
19061 7月19日 曇 稍重 （27中京3）第6日 第1競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

11 レッドカーペット 牡2栗 54 Z．パートン �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486± 01：22．6 1．5�
（香港）

33 � マ デ ィ デ ィ 牡2鹿 54 川須 栄彦�ラ・メール 友道 康夫 米
Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

458－ 21：23．02� 15．6�
89 ウインクレド 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 450± 01：23．31	 7．1�
44 エ キ ド ナ 牝2青鹿54 福永 祐一�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 482－ 8 〃 ハナ 6．2�
810 マーブルフレンテ 牝2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 482＋ 21：23．51
 7．3�
77 サトノベリーニ 牝2栗 54 川島 信二里見 治氏 須貝 尚介 新ひだか フジワラフアーム B434－161：24．13� 32．4	
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 466－ 41：24．52� 115．7

78 カシノエイシ 牡2鹿 54 国分 優作柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 546－ 41：24．71
 176．9�
66 ブリーズスズカ 牡2青鹿54 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 446－ 4 〃 ハナ 24．8�
55 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 416－ 6 〃 アタマ 270．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，863，100円 複勝： 57，314，700円 枠連： 9，325，100円
馬連： 38，306，600円 馬単： 28，708，900円 ワイド： 21，236，100円
3連複： 50，384，600円 3連単： 104，117，600円 計： 333，256，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 170円 枠 連（1－3） 1，030円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 380円 �� 320円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 238631 的中 � 120063（1番人気）
複勝票数 計 573147 的中 � 392474（1番人気）� 22269（5番人気）� 33672（4番人気）
枠連票数 計 93251 的中 （1－3） 6992（4番人気）
馬連票数 計 383066 的中 �� 27385（4番人気）
馬単票数 計 287089 的中 �� 15844（5番人気）
ワイド票数 計 212361 的中 �� 14515（5番人気）�� 18465（3番人気）�� 5784（13番人気）
3連複票数 計 503846 的中 ��� 20917（7番人気）
3連単票数 計1041176 的中 ��� 12985（17番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．9―11．9―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．7―46．6―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 1，8（3，9）（4，6，10）7（2，5） 4 1，8－（3，9）（6，10）（4，7）2，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドカーペット �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．7．4 中京2着

2013．5．7生 牡2栗 母 タペストリー 母母 ゲ ル ニ カ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ウインクレド号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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。

19062 7月19日 曇 重 （27中京3）第6日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

59 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 438－ 21：25．6 5．1�

713 マロンマロン 牝3栗 54 C．ルメール 藤田 孟司氏 松下 武士 新冠 株式会社
ノースヒルズ 470＋ 41：25．91� 5．2�

36 タガノトリオンフ 牝3鹿 54 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464＋ 41：26．22 2．6�

11 クレスコエルザ 牝3鹿 54 和田 竜二堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 418－121：26．51� 44．5�
12 マ ウ ロ ア 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430 ― 〃 アタマ 7．8�
48 ノーブルコスマー 牝3黒鹿54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 452± 0 〃 アタマ 60．7	
612 ゼットスウィート 牝3鹿 54 松山 弘平
フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 456－141：26．6� 248．0�
47 トーンクラスター 牝3青鹿54 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―1：26．81� 38．4�
35 シゲルハナガサ 牝3栗 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 444＋ 61：26．9� 10．4
816 ノースダルジャン 牝3鹿 54 川島 信二和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 418－101：27．11 267．5�
611 ホワイトフリル 牝3黒鹿54 秋山真一郎谷水 雄三氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 478－ 41：27．2� 12．3�
510 メイショウヒグラシ 牝3黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 418－ 21：27．73 135．4�
815 インソムニア 牝3黒鹿54 浜中 俊窪田 康志氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 468 ―1：27．91 38．4�
24 サンマルポジー 牝3栗 54 国分 恭介相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 486－ 21：28．96 227．0�
714 ワ グ テ イ ル 牝3鹿 54 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－121：29．0� 16．9�
23 ゲ ル ズ 牝3鹿 54 高倉 稜杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 476± 01：29．95 57．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，136，100円 複勝： 29，414，100円 枠連： 12，160，800円
馬連： 44，760，400円 馬単： 23，929，600円 ワイド： 26，720，200円
3連複： 61，480，200円 3連単： 81，478，300円 計： 302，079，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 140円 � 120円 枠 連（5－7） 1，010円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 390円 �� 230円 �� 280円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 5，500円

票 数

単勝票数 計 221361 的中 � 34495（2番人気）
複勝票数 計 294141 的中 � 50578（3番人気）� 51971（2番人気）� 73580（1番人気）
枠連票数 計 121608 的中 （5－7） 9282（4番人気）
馬連票数 計 447604 的中 �� 27251（4番人気）
馬単票数 計 239296 的中 �� 7509（6番人気）
ワイド票数 計 267202 的中 �� 15900（3番人気）�� 32340（1番人気）�� 24640（2番人気）
3連複票数 計 614802 的中 ��� 48057（1番人気）
3連単票数 計 814783 的中 ��� 10732（6番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―12．3―12．8―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．9―47．2―1：00．0―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ ン グ ウ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2014．8．23 小倉5着

2012．4．5生 牝3栗 母 ホクザンパール 母母 ラツキーオカメ 10戦1勝 賞金 12，950，000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） 1頭 ブレイジング号
（非抽選馬） 1頭 モズアリュール号

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６日



19063 7月19日 曇 重 （27中京3）第6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）
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

34 ミッキーオリビエ 牡3栗 56 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B538－141：53．2 2．7�
58 ヨドノナイト 牡3鹿 56 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 500＋ 21：53．62� 40．3�
611 イェドプリオル 牡3青鹿56 福永 祐一�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 B518± 01：54．55 3．0�
47 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 松山 弘平大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 472－ 61：54．92� 54．6�
610 バンブーキングペレ 牡3栗 56 幸 英明�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 464－ 61：55．11� 11．1	
814	 ドリームキラリ 牡3青 56 中谷 雄太セゾンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 494－ 41：55．2� 6．0

35 ガールズルール 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 448± 01：55．52 14．2�
22 シャイニービーム 牡3鹿 56 国分 恭介小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 454－ 41：55．82 132．0�
712 ピエノフィオレ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 452－ 61：55．9クビ 29．8
713 サンマルブリーズ 牡3青鹿56 藤懸 貴志相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 424＋101：56．75 177．1�
59 ビップハテンコウ 牡3鹿 56

53 ▲
島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 492± 01：57．55 93．9�
46 ワイドヴィンチェレ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 410＋ 41：57．92� 78．0�
11 カリビアンブルー 牡3栗 56 Z．パートン 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－ 21：59．07 13．7�
（香港）

23 ダンシングアヘッド 牡3鹿 56 佐藤 友則 �シルクレーシング 大久保龍志 平取 坂東牧場 480－ 6 〃 アタマ 129．0�
（笠松）

815 トーホウシルエット 牡3栗 56 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 500 ―2：01．9大差 29．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，542，400円 複勝： 34，664，200円 枠連： 15，247，000円
馬連： 53，881，900円 馬単： 30，767，000円 ワイド： 31，400，900円
3連複： 76，556，000円 3連単： 110，396，900円 計： 380，456，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 650円 � 130円 枠 連（3－5） 4，280円

馬 連 �� 7，930円 馬 単 �� 10，340円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 180円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 41，020円

票 数

単勝票数 計 275424 的中 � 80629（1番人気）
複勝票数 計 346642 的中 � 83739（2番人気）� 7940（9番人気）� 84319（1番人気）
枠連票数 計 152470 的中 （3－5） 2759（13番人気）
馬連票数 計 538819 的中 �� 5262（21番人気）
馬単票数 計 307670 的中 �� 2231（30番人気）
ワイド票数 計 314009 的中 �� 3117（21番人気）�� 57996（1番人気）�� 2761（25番人気）
3連複票数 計 765560 的中 ��� 10289（17番人気）
3連単票数 計1103969 的中 ��� 1951（121番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―13．5―13．5―12．2―12．8―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―23．7―37．2―50．7―1：02．9―1：15．7―1：28．7―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーオリビエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．29 京都10着

2012．3．29生 牡3栗 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カリビアンブルー号・トーホウシルエット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

8月19日まで平地競走に出走できない。
ダンシングアヘッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月19日まで平
地競走に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

19064 7月19日 曇 稍重 （27中京3）第6日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

815 ヘ イ ム ダ ル 牡3黒鹿56 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 484± 01：35．4 10．4�
34 エバーハーモニー 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－10 〃 ハナ 5．4�
35 アングライフェン 牡3鹿 56 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 2 〃 クビ 13．8�
712 エイシンサブウェイ 牡3鹿 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 506± 01：35．5クビ 2．9�
58 � エイシンタルトゥ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬�栄進堂 松元 茂樹 米 Haymarket
Farm LLC 438－ 41：35．82 33．5	

47 ピースオブジャパン 牡3栗 56 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B476± 0 〃 クビ 3．5

610 ツジスーパーサクラ 牝3芦 54 福永 祐一辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 456－ 81：35．9クビ 23．8�
814 ミラクルナイト 牡3芦 56 太宰 啓介小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 466± 01：36．0� 107．3�
59 ケンブリッジナイン 牡3鹿 56 幸 英明中西 宏彰氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 432－ 41：36．1� 12．7
611 アグネスエンジェル 牝3鹿 54 吉田 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 414－101：36．31 22．6�
46 ツカサブレイブ 牡3青鹿56 秋山真一郎中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 476＋ 41：36．4	 26．3�
713 プレシャスロード 牡3青鹿56 酒井 学山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 466 ―1：36．5	 77．2�
11 スマートサイファ 牡3黒鹿56 佐藤 友則トニー倶楽部 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 482－121：36．71	 90．5�

（笠松）

23 メイショウナガヨリ 牡3鹿 56 小牧 太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 林 孝輝 440－101：37．44 91．3�
22 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 B510－ 21：38．25 463．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，435，600円 複勝： 32，284，900円 枠連： 13，159，400円
馬連： 52，357，200円 馬単： 29，288，200円 ワイド： 29，237，500円
3連複： 67，914，100円 3連単： 96，529，300円 計： 346，206，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 330円 � 190円 � 340円 枠 連（3－8） 3，130円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 2，590円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 21，030円 3 連 単 ��� 125，870円

票 数

単勝票数 計 254356 的中 � 19534（4番人気）
複勝票数 計 322849 的中 � 23308（5番人気）� 51684（3番人気）� 22359（6番人気）
枠連票数 計 131594 的中 （3－8） 3257（12番人気）
馬連票数 計 523572 的中 �� 7741（18番人気）
馬単票数 計 292882 的中 �� 2055（37番人気）
ワイド票数 計 292375 的中 �� 5180（16番人気）�� 2855（27番人気）�� 6158（12番人気）
3連複票数 計 679141 的中 ��� 2422（65番人気）
3連単票数 計 965293 的中 ��� 556（352番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．6―11．9―12．0―11．8―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．7―47．6―59．6―1：11．4―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヘ イ ム ダ ル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2014．10．19 京都7着

2012．3．25生 牡3黒鹿 母 ノースプリンセス 母母 シーズプリンセス 10戦1勝 賞金 8，600，000円
※出走取消馬 ピンクノキセキ号（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。
（非抽選馬） 1頭 スズヨサムソン号
※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。



19065 7月19日 曇 稍重 （27中京3）第6日 第5競走 ��
��2，000�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
2：02．2
1：59．9

良
良

79 ブラックスピネル 牡2黒鹿 54
53 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496 ―2：09．1 10．3�

33 ゼンノタヂカラオ 牡2黒鹿54 C．ルメール 大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 500 ― 〃 クビ 3．1�
66 トラストルーク 牡2鹿 54 Z．パートン菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 480 ―2：09．42 5．7�

（香港）

810 ジュンヴァルカン 牡2鹿 54 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506 ―2：09．82� 2．6�
78 ユウチェンジ 牡2黒鹿54 浜中 俊�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 472 ―2：09．9クビ 9．5	
811 アドマイヤローレル 牡2鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 460 ―2：10．53� 26．3

55 ヒロノチャンバー 牡2栗 54 高倉 稜高原 将浩氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 490 ― 〃 ハナ 43．4�
22 ロードランウェイ 牡2鹿 54 小牧 太 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 472 ―2：10．71� 82．7�
11 ウインテンダネス 牡2栗 54 松山 弘平�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 466 ―2：10．8クビ 123．5
67 パープルスクエア 牡2栗 54 中井 裕二中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 478 ―2：13．2大差 114．9�
44 レッドカムラッド 牡2鹿 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 橋田 満 浦河 杵臼牧場 480 ―2：13．52 33．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，746，200円 複勝： 45，431，100円 枠連： 11，441，200円
馬連： 49，646，100円 馬単： 31，035，100円 ワイド： 23，707，900円
3連複： 57，321，100円 3連単： 108，037，600円 計： 361，366，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 330円 � 170円 � 240円 枠 連（3－7） 730円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 470円 �� 750円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 16，070円

票 数

単勝票数 計 347462 的中 � 28488（5番人気）
複勝票数 計 454311 的中 � 31136（4番人気）� 82361（2番人気）� 47513（3番人気）
枠連票数 計 114412 的中 （3－7） 12104（4番人気）
馬連票数 計 496461 的中 �� 24244（6番人気）
馬単票数 計 310351 的中 �� 5589（15番人気）
ワイド票数 計 237079 的中 �� 12836（6番人気）�� 7425（9番人気）�� 21653（2番人気）
3連複票数 計 573211 的中 ��� 19875（6番人気）
3連単票数 計1080376 的中 ��� 4874（48番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―14．5―14．2―13．8―13．4―12．9―11．8―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．6―40．1―54．3―1：08．1―1：21．5―1：34．4―1：46．2―1：57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F34．7
1
3
6（9，11）（1，3）5－10，8（4，2）－7・（6，9，11）8（1，3，5）（10，2）－（4，7）

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

勝馬の
紹 介

ブラックスピネル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2013．2．14生 牡2黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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。

19066 7月19日 曇 稍重 （27中京3）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50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
1：09．6
1：07．8

良
良

55 タイセイパルサー 牡2黒鹿54 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 464 ―1：11．9 11．9�
11 サイモンゼーレ 牡2鹿 54 Z．パートン澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 450 ― 〃 アタマ 10．4�

（香港）

78 レッドラウダ 牡2鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 512 ―1：12．11� 1．8�
77 ゼンノハーデース 牡2黒鹿54 北村 友一大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 川島牧場 452 ―1：12．2� 30．2�
33 セトノチーター 牝2栗 54 福永 祐一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 426 ―1：12．41 4．1�
44 スノードルフィン 牡2黒鹿54 和田 竜二 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 478 ―1：12．61� 8．2	
810 コパデグレース 牝2鹿 54 松山 弘平小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 468 ― 〃 クビ 24．1

89 テイエムヤマンカミ 牝2栗 54

51 ▲�島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 422 ―1：12．92 45．9�
66 テイエムオールマル 牝2栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 浦河 室田 千秋 416 ―1：13．32� 109．0�
22 シゲルゴマサバ 牝2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 452 ―1：16．1大差 134．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，295，300円 複勝： 38，434，400円 枠連： 10，909，700円
馬連： 43，226，100円 馬単： 35，228，800円 ワイド： 22，311，000円
3連複： 53，457，300円 3連単： 120，945，700円 計： 357，808，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 190円 � 200円 � 110円 枠 連（1－5） 4，310円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 9，430円

ワ イ ド �� 870円 �� 370円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 25，640円

票 数

単勝票数 計 332953 的中 � 23581（5番人気）
複勝票数 計 384344 的中 � 27974（4番人気）� 26289（5番人気）� 211407（1番人気）
枠連票数 計 109097 的中 （1－5） 1961（13番人気）
馬連票数 計 432261 的中 �� 8523（14番人気）
馬単票数 計 352288 的中 �� 2800（27番人気）
ワイド票数 計 223110 的中 �� 6009（13番人気）�� 15921（4番人気）�� 16254（2番人気）
3連複票数 計 534573 的中 ��� 20137（7番人気）
3連単票数 計1209457 的中 ��� 3419（79番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．9―11．7―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．3―36．2―47．9―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．7
3 ・（1，5）7（4，6，8，10）－9，2，3 4 ・（1，5）7（4，6，8，10）－9，3－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイパルサー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．4．15生 牡2黒鹿 母 プリモレディ 母母 アイオーユー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 サイモンゼーレ号の騎手Z．パートンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルゴマサバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月19日まで平地

競走に出走できない。
※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。

追 加 記 事（第３回中京競馬第５日第 11 競走）
〔その他〕　　ヘミングウェイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　ヘミングウェイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年

8月18日まで出走できない。



19067 7月19日 曇 稍重 （27中京3）第6日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：21．9
1：21．5

良
不良

48 ダイリュウキセキ 牝4黒鹿55 秋山真一郎大野 龍氏 目野 哲也 新ひだか 木田牧場 444＋ 21：24．1 3．3�
815 グリューヴァイン 牝3栗 52 川須 栄彦 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 470＋141：24．73� 45．4�
12 グラッブユアコート 牝3鹿 52 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 454－ 41：24．91 6．7�
59 � クレアドール 牝4青鹿55 Z．パートン �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 ハナ 6．6�

（香港）

714 レッドフェザー 牝4栗 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466± 0 〃 クビ 11．1	

816 ハッピーロングラン 牝4鹿 55 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 420－ 41：25．0� 14．8

713� メイショウルナ 牝4鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 494＋ 41：25．21� 28．7�
36 テイエムゴージャス 牝4鹿 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 政見 平取 北島牧場 496＋101：25．62� 96．6�
11 イ イ チ ョ 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真幅田 京子氏 庄野 靖志 浦河 岡本牧場 452＋201：25．7クビ 135．8
23 サンエルピス 牝4栗 55

52 ▲�島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 472＋241：26．12� 181．4�
611 アルマミーア 牝4黒鹿55 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 8 〃 ハナ 92．3�
612 ビーチパラソル 牝3芦 52

51 ☆岩崎 翼谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470－ 41：26．2	 3．7�
24 メイショウタラチネ 牝3黒鹿52 浜中 俊松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 468－ 41：26．3� 9．3�
510 ビジューミニョン 牝3青鹿 52

51 ☆松若 風馬 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 468＋101：26．83 46．0�
47 キングアンドクイン 牝3黒鹿52 岡田 祥嗣山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 496＋341：29．7大差 132．7�

（15頭）
35 ノースメイジャイ 牝3鹿 52 和田 竜二吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，661，900円 複勝： 48，175，900円 枠連： 17，180，500円
馬連： 78，932，900円 馬単： 36，475，100円 ワイド： 39，089，000円
3連複： 97，440，000円 3連単： 129，725，000円 計： 479，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 1，010円 � 220円 枠 連（4－8） 1，930円

馬 連 �� 8，810円 馬 単 �� 13，920円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 650円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 19，470円 3 連 単 ��� 116，830円

票 数

単勝票数 計 326619 的中 � 77916（1番人気）
複勝票数 計 481759 的中 � 85739（2番人気）� 9293（9番人気）� 59760（4番人気）
枠連票数 計 171805 的中 （4－8） 6870（10番人気）
馬連票数 計 789329 的中 �� 6936（25番人気）
馬単票数 計 364751 的中 �� 1965（43番人気）
ワイド票数 計 390890 的中 �� 3598（25番人気）�� 16519（5番人気）�� 2578（33番人気）
3連複票数 計 974400 的中 ��� 3753（53番人気）
3連単票数 計1297250 的中 ��� 805（310番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．9―12．5―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．0―45．9―58．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイリュウキセキ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．9 京都5着

2011．2．16生 牝4黒鹿 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス 13戦3勝 賞金 37，334，000円
〔出走取消〕 ノースメイジャイ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングアンドクイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月19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 サンレイルージュ号
（非抽選馬） 1頭 エリーザベスト号
※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。

19068 7月19日 曇 良 （27中京3）第6日 第8競走 ��
��2，000�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
1：58．8
1：56．1

良
良

68 エトランドル 牡3鹿 54 Z．パートン �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 42：02．3 5．8�
（香港）

69 シャッターチャンス 牡3鹿 54 松山 弘平前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 440＋ 8 〃 クビ 6．5�
710� シゲルエベッサン 牡3鹿 54 北村 友一森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 466－202：02．51 93．6�
22 パドルウィール 牡4芦 57 C．ルメール �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 8 〃 クビ 1．8�
45 デンコウセキトバ 牡4黒鹿57 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 520－ 42：02．81	 24．3�
57 クールオープニング 牡4青鹿57 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 462－ 2 〃 クビ 21．9	
56 � ウィズアミッション 牝4鹿 55 浜中 俊吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 420－102：02．9クビ 6．4

711 アドマイヤライン 牡5青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：03．64 10．1�
812
 メジャーシップ 牡4鹿 57 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 492＋ 22：04．34 59．8�
44 
 サカジロハンサム 牡4栗 57 国分 恭介ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 前田 宗将 518± 02：04．83 108．9
33 
 スリーダッシュ �5黒鹿 57

54 ▲�島 克駿永井商事� 加藤 敬二 浦河 村中牧場 450± 02：05．54 201．3�
11 
 ワンダーダーク 牡8鹿 57 藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 452－ 82：06．13 254．3�
813� ウ ー ル ー ズ 牝3鹿 52 佐藤 友則酒井 孝敏氏 笹野 博司 新冠 村田牧場 416－ 52：06．63 416．3�

（笠松） （笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，401，800円 複勝： 37，948，500円 枠連： 16，564，900円
馬連： 67，265，600円 馬単： 37，770，500円 ワイド： 32，253，500円
3連複： 79，435，500円 3連単： 150，862，900円 計： 456，503，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 220円 � 1，340円 枠 連（6－6） 2，050円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 630円 �� 4，530円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 27，400円 3 連 単 ��� 91，290円

票 数

単勝票数 計 344018 的中 � 46672（2番人気）
複勝票数 計 379485 的中 � 53524（3番人気）� 51089（4番人気）� 5662（9番人気）
枠連票数 計 165649 的中 （6－6） 6257（8番人気）
馬連票数 計 672656 的中 �� 26207（9番人気）
馬単票数 計 377705 的中 �� 7869（13番人気）
ワイド票数 計 322535 的中 �� 14025（6番人気）�� 1768（29番人気）�� 1705（31番人気）
3連複票数 計 794355 的中 ��� 2174（55番人気）
3連単票数 計1508629 的中 ��� 1198（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．0―50．0―1：02．4―1：14．5―1：26．6―1：38．5―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エトランドル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．30 京都1着

2012．1．31生 牡3鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 5戦2勝 賞金 16，000，000円
〔制裁〕 メジャーシップ号の調教師崎山博樹は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



19069 7月19日 曇 良 （27中京3）第6日 第9競走 ��
��1，200�マカオジョッキークラブトロフィー

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

マカオジョッキークラブ賞（1着）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

35 ニホンピロディール 牝4栗 55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 442－ 21：09．6 25．8�
48 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 B480＋ 41：09．7� 6．0�
815 タガノビーンズ 牝4鹿 55 福永 祐一八木 秀之氏 西橋 豊治 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 424－ 8 〃 アタマ 11．9�
816 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 470－ 21：09．91	 4．0�
713 トウカイセンス 牝4鹿 55 藤岡 佑介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 450＋ 21：10．0
 4．3�
510 キネオリュウセイ 牡5黒鹿57 C．ルメール 吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 478± 01：10．1クビ 8．5�
23 テイエムチュラッコ 牝4栗 55 松若 風馬竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 454－12 〃 クビ 15．1	
611 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 和田 竜二
宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450＋ 21：10．2クビ 11．6�
36 チェネレントラ 牝5鹿 55 Z．パートン 
社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：10．41
 15．0�
（香港）

59 カ メ ッ ト 牡4栗 57 北村 友一林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 470＋161：10．5クビ 132．9
24 シセイカスガ 牡4黒鹿57 松山 弘平猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 402－ 41：10．6� 58．9�
714� コパノハート 牝3鹿 52 幸 英明小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 452＋101：10．81	 16．4�
11 トシファイブスター 牡5黒鹿57 中井 裕二田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 454－ 21：10．9
 195．8�
612 ダンツメガヒット 3栗 54 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：11．0
 29．6�
47 � エクセレンフレール 牡5鹿 57 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Jimmie

W. Lockhart Jr. 516－ 31：11．32 120．0�
12 � タガノウォーリア 牡4栗 57 藤懸 貴志八木 良司氏 奥村 豊 新冠 八木牧場 434－22 〃 クビ 56．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，884，200円 複勝： 49，186，900円 枠連： 25，053，500円
馬連： 105，234，800円 馬単： 45，793，500円 ワイド： 47，966，700円
3連複： 134，201，900円 3連単： 172，676，100円 計： 612，997，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 570円 � 240円 � 460円 枠 連（3－4） 3，480円

馬 連 �� 11，630円 馬 単 �� 27，000円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 4，880円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 39，070円 3 連 単 ��� 309，110円

票 数

単勝票数 計 328842 的中 � 10195（10番人気）
複勝票数 計 491869 的中 � 20559（9番人気）� 60533（3番人気）� 26809（8番人気）
枠連票数 計 250535 的中 （3－4） 5579（15番人気）
馬連票数 計1052348 的中 �� 7011（39番人気）
馬単票数 計 457935 的中 �� 1272（85番人気）
ワイド票数 計 479667 的中 �� 4202（37番人気）�� 2498（50番人気）�� 7943（19番人気）
3連複票数 計1342019 的中 ��� 2576（116番人気）
3連単票数 計1726761 的中 ��� 405（839番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．4―11．3―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．1―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロディール �
�
父 サイレントディール �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2013．9．7 阪神5着

2011．4．7生 牝4栗 母 ニホンピロブリュレ 母母 ニホンピロダンス 24戦3勝 賞金 39，525，000円
※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。

19070 7月19日 曇 良 （27中京3）第6日 第10競走 ��
��2，000�シンガポールターフクラブ賞

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

シンガポールターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

57 ポセイドンバローズ 牡5栗 57 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B474＋ 22：01．7 46．1�
814 ア ト ム 牡4鹿 57 Z．パートン杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 466－ 62：01．8� 3．7�

（香港）

33 ハドソンヤード 牡4黒鹿57 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 32．6�
46 キングストーン 牡4鹿 57 C．ルメール 寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 494＋ 42：02．01	 3．3�
58 レーヴデトワール 牝4黒鹿55 
島 克駿 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 460± 02：02．1クビ 21．1�
34 バ ン ザ イ 牡6栗 57 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 512± 02：02．2� 66．2	
11 カレンバッドボーイ 牡5鹿 57 浜中 俊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 22．1

610 トーセンデューク 牡4鹿 57 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446－ 82：02．3クビ 3．8�
45 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 450－ 4 〃 アタマ 106．7
712 グッドスピリッツ �4鹿 57 川須 栄彦杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 クビ 22．6�
22 ラ デ ィ ウ ス 牡4鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 456± 02：02．61� 9．0�
69 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± 02：02．81 37．6�
813 ロングリバイバル 牡4鹿 57 幸 英明中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 酒井牧場 492－ 62：02．9� 15．7�
711 トウケイウイン 牡5黒鹿57 太宰 啓介木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 434± 02：03．43 97．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，878，900円 複勝： 62，984，600円 枠連： 28，217，500円
馬連： 146，002，800円 馬単： 65，935，100円 ワイド： 62，553，200円
3連複： 181，040，900円 3連単： 285，984，200円 計： 884，597，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，610円 複 勝 � 780円 � 210円 � 810円 枠 連（5－8） 2，490円

馬 連 �� 8，570円 馬 単 �� 25，860円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 6，540円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 68，710円 3 連 単 ��� 533，000円

票 数

単勝票数 計 518789 的中 � 8991（11番人気）
複勝票数 計 629846 的中 � 18697（9番人気）� 97728（3番人気）� 18039（10番人気）
枠連票数 計 282175 的中 （5－8） 8782（9番人気）
馬連票数 計1460028 的中 �� 13192（29番人気）
馬単票数 計 659351 的中 �� 1912（68番人気）
ワイド票数 計 625532 的中 �� 6582（30番人気）�� 2436（53番人気）�� 6924（25番人気）
3連複票数 計1810409 的中 ��� 1976（146番人気）
3連単票数 計2859842 的中 ��� 389（951番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．8―12．8―12．5―12．0―12．0―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．5―49．3―1：01．8―1：13．8―1：25．8―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポセイドンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．9．23 阪神2着

2010．5．4生 牡5栗 母 ダディーズシューズ 母母 ダイナサルーン 31戦4勝 賞金 74，026，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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



19071 7月19日 曇 稍重 （27中京3）第6日 第11競走 ��
��1，800�ジュライステークス

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52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

610 サウンドトゥルー �5栗 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：51．6 7．2�
711 ナリタポセイドン 牡6鹿 56 武士沢友治�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 486－ 21：51．7	 33．2�
46 ベルゲンクライ 牡5芦 56 吉田 豊大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム B476＋121：52．23 3．9�
33 ヴォーグトルネード 牡6栗 57 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 21：52．41 6．8�
814 クラージュドール 牡5鹿 56 C．ルメール �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 506＋12 〃 クビ 5．8	
11 
 ダブルスター 牡6栗 56 藤岡 佑介�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 512－ 81：52．93 58．0

34 シンゼンレンジャー 牡6黒鹿56 川島 信二原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 496＋ 4 〃 クビ 14．6�
712 ヴァンヌーヴォー 牡6鹿 56 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502－ 81：53．21� 26．4�
813 キングヒーロー 牡6黒鹿56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 506＋ 21：53．41� 60．5
58 メテオロロジスト 牡8栗 57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 528＋12 〃 アタマ 31．2�
22 トゥザレジェンド 牝5栗 54 Z．パートン �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516＋ 41：54．25 3．3�

（香港）

45  アメリカンウィナー 牡6青鹿56 和田 竜二吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. 502－101：54．73 50．0�

57 アサクサポイント �7青鹿56 幸 英明田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482＋ 21：54．91	 109．6�
69 ヴィクトリースター 牡7鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 468＋ 61：55．0クビ 77．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 79，940，400円 複勝： 100，948，900円 枠連： 53，166，900円
馬連： 266，973，400円 馬単： 115，542，900円 ワイド： 96，675，900円
3連複： 349，799，200円 3連単： 589，308，700円 計： 1，652，356，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 630円 � 160円 枠 連（6－7） 4，210円

馬 連 �� 9，150円 馬 単 �� 16，570円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 480円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 77，380円

票 数

単勝票数 計 799404 的中 � 87735（5番人気）
複勝票数 計1009489 的中 � 126335（4番人気）� 31071（8番人気）� 204273（1番人気）
枠連票数 計 531669 的中 （6－7） 9767（15番人気）
馬連票数 計2669734 的中 �� 22601（24番人気）
馬単票数 計1155429 的中 �� 5229（47番人気）
ワイド票数 計 966759 的中 �� 11416（20番人気）�� 56531（3番人気）�� 13871（16番人気）
3連複票数 計3497992 的中 ��� 27245（22番人気）
3連単票数 計5893087 的中 ��� 5521（207番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．1―12．4―12．2―11．8―12．4―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．7―49．1―1：01．3―1：13．1―1：25．5―1：38．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

サウンドトゥルー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．6 東京6着

2010．5．15生 �5栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 28戦6勝 賞金 132，662，000円
※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。

19072 7月19日 曇 良 （27中京3）第6日 第12競走 ��
��1，200�フィリピントロフィー

発走16時15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

マニラジョッキークラブ－フィリピンレーシングクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

46 タガノザイオン 牡8鹿 57 浜中 俊八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 490－ 21：09．9 4．0�

11 フェブノヘア 牝4栗 55 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 448－ 81：10．22 14．6�
57 テイエムゲッタドン 牡4栗 57 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 B520－ 21：10．3クビ 80．3�
610 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿55 和田 竜二�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 466± 01：10．4� 6．3�
34 ライブリシュネル 牡5鹿 57 吉田 豊加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 21：10．61� 14．2�
45 サンライズポパイ 牡7鹿 57 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 466－201：10．7� 14．0	
813 バトルムーングロウ 牝4栗 55 岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 482－121：10．8クビ 6．2

22 イントゥザストーム 牝6鹿 55 佐藤 友則金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 424－ 6 〃 アタマ 76．4�
（笠松）

814 ケイアイユニコーン 牡6栗 57 秋山真一郎亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B500± 0 〃 アタマ 3．9�
58 アドマイヤクーガー 牡7栗 57 小牧 太近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 61：10．9� 17．0
69 	 ウエスタンムサシ 牡6芦 57 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 510－ 21：11．0� 19．7�
711 ワンダーフォルテ 牡7栗 57 国分 恭介山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 502＋ 41：11．31
 124．4�
712 ラブローレル 牝3青鹿52 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 408－ 2 〃 クビ 14．7�
33 タイキガラハッド 牡7栗 57 中井 裕二�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 538－ 21：12．15 182．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 49，004，200円 複勝： 56，879，200円 枠連： 36，298，600円
馬連： 143，642，100円 馬単： 64，012，400円 ワイド： 62，733，400円
3連複： 183，661，600円 3連単： 287，677，900円 計： 883，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 410円 � 1，410円 枠 連（1－4） 2，360円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 6，250円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 5，570円 �� 10，120円

3 連 複 ��� 75，970円 3 連 単 ��� 304，030円

票 数

単勝票数 計 490042 的中 � 97961（2番人気）
複勝票数 計 568792 的中 � 93147（2番人気）� 34298（6番人気）� 8653（11番人気）
枠連票数 計 362986 的中 （1－4） 11884（10番人気）
馬連票数 計1436421 的中 �� 30671（15番人気）
馬単票数 計 640124 的中 �� 7672（24番人気）
ワイド票数 計 627334 的中 �� 12865（16番人気）�� 2867（48番人気）�� 1569（64番人気）
3連複票数 計1836616 的中 ��� 1813（163番人気）
3連単票数 計2876779 的中 ��� 686（764番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―11．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノザイオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．10．10 京都8着

2007．5．26生 牡8鹿 母 タガノクィーン 母母 タガノワッスル 47戦3勝 賞金 85，128，000円
※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。

４レース目



（27中京3）第6日 7月19日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 163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

208，250，000円
2，080，000円
8，700，000円
1，830，000円
18，720，000円
61，192，500円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
447，790，100円
593，667，400円
248，725，100円
1，090，229，900円
544，487，100円
495，885，300円
1，392，692，400円
2，237，740，200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 7，051，217，500円

総入場人員 17，373名 （有料入場人員 16，229名）
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