
19025 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05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
1：08．5
1：07．8

良
良

22 ナムラバンザイ 牡2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 412－ 21：09．4 4．2�
11 ジュンドリーム 牝2鹿 54 幸 英明河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 464－ 21：09．61� 9．0�
55 ア オ ラ ニ 牝2栗 54 松山 弘平山住 勲氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 436± 0 〃 クビ 19．4�
89 サ ナ コ 牝2栗 54 川田 将雅 R．アンダーソン氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 434－ 41：09．7クビ 1．4�
77 シゲルビーツ 牝2黒鹿54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新冠 長浜 秀昭 414－101：10．76 182．6�
810 コウユーヤマト 牡2鹿 54

51 ▲川又 賢治加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 440＋ 61：10．91� 104．7�
78 ビ ッ グ ボ ス 牡2黒鹿54 和田 竜二小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470－ 41：11．21� 37．2	
44 メイショウアキツ 牡2黒鹿54 福永 祐一松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 438＋ 81：11．62� 18．1

33 メイショウキタグニ 牡2黒鹿 54

52 △荻野 極松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 456－ 21：11．81� 23．1�
66 ジ ェ ネ ラ ル 牡2栗 54 小牧 太 �カナヤマホール

ディングス 森田 直行 日高 豊洋牧場 B450＋ 41：13．7大差 70．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，700，100円 複勝： 64，601，300円 枠連： 7，036，100円
馬連： 38，897，300円 馬単： 27，987，200円 ワイド： 26，265，000円
3連複： 56，130，400円 3連単： 111，278，700円 計： 356，896，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 300円 � 450円 � 810円 枠 連（1－2） 1，350円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 390円 �� 780円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 16，320円

票 数

単勝票数 計 247001 的中 � 48523（2番人気）
複勝票数 計 646013 的中 � 61682（2番人気）� 37224（3番人気）� 19055（5番人気）
枠連票数 計 70361 的中 （1－2） 4013（5番人気）
馬連票数 計 388973 的中 �� 24685（5番人気）
馬単票数 計 279872 的中 �� 9348（9番人気）
ワイド票数 計 262650 的中 �� 18780（4番人気）�� 8409（9番人気）�� 5406（12番人気）
3連複票数 計 561304 的中 ��� 9102（16番人気）
3連単票数 計1112787 的中 ��� 4943（50番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．0―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―44．8―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラバンザイ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．6．11 阪神2着

2015．4．10生 牡2鹿 母 ソアリングピアス 母母 エアウイングス 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェネラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月8日まで平地競走に

出走できない。

19026 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第2競走 ��1，800�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 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
1：48．9
1：47．8

重
重

24 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 54
53 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470－ 61：54．7 6．2�

35 シュクルダール 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム B498－ 21：55．12� 3．6�
510 インハーフェイバー 牝3鹿 54 武 豊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B506－ 81：55．41� 6．2�
11 サテンドール 牝3鹿 54 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム B442－101：55．5� 4．3�
713 マダムストーリー 牝3鹿 54 国分 優作�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 420± 01：55．71� 45．1�
59 スプレンダークラン 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B414－141：55．8� 52．5	
12 イケジュンペガサス 牝3芦 54 和田 竜二鈴木 等氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 466－ 41：56．65 74．4

816 ゴ ス ペ ル 牝3鹿 54 酒井 学サイプレスホール

ディングス合同会社 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 41：56．81� 118．1�

23 フェアチャイルド 牝3鹿 54 幸 英明岩﨑 伸道氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 21：56．9� 8．0�
48 リ ュ ウ ビ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 470± 0 〃 クビ 132．4�

612 スリーオリジン 牝3芦 54 秋山真一郎永井商事 加藤 敬二 浦河 信岡牧場 396－ 81：57．0� 76．8�
611 ローズクイーン 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁ライオンレースホース 木原 一良 浦河 モトスファーム 464－ 41：57．32 9．4�
47 ベリンダジーク 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 21：57．61� 34．4�
714 ブランウェン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422＋161：58．02� 107．1�
815 ニホンピロハニー 牝3栗 54 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 460＋ 41：58．2� 24．4�
36 ウインパソドブレ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 41：59．05 29．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，724，600円 複勝： 34，967，100円 枠連： 11，995，200円
馬連： 45，075，400円 馬単： 20，715，200円 ワイド： 30，305，000円
3連複： 71，279，500円 3連単： 81，442，400円 計： 315，504，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 150円 � 190円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 520円 �� 760円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 16，250円

票 数

単勝票数 計 197246 的中 � 25400（3番人気）
複勝票数 計 349671 的中 � 43210（4番人気）� 65571（1番人気）� 45070（3番人気）
枠連票数 計 119952 的中 （2－3） 15273（1番人気）
馬連票数 計 450754 的中 �� 27578（3番人気）
馬単票数 計 207152 的中 �� 5607（11番人気）
ワイド票数 計 303050 的中 �� 15139（4番人気）�� 9855（10番人気）�� 17013（2番人気）
3連複票数 計 712795 的中 ��� 21351（4番人気）
3連単票数 計 814424 的中 ��� 3632（36番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．3―12．9―12．8―12．9―12．5―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．1―50．0―1：02．8―1：15．7―1：28．2―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
・（1，11）5（2，6）（4，15）－（10，13）3，14（8，12，16）9，7・（1，9）（11，5）2（4，15）6（13，14）（10，3）（12，16，7）8

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

勝馬の
紹 介

ロ ッ タ ラ ブ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．2．5 京都12着

2014．4．7生 牝3芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 7戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 ベリンダジーク号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 イケジュンペガサス号の騎手和田竜二は，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。

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３日



19027 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （芝・左）

牝，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
1：32．8
1：30．7

良
良

35 ディメンシオン 牝3鹿 54 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 452＋ 81：34．9 1．4�
23 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 01：35．22 5．2�
36 ジェルファルレイ 牝3鹿 54 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 462± 01：35．51� 14．4�
59 ダンツストーク 牝3青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 6 〃 ハナ 19．2�
815 サンレイサワヤカ 牝3栗 54 �島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 436－ 41：35．6� 14．7�
611 キョウエイレガシー 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治田中 晴夫氏 小崎 憲 新冠 ハシモトフアーム 398＋ 41：35．91� 45．5	
713 ヴァージャー 牝3黒鹿54 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋121：36．0� 26．3

816 ナリタアマリリス 牝3黒鹿54 高倉 稜�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 426－ 41：36．42� 42．8�
11 ナリノスマイル 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 458＋141：36．61� 170．8�
612 マジックルーラー 牝3鹿 54 中谷 雄太 シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 アタマ 37．2�
714 ペンデュラム 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 2 〃 クビ 113．5�
12 ハルノヒダマリ 牝3鹿 54 国分 優作 三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 462＋ 41：36．81� 253．6�
48 トウケイホクト 牝3栗 54 川須 栄彦木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 436 ― 〃 ハナ 150．0�
47 キ ス イ ン 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太 キャロットファーム 松永 昌博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 21：37．01� 228．5�

24 クラッチヒッター 牝3黒鹿54 松山 弘平キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 394 ―1：40．8大差 114．7�
510 ソルエユニーク 牝3鹿 54

52 △荻野 極 シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 390 ― 〃 クビ 43．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，428，600円 複勝： 62，211，100円 枠連： 11，915，000円
馬連： 42，349，800円 馬単： 28，835，700円 ワイド： 32，262，800円
3連複： 65，518，400円 3連単： 102，092，000円 計： 374，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（2－3） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 590円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 計 294286 的中 � 164281（1番人気）
複勝票数 計 622111 的中 � 380692（1番人気）� 64167（2番人気）� 28095（5番人気）
枠連票数 計 119150 的中 （2－3） 27182（1番人気）
馬連票数 計 423498 的中 �� 89897（1番人気）
馬単票数 計 288357 的中 �� 50039（1番人気）
ワイド票数 計 322628 的中 �� 56242（1番人気）�� 18393（4番人気）�� 11742（8番人気）
3連複票数 計 655184 的中 ��� 54701（1番人気）
3連単票数 計1020920 的中 ��� 30948（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．4―12．2―12．0―11．3―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．6―48．8―1：00．8―1：12．1―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ディメンシオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．3．11 阪神2着

2014．2．9生 牝3鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ハルノヒダマリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラッチヒッター号・ソルエユニーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

8月8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。
（非当選馬） 1頭 シャンティローザ号
（非抽選馬） 2頭 シャイニーホーム号・プライムタイム号

19028 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

35 スズカフューラー 牡3栗 56 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420＋ 21：53．7 2．2�
714 マイアフェクション 牡3鹿 56 田中 健五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム B458＋ 41：54．44 85．5�
47 ユ ラ ノ ト 牡3栗 56 松山 弘平 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 490－ 21：54．72 6．4�
816 カガヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 444－ 21：55．65 28．1�
24 ブレイブウォリアー 牡3青鹿56 M．デムーロ �キャロットファーム 高橋 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 61：55．81� 4．4�
36 モーニングカム 牡3鹿 56 酒井 学�サンライズ 奥村 豊 浦河 佐々木 恵一 516－ 6 〃 ハナ 231．5	
510 キ ャ ラ バ ン �3栗 56

54 △荻野 極馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 41：56．33 179．5

12 ア キ ラ 牡3黒鹿56 畑端 省吾薪浦 英稔氏 吉村 圭司 新ひだか 秋田育成牧場 468± 01：56．51� 57．0�
612 アスタークライ 牡3栗 56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 442－ 41：56．71� 19．6�
713 レッドラーザム 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452± 01：57．12� 5．8�
59 ゲットグローリー 牡3鹿 56 幸 英明ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 21：57．2� 69．5�
23 ビッグアイランド 牡3鹿 56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 526 ― 〃 ハナ 105．6�
815 シュプリームゾーン 牡3黒鹿56 川須 栄彦村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 478－101：57．62� 92．5�
611 キタサンボルト 牡3鹿 56 	島 良太�大野商事 昆 貢 浦河 辻 牧場 484＋ 2 〃 アタマ 51．2�
48 テイエムグルービー 牡3鹿 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 476－ 41：58．13 15．2�
11 メイショウタイホウ 牡3黒鹿56 川島 信二松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 浦河日成牧場 474 ―1：58．95 198．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，915，000円 複勝： 45，774，700円 枠連： 13，044，000円
馬連： 49，186，800円 馬単： 25，587，600円 ワイド： 34，419，800円
3連複： 74，099，000円 3連単： 96，246，500円 計： 367，273，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 1，450円 � 190円 枠 連（3－7） 680円

馬 連 �� 9，930円 馬 単 �� 14，750円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 370円 �� 6，210円

3 連 複 ��� 17，240円 3 連 単 ��� 106，360円

票 数

単勝票数 計 289150 的中 � 104042（1番人気）
複勝票数 計 457747 的中 � 156525（1番人気）� 4693（12番人気）� 54272（4番人気）
枠連票数 計 130440 的中 （3－7） 14810（3番人気）
馬連票数 計 491868 的中 �� 3837（23番人気）
馬単票数 計 255876 的中 �� 1301（40番人気）
ワイド票数 計 344198 的中 �� 3587（22番人気）�� 26702（3番人気）�� 1315（50番人気）
3連複票数 計 740990 的中 ��� 3222（46番人気）
3連単票数 計 962465 的中 ��� 656（272番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．2―13．3―12．5―12．4―13．0―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．4―50．7―1：03．2―1：15．6―1：28．6―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

スズカフューラー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．7．30 小倉7着

2014．3．15生 牡3栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 13戦1勝 賞金 13，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウタイホウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月8日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タガノレオナルド号



19029 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第5競走 ��
��1，600�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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

88 ミッキーマインド 牡2鹿 54 福永 祐一野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 452 ―1：37．6 1．7�
11 ロードマドリード 牡2鹿 54 M．デムーロ �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 448 ― 〃 クビ 3．8�
22 オークヒルロッジ 牡2青鹿54 和田 竜二宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506 ―1：37．81� 6．9�
66 ナンヨーオートヌ 牡2青鹿54 松山 弘平中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 B468 ―1：38．22� 40．2�
55 ペイシャルアス 牝2栗 54 高倉 稜北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 470 ― 〃 クビ 90．7�
77 ブルベアルッコラ 牡2鹿 54 幸 英明 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 448 ―1：38．52 49．8	
44 	 ニシノトランザム 牡2鹿 54

51 ▲川又 賢治西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

468 ―1：38．81
 9．6

33 メイショウオーパス 牡2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 502 ―1：40．28 21．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，531，500円 複勝： 41，053，800円 枠連： 発売なし
馬連： 42，101，800円 馬単： 30，801，800円 ワイド： 24，301，200円
3連複： 46，453，000円 3連単： 114，099，200円 計： 337，342，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 140円 �� 180円 �� 260円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，080円

票 数

単勝票数 計 385315 的中 � 186427（1番人気）
複勝票数 計 410538 的中 � 230844（1番人気）� 54794（2番人気）� 43555（3番人気）
馬連票数 計 421018 的中 �� 111140（1番人気）
馬単票数 計 308018 的中 �� 52877（1番人気）
ワイド票数 計 243012 的中 �� 51301（1番人気）�� 34444（2番人気）�� 19051（4番人気）
3連複票数 計 464530 的中 ��� 84131（1番人気）
3連単票数 計1140992 的中 ��� 76031（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．3―12．7―12．8―11．9―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．2―49．9―1：02．7―1：14．6―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ミッキーマインド �

父 ディープインパクト �


母父 Storm Cat 初出走

2015．3．10生 牡2鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ペイシャルアス号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ペイシャルアス号は，発走調教再審査。

19030 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （ダート・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
1：24．5
1：23．0

良
重

510 マイネルオスカル 牡2栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 日高 木村牧場 458 ―1：25．8 5．3�

59 レディバード 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 460 ―1：25．9� 3．5�
12 ドンフォルティス 牡2栗 54 小牧 太山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 484 ―1：26．53� 10．4�
11 	 アサクサゲンキ 牡2鹿 54 和田 竜二田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

458 ― 〃 クビ 3．7�
815 メモリーコウ 牝2栗 54 武 豊�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 432 ―1：27．56 41．4�
713 スカイルーク 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 440 ―1：27．82 54．5	
24 グーテンターク 牡2鹿 54 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468 ―1：28．54 11．3

816 プラチナバローズ 牡2青鹿54 川田 将雅猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 バンダム牧場 460 ―1：28．82 42．5�
612 モ ア イ 牡2黒鹿 54

52 △荻野 極青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 440 ―1：29．22� 31．8�
48 ラフィングマッチ 牡2栗 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 472 ―1：29．83� 16．4
36 スノーガーデン 牝2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 456 ―1：30．11� 63．7�
35 サイモンバイタル 牡2鹿 54 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 430 ― 〃 ハナ 210．3�
23 マイネルサブリエ 牡2栗 54 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 454 ―1：30．63 172．5�
47 ローブレガリア 牝2栗 54 松山 弘平 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 478 ―1：30．92 18．1�
714 リネンクリーン 牡2栗 54 田中 健戸山 光男氏 坂口 正則 日高 前川 義則 454 ―1：32．28 110．1�
611 エルノヴィオ 牡2黒鹿54 秋山真一郎橋本 忠雄氏 本間 忍 日高 藤本ファーム 472 ―1：32．83� 124．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，435，100円 複勝： 39，670，400円 枠連： 18，914，100円
馬連： 53，205，500円 馬単： 26，792，200円 ワイド： 33，175，900円
3連複： 75，045，800円 3連単： 90，507，300円 計： 369，746，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 150円 � 210円 枠 連（5－5） 1，130円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 430円 �� 760円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 15，420円

票 数

単勝票数 計 324351 的中 � 51684（3番人気）
複勝票数 計 396704 的中 � 65465（3番人気）� 75799（1番人気）� 41150（4番人気）
枠連票数 計 189141 的中 （5－5） 12861（4番人気）
馬連票数 計 532055 的中 �� 36559（3番人気）
馬単票数 計 267922 的中 �� 9003（5番人気）
ワイド票数 計 331759 的中 �� 20986（2番人気）�� 10891（7番人気）�� 11862（6番人気）
3連複票数 計 750458 的中 ��� 17168（7番人気）
3連単票数 計 905073 的中 ��� 4253（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―11．9―12．7―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．2―47．1―59．8―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルオスカル �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2015．4．18生 牡2栗 母 バラベルサイユ 母母 ナイスグリンベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンクリーン号・エルノヴィオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月8日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルベアノザワナ号



19031 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第7競走 ��
��1，400�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 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
1：19．6
1：19．0

良
良

23 ジ ェ ニ ア ル 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430＋ 21：20．2 12．6�
36 メイショウモウコ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 482± 0 〃 アタマ 8．2�
612 イェーガーオレンジ 牝3栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438－ 41：20．52 2．8�
48 ア ネ ロ ワ 牝3鹿 54 幸 英明大野 照旺氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 420－ 81：20．71� 13．6�
11 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 456－ 2 〃 ハナ 2．8�
47 マンボビート 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗 	シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 中村 雅明 452－ 21：21．23 17．2

510 イ ズ ナ 牝3黒鹿54 秋山真一郎杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 422－ 21：21．3� 14．6�
714 ホープバイオ 牡3鹿 56 中谷 雄太バイオ� 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B420－ 21：21．4クビ 64．9�
611 マダムサッシュ 牝3鹿 54 武士沢友治ザ・ヒルズ 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 464－ 21：21．5	 68．1
35 オウケンヴィクトリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介福井 明氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 436－16 〃 クビ 167．8�
715 ディレットーレ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太 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 440± 01：21．71� 15．9�

713 アドマイヤホルン 牝3栗 54 国分 優作近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 400－ 4 〃 ハナ 64．6�
817 キンショースピード 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 420 ― 〃 クビ 126．7�
24 クラウンジュエリー 牡3栗 56

54 △荻野 極杉山 一穂氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 458＋121：22．12	 136．5�
818 ガーネットホープ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 432＋ 41：22．2� 208．1�
816 ウインスーペリア 牡3黒鹿56 酒井 学�ウイン 西園 正都 新冠 村田牧場 474＋ 11：22．51� 109．9�
12 
 シルバーフォー 牝3鹿 54 高倉 稜�須野牧場 宮本 博 米 Brereton

C. Jones 454＋ 61：23．45 258．5�
（17頭）

59 ロードアイビス 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，187，800円 複勝： 45，616，900円 枠連： 17，723，100円
馬連： 50，777，200円 馬単： 22，241，700円 ワイド： 34，369，200円
3連複： 61，259，000円 3連単： 69，330，000円 計： 330，504，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 310円 � 230円 � 130円 枠 連（2－3） 6，840円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 9，940円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 800円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 39，540円

票 数

単勝票数 差引計 291878（返還計 42116） 的中 � 18456（4番人気）
複勝票数 差引計 456169（返還計 68705） 的中 � 29843（6番人気）� 44368（3番人気）� 122915（1番人気）
枠連票数 差引計 177231（返還計 2679） 的中 （2－3） 2008（21番人気）
馬連票数 差引計 507772（返還計201498） 的中 �� 7797（15番人気）
馬単票数 差引計 222417（返還計 83443） 的中 �� 1677（30番人気）
ワイド票数 差引計 343692（返還計112392） 的中 �� 5070（15番人気）�� 10847（8番人気）�� 23321（2番人気）
3連複票数 差引計 612590（返還計394823） 的中 ��� 9494（10番人気）
3連単票数 差引計 693300（返還計477447） 的中 ��� 1271（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．2―45．7―56．9―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 6（12，13）（8，16）（5，4）（10，15）（1，18）14，3（11，17）－（2，7） 4 6（12，8，13）（5，4，10，16）15，1，14（3，18）17，11－7，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ェ ニ ア ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Refuse To Bend デビュー 2017．3．18 中京5着

2014．2．7生 牡3鹿 母 サ ラ フ ィ ナ 母母 Sanariya 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 ロードアイビス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で暴れた際，疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロードアイビス号は，平成29年7月9日から平成29年8月7日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 イスラドラーダ号

19032 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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
2：09．9
2：09．9

良
良

710 ダイナミックアロー 牡4鹿 57
54 ▲三津谷隼人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 494＋ 22：12．0 9．9�

44 ブルークランズ 牝3鹿 52 福永 祐一吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：12．1� 2．6�
812 フ ォ ン ス 牡4黒鹿57 和田 竜二 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 486＋122：12．31 4．0�
22 ブラックカード 牡3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 450＋122：12．4� 33．1�

56 リ セ エ ン ヌ 牝4青鹿55 松山 弘平吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 412－ 42：12．71� 11．7�
79 サンライズクロンヌ 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 478＋ 4 〃 ハナ 10．9�
33 ダノンスターズ 牡3黒鹿 54

52 △荻野 極	ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 450＋ 8 〃 クビ 12．7

55 オールドクラシック 牡4青鹿57 武 豊�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494＋182：13．12� 23．8�
68 スマートエレメンツ 牡3鹿 54 M．デムーロ大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 490＋ 4 〃 クビ 6．1

811 タマモベルガモ 牡4栗 57 幸 英明タマモ	 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B470－ 42：13．41� 93．5�
67 ノーブルソニック 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 472－ 82：13．5� 85．1�
11 ヘ イ ム ダ ル 牡5黒鹿57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 谷川牧場 492± 0 〃 ハナ 62．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，239，500円 複勝： 59，763，000円 枠連： 16，693，600円
馬連： 73，975，500円 馬単： 38，319，400円 ワイド： 44，887，100円
3連複： 95，762，800円 3連単： 128，815，400円 計： 494，456，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 230円 � 120円 � 140円 枠 連（4－7） 860円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 590円 �� 650円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 17，630円

票 数

単勝票数 計 362395 的中 � 29071（4番人気）
複勝票数 計 597630 的中 � 47743（5番人気）� 154408（1番人気）� 112346（2番人気）
枠連票数 計 166936 的中 （4－7） 15005（3番人気）
馬連票数 計 739755 的中 �� 34278（6番人気）
馬単票数 計 383194 的中 �� 6654（15番人気）
ワイド票数 計 448871 的中 �� 18248（6番人気）�� 16255（9番人気）�� 48425（1番人気）
3連複票数 計 957628 的中 ��� 32773（4番人気）
3連単票数 計1288154 的中 ��� 5297（48番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．8―12．9―12．9―12．3―11．6―11．8―11．4―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．7―35．5―48．4―1：01．3―1：13．6―1：25．2―1：37．0―1：48．4―1：59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
10，9（6，3）（1，8）12（2，4）5－（7，11）
10，9（3，8）（6，12）2（1，4）（7，5）11

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

勝馬の
紹 介

ダイナミックアロー �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．10．4 阪神9着

2013．4．12生 牡4鹿 母 リスペクトライン 母母 ブレイベストスキム 15戦3勝 賞金 22，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



19033 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第9競走 ��
��2，000�

ちゃうすやまこうげん

茶臼山高原特別
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

67 レ ン ト ラ ー �5黒鹿57 小牧 太 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 444－ 42：00．2 8．6�
22 シャドウマリア 牝3栗 52 松山 弘平飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 クビ 7．5�
811 タガノシャルドネ 牡3鹿 54 酒井 学八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 62：00．3クビ 72．7�
44 パーシーズベスト 牝4黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448－162：00．72	 2．9�
79 トレジャートローヴ 牡4芦 57 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 436－10 〃 クビ 4．8�
33 ダイシンクイント 牡3黒鹿54 川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 474－ 22：00．8クビ 65．2	
55 マルカブリスク 牡4栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 428－ 42：00．9
 12．5

810 ヴ レ 牡4栗 57 荻野 極宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 522－ 2 〃 アタマ 57．8�
78 ラハトケレブ 牡4鹿 57 秋山真一郎永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 478± 02：01．11	 90．7�
66 アウステルリッツ 牡3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472－ 22：01．2クビ 3．2
11 スズカウルトラ 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 458－ 4 〃 クビ 146．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，077，700円 複勝： 47，487，400円 枠連： 14，685，400円
馬連： 87，477，000円 馬単： 39，916，700円 ワイド： 40，574，500円
3連複： 105，474，500円 3連単： 171，176，600円 計： 544，869，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 240円 � 240円 � 1，190円 枠 連（2－6） 840円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 790円 �� 4，630円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 41，630円 3 連 単 ��� 212，140円

票 数

単勝票数 計 380777 的中 � 35027（5番人気）
複勝票数 計 474874 的中 � 55872（5番人気）� 57635（4番人気）� 8447（8番人気）
枠連票数 計 146854 的中 （2－6） 13419（4番人気）
馬連票数 計 874770 的中 �� 25635（12番人気）
馬単票数 計 399167 的中 �� 5189（25番人気）
ワイド票数 計 405745 的中 �� 13980（12番人気）�� 2193（34番人気）�� 2754（28番人気）
3連複票数 計1054745 的中 ��� 1900（77番人気）
3連単票数 計1711766 的中 ��� 585（371番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．0―12．6―12．1―11．6―11．6―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―37．4―50．0―1：02．1―1：13．7―1：25．3―1：36．8―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．9
1
3
7（5，6）（3，9）（2，8，10）－4（1，11）・（7，11）（5，6，9）3，2（8，10）（1，4）

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

勝馬の
紹 介

レ ン ト ラ ー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．7．6 中京6着

2012．2．14生 �5黒鹿 母 ハートビートワルツ 母母 バウンドトゥダンス 21戦3勝 賞金 47，829，000円
〔制裁〕 タガノシャルドネ号の騎手酒井学は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）

タガノシャルドネ号の騎手酒井学は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

19034 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第10競走 ��
��1，900�

の う び

濃 尾 特 別
発走15時00分 （ダート・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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

22 テンザワールド 牡3栗 54 和田 竜二天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 430＋ 21：59．2 4．6�
710 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 474＋181：59．62� 10．9�
33 マイネルビクトリー 牡4鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 492＋ 61：59．7クビ 3．3�
57 スノードルフィン 牡4黒鹿57 秋山真一郎 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 B484－ 2 〃 クビ 14．6�
812 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿54 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 432－ 81：59．8	 15．6�
44 ヒルノデンハーグ 
5栗 57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 470－ 42：00．01� 10．3	
813 ヴ ィ ッ セ ン 牡6鹿 57 福永 祐一 
シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 82：00．31	 23．2�
11 ストロベリーキング 
6黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 464－ 22：00．62 101．9�
68 ローズストリート 牝3鹿 52 酒井 学 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 488－ 22：00．81 6．2
69 エルデュクラージュ 牡3芦 54 中谷 雄太 
キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：01．01 9．9�
56 ニシノオタケビ 牡5鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 474－ 82：01．1� 159．0�
45 ウェーブキング 牡5鹿 57 M．デムーロ万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 514± 02：01．63 12．4�
711 メイショウサルーテ 牝6鹿 55 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 520＋102：05．5大差 72．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，508，000円 複勝： 75，545，700円 枠連： 27，323，300円
馬連： 121，913，100円 馬単： 48，541，500円 ワイド： 66，576，300円
3連複： 167，322，400円 3連単： 216，815，800円 計： 768，546，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 210円 � 140円 枠 連（2－7） 2，720円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 800円 �� 350円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 15，640円

票 数

単勝票数 計 445080 的中 � 75998（2番人気）
複勝票数 計 755457 的中 � 129828（2番人気）� 75822（4番人気）� 159986（1番人気）
枠連票数 計 273233 的中 （2－7） 7784（14番人気）
馬連票数 計1219131 的中 �� 35580（11番人気）
馬単票数 計 485415 的中 �� 8069（16番人気）
ワイド票数 計 665763 的中 �� 19874（8番人気）�� 52642（1番人気）�� 34855（2番人気）
3連複票数 計1673224 的中 ��� 52472（2番人気）
3連単票数 計2168158 的中 ��� 10047（19番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―11．8―13．3―13．0―12．5―12．1―12．4―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．5―43．8―56．8―1：09．3―1：21．4―1：33．8―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンザワールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．10．22 京都2着

2014．2．10生 牡3栗 母 クォリティシーズン 母母 コンファームドダンサー 7戦3勝 賞金 34，973，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウサルーテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月8日まで平地

競走に出走できない。



19035 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第11競走 ��
��1，400�

とよあけ

豊明ステークス
発走15時35分 （芝・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

豊明市長賞（1着）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

812 ツィンクルソード 牡6芦 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482± 01：19．9 8．6�
67 コウエイタケル 牡6鹿 57 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 2 〃 ハナ 33．2�
11 ビップライブリー 牡4栗 57 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 アタマ 3．0�
44 エスティタート 牝4鹿 55 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：20．0クビ 3．6�
710 エントリーチケット 牝3栗 52 荻野 極 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 2 〃 アタマ 7．7	
33 ショウナンライズ 牡4栗 57 川田 将雅国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 462＋ 41：20．1� 5．9

56 テルメディカラカラ 牝5黒鹿55 武士沢友治小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 466± 0 〃 アタマ 16．2�
55 	 ロードセレリティ 牡4鹿 57 幸 英明 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 482－ 41：20．2クビ 15．3�
68 アールブリュット 牝5鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 486－ 21：20．51
 14．5
79 オースミチャド 牡6鹿 57 酒井 学�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 143．9�
811 タガノアザガル 牡5黒鹿57 国分 優作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－101：20．6
 163．7�
22 サンマルホーム 牡7栗 57 川又 賢治相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B434± 01：20．81� 300．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 81，318，300円 複勝： 124，920，500円 枠連： 43，154，100円
馬連： 256，175，200円 馬単： 107，383，900円 ワイド： 119，475，700円
3連複： 356，521，100円 3連単： 610，628，300円 計： 1，699，577，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 280円 � 490円 � 140円 枠 連（6－8） 3，730円

馬 連 �� 12，410円 馬 単 �� 20，510円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 710円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 87，920円

票 数

単勝票数 計 813183 的中 � 75322（5番人気）
複勝票数 計1249205 的中 � 104473（5番人気）� 51242（9番人気）� 302195（1番人気）
枠連票数 計 431541 的中 （6－8） 8952（19番人気）
馬連票数 計2561752 的中 �� 15989（33番人気）
馬単票数 計1073839 的中 �� 3926（61番人気）
ワイド票数 計1194757 的中 �� 10945（33番人気）�� 45258（6番人気）�� 28967（15番人気）
3連複票数 計3565211 的中 ��� 26616（40番人気）
3連単票数 計6106283 的中 ��� 5035（286番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．1―45．2―56．4―1：07．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 11－7（4，9）5（1，3，6）12（8，10）2 4 11，7（4，3，5，9）（1，6）（8，12）（2，10）

勝馬の
紹 介

ツィンクルソード �
�
父 デュランダル �

�
母父 Lyphard デビュー 2013．9．8 阪神1着

2011．3．25生 牡6芦 母 ツィンクルブライド 母母 デビルズブライド 27戦5勝 賞金 69，591，000円
〔制裁〕 コウエイタケル号の騎手小牧太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成29年7月15日から平成29年7月30日ま

で騎乗停止。（被害馬：5番・3番）

19036 7月8日 晴 良 （29中京3）第3日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

35 タガノグロリオーサ 牡4栗 57 M．デムーロ八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458＋ 61：24．6 5．0�

48 マイネルラック 牡4鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 476＋ 2 〃 クビ 4．8�

510 オ リ エ ン ト 牡3鹿 54 松山 弘平石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか 嶋田牧場 524－ 6 〃 ハナ 28．7�
36 ハクサンベル 牡3鹿 54

53 ☆加藤 祥太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 452± 01：24．7� 16．2�
611 エイシンルカーノ 牡3栗 54 幸 英明�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 470± 01：24．8クビ 40．8�
713	 アメリカンイナズマ 牡4青鹿57 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

580－101：25．01
 19．0	
11 	 テ ン モ ー ス 牝3鹿 52 武 豊前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 448－ 41：25．1� 3．7

47 カノヤカンザクラ 牡5栗 57

55 △荻野 極神田アヤ子氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 506－161：25．2クビ 133．4�
59 � ワンダープレジール 牡5黒鹿57 川島 信二山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B450－141：25．41
 311．7�
816 スズカチャレンジ 牡3鹿 54

51 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 482± 01：25．5� 58．6
12 シゲルメジロザメ 牝4鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 452± 0 〃 アタマ 29．3�
714 セ ン グ ウ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 480＋ 41：25．92� 67．6�
24 ヤマノヒマワリ 牝3黒鹿52 酒井 学山住れい子氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 4 〃 ハナ 34．3�
612 クインズマラクータ 牡3栗 54

51 ▲森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 518＋ 41：26．21� 5．0�
815 ビップキャッツアイ 牝3黒鹿52 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 466－10 〃 アタマ 10．9�
23 エピックウィン 5黒鹿57 小牧 太小林竜太郎氏 沖 芳夫 新冠 武田牧場 448－321：26．51� 132．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，185，200円 複勝： 86，716，700円 枠連： 33，784，200円
馬連： 146，489，400円 馬単： 58，904，500円 ワイド： 82，177，600円
3連複： 218，887，400円 3連単： 292，742，200円 計： 974，887，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 180円 � 620円 枠 連（3－4） 940円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，170円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 13，160円 3 連 単 ��� 51，220円

票 数

単勝票数 計 551852 的中 � 87784（3番人気）
複勝票数 計 867167 的中 � 120164（3番人気）� 151178（1番人気）� 27780（10番人気）
枠連票数 計 337842 的中 （3－4） 27739（4番人気）
馬連票数 計1464894 的中 �� 85322（5番人気）
馬単票数 計 589045 的中 �� 15303（10番人気）
ワイド票数 計 821776 的中 �� 44685（2番人気）�� 9360（26番人気）�� 9167（28番人気）
3連複票数 計2188874 的中 ��� 12470（43番人気）
3連単票数 計2927422 的中 ��� 4143（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．5―47．2―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノグロリオーサ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．7 京都6着

2013．3．3生 牡4栗 母 アンテヴォルテ 母母 ビワビーナス 11戦3勝 賞金 22，400，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 2頭 ランドハイパワー号・ワンダーバイファル号
（非抽選馬） 3頭 オーサムバローズ号・グランパルファン号・マラードザレコード号



（29中京3）第3日 7月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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
厩務員出走奨励金

186，220，000円
2，530，000円
15，770，000円
1，150，000円
20，530，000円
64，858，000円
4，212，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
458，251，400円
728，328，600円
216，268，100円
1，007，624，000円
476，027，400円
568，790，100円
1，393，753，300円
2，085，174，400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 6，934，217，300円

総入場人員 12，036名 （有料入場人員 10，849名）
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