
19037 7月12日 晴 良 （27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

59 デアリングエッジ 牝2栗 54 C．ルメール �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 424－ 61：37．5 5．9�
34 ブレイブスマッシュ 牡2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 41：37．6� 4．0�
35 ダンツプリウス 牡2鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 482－101：37．81� 12．0�
610 キタイチサクラ 牝2栗 54

53 ☆松若 風馬小関 昭次氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 442－ 2 〃 アタマ 35．9�
712 ノーブルマーズ 牡2栗 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 458－ 21：37．9	 22．7	
815 ラハトケレブ 牡2鹿 54 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 4．0

47 サクレメジャー 牡2栗 54 三浦 皇成 K.S．ヤップ氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－161：38．11� 45．3�
22 レッドヴェルサス 牡2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 486－ 41：38．2	 4．0
611 ロードレグナム 牡2青鹿 54

51 ▲
島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 482－ 61：38．51	 48．1�
58 アドマイヤデライト 牡2黒鹿54 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 492－ 41：39．13� 126．7�
11 フォールドイン 牡2黒鹿54 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 高橋 修 440－ 8 〃 クビ 206．7�

（笠松）

46 タマモベルガモ 牡2栗 54 和田 竜二タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 462＋ 21：39．2クビ 17．3�
814 ヴ イ カ ン プ 牡2鹿 54 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 450－121：39．3� 138．7�
713 クールゲンノスケ 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 464－ 21：39．51� 380．6�
23 マジックダイオウ 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 452＋ 2 〃 クビ 340．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，501，200円 複勝： 36，862，300円 枠連： 10，859，100円
馬連： 48，041，600円 馬単： 26，364，600円 ワイド： 27，190，000円
3連複： 68，354，800円 3連単： 89，139，800円 計： 331，313，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 160円 � 310円 枠 連（3－5） 950円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，010円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 19，060円

票 数

単勝票数 計 245012 的中 � 34772（4番人気）
複勝票数 計 368623 的中 � 54189（4番人気）� 69690（3番人気）� 24660（5番人気）
枠連票数 計 108591 的中 （3－5） 8848（5番人気）
馬連票数 計 480416 的中 �� 26176（6番人気）
馬単票数 計 263646 的中 �� 6363（12番人気）
ワイド票数 計 271900 的中 �� 11937（6番人気）�� 6731（13番人気）�� 7821（8番人気）
3連複票数 計 683548 的中 ��� 14345（12番人気）
3連単票数 計 891398 的中 ��� 3390（60番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．2―12．3―12．6―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．7―49．0―1：01．6―1：13．6―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

デアリングエッジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．21 阪神3着

2013．1．29生 牝2栗 母 デアリングハート 母母 デアリングダンジグ 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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19038 7月12日 晴 良 （27中京3）第4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）

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

816 メイショウナガマサ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 520± 01：55．7 1．7�
510 テイエムテツジン 牡3栗 56 C．ルメール 竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 438＋ 61：56．02 3．4�
611 ロープアドープ 牡3青鹿56 小坂 忠士 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 浦河 日進牧場 464－101：56．53 237．4�
11 サンライズステラ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 430－10 〃 ハナ 6．2�
23 アロハカウボーイ 牡3黒鹿56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 470－ 81：56．6� 69．6�
48 ヒルノケルン 牡3鹿 56 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 桜井牧場 504＋ 41：56．7� 38．7	
815 エイシンアルマイト 牡3黒鹿56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 新ひだか 土田 扶美子 500＋ 61：57．01� 64．1

47 マ ケ ナ イ デ 牝3栗 54 北村 友一小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466± 01：58．17 33．9�
713 エスプリドパリ 牝3芦 54

51 ▲義 英真吉田 和子氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 502－121：58．31� 25．3�
59 ク リ ノ サ ン 牝3黒鹿54 藤懸 貴志栗本 守氏 奥村 豊 新冠 柏木 一則 396－ 6 〃 クビ 248．2
12 イ チ ズ 牡3青鹿56 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 須崎牧場 486－ 41：58．62 34．4�
714 ジョーハリス 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 斉藤スタッド 434＋ 21：59．02� 23．0�
612 シャイニーパンサー 牝3青鹿54 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 468－ 21：59．1クビ 298．4�
24 アヴェントゥリーナ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 420－ 21：59．31� 98．2�

35 ラブラドリカ 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �シルクレーシング 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 392－142：00．04 108．8�
36 サ ル タ レ ロ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 556＋ 42：06．1大差 140．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，237，900円 複勝： 79，316，800円 枠連： 14，309，000円
馬連： 47，699，500円 馬単： 33，705，400円 ワイド： 27，802，600円
3連複： 69，529，700円 3連単： 119，215，400円 計： 414，816，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 2，410円 枠 連（5－8） 230円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 150円 �� 5，720円 �� 11，420円

3 連 複 ��� 17，600円 3 連 単 ��� 39，680円

票 数

単勝票数 計 232379 的中 � 105403（1番人気）
複勝票数 計 793168 的中 � 586208（1番人気）� 70828（2番人気）� 1537（15番人気）
枠連票数 計 143090 的中 （5－8） 47869（1番人気）
馬連票数 計 476995 的中 �� 154412（1番人気）
馬単票数 計 337054 的中 �� 70800（1番人気）
ワイド票数 計 278026 的中 �� 66236（1番人気）�� 963（41番人気）�� 479（61番人気）
3連複票数 計 695297 的中 ��� 2962（37番人気）
3連単票数 計1192154 的中 ��� 2178（100番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．8―13．2―13．0―13．3―12．9―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―37．3―50．5―1：03．5―1：16．8―1：29．7―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．9
1
3
12，16，2，7－11（1，6）10（9，8）－（4，14）15，13－3－5・（12，16）（7，11）10（1，8）（9，4，14）（15，3）－13，2－6＝5

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

勝馬の
紹 介

メイショウナガマサ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2015．2．15 東京3着

2012．2．24生 牡3鹿 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サルタレロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月12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） 2頭 ジェイポップ号・メイショウアリバダ号
（非抽選馬） 2頭 スマートサイファ号・ローレルベルカント号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 中京競馬 第４日



19039 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

11 ド ラ グ ー ン 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－ 21：11．9 4．1�

48 スリーシスターズ 牝3黒鹿54 武 豊 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 502± 01：12．43 8．5�

713 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 412＋ 61：13．25 33．7�
59 メイショウボノム 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 460－ 41：13．3クビ 4．0�
47 タイセイメテオ 牡3栗 56 小牧 太田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 470± 0 〃 ハナ 6．8�
714 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56 C．ルメール 中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ

ファーム B488＋ 21：13．93� 4．4�
815 スーパールミナル 牝3栗 54 松山 弘平 	グリーンファーム音無 秀孝 浦河 有限会社

吉田ファーム 486＋ 41：14．32� 51．0

35 スナークメジャー �3鹿 56 和田 竜二杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 470－ 21：14．4� 249．2�
23 スズカオパール 牝3栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 468＋ 81：14．5� 328．9�
24 カイルアブルー 牝3芦 54 中井 裕二山住 勲氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 432＋ 41：14．6� 137．7
611 レッドアナベル 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼 	東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 444＋ 61：14．7� 208．5�
510 ワイドバディーズ 牝3黒鹿54 川須 栄彦幅田 昌伸氏 宮 徹 むかわ 市川牧場 404＋ 81：14．91� 203．3�
12 エターナルカラー 牝3栗 54 中谷 雄太 	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 472－141：15．96 27．9�
816 ティーエスアルスト 牡3栗 56

53 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 432－ 81：16．0クビ 8．2�
36 ミストラルジョワ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬森岡 幸人氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 480－ 21：16．21� 31．5�
612 アベックモア 牝3栗 54 浜中 俊	ラ・メール 今野 貞一 浦河 惣田 英幸 460＋ 21：17．58 73．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，083，300円 複勝： 39，037，700円 枠連： 14，048，800円
馬連： 51，832，400円 馬単： 27，862，500円 ワイド： 31，160，200円
3連複： 73，062，400円 3連単： 92，471，400円 計： 354，558，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 280円 � 730円 枠 連（1－4） 670円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，380円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 44，930円

票 数

単勝票数 計 250833 的中 � 48488（2番人気）
複勝票数 計 390377 的中 � 70591（2番人気）� 35242（6番人気）� 11100（8番人気）
枠連票数 計 140488 的中 （1－4） 16110（1番人気）
馬連票数 計 518324 的中 �� 20536（10番人気）
馬単票数 計 278625 的中 �� 6380（14番人気）
ワイド票数 計 311602 的中 �� 11474（10番人気）�� 3298（20番人気）�� 2149（33番人気）
3連複票数 計 730624 的中 ��� 3755（40番人気）
3連単票数 計 924714 的中 ��� 1492（143番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ラ グ ー ン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．11．22 京都2着

2012．2．29生 牡3鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress 5戦1勝 賞金 10，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーエスアルスト号・アベックモア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

8月12日まで平地競走に出走できない。
ミストラルジョワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月12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。
（非当選馬） 1頭 シゲルボンオドリ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルトンテントン号

19040 7月12日 晴 良 （27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

66 メ テ オ ー ロ 牡4栗 60 金子 光希白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 462± 03：19．0 4．5�
810 コアレスドラード 牡7栗 60 難波 剛健小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 468± 03：19．1� 9．9�
79 グラッツィア 牡7鹿 60 高田 潤山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494＋ 23：19．95 4．5�
78 ミヤビリファイン 牡6青鹿60 山本 康志村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 506－ 43：20．21� 3．0�
33 � メイショウヤマナミ 牡5栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494± 03：20．83� 16．6�
11 グレイトハスラー 牡4栗 60 平沢 健治小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 458－103：21．97 9．2�
55 ダークサイド 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 466± 03：25．0大差 36．1	
811 アドマイヤレイ 牡6鹿 60 西谷 誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 538＋ 83：25．21	 9．4

22 
 アスターコリント �6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 540± 03：25．62� 79．5�
44 
 エーシンマックス 牡5栗 60 白浜 雄造�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 500－ 63：25．92 16．9
67 スズカアルファ 牡5栗 60 小坂 忠士永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 468－143：44．4大差 131．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，597，100円 複勝： 20，680，700円 枠連： 11，775，600円
馬連： 34，736，500円 馬単： 20，437，200円 ワイド： 17，574，900円
3連複： 50，937，100円 3連単： 78，367，900円 計： 253，107，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 250円 � 170円 枠 連（6－8） 1，190円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 810円 �� 530円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 24，050円

票 数

単勝票数 計 185971 的中 � 32967（2番人気）
複勝票数 計 206807 的中 � 34454（3番人気）� 18292（5番人気）� 35140（2番人気）
枠連票数 計 117756 的中 （6－8） 7639（5番人気）
馬連票数 計 347365 的中 �� 11934（9番人気）
馬単票数 計 204372 的中 �� 3843（14番人気）
ワイド票数 計 175749 的中 �� 5476（10番人気）�� 8810（3番人気）�� 4202（14番人気）
3連複票数 計 509371 的中 ��� 8348（18番人気）
3連単票数 計 783679 的中 ��� 2362（84番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 54．0－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メ テ オ ー ロ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Old Trieste デビュー 2013．11．10 東京9着

2011．3．25生 牡4栗 母 ポップコーンプリンセス 母母 Zipangu Alydar 障害：5戦1勝 賞金 11，600，000円



19041 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

78 タガノミルキー 牝2芦 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 416 ―1：24．6 6．3�

66 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 松山 弘平栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 440 ― 〃 クビ 4．3�
44 アッフェルリズム 牝2黒鹿54 北村 友一山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 446 ―1：25．02� 80．2�
67 ゴールデンリバー 牡2栗 54 大下 智河越 武治氏 作田 誠二 新冠 村上 欽哉 420 ―1：25．31� 105．7�
811 レッドアマビリス 牝2鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450 ―1：25．61� 3．4�
810 ライトブリンガー 牡2栗 54 浜中 俊	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 458 ―1：25．81� 11．4

33 シゲルサンマ 牡2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 506 ―1：26．01 19．4�
79 ドリームフォー 牡2芦 54 小牧 太	谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486 ―1：26．31� 18．3�
11 スーサンブルース 牡2鹿 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 452 ―1：27．15 4．4
22 ア レ ッ チ 牡2鹿 54 藤岡 佑介手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 470 ―1：27．41� 18．8�
55 アカルイハピー 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 452 ―1：28．99 50．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，232，200円 複勝： 24，583，900円 枠連： 10，114，700円
馬連： 40，341，200円 馬単： 24，805，200円 ワイド： 21，054，300円
3連複： 49，573，700円 3連単： 79，195，800円 計： 275，901，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 170円 � 1，250円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 450円 �� 4，150円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 17，770円 3 連 単 ��� 75，940円

票 数

単勝票数 計 262322 的中 � 34869（4番人気）
複勝票数 計 245839 的中 � 33977（4番人気）� 44384（2番人気）� 3728（9番人気）
枠連票数 計 101147 的中 （6－7） 10007（4番人気）
馬連票数 計 403412 的中 �� 28338（4番人気）
馬単票数 計 248052 的中 �� 8212（10番人気）
ワイド票数 計 210543 的中 �� 13467（4番人気）�� 1231（35番人気）�� 1379（32番人気）
3連複票数 計 495737 的中 ��� 2092（55番人気）
3連単票数 計 791958 的中 ��� 756（252番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―36．0―48．6―1：00．7―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．0
3 2（6，8）（1，4，10）11（3，5）7－9 4 2（6，8）（1，4，10）11（3，7）（5，9）

勝馬の
紹 介

タガノミルキー �
�
父 タガノゲルニカ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2013．4．11生 牝2芦 母 タガノプレジール 母母 タガノシャルフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ゴールデンリバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19042 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

816 ゴールドエッセンス 牝3鹿 54 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 402± 02：03．4 11．1�
817 エイシンアルファー 牝3青鹿54 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 420＋ 22：03．5� 16．1�
11 ヴァフラーム 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬市川真奈美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 19．0�
36 チェリーシェイディ 牝3栗 54 浜中 俊戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 456－ 42：03．71� 2．1�
715 ア ゼ リ ア 牝3鹿 54 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－102：04．12� 225．2	
24 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 418＋ 2 〃 クビ 14．9

12 インペカブル 牝3栗 54 小牧 太 �社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 444＋ 82：04．2クビ 38．2�
23 リッチガール 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－12 〃 ハナ 59．3�

59 カリテスグレース 牝3黒鹿54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 472＋102：04．41� 3．9
611 ベルディーヴァ 牝3栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 アタマ 9．3�
612 トウカイネオ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 416± 02：04．61� 273．7�
35 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 460－ 42：04．7� 98．7�
714 ア ズ リ ー ニ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 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 440－ 22：04．8� 117．7�
510 ヴァイスゴルト 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408－142：05．01 40．9�
818 グレイトフルレガロ 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 450－122：05．21� 38．6�
48 エイシンマーゼリン 牝3鹿 54 和田 竜二平井 克彦氏 今野 貞一 浦河 栄進牧場 442 ―2：05．3� 41．1�
713 レッドシェダル 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 444－122：05．51� 234．7�
47 コスモナオス 牝3鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 420± 0 〃 ハナ 180．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，397，800円 複勝： 34，449，700円 枠連： 17，973，200円
馬連： 57，544，900円 馬単： 31，457，200円 ワイド： 33，642，100円
3連複： 77，336，900円 3連単： 101，776，300円 計： 383，578，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 300円 � 430円 � 490円 枠 連（8－8） 3，130円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 13，430円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 2，810円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 27，510円 3 連 単 ��� 160，750円

票 数

単勝票数 計 293978 的中 � 21053（4番人気）
複勝票数 計 344497 的中 � 31947（4番人気）� 20688（6番人気）� 17654（7番人気）
枠連票数 計 179732 的中 （8－8） 4447（12番人気）
馬連票数 計 575449 的中 �� 8288（16番人気）
馬単票数 計 314572 的中 �� 1756（37番人気）
ワイド票数 計 336421 的中 �� 5118（15番人気）�� 3077（26番人気）�� 2341（31番人気）
3連複票数 計 773369 的中 ��� 2108（77番人気）
3連単票数 計1017763 的中 ��� 459（426番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．1―50．0―1：02．9―1：15．2―1：27．1―1：39．1―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．3
1
3

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

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

ゴールドエッセンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2015．2．22 京都5着

2012．4．14生 牝3鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 5戦1勝 賞金 7，200，000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。
（非当選馬） 1頭 エンジェルキッス号



19043 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 キタサンコンサート 牡3芦 56 福永 祐一�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム 482± 01：24．7 2．2�
48 ミカエルシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 530－ 41：25．12� 6．5�
713 エッジクリフ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 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 512－121：25．31� 4．5�
59 コウユーハレワタル 牡3鹿 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 456＋ 41：25．4クビ 13．5�
714 ワキノハガクレ 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 420＋ 41：25．72 200．4	
47 � ウインエアフォース 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones B502＋ 21：25．8� 9．3

12 モズアリュール 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャピタル・システム 	島 一歩 日高 目黒牧場 460－ 21：25．9� 57．0�
11 セレブレイトソング 
3栗 56 藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－ 61：26．21� 34．4�
35 ストリークライト 牡3黒鹿56 和田 竜二吉田 晴哉氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 502－101：26．3� 49．1
510 カフジイーグル 牡3栗 56 佐藤 友則加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 498 ―1：26．51 169．5�

（笠松）

815 スカイパッション 牝3栗 54 小牧 太小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 460－ 41：26．82 31．5�
612 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 496＋ 61：27．22� 110．1�
23 アスタークリスタル 牡3芦 56 川須 栄彦加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 472－ 81：27．94 409．7�
611 フェイバーシチー 牡3鹿 56 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 488－ 81：28．0� 163．7�
816 ブロードキャスト 牡3芦 56 三浦 皇成前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B506－ 21：28．21� 28．0�
36 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿56 北村 友一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496－ 41：28．62� 10．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，003，400円 複勝： 50，447，300円 枠連： 19，975，300円
馬連： 71，431，700円 馬単： 38，059，600円 ワイド： 40，546，700円
3連複： 95，165，200円 3連単： 132，680，900円 計： 484，310，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（2－4） 420円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 300円 �� 250円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 360034 的中 � 125966（1番人気）
複勝票数 計 504473 的中 � 147510（1番人気）� 66472（3番人気）� 87101（2番人気）
枠連票数 計 199753 的中 （2－4） 36750（1番人気）
馬連票数 計 714317 的中 �� 73032（2番人気）
馬単票数 計 380596 的中 �� 27853（2番人気）
ワイド票数 計 405467 的中 �� 35550（2番人気）�� 44020（1番人気）�� 18983（5番人気）
3連複票数 計 951652 的中 ��� 62924（1番人気）
3連単票数 計1326809 的中 ��� 24696（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．7―12．4―12．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．2―45．9―58．3―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンコンサート �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．20 阪神3着

2012．3．23生 牡3芦 母 キンセイマル 母母 コミニュケーション 2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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スピードチュウイ号・メイショウコウテン号・ワグテイル号
（非抽選馬） 2頭 エルラディユー号・ピンクノキセキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19044 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第8競走 ��2，200�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 7，500，000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
2：11．5
2：10．0

良
良

24 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿54 C．ルメール 山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 476－ 82：14．9 1．7�
714 マイネルレオーネ 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404＋ 42：15．11� 26．7�
36 サダムロードショー 牡5鹿 57 北村 友一大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 2 〃 アタマ 45．9�
23 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿54 藤岡 佑介 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 470－ 22：15．2クビ 6．2�
815 トウカイトレジャー 牡3栗 54 福永 祐一内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 506± 02：15．3� 9．5�
612 ウインリバティ 牝4黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 444± 0 〃 ハナ 15．6	
35 ダブルイーグル 牡7鹿 57

54 ▲�島 克駿田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 478＋ 2 〃 クビ 128．1

816 サダムブルーハワイ 牝3鹿 52 戸崎 圭太大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 482± 02：15．4� 11．6�
510 マイネルフレスコ 牡4栗 57 和田 竜二 �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 480＋ 22：15．5� 16．9�
12 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：15．81� 13．8
47 	 ジェットソング 牡5黒鹿 57

54 ▲義 英真橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 452＋ 62：16．01� 76．9�
59 	 ランドスター 牡4栗 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498－ 62：16．21� 217．8�
611 クリノダイコクテン 牡4栃栗57 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 476＋ 82：16．3� 226．6�
48 ゼットスマイル 牡3栗 54

53 ☆松若 風馬�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 490－ 42：16．4クビ 53．3�
11 コンクエストシチー 牡3栗 54 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 460－ 62：17．67 199．0�
713 バルトロメオ 牡5鹿 57 太宰 啓介 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B476－ 22：17．92 308．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，198，600円 複勝： 74，919，100円 枠連： 21，181，000円
馬連： 77，570，500円 馬単： 44，486，400円 ワイド： 42，359，200円
3連複： 102，584，100円 3連単： 164，550，000円 計： 564，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 530円 � 680円 枠 連（2－7） 1，690円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，320円 �� 8，500円

3 連 複 ��� 17，480円 3 連 単 ��� 52，690円

票 数

単勝票数 計 371986 的中 � 174734（1番人気）
複勝票数 計 749191 的中 � 405093（1番人気）� 18114（8番人気）� 13710（9番人気）
枠連票数 計 211810 的中 （2－7） 9705（6番人気）
馬連票数 計 775705 的中 �� 24792（7番人気）
馬単票数 計 444864 的中 �� 10902（9番人気）
ワイド票数 計 423592 的中 �� 11397（7番人気）�� 8346（13番人気）�� 1234（54番人気）
3連複票数 計1025841 的中 ��� 4401（51番人気）
3連単票数 計1645500 的中 ��� 2264（147番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．8―13．1―12．7―12．6―12．8―12．6―12．0―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―36．1―49．2―1：01．9―1：14．5―1：27．3―1：39．9―1：51．9―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0
1
3
13（4，16）－（1，7，12）－（5，10）3（9，15）（8，14）11，2－6・（13，16）（4，7，12）（1，5，10）14（3，15）2（8，9）（11，6）

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアツレッタ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．12．13 阪神6着

2012．5．16生 牡3黒鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン 10戦2勝 賞金 32，687，000円



19045 7月12日 晴 良 （27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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

510 ウインガニオン 牡3黒鹿54 松山 弘平�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 468± 01：21．3 14．5�
713� エイシンソルティー 牝4芦 55 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米 Redmon

Farm, LLC 486± 0 〃 アタマ 7．1�
611 ナムラアッパー 牡4鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 420± 0 〃 クビ 44．1�
714 ベルリネッタ 牡4鹿 57 小牧 太大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 466＋ 21：21．4クビ 46．9�
35 オメガタックスマン 牡3鹿 54 C．ルメール 原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454－ 21：21．61 4．3�
59 ジョーウォルター 牡4鹿 57 浜中 俊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 460－ 8 〃 クビ 47．8	
817 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿54 中谷 雄太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 462－ 21：21．7クビ 17．5

816 ノボリレジェンド 牝4鹿 55 戸崎 圭太原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 444－ 61：21．8
 2．2�
612 ナムラマサシゲ 牡4栗 57 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 502± 0 〃 ハナ 17．4�
36 サフランスカイ 牡4鹿 57 福永 祐一海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 456－ 61：22．01� 27．3
715 アルトゥーナ 牝4黒鹿55 松若 風馬 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 420± 01：22．21� 170．3�
11 � ミッキーマンデー 牡5栗 57 秋山真一郎三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 472－12 〃 クビ 37．8�
24 トーコーグリーン 牡5黒鹿57 藤岡 佑介森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496－201：22．3 31．8�
12 オベーション 牝4鹿 55 武 豊岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 坂本牧場 448－ 41：22．93 31．5�
47 � セルリアンシュロス 牡4青鹿57 国分 恭介�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 482－101：23．11� 98．9�
48 � エ ス テ バ ン 牡3鹿 54 池田 敏樹折手 邦雄氏 後藤 正義 新ひだか 折手牧場 474－131：23．41
 402．3�

（笠松） （笠松）

818� ランデックハナコ 牝3栗 52 佐藤 友則門脇 竜一氏 笹野 博司 新ひだか 城市 公 420－ 71：25．010 458．8�
（笠松） （笠松）

23 トウシンムサシ 牡4栗 57 和田 竜二�サトー 山内 研二 日高 増尾牧場 460＋ 41：25．63 22．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，838，400円 複勝： 60，407，000円 枠連： 29，695，500円
馬連： 114，999，600円 馬単： 55，389，100円 ワイド： 57，597，000円
3連複： 148，236，200円 3連単： 206，107，100円 計： 713，269，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 460円 � 240円 � 930円 枠 連（5－7） 4，300円

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 12，030円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 7，040円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 80，790円 3 連 単 ��� 378，290円

票 数

単勝票数 計 408384 的中 � 22472（4番人気）
複勝票数 計 604070 的中 � 33490（5番人気）� 77585（3番人気）� 14857（11番人気）
枠連票数 計 296955 的中 （5－7） 5352（15番人気）
馬連票数 計1149996 的中 �� 15268（18番人気）
馬単票数 計 553891 的中 �� 3453（36番人気）
ワイド票数 計 575970 的中 �� 7925（22番人気）�� 2086（63番人気）�� 3587（39番人気）
3連複票数 計1482362 的中 ��� 1376（184番人気）
3連単票数 計2061071 的中 ��� 395（880番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．3―45．8―57．2―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 16（12，15）（7，14）（5，6）8（2，11，13）3（4，10）9－18（17，1） 4 16（12，15）7（5，6，14）13（3，2，11，8）－（4，10）－9，17－（18，1）

勝馬の
紹 介

ウインガニオン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2014．10．26 京都3着

2012．4．8生 牡3黒鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ 6戦2勝 賞金 18，084，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウシンムサシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月12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 ケイリンボス号・ノーブリー号・メイショウコルノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19046 7月12日 晴 良 （27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，26．7．12以降27．7．5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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

23 ドラゴンストリート 牡4鹿 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 472＋ 21：34．3 3．3�
510 ゴットラウディー 牡7鹿 54 C．ルメール 後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 464－ 6 〃 ハナ 52．4�
611 タガノリバレンス 牡6鹿 54 北村 友一八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 0 〃 クビ 88．7�
816 ムーンクレスト 牡3鹿 54 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 458＋ 2 〃 ハナ 3．6�
714� ホッコーアムール 牝5青 53 藤岡 佑介矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 458－ 2 〃 ハナ 57．5�
815 ベアトリッツ 牝5鹿 53 松山 弘平 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438－ 21：34．4クビ 40．0	
36 � メラグラーナ 牝3鹿 50 松若 風馬吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 510＋ 21：34．5	 6．1

47 アスカビレン 牝3鹿 52 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 454＋101：34．6クビ 11．0�
24 ナインテイルズ 牡4栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 476± 0 〃 アタマ 40．5�
35 レッドジゼル 牝5鹿 53 浜中 俊 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 460－ 21：34．81
 15．1
12 タガノエンブレム 牡5青鹿56 戸崎 圭太八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：35．01	 17．2�
59 クロイゼリンチャン 牝5鹿 52 国分 恭介 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 北田 剛 456＋10 〃 アタマ 31．8�
48 � ゴ ー ス ル ー 牡5鹿 53 酒井 学 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 456＋ 81：35．1	 174．9�
11 キリシマホーマ 牡4鹿 57 小牧 太土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 522＋ 81：35．2クビ 6．5�
612� ブレイヴフィート 牝5鹿 50 藤懸 貴志下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B450± 01：35．73 260．8�
713 スズカジョンブル 牡6鹿 53 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 454－ 41：39．3大差 553．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，629，900円 複勝： 79，062，900円 枠連： 33，993，600円
馬連： 156，115，700円 馬単： 72，293，000円 ワイド： 72，521，100円
3連複： 206，961，600円 3連単： 307，347，000円 計： 983，924，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 1，060円 � 1，010円 枠 連（2－5） 2，480円

馬 連 �� 10，110円 馬 単 �� 15，170円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 3，400円 �� 13，130円

3 連 複 ��� 117，940円 3 連 単 ��� 513，420円

票 数

単勝票数 計 556299 的中 � 134858（1番人気）
複勝票数 計 790629 的中 � 177537（1番人気）� 15716（13番人気）� 16538（12番人気）
枠連票数 計 339936 的中 （2－5） 10589（10番人気）
馬連票数 計1561157 的中 �� 11958（31番人気）
馬単票数 計 722930 的中 �� 3574（48番人気）
ワイド票数 計 725211 的中 �� 6047（32番人気）�� 5533（34番人気）�� 1409（79番人気）
3連複票数 計2069616 的中 ��� 1316（208番人気）
3連単票数 計3073470 的中 ��� 434（958番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．0―46．4―58．0―1：09．7―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F36．3

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンストリート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．9．28 阪神5着

2011．5．1生 牡4鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 13戦4勝 賞金 51，734，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 メラグラーナ号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカジョンブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月12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） 1頭 エネアド号
（非抽選馬） 3頭 タイキガラハッド号・テイエムゲッタドン号・マルカファイン号

１レース目



19047 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第11競走 ��
��1，400�第20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，26．7．12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，26．7．11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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 � ベストウォーリア 牡5栗 59 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 512＋ 21：22．5 6．7�

36 コーリンベリー 牝4栗 55 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 484＋ 21：22．82 4．2�
11 キョウワダッフィー 牡7鹿 56 小牧 太�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 466－ 41：22．9クビ 22．1�
24 タガノトネール 	5鹿 56 秋山真一郎八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 4 〃 クビ 18．0�
816 グレープブランデー 牡7黒鹿58 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B526± 01：23．11� 17．1�
35 レッドアルヴィス 牡4鹿 56 戸崎 圭太 	東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 アタマ 3．5

714 ワイドバッハ 牡6鹿 57 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 484－12 〃 ハナ 9．2�
815 ドリームバレンチノ 牡8青 59 国分 優作セゾンレースホース	 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 3 〃 ハナ 87．4�
59 キョウエイアシュラ 牡8鹿 57 藤岡 佑介田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 21：23．31� 71．8
23 キクノストーム 牡6鹿 56 浜中 俊菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500± 01：23．4� 36．9�
510 ジョーメテオ 牡9鹿 56 東川 公則上田けい子氏 小久保 智 静内 田中 裕之 504－121：23．5クビ 278．3�

（浦和） （浦和）

611 アドマイヤサガス 牡7青 56 松若 風馬近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526－ 41：23．71 208．6�
48 アドマイヤロイヤル 牡8鹿 56 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：23．8� 33．0�
612� エアハリファ 牡6鹿 57 三浦 皇成 	ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 490＋10 〃 クビ 4．7�
713 マルカバッケン 牡8鹿 56 武 幸四郎日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 494± 01：23．9クビ 317．7�
47 サ マ リ ー ズ 牝5鹿 55 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 518＋ 21：25．39 128．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 154，836，800円 複勝： 211，950，600円 枠連： 128，998，200円
馬連： 571，690，700円 馬単： 243，139，300円 ワイド： 238，257，000円
3連複： 854，109，100円 3連単： 1，376，567，200円 計： 3，779，548，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 190円 � 410円 枠 連（1－3） 570円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，940円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 55，100円

票 数

単勝票数 計1548368 的中 � 182263（4番人気）
複勝票数 計2119506 的中 � 247345（4番人気）� 326431（3番人気）� 114311（8番人気）
枠連票数 計1289982 的中 （1－3） 174141（2番人気）
馬連票数 計5716907 的中 �� 260247（6番人気）
馬単票数 計2431393 的中 �� 46242（14番人気）
ワイド票数 計2382570 的中 �� 88827（6番人気）�� 30806（24番人気）�� 40487（19番人気）
3連複票数 計8541091 的中 ��� 61075（37番人気）
3連単票数 計13765672 的中 ��� 18110（188番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．5―12．0―12．3―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．6―46．6―58．9―1：10．3

コーナー
通過順位

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

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5栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 14戦7勝 賞金 205，740，000円
［他本会外：5戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）17頭 アミカブルナンバー号・イジゲン号・ヴァンヌーヴォー号・ヴィクトリースター号・オースミイージー号・

キングヒーロー号・クラージュドール号・サウンドトゥルー号・シンゼンレンジャー号・トゥザレジェンド号・
トウシンイーグル号・ドレッドノート号・ナリタスーパーワン号・バッドボーイ号・バーバラ号・ベルカント号・
ベルゲンクライ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19048 7月12日 晴 良 （27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 7，500，000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

36 ヒルノデンハーグ 牡3栗 54 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 478＋ 61：53．6 9．3�
714� キーアシスト 牡4鹿 57 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 492± 01：54．23� 3．4�
23 アドマイヤスター 牡3青鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：54．3クビ 27．0�
59 メイショウブーケ 牝4栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 464－ 41：54．4	 7．7�
11 カ ペ ナ 牡3芦 54 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム B532－ 61：54．5	 18．5�
48 ワールドダンス 牡4栗 57 C．ルメール 杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 476－141：54．71
 3．0	
510 パーフェクトスコア 牡5青鹿57 川須 栄彦 
キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 41：55．12� 31．4�
611 チャップリン 牡3黒鹿54 戸崎 圭太髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 478－ 2 〃 ハナ 26．5�
12 クラウンシュバルツ 牡5栗 57 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 青森 一山育成牧場 468－ 61：55．52� 228．3
713 コンセギール 牡3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488－ 41：55．71� 10．6�

47 � ブ レ ヴ ァ ン 牡4鹿 57 浜中 俊 
社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 84．1�
612 ダンツトーラス 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 520＋101：56．33� 103．9�
24 デンコウインパルス 牡3鹿 54

51 ▲義 英真田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 480＋ 41：56．5	 10．5�
35 メイショウキトラ 牡4栗 57 三浦 皇成松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 496＋261：56．6	 93．0�
815� ウエスタンプリンス 牡4鹿 57 藤岡 佑介西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか ウエスタンファーム 446－261：57．34 138．0�
816� ノ ア ポ ル テ 牝4鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 水上 習孝 432± 01：59．3大差 477．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，010，300円 複勝： 79，551，800円 枠連： 39，569，500円
馬連： 167，573，300円 馬単： 74，723，500円 ワイド： 80，289，400円
3連複： 211，124，900円 3連単： 326，256，200円 計： 1，034，098，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 150円 � 610円 枠 連（3－7） 1，000円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 610円 �� 3，800円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 11，200円 3 連 単 ��� 56，870円

票 数

単勝票数 計 550103 的中 � 47160（4番人気）
複勝票数 計 795518 的中 � 60293（5番人気）� 187381（1番人気）� 26232（10番人気）
枠連票数 計 395695 的中 （3－7） 30450（4番人気）
馬連票数 計1675733 的中 �� 90482（4番人気）
馬単票数 計 747235 的中 �� 15638（13番人気）
ワイド票数 計 802894 的中 �� 35741（5番人気）�� 5194（39番人気）�� 12323（23番人気）
3連複票数 計2111249 的中 ��� 14131（36番人気）
3連単票数 計3262562 的中 ��� 4159（182番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―13．1―12．9―12．6―12．6―13．0―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―36．9―49．8―1：02．4―1：15．0―1：28．0―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．6
1
3
6（14，15）10（3，12）－（8，4，11）－（1，9）（7，5，16）－13，2
6，14（10，15）8（3，11）（12，9）5，1（2，7）4，13，16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒルノデンハーグ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．10．26 京都12着

2012．3．25生 牡3栗 母 ゴルフガール 母母 Freesia 8戦2勝 賞金 18，007，000円
〔その他〕 ヒルノデンハーグ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノアポルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月12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 コウエイアース号・サウザンドエース号・メジャーシップ号

４レース目



（27中京3）第4日 7月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

215，000，000円
10，100，000円
1，940，000円
19，230，000円
68，475，250円
5，722，200円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
526，566，900円
791，269，800円
352，493，500円
1，439，577，600円
692，723，000円
689，994，500円
2，006，975，700円
3，073，675，000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 9，573，276，000円

総入場人員 17，482名 （有料入場人員 16，064名）
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