
19013 7月3日 曇 良 （28中京3）第2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

55 マイネルパラディ 牡2芦 54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 458－ 41：22．1 1．4�

89 スーサンゴー 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444－121：22．31� 6．6�
66 ダブルスプリット 牡2栗 54 石橋 脩�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 456＋ 61：22．72� 8．2�
22 スズカブラック 牡2栗 54 国分 優作永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 472± 0 〃 ハナ 7．5�
88 タガノアヌビス 牡2鹿 54

53 ☆	島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466± 0 〃 クビ 16．5�

33 ユメニカケル 牝2鹿 54 藤岡 康太�ビリオンスター田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 416－ 61：22．8クビ 99．8	
44 ナムラボンド 牡2鹿 54 松若 風馬奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 418± 0 〃 ハナ 28．2

77 シゲルブルドッグ 牡2黒鹿 54

51 ▲荻野 極森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 446－ 81：23．86 103．5�
11 アドレスマッチング 牡2鹿 54 松田 大作大迫 基弘氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 478－ 41：24．01� 101．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，528，100円 複勝： 85，386，800円 枠連： 7，703，700円
馬連： 36，544，300円 馬単： 29，975，700円 ワイド： 24，273，900円
3連複： 50，113，900円 3連単： 123，633，600円 計： 386，160，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 130円 � 130円 枠 連（5－8） 270円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 300円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計 285281 的中 � 158007（1番人気）
複勝票数 計 853868 的中 � 675868（1番人気）� 45677（2番人気）� 42759（3番人気）
枠連票数 計 77037 的中 （5－8） 21938（1番人気）
馬連票数 計 365443 的中 �� 64227（3番人気）
馬単票数 計 299757 的中 �� 35860（3番人気）
ワイド票数 計 242739 的中 �� 38020（2番人気）�� 36226（3番人気）�� 17391（4番人気）
3連複票数 計 501139 的中 ��� 55971（3番人気）
3連単票数 計1236336 的中 ��� 48283（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．0―46．8―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルパラディ 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 Green Desert デビュー 2016．6．5 阪神2着

2014．2．14生 牡2芦 母 ロ ワ ー ジ 母母 Pamela Peach 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 マイネルパラディ号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（被害馬：8番・9番）

19014 7月3日 曇 良 （28中京3）第2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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

23 ブリーズスズカ 牡3青鹿56 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 450－ 21：54．6 4．3�

611 テイエムボンドン 牡3鹿 56
54 △義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 456－181：55．45 160．1�

11 メイショウミツタダ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B512＋ 41：55．72 2．0�
48 ウォーターマクベス 牡3黒鹿56 藤岡 康太山岡 良一氏 吉村 圭司 浦河 畔高牧場 508 ―1：55．91� 60．7�
815 ゼンノリボーン 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗大迫久美子氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 492－ 41：56．0� 538．7�
59 クリノプラハ 牡3鹿 56 M．デムーロ栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 548＋10 〃 ハナ 9．4�
47 サンマルドライヴ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 442＋ 2 〃 アタマ 19．1	
12 エスプリベルテ 牡3栗 56 高倉 稜渡邊 久憲氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 506－ 81：56．21 251．7

612 エイシンミコノス 牡3黒鹿56 大野 拓弥�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 528＋ 41：56．3� 22．1�
713 イーグルバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 B480－ 61：56．72� 75．9
24 ナムラルパン 牡3鹿 56 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 494－ 4 〃 アタマ 4．1�
35 キングタイド �3鹿 56 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－161：57．23 147．7�
510 アヴァンスマン 牡3栗 56 石橋 脩前田 幸治氏 浜田多実雄 新ひだか 土居 忠吉 B500－ 21：57．83� 265．5�
36 カネトシコンデュー 牡3栗 56 森 一馬兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 小泉牧場 408－ 61：58．33 579．2�
714 エスカラード 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 462＋141：59．25 31．8�

816 シゲルクロメバル 牡3黒鹿56 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 442± 01：59．3� 155．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，992，400円 複勝： 58，451，000円 枠連： 13，853，700円
馬連： 46，661，100円 馬単： 31，338，900円 ワイド： 28，568，000円
3連複： 70，090，800円 3連単： 111，260，100円 計： 386，216，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 1，380円 � 110円 枠 連（2－6） 2，830円

馬 連 �� 27，100円 馬 単 �� 57，740円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 190円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 111，260円

票 数

単勝票数 計 259924 的中 � 47785（3番人気）
複勝票数 計 584510 的中 � 69960（2番人気）� 3249（12番人気）� 351843（1番人気）
枠連票数 計 138537 的中 （2－6） 3790（10番人気）
馬連票数 計 466611 的中 �� 1334（35番人気）
馬単票数 計 313389 的中 �� 407（73番人気）
ワイド票数 計 285680 的中 �� 1478（32番人気）�� 51204（1番人気）�� 3084（19番人気）
3連複票数 計 700908 的中 ��� 6544（20番人気）
3連単票数 計1112601 的中 ��� 725（230番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．8―12．5―12．2―12．6―12．9―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．4―50．9―1：03．1―1：15．7―1：28．6―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ブリーズスズカ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．6．14 阪神3着

2013．3．11生 牡3青鹿 母 ビューティコマンダ 母母 ビューティマロン 14戦1勝 賞金 14，400，000円
〔制裁〕 サンマルドライヴ号の騎手藤懸貴志は，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：2番）
※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） 3頭 スイフトアタック号・スズカコメット号・レイブラッド号

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２日



19015 7月3日 曇 良 （28中京3）第2日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

612 エイシンミノアカ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 438－121：20．4 49．7�
36 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 466＋ 21：20．71� 11．8�
35 サカジロテンオー 牡3鹿 56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 486± 0 〃 クビ 13．3�
59 タガノガジュマル 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 422－ 21：20．8クビ 4．3�
611 アリエルバローズ 牡3鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 藤岡 健一 新冠 川島牧場 446－ 4 〃 クビ 64．4�
12 ベストティアラ 牝3青 54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 むかわ 上水牧場 516＋ 41：21．01� 8．8	
715 クレストシチー 牡3鹿 56 幸 英明 �友駿ホースクラブ 西園 正都 浦河 桑田牧場 482± 0 〃 ハナ 19．6

714 レッドブリエ 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 416 ― 〃 ハナ 5．4�
713 ココファンタジア 牝3黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 2．5
816 スノーサミット 牝3栗 54 小牧 太 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 470＋ 21：21．32 38．6�
23 エンジェルユー 牝3鹿 54 太宰 啓介�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 420 ―1：21．51� 103．6�
47 ネオヴィッパー 牝3芦 54 酒井 学小林 仁幸氏 田所 秀孝 日高 メイプルファーム 454＋ 81：21．71� 356．6�
11 イネディットタイド 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗田島 政光氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 420－ 8 〃 ハナ 484．2�
817 アルファヴィル 牡3芦 56 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 446－ 21：21．91� 287．4�
48 ナスノチドリ 牝3鹿 54 M．デュプレシス�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 472－ 4 〃 クビ 46．6�
（新）

818 サトノサンシャイン 牝3青鹿54 和田 竜二里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B418＋ 61：22．43 185．3�
510 ライドオンザムーン 牝3黒鹿54 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 468 ―1：22．5クビ 278．1�
24 ルエールダルジャン 牝3芦 54 石橋 脩安原 浩司氏 奥村 豊 浦河 大道牧場 404－ 21：22．6	 455．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，169，200円 複勝： 45，680，500円 枠連： 17，733，700円
馬連： 58，478，600円 馬単： 30，538，100円 ワイド： 39，530，600円
3連複： 91，186，000円 3連単： 109，636，400円 計： 425，953，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，970円 複 勝 � 1，140円 � 330円 � 410円 枠 連（3－6） 5，040円

馬 連 �� 13，040円 馬 単 �� 27，790円

ワ イ ド �� 4，070円 �� 5，020円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 36，240円 3 連 単 ��� 271，280円

票 数

単勝票数 計 331692 的中 � 5331（10番人気）
複勝票数 計 456805 的中 � 9431（9番人気）� 40006（4番人気）� 29691（6番人気）
枠連票数 計 177337 的中 （3－6） 2723（13番人気）
馬連票数 計 584786 的中 �� 3475（31番人気）
馬単票数 計 305381 的中 �� 824（66番人気）
ワイド票数 計 395306 的中 �� 2481（34番人気）�� 2005（39番人気）�� 6615（18番人気）
3連複票数 計 911860 的中 ��� 1887（83番人気）
3連単票数 計1096364 的中 ��� 293（583番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―11．7―11．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．5―33．9―45．6―56．9―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．8
3 2，5（6，13）（8，11，16）（12，17）（1，15）（9，14）（3，18）（10，7）－4 4 2，5（6，13）11（8，16）12，17（1，15）14（3，9）18（10，7）4

勝馬の
紹 介

エイシンミノアカ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2015．12．19 阪神4着

2013．4．23生 牝3黒鹿 母 ミッションガール 母母 Triple Strike 3戦1勝 賞金 5，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アドヴァントアロー号・ヴェレーナ号・グルーヴィタイム号・ジューンマドレーヌ号・スターストリーム号・

セントラルルーク号・タランテュー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19016 7月3日 曇 良 （28中京3）第2日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

611 ホイールバーニング 牡3栗 56 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 508± 01：25．4 5．5�
612 タイセイプレゼンス 牡3黒鹿56 藤岡 康太田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 478－ 41：25．93 6．0�
12 ディライトクライ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B486－161：26．32� 28．7�
815 ロードグレイス 牡3鹿 56 M．デュプレシス �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 450 ―1：26．61� 51．4�

（新）

59 シゲルオニカマス 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 530－ 41：26．81� 1．7	
714 クールヤシャマル 牡3鹿 56 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 笹島 政信 532－ 2 〃 ハナ 37．3

23 ハ リ ー 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 クビ 30．0�
24 メイショウザイル 牡3鹿 56

54 △義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 468 ―1：26．9� 293．2�
510 フジクイーン 牝3栗 54 和田 竜二平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 476＋ 61：27．0� 83．3
47 サウンドスプレッド 牡3鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 高橋 康之 新冠 新冠橋本牧場 458－ 41：27．1クビ 34．9�
35 イージーゴー 牡3鹿 56 C．ルメール 谷水 雄三氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B482＋101：27．41� 21．6�
48 ア レ ッ チ 牡3鹿 56 石橋 脩手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 468－ 21：27．5� 144．2�
713 デザートナイト �3鹿 56 松田 大作 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 488－ 81：27．6クビ 13．0�
816 キクノテソロ 牡3鹿 56 国分 優作菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 480＋ 2 〃 クビ 374．1�
36 ラインダール 牝3栗 54

53 ☆	島 克駿 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 492－ 41：27．7クビ 26．9�
11 ウォーターベガス 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 白老 習志野牧場 498 ―1：31．4大差 492．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，317，400円 複勝： 52，040，500円 枠連： 18，842，200円
馬連： 71，374，500円 馬単： 37，053，000円 ワイド： 39，247，100円
3連複： 92，603，300円 3連単： 128，239，900円 計： 479，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 260円 � 250円 � 910円 枠 連（6－6） 1，230円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，680円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 7，960円 3 連 単 ��� 29，100円

票 数

単勝票数 計 403174 的中 � 58147（2番人気）
複勝票数 計 520405 的中 � 56556（3番人気）� 61164（2番人気）� 12474（10番人気）
枠連票数 計 188422 的中 （6－6） 11831（5番人気）
馬連票数 計 713745 的中 �� 61252（3番人気）
馬単票数 計 370530 的中 �� 14164（6番人気）
ワイド票数 計 392471 的中 �� 24313（3番人気）�� 3562（26番人気）�� 4666（25番人気）
3連複票数 計 926033 的中 ��� 8725（25番人気）
3連単票数 計1282399 的中 ��� 3194（84番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．9―12．7―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．3―46．2―58．9―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F39．2
3 14（11，15）8（5，6，13）－（9，12）3，10（4，7）－2，16＝1 4 14，11，15（8，13）6－（5，9，12）3（7，10）－4（16，2）＝1

勝馬の
紹 介

ホイールバーニング �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．11 中京7着

2013．5．4生 牡3栗 母 ピサノグレース 母母 ブルックリンハイツ 6戦1勝 賞金 5，760，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーターベガス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月3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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムポメロ号
（非抽選馬） 4頭 キョウワエステル号・ダノングランツ号・ベストワークス号・マスカーニ号
※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。



19017 7月3日 曇 良 （28中京3）第2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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

711 モーヴサファイア 牝2鹿 54 石橋 脩吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 484 ―1：35．3 3．6�
33 ラヴィングアンサー 牡2鹿 54 浜中 俊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478 ―1：35．72� 8．8�
69 ロードギブソン 牡2栗 54 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 466 ―1：35．91� 55．9�
22 ジャンダラリン 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 446 ―1：36．22 30．9�
（ダイナマイトバディ）

57 ブルックリンソウル 牡2鹿 54 川田 将雅村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 498 ―1：36．41� 7．2�
68 キュイラッサ 牝2栗 54

51 ▲荻野 極一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 446 ―1：36．61� 54．7	
56 ユノディエール 牡2鹿 54 C．ルメール �KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 アタマ 6．2

44 デ フ ィ 牡2鹿 54

53 ☆�島 克駿佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 490 ―1：36．81 11．1�
11 カフジブレイブ 牡2青鹿54 松若 風馬加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 474 ― 〃 クビ 5．1�
45 ス テ フ ィ ン 牡2鹿 54 藤岡 康太手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470 ―1：37．97 15．9
813 ジ ャ コ マ ル 牡2鹿 54 和田 竜二晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 456 ―1：38．11� 41．4�
710 ダンツプロシード 牡2栗 54 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 496 ―1：38．63 85．9�
812 マ ハ ロ 牡2鹿 54 M．デムーロ Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 476 ―1：39．87 21．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，193，100円 複勝： 35，727，400円 枠連： 15，578，700円
馬連： 52，187，900円 馬単： 27，129，200円 ワイド： 30，608，800円
3連複： 67，632，300円 3連単： 88，902，100円 計： 351，959，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 230円 � 1，030円 枠 連（3－7） 1，620円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，670円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 20，720円 3 連 単 ��� 77，930円

票 数

単勝票数 計 341931 的中 � 79465（1番人気）
複勝票数 計 357274 的中 � 81645（1番人気）� 39056（4番人気）� 6402（12番人気）
枠連票数 計 155787 的中 （3－7） 7450（6番人気）
馬連票数 計 521879 的中 �� 29114（4番人気）
馬単票数 計 271292 的中 �� 8475（6番人気）
ワイド票数 計 306088 的中 �� 15770（4番人気）�� 2840（33番人気）�� 1446（54番人気）
3連複票数 計 676323 的中 ��� 2447（66番人気）
3連単票数 計 889021 的中 ��� 827（270番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―11．3―11．9―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．9―47．2―59．1―1：11．3―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

モーヴサファイア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2014．2．5生 牝2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
〔制裁〕 ジャンダラリン号の騎手森裕太朗は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・4番）

ジャンダラリン号の騎手森裕太朗は，4コーナーで蛇行したことについて戒告。（被害馬：9番・7番）

19018 7月3日 曇 良 （28中京3）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・左）

牝，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

44 ディーパワンサ 牝2栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 424 ―1：22．5 3．4�
22 ドロウアカード 牝2栗 54 C．ルメール �G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ―1：22．71� 4．6�
79 モ ン ロ ー 牝2芦 54 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 428 ―1：22．8� 12．9�
67 ベ ル カ プ リ 牝2鹿 54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 452 ―1：23．33 6．9�
812 リネンロマン 牝2鹿 54 松若 風馬戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 400 ―1：23．4� 115．6	
811 カワキタエビデンス 牝2鹿 54 酒井 学川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 428 ―1：23．71� 13．2

55 プ ラ ネ テ ス 牝2栗 54 小牧 太小田 吉男氏 森 秀行 日高 天羽 禮治 442 ― 〃 クビ 43．9�
710 マルカソレイユ 牝2栗 54 M．デムーロ日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456 ―1：23．8� 3．6�
68 エスシージン 牝2栗 54 �島 良太工藤 圭司氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 438 ―1：24．11� 228．8
56 ヴィグランドサヤカ 牝2芦 54

53 ☆�島 克駿大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 462 ―1：24．2� 61．6�
11 シゲルキツネ 牝2黒鹿 54

52 △義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 420 ―1：24．3� 119．6�
33 ウインプルミエ 牝2鹿 54 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 428 ―1：25．57 19．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，933，800円 複勝： 37，981，200円 枠連： 12，365，100円
馬連： 52，536，400円 馬単： 29，173，600円 ワイド： 29，312，700円
3連複： 64，782，600円 3連単： 98，990，900円 計： 361，076，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 170円 � 280円 枠 連（2－4） 760円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 370円 �� 840円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 9，840円

票 数

単勝票数 計 359338 的中 � 87517（1番人気）
複勝票数 計 379812 的中 � 81339（1番人気）� 58576（3番人気）� 27309（6番人気）
枠連票数 計 123651 的中 （2－4） 12516（3番人気）
馬連票数 計 525364 的中 �� 51104（2番人気）
馬単票数 計 291736 的中 �� 16585（3番人気）
ワイド票数 計 293127 的中 �� 22037（3番人気）�� 8600（11番人気）�� 7334（12番人気）
3連複票数 計 647826 的中 ��� 14690（14番人気）
3連単票数 計 989909 的中 ��� 7288（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．5―11．8―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．2―47．0―58．7―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーパワンサ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Rahy 初出走

2014．2．7生 牝2栗 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



19019 7月3日 曇 良 （28中京3）第2日 第7競走 ��2，200�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

48 ミッキーシャンティ 牡3青鹿56 藤岡 康太野田みづき氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－ 42：12．5 22．0�
12 ラ プ ル ー ズ 牡3鹿 56 C．ルメール 西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 484± 02：12．6� 4．0�
24 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 404－ 4 〃 アタマ 29．1�

816 ゴールドインゴット 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 468＋ 42：12．7� 11．5�
818 ゴールドラッシュ 牡3鹿 56 M．デムーロ前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 02：12．91� 2．8�
36 マウントゴールド 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 450 ―2：13．0クビ 19．6	
714 イメージング 牝3鹿 54 大野 拓弥�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 446－202：13．1� 91．0

59 ライペンミノル 牡3栗 56

54 △義 英真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 506－102：13．2� 31．0�
47 マルヨプラード 牡3栗 56 国分 恭介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 472－ 2 〃 クビ 5．8�
817 メイショウサトヤマ �3栗 56

53 ▲荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 480－ 82：13．52 198．7
35 マテンロウバッハ 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 466－102：13．6クビ 43．5�
715 ユービリーヴミー 牡3栗 56 幸 英明小川 勲氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 B450± 0 〃 クビ 192．9�
611 ル ミ ノ ー ル 牡3黒鹿56 太宰 啓介薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 456－ 42：13．81� 127．3�
23 マーティンクリベー 牡3鹿 56 和田 竜二大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 474－ 22：13．9クビ 8．4�
713 シーザワールド 牡3鹿 56 M．デュプレシス 石川 達絵氏 渡辺 薫彦 日高 山際 辰夫 498＋ 22：14．22 39．8�

（新）

612 ヤマカツリーダー �3黒鹿56 酒井 学山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 454－ 22：14．41� 42．2�
11 メイショウピーター 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B432－102：14．61 144．2�
510 フェリアデアブリル �3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新冠 オリエント牧場 434＋ 42：15．34 365．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，298，200円 複勝： 45，055，200円 枠連： 19，865，800円
馬連： 67，457，900円 馬単： 33，077，100円 ワイド： 43，206，600円
3連複： 99，705，700円 3連単： 125，588，500円 計： 462，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 480円 � 200円 � 570円 枠 連（1－4） 1，020円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 11，520円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 4，460円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 28，470円 3 連 単 ��� 227，620円

票 数

単勝票数 計 282982 的中 � 10252（7番人気）
複勝票数 計 450552 的中 � 22235（6番人気）� 71828（3番人気）� 18244（7番人気）
枠連票数 計 198658 的中 （1－4） 14976（4番人気）
馬連票数 計 674579 的中 �� 10401（16番人気）
馬単票数 計 330771 的中 �� 2152（36番人気）
ワイド票数 計 432066 的中 �� 6725（15番人気）�� 2453（40番人気）�� 5849（20番人気）
3連複票数 計 997057 的中 ��� 2626（81番人気）
3連単票数 計1255885 的中 ��� 400（593番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．5―34．7―47．2―59．5―1：11．8―1：24．0―1：36．3―1：48．3―2：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーシャンティ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．9 新潟4着

2013．1．20生 牡3青鹿 母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド 9戦1勝 賞金 9，450，000円
〔制裁〕 ゴールドラッシュ号の騎手M．デムーロは，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）

ミッキーシャンティ号の騎手藤岡康太は，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。
※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。

19020 7月3日 曇 良 （28中京3）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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

11 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 浜中 俊渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 476－ 21：53．3 12．8�
56 フ ィ エ ル テ 牝4鹿 55 和田 竜二�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 2 〃 クビ 9．0�
33 メイショウブーケ 牝5栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 470－ 21：53．72� 7．2�
44 ヒ ダ ロ マ ン 牝3黒鹿52 熊沢 重文日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 500－141：54．02 3．6�
68 ダンツチェック 牝3鹿 52 藤岡 康太山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 492＋ 21：54．1� 37．1�
811� サンレイフレンチ 牝5栗 55 	島 良太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420± 01：54．2クビ 127．4	
79 サトノシャルマン 牝4鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 41：54．41
 2．8

812� ジューンヴィエナ 牝5鹿 55

53 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 428－ 2 〃 ハナ 180．9�
710 ピエノフィオレ 牝4黒鹿55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 442＋ 21：54．82� 17．8�
55 セータコローナ 牝3鹿 52 松若 風馬�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 11．2
67 シルバーポジー 牝3芦 52

51 ☆	島 克駿 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋101：54．9� 9．8�
22 � カラフルマーメイド 牝4鹿 55

52 ▲荻野 極谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476＋24 〃 アタマ 91．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，525，600円 複勝： 36，695，600円 枠連： 15，220，600円
馬連： 73，905，900円 馬単： 35，555，500円 ワイド： 39，317，400円
3連複： 96，841，600円 3連単： 138，964，800円 計： 466，027，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 270円 � 220円 � 200円 枠 連（1－5） 2，890円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 9，850円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 870円 �� 690円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 50，120円

票 数

単勝票数 計 295256 的中 � 18338（7番人気）
複勝票数 計 366956 的中 � 32969（5番人気）� 43072（4番人気）� 50695（3番人気）
枠連票数 計 152206 的中 （1－5） 4071（13番人気）
馬連票数 計 739059 的中 �� 13180（18番人気）
馬単票数 計 355555 的中 �� 2705（40番人気）
ワイド票数 計 393174 的中 �� 8860（17番人気）�� 11545（14番人気）�� 14882（7番人気）
3連複票数 計 968416 的中 ��� 10438（30番人気）
3連単票数 計1389648 的中 ��� 2010（192番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．8―12．4―12．5―12．8―13．0―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．6―49．0―1：01．5―1：14．3―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
・（5，7，9）4－（2，8）（6，10）－（1，11）－3－12・（7，9）8（5，4）10（2，6）1（3，11）－12

2
4

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

アグネスアーニャ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．2．14 京都7着

2012．4．9生 牝4鹿 母 アグネスラック 母母 アグネスセレーネー 13戦3勝 賞金 27，970，000円



19021 7月3日 曇 良 （28中京3）第2日 第9競走 ��
��2，000�

み の

美 濃 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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

89 サンライズクロンヌ 牡3栗 54 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 470－ 41：59．9 9．4�
33 グランディフローラ 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 472－ 22：00．0� 5．5�
78 シ ャ ケ ト ラ 牡3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 512－ 42：00．1� 1．6�
55 ピースマインド 牡3鹿 54 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 442＋102：00．31	 4．0�
22 
 ミスズダンディー 牡4鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 466＋ 42：00．62 146．7	
11 ヒルノマレット 牡4黒鹿57 和田 竜二�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 506± 02：00．81 22．2

810 サマーローズ 牝4栗 55 小牧 太樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 468＋20 〃 ハナ 88．0�
77 ナリタゴールド �4鹿 57 森 一馬�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 408－142：01．11� 33．1�
66 グレンガイル 牡5鹿 57 M．デュプレシス �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 492－102：01．73� 122．8

（新）

44 サトノマジカル 牝4青鹿55 幸 英明里見 治氏 村山 明 日高 モリナガファーム 420＋142：01．91	 228．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 59，689，700円 複勝： 141，157，500円 枠連： 16，811，700円
馬連： 98，947，700円 馬単： 68，121，400円 ワイド： 49，075，000円
3連複： 124，635，500円 3連単： 314，214，900円 計： 872，653，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（3－8） 1，810円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 410円 �� 250円 �� 180円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 11，940円

票 数

単勝票数 計 596897 的中 � 50480（4番人気）
複勝票数 計1411575 的中 � 74048（4番人気）� 101475（2番人気）� 1047152（1番人気）
枠連票数 計 168117 的中 （3－8） 7196（7番人気）
馬連票数 計 989477 的中 �� 43328（7番人気）
馬単票数 計 681214 的中 �� 11674（14番人気）
ワイド票数 計 490750 的中 �� 26077（6番人気）�� 47925（3番人気）�� 80411（2番人気）
3連複票数 計1246355 的中 ��� 113819（3番人気）
3連単票数 計3142149 的中 ��� 19067（37番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．4―12．9―12．1―12．2―12．5―11．4―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．3―49．2―1：01．3―1：13．5―1：26．0―1：37．4―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F33．9
1
3
5，9－3（1，8）－（2，7）（10，6）－4
5，9，3（1，8）（2，7，6）（10，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズクロンヌ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．10．3 阪神2着

2013．4．9生 牡3栗 母 オルティスローザ 母母 Guernika 10戦2勝 賞金 28，905，000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。

19022 7月3日 曇 良 （28中京3）第2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；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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

79 ウインガニオン 牡4黒鹿57 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 41：34．7 13．8�
55 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿55 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 470－ 6 〃 クビ 37．1�
56 マ リ オ ー ロ 牡4鹿 57 川田 将雅菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 494＋ 21：34．8	 9．3�
11 ペ ル フ ィ カ 牝4黒鹿55 浜中 俊前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋121：35．01
 7．3�
68 ジョーウォルター 牡5鹿 57 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 470± 01：35．21 114．5�
22 ルナプロスペクター 牡4鹿 57 C．ルメール 	サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 アタマ 3．0

811 メイショウチギリ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 484＋ 61：35．41
 9．8�
67 ガルデルスリール 牝5鹿 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466－ 41：35．71� 26．7�
812 マダムジルウェット 牝5鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 494＋ 2 〃 クビ 102．4
710 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 470＋ 41：35．8クビ 80．4�
44 アンドリエッテ 牝4鹿 55 M．デムーロ永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 440－ 4 〃 ハナ 2．5�
33 ツーエムレジェンド 牡3栗 54 幸 英明水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 462＋ 21：35．9	 56．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，549，000円 複勝： 70，095，300円 枠連： 23，940，200円
馬連： 138，414，400円 馬単： 74，237，300円 ワイド： 71，288，300円
3連複： 184，026，400円 3連単： 333，444，400円 計： 948，995，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 430円 � 790円 � 280円 枠 連（5－7） 4，570円

馬 連 �� 13，080円 馬 単 �� 27，520円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 1，680円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 41，770円 3 連 単 ��� 262，190円

票 数

単勝票数 計 535490 的中 � 30989（6番人気）
複勝票数 計 700953 的中 � 42631（6番人気）� 20983（8番人気）� 73083（4番人気）
枠連票数 計 239402 的中 （5－7） 4058（16番人気）
馬連票数 計1384144 的中 �� 8198（28番人気）
馬単票数 計 742373 的中 �� 2023（60番人気）
ワイド票数 計 712883 的中 �� 7053（25番人気）�� 11082（16番人気）�� 5005（29番人気）
3連複票数 計1840264 的中 ��� 3304（90番人気）
3連単票数 計3334444 的中 ��� 922（469番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．8―12．3―12．4―11．8―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．1―48．4―1：00．8―1：12．6―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F33．9

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

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4黒鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ 14戦4勝 賞金 44，172，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



19023 7月3日 曇 良 （28中京3）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第52回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，27．7．4以降28．6．26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

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

711 レッドファルクス 牡5芦 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 466－ 41：07．2 7．5�
57 ラヴァーズポイント 牝6青鹿50 松若 風馬三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 506－ 6 〃 クビ 19．1�
45 ベ ル カ ン ト 牝5栗 55．5 藤岡 康太�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 486 1：07．3クビ 4．1�
69 サドンストーム 牡7栗 56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 41：07．4� 10．1�
812 ベルルミエール 牝5鹿 53 太宰 啓介佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470－ 61：07．61� 30．3�
33 スノードラゴン 牡8芦 58．5 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 512－10 〃 クビ 9．3	
68 ワキノブレイブ 牡6青鹿56 浜中 俊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 494＋ 21：07．7クビ 23．2

710 シンデレラボーイ 牡6鹿 54 川田 将雅田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 496－ 21：07．91� 7．7�
22 	 エイシンブルズアイ 牡5栗 57 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 480＋ 81：08．0� 2．9�
813 サクラアドニス 牡8黒鹿53 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 470＋10 〃 アタマ 197．7
56 ラインスピリット 牡5黒鹿55 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 430＋ 2 〃 ハナ 30．9�
44 メイショウライナー 牡6鹿 54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476± 0 〃 ハナ 27．1�
11 
 ジョディーズロマン 牝6栗 48 酒井 学 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 41：08．21� 156．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 154，455，000円 複勝： 184，756，300円 枠連： 104，728，700円
馬連： 538，423，800円 馬単： 248，686，400円 ワイド： 235，977，700円
3連複： 845，211，900円 3連単： 1，515，463，500円 計： 3，827，703，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 300円 � 470円 � 190円 枠 連（5－7） 2，380円

馬 連 �� 11，420円 馬 単 �� 19，540円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，020円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 18，140円 3 連 単 ��� 136，160円

票 数

単勝票数 計1544550 的中 � 162988（3番人気）
複勝票数 計1847563 的中 � 157650（5番人気）� 87068（7番人気）� 299188（2番人気）
枠連票数 計1047287 的中 （5－7） 34001（10番人気）
馬連票数 計5384238 的中 �� 36509（36番人気）
馬単票数 計2486864 的中 �� 9542（58番人気）
ワイド票数 計2359777 的中 �� 21086（34番人気）�� 61136（11番人気）�� 41629（18番人気）
3連複票数 計8452119 的中 ��� 34936（60番人気）
3連単票数 計15154635 的中 ��� 8069（424番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―10．9―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―33．8―44．7―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．3―3F33．4
3 ・（5，7，10）（2，9，12）（4，8）11（1，3）6，13 4 5（7，10）（2，9）（4，12）8，11（1，3）－（6，13）

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡5芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 17戦7勝 賞金 144，358，000円

19024 7月3日 曇 良 （28中京3）第2日 第12競走 ��
��1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

24 キングカヌヌ 牡4芦 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B496± 01：58．9 6．9�
36 � ジョウショーチカラ 牡4青鹿57 太宰 啓介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 538± 02：00．17 26．5�
612 ワールドダンス 牡5栗 57

54 ▲荻野 極杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 476－ 22：00．2	 19．4�
35 ハローマイディア 牡3黒鹿54 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 474＋ 42：00．3
 5．5�
816 キングルアウ 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 504＋ 42：00．4
 5．1�
713 タニノマンボ 牡6鹿 57

54 ▲森 裕太朗谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 488－102：00．5クビ 170．7	
23 フィールドリアン 牡4黒鹿57 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 464－ 42：00．6	 111．7

11 テイエムテツジン 牡4栗 57 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 442－ 42：01．02	 29．1�
47 カノヤプレジデント �6鹿 57 松若 風馬神田アヤ子氏 谷 潔 登別 青藍牧場 484＋ 2 〃 ハナ 56．3�
714 カフジデンジャー 牡3鹿 54 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 548± 02：01．31
 69．9
611 マッシヴランナー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 504－ 8 〃 クビ 3．2�
12 チャップリン 牡4黒鹿57 大野 拓弥髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 488－ 22：01．4	 25．4�
59 ヴォルスング 牡5鹿 57 国分 恭介 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 42：02．03	 84．4�
510 ロードレグナム 牡3青鹿 54

53 ☆�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－ 82：02．1	 250．7�
48 エフハリスト 牡3青鹿54 C．ルメール 吉澤 克己氏 橋口 慎介 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 462＋ 4 〃 クビ 5．3�
815 ワンダーブラザウン 牡6栗 57 �島 良太山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 468＋ 22：03．27 196．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，996，200円 複勝： 93，792，600円 枠連： 39，615，900円
馬連： 169，158，700円 馬単： 73，707，600円 ワイド： 89，271，300円
3連複： 236，247，900円 3連単： 366，462，400円 計： 1，136，252，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 770円 � 610円 枠 連（2－3） 1，690円

馬 連 �� 12，520円 馬 単 �� 22，390円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 2，380円 �� 6，250円

3 連 複 ��� 58，940円 3 連 単 ��� 365，450円

票 数

単勝票数 計 679962 的中 � 77893（5番人気）
複勝票数 計 937926 的中 � 124381（4番人気）� 28543（9番人気）� 37405（7番人気）
枠連票数 計 396159 的中 （2－3） 18143（9番人気）
馬連票数 計1691587 的中 �� 10469（32番人気）
馬単票数 計 737076 的中 �� 2468（62番人気）
ワイド票数 計 892713 的中 �� 6243（32番人気）�� 9775（25番人気）�� 3651（45番人気）
3連複票数 計2362479 的中 ��� 3006（131番人気）
3連単票数 計3664624 的中 ��� 727（731番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―11．4―13．8―12．7―12．1―12．7―12．5―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．0―18．4―29．8―43．6―56．3―1：08．4―1：21．1―1：33．6―1：46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

キングカヌヌ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tapit デビュー 2014．9．21 阪神10着

2012．5．1生 牡4芦 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 17戦2勝 賞金 27，310，000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 エンパイアルーラー号

４レース目



（28中京3）第2日 7月3日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

224，400，000円
1，270，000円
11，940，000円
1，420，000円
25，120，000円
62，890，000円
4，511，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
591，647，700円
886，819，900円
306，260，000円
1，404，091，200円
718，593，800円
719，677，400円
2，023，077，900円
3，454，801，500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 10，104，969，400円

総入場人員 17，526名 （有料入場人員 15，810名）
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