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 670円 �� 920円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 18，160円

票 数

単勝票数 計 263176 的中 � 68645（1番人気）
複勝票数 計 311365 的中 � 68181（1番人気）� 26263（5番人気）� 20922（6番人気）
枠連票数 計 154510 的中 （7－8） 12694（5番人気）
馬連票数 計 569397 的中 �� 28304（6番人気）
馬単票数 計 328414 的中 �� 10344（8番人気）
ワイド票数 計 302323 的中 �� 12028（7番人気）�� 8439（12番人気）�� 5944（16番人気）
3連複票数 計 692903 的中 ��� 10208（16番人気）
3連単票数 計1148750 的中 ��� 4584（53番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―13．0―12．9―12．7―12．4―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．4―49．3―1：02．0―1：14．4―1：26．9―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
9（4，12）6，5，2－8，3，11－7－1－10
9（12，11）（4，8）（6，3）（5，2）－（7，1）－10

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

勝馬の
紹 介

ティンバレス �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．7．6 中京11着

2012．2．24生 牝3青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 8戦2勝 賞金 19，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムステータス号・テイエムフタエマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年8月4日まで平地競走に出走できない。



19009 7月4日 雨 稍重 （27中京3）第1日 第9競走 ��
��1，600�

ご ざ い し ょ

御 在 所 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

510� ストーンウェア 牡3鹿 54 川田 将雅吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 452－ 41：34．8 5．2�
713 セイントバローズ 牡3鹿 54 藤岡 佑介猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 472＋ 61：35．01	 5．7�
11 ダンツアトラス 牡5鹿 57 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 6 〃 ハナ 32．7�
36 メイショウラバンド 牝4鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 432＋ 41：35．21	 70．4�
24 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B466－ 21：35．41	 22．8�
48 ショウボート 牡3栗 54 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 3．5�
816 タニオブローズ 牝5鹿 55 森 一馬谷 研司氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 454＋ 61：35．5� 31．6	
12 シセイカスガ 牡4黒鹿57 松若 風馬猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 406± 0 〃 アタマ 64．3

59 グリーンラヴ 牡5栗 57 福永 祐一 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 478－ 4 〃 アタマ 12．2
23 アイファーサンディ 牡3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 454± 0 〃 ハナ 61．7�
47 ミッキーカーニバル 牝3鹿 52 武 豊野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 9．0�
611 アイオシルケン 牡3黒鹿54 中谷 雄太石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 466± 01：35．6クビ 90．1�
35 ヒルノクオリア 牡5鹿 57 
島 良太�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 462－ 21：35．7� 69．4�
612 ゴールドメダリオン �3栗 54 国分 優作西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 424－ 61：36．65 45．5�
815� エイシンキサナドゥ 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

544－ 21：36．81	 4．8�
714 バルトロメオ 牡5鹿 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B478＋ 2 〃 クビ 137．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，490，900円 複勝： 57，768，900円 枠連： 23，829，600円
馬連： 91，388，200円 馬単： 42，807，900円 ワイド： 45，449，800円
3連複： 113，472，000円 3連単： 158，451，100円 計： 570，658，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 210円 � 620円 枠 連（5－7） 1，170円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，890円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 16，080円 3 連 単 ��� 67，930円

票 数

単勝票数 計 374909 的中 � 56778（3番人気）
複勝票数 計 577689 的中 � 77448（4番人気）� 78965（3番人気）� 19579（8番人気）
枠連票数 計 238296 的中 （5－7） 15681（5番人気）
馬連票数 計 913882 的中 �� 43734（5番人気）
馬単票数 計 428079 的中 �� 9296（13番人気）
ワイド票数 計 454498 的中 �� 16834（7番人気）�� 3940（29番人気）�� 4565（26番人気）
3連複票数 計1134720 的中 ��� 5290（46番人気）
3連単票数 計1584511 的中 ��� 1691（190番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―11．8―11．7―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．1―47．9―59．6―1：11．2―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．2

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

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

勝馬の
紹 介

�ストーンウェア �
�
父 Birdstone �

�
母父 Geiger Counter デビュー 2014．10．25 京都2着

2012．1．30生 牡3鹿 母 Antique Auction 母母 Old Stuff 7戦2勝 賞金 28，360，000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 ウェーブキング号・クインズロンペール号
（非抽選馬） 1頭 ナイトジャスミン号

19010 7月4日 雨 稍重 （27中京3）第1日 第10競走 ��
��2，200�

き そ が わ

木 曽 川 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

68 サンマルホーム 牡5栗 57 秋山真一郎相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 440＋ 42：16．4 75．9�

79 ジ ェ ラ ル ド �6栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 9．5�
811 カラフルブラッサム 牝5鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468± 02：16．5	 2．5�
55 タカノハーバー 牡5青鹿57 
島 良太山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 480± 0 〃 クビ 10．0�
44 ニシノモンクス 牝5鹿 55 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 454± 02：16．71 56．0�
11 � ファルスター 牡7鹿 57 北村 友一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：16．8	 33．4	
22 ウェーブゴールド 牡4黒鹿57 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 480－ 4 〃 アタマ 4．4

33 クリビツテンギョ 牡6栗 57 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 488＋ 82：17．11	 46．9�
812 ピュアソルジャー 牡5鹿 57 M．デムーロ鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 42：17．31 10．0�
56 シルクキングリー 牡6鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 498－ 2 〃 クビ 79．7
67 スズカヴァンガード �4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 478＋ 22：17．51� 4．3�
710 スリーロブロイ 牡6鹿 57 国分 恭介永井商事� 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 454＋ 22：17．81	 173．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，635，400円 複勝： 52，166，500円 枠連： 20，344，800円
馬連： 102，395，400円 馬単： 54，941，800円 ワイド： 46，249，600円
3連複： 118，911，000円 3連単： 217，119，000円 計： 650，763，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，590円 複 勝 � 1，050円 � 260円 � 130円 枠 連（6－7） 2，250円

馬 連 �� 38，280円 馬 単 �� 102，240円

ワ イ ド �� 6，700円 �� 2，290円 �� 450円

3 連 複 ��� 20，370円 3 連 単 ��� 315，450円

票 数

単勝票数 計 386354 的中 � 4069（10番人気）
複勝票数 計 521665 的中 � 8572（10番人気）� 45448（5番人気）� 154154（1番人気）
枠連票数 計 203448 的中 （6－7） 7002（8番人気）
馬連票数 計1023954 的中 �� 2073（47番人気）
馬単票数 計 549418 的中 �� 403（100番人気）
ワイド票数 計 462496 的中 �� 1664（44番人気）�� 4962（23番人気）�� 29274（3番人気）
3連複票数 計1189110 的中 ��� 4378（52番人気）
3連単票数 計2171190 的中 ��� 499（485番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．3―13．4―13．0―12．7―12．9―12．3―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．8―37．1―50．5―1：03．5―1：16．2―1：29．1―1：41．4―1：53．1―2：04．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
6，5－4，9，1，8，3，11，7，2，12－10
6，5－（4，9）（1，8）（3，11）（7，2）12－10

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

勝馬の
紹 介

サンマルホーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．8．5 小倉7着

2010．3．10生 牡5栗 母 アイエスシャイン 母母 キリセオリー 35戦3勝 賞金 47，561，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19011 7月4日 小雨 重 （27中京3）第1日 第11競走 ��
��1，800�

しらかわごう

白川郷ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

11 ストロングサウザー 牡4鹿 57 M．デムーロ村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464－ 61：50．9 8．4�
68 エ ル マ ン ボ 牡5青鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 534－ 81：51．21� 4．5�
45 	 ランウェイワルツ 牡4栗 57 松若 風馬�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 498－ 41：51．3� 3．7�
812 セイスコーピオン 牡5栗 57 武 豊金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 492± 01：51．72
 8．5�
57 ハギノタイクーン 牡6鹿 57 和田 竜二日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 528－ 41：51．91� 16．2�
22 エイコーンパス 牡6栗 57 松山 弘平吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 2 〃 アタマ 50．4	
813 キネオイーグル 牡4鹿 57 川田 将雅吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 506－ 61：52．0
 2．9�
711 タガノビリーヴィン 牡5黒鹿57 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 488± 01：52．21
 38．8�
710 ク ロ ス ボ ウ 牡5黒鹿57 幸 英明 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 524＋ 41：52．3
 28．0
69 タイガーシード 牡6黒鹿57 川島 信二伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 502－ 21：52．4クビ 74．9�
44 セイカフォルテ 牡7鹿 57 北村 友一久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 448＋ 4 〃 クビ 120．8�
56 ノボリドリーム 牡6鹿 57 高倉 稜原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 438－241：53．57 48．3�
33 ラディアーレ 牡7鹿 57 黒岩 悠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 472＋ 61：54．88 193．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 62，660，900円 複勝： 84，871，400円 枠連： 46，991，300円
馬連： 224，208，300円 馬単： 102，652，400円 ワイド： 87，281，900円
3連複： 276，462，600円 3連単： 477，611，500円 計： 1，362，740，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 160円 � 150円 枠 連（1－6） 2，310円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 690円 �� 690円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 20，870円

票 数

単勝票数 計 626609 的中 � 59369（4番人気）
複勝票数 計 848714 的中 � 77154（5番人気）� 142269（3番人気）� 169919（2番人気）
枠連票数 計 469913 的中 （1－6） 15707（10番人気）
馬連票数 計2242083 的中 �� 76777（9番人気）
馬単票数 計1026524 的中 �� 14240（21番人気）
ワイド票数 計 872819 的中 �� 30783（8番人気）�� 31013（7番人気）�� 71746（3番人気）
3連複票数 計2764626 的中 ��� 86192（7番人気）
3連単票数 計4776115 的中 ��� 16584（63番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．8―12．1―11．8―12．2―12．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―38．6―50．7―1：02．5―1：14．7―1：27．0―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストロングサウザー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー 2013．9．15 中山4着

2011．1．28生 牡4鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 14戦5勝 賞金 73，652，000円

19012 7月4日 小雨 稍重 （27中京3）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

510 アドマイヤナイト 牝3栗 52 M．デムーロ近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 426± 01：09．4 18．6�
24 イルーシヴキャット 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 464－ 2 〃 クビ 9．4�
611 シゲルチャグチャグ 牝3鹿 52 太宰 啓介森中 蕃氏 武田 博 新冠 長浜牧場 472± 01：09．5クビ 7．6�
36 プラチナコード 牡3芦 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 492＋ 8 〃 ハナ 10．1�

11 メイショウキリサメ 牡3黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B476－ 61：09．71 31．9	
612 コスモピーコック 牝3鹿 52 松山 弘平 �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 460－241：10．02 35．3

816 スマートカルロス 牡3鹿 54

51 ▲�島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 466－ 2 〃 クビ 4．7�
713 エ ル ノ ル テ 牝4鹿 55

54 ☆松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：10．1� 12．2�
47 ハ ピ ネ ス 牝4黒鹿55 武 豊 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＋12 〃 アタマ 5．0
23 ラブリープラネット 牡4栗 57 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 480＋ 61：10．31� 6．0�
12 	 レーヴドプランス 
5鹿 57 和田 竜二岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484－ 61：10．4クビ 55．1�
35 イサチルホープ 牡3栗 54 秋山真一郎小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 450－ 2 〃 アタマ 47．8�
59 ジャミールカズマ 牡3青鹿54 幸 英明�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 41：10．61� 50．7�
714 アグネスキズナ 
5栗 57 藤岡 佑介渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 478－101：10．81� 110．6�
48 ウォーターメアヌイ 牝3鹿 52 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 428＋ 21：11．01� 106．9�
817 グランデサムライ 牡3青鹿54 北村 友一 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 464＋ 8 〃 クビ 16．2�
715	 トゥーレドゥー 牝4鹿 55 森 一馬 Viridian Keiba Club 西村 真幸 浦河 富田牧場 B446± 01：11．53 256．6�
818 ケープオブホープ 牝4黒鹿55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 榊原 敏明 424－ 71：11．92� 295．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，262，800円 複勝： 69，218，200円 枠連： 34，672，400円
馬連： 134，552，100円 馬単： 57，904，200円 ワイド： 63，247，000円
3連複： 180，985，800円 3連単： 253，907，400円 計： 840，749，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 550円 � 280円 � 270円 枠 連（2－5） 2，460円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 17，260円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 2，420円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 20，110円 3 連 単 ��� 133，100円

票 数

単勝票数 計 462628 的中 � 19887（9番人気）
複勝票数 計 692182 的中 � 29372（9番人気）� 68280（5番人気）� 71999（4番人気）
枠連票数 計 346724 的中 （2－5） 10907（11番人気）
馬連票数 計1345521 的中 �� 12916（33番人気）
馬単票数 計 579042 的中 �� 2516（67番人気）
ワイド票数 計 632470 的中 �� 6119（32番人気）�� 6653（29番人気）�� 15198（12番人気）
3連複票数 計1809858 的中 ��� 6747（68番人気）
3連単票数 計2539074 的中 ��� 1383（458番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．2―11．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―33．8―45．1―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．6
3 ・（4，7，11）17（3，6）（2，15）（12，8）－（13，16，18）1－5（10，14）－9 4 ・（4，7）11，3（6，17）2（12，15）（1，8）13，16，18（10，5）14，9

勝馬の
紹 介

アドマイヤナイト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．2．22 小倉4着

2012．1．21生 牝3栗 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 4戦2勝 賞金 13，400，000円
〔制裁〕 プラチナコード号の騎手義英真は，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：12番）

イルーシヴキャット号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サチノクイーン号・ベルリネッタ号



（27中京3）第1日 7月4日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 173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

196，270，000円
2，080，000円
5，520，000円
1，360，000円
17，610，000円
65，965，500円
5，836，600円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
363，785，100円
494，537，600円
228，247，900円
916，212，600円
460，238，400円
439，034，200円
1，162，576，300円
1，798，994，000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 5，863，626，100円

総入場人員 11，285名 （有料入場人員 10，022名）
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