
19061 7月16日 晴 良 （29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

67 レッドシャーロット 牝2鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 442－ 81：21．8 1．8�
79 ルールダーマ 牡2栗 54 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 新ひだか 斉藤スタッド 454－ 41：22．01� 22．2�
78 カクテルドレス 牝2芦 54 内田 博幸 Him Rock Racing 佐々木晶三 日高 槇本牧場 468－ 41：22．21� 11．2�
55 ナムラアッパレ 牡2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 446－ 21：22．41� 26．7�
11 ノーボーダー 牡2栗 54 福永 祐一林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 472－ 61：22．5クビ 12．5�
33 グランデミノル 牝2鹿 54 幸 英明吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 472－ 61：22．92� 5．3	
810 シゲルアサツキ 牝2栗 54

51 ▲富田 暁森中 蕃氏 坂口 正則 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 430－ 81：23．11� 193．6


811 スピリットワンベル 牡2鹿 54 川田 将雅鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 512－ 4 〃 クビ 6．4�
66 ダイキリシマ 牡2黒鹿 54

52 △荻野 極西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 454＋ 41：23．2クビ 243．5�
44 ビッグウェーブ 牡2鹿 54 酒井 学�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 468± 0 〃 アタマ 50．4
22 フリーダムソート 牡2栗 54 松若 風馬西森 鶴氏 西村 真幸 様似 清水スタッド B444± 01：23．94 117．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，830，900円 複勝： 56，209，900円 枠連： 8，616，600円
馬連： 46，442，800円 馬単： 27，362，200円 ワイド： 30，369，700円
3連複： 66，182，900円 3連単： 106，333，300円 計： 369，348，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 340円 � 220円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 640円 �� 340円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 11，860円

票 数

単勝票数 計 278309 的中 � 130493（1番人気）
複勝票数 計 562099 的中 � 305427（1番人気）� 20295（7番人気）� 36270（5番人気）
枠連票数 計 86166 的中 （6－7） 13738（2番人気）
馬連票数 計 464428 的中 �� 25166（5番人気）
馬単票数 計 273622 的中 �� 10174（7番人気）
ワイド票数 計 303697 的中 �� 11991（8番人気）�� 25650（4番人気）�� 3592（23番人気）
3連複票数 計 661829 的中 ��� 14684（14番人気）
3連単票数 計1063333 的中 ��� 6498（46番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―11．8―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．0―45．8―57．6―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．0
3 8，11，3（5，7）（4，10）1－9，6＝2 4 8（3，11）（5，7）4（1，10）－（6，9）＝2

勝馬の
紹 介

レッドシャーロット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．2 中京2着

2015．1．27生 牝2鹿 母 シルバーフォックス 母母 ビーポジティブ 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。

19062 7月16日 晴 良 （29中京3）第6日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時30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
1：32．7
1：30．7

良
良

36 � モズアスコット 牡3栗 56 内田 博幸 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer
Wind Farm 478－ 81：34．6 3．3�

23 トルネードアレイ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442± 01：34．92 6．7�
47 シャンティローザ 牝3青鹿54 川田 将雅星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 ハナ 4．3�
713 ダノンクライム 牡3芦 56 M．デムーロ�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 518－ 21：35．0� 2．8�
510 シャイニーホーム 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 428－ 21：35．31� 99．6	

12 プライムタイム 牝3鹿 54 秋山真一郎谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 474＋ 2 〃 クビ 69．7

816 オースミベリル 牡3栗 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 490－ 21：35．4
 65．1�
815� エ ル ミ ー ロ 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 478－ 11：35．71� 278．3�

714 シャイントレイル 牝3芦 54 佐藤 友則 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 ハナ 21．9
（笠松）

35 ハートクレスト 牝3鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 428－ 21：35．8
 30．2�
24 タガノヴァン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 21：35．9
 26．2�
11 キタサンマイティー 牡3鹿 56

54 △荻野 極�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 480± 01：36．21� 143．7�
59 ミスターフウジン 牡3黒鹿56 松山 弘平阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 494＋ 2 〃 クビ 254．9�
611 レッドヴォヤージ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 430－ 41：36．51� 230．9�
48 エイシンスパンキー �3栗 56 幸 英明�栄進堂 今野 貞一 浦河 高野牧場 512± 01：37．13
 21．5�
612 ノボリフェアリー 牝3青鹿54 森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 新冠 パカパカ

ファーム 424－ 61：37．2� 277．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，249，600円 複勝： 36，507，400円 枠連： 10，491，100円
馬連： 53，256，400円 馬単： 25，508，400円 ワイド： 31，869，800円
3連複： 70，073，400円 3連単： 99，924，100円 計： 351，880，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 190円 � 160円 枠 連（2－3） 730円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 410円 �� 330円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 242496 的中 � 57916（2番人気）
複勝票数 計 365074 的中 � 70981（2番人気）� 44987（4番人気）� 59634（3番人気）
枠連票数 計 104911 的中 （2－3） 11015（5番人気）
馬連票数 計 532564 的中 �� 41416（4番人気）
馬単票数 計 255084 的中 �� 11174（8番人気）
ワイド票数 計 318698 的中 �� 19479（5番人気）�� 26072（3番人気）�� 17884（6番人気）
3連複票数 計 700734 的中 ��� 39340（4番人気）
3連単票数 計 999241 的中 ��� 11914（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―47．6―1：00．0―1：11．9―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6

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

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

�モズアスコット �
�
父 Frankel �

�
母父 Hennessy デビュー 2017．6．10 阪神4着

2014．3．31生 牡3栗 母 India 母母 Misty Hour 3戦1勝 賞金 6，500，000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。

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16日 晴 良 （29中京3）第6日 第3競走 ��2，000�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 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
1：58．3
1：56．1

良
良

714 ライクアエンジェル 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420＋ 22：01．6 33．4�
48 コペルニクス 牡3黒鹿56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 432－ 42：01．7� 2．5�
12 ギルデドアーマー 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 安平 追分ファーム 486－ 6 〃 クビ 7．6�
47 アオイスカーレット 牝3鹿 54 和田 竜二新谷 正子氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 22：01．91 3．4�
715 ジ ョ ン ド ゥ 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 522 ― 〃 アタマ 9．1�
24 ミラクルツリー 牝3栗 54 川島 信二八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 430＋122：02．0� 191．7	
816 ラニカイブルーム 牡3黒鹿56 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 498－ 42：02．21� 9．3

59 バ ー ボ ネ ラ 牝3栗 54

53 ☆義 英真 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 434－ 82：02．51� 87．7�
713 カリブハーブ 牝3鹿 54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 442＋ 22：02．6� 19．4
35 リーゼントシャルフ 牡3鹿 56 国分 優作三浦 大輔氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478－102：02．7クビ 117．8�
818 スプリングボックス 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 B480－ 22：02．8� 25．9�
23 メイショウマルコマ 牝3黒鹿54 松若 風馬松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 502＋ 22：03．11� 67．2�
36 ベルメーリャ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 536＋102：03．2� 43．3�
817 ダイナマイトガイ 牡3栗 56 佐藤 友則�KTレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 468± 02：03．41� 268．3�

（笠松）

11 カフジジュエル 牝3栗 54
51 ▲富田 暁加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 470＋122：03．93 277．0�

612 シャムシエル 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 514 ―2：04．11� 45．6�
510 ウ ォ ル ト 牡3栗 56 酒井 学 �天羽�治牧場 西園 正都 日高 天羽 禮治 B562＋ 82：04．63 391．3�
611 ニホンピロサーラス 牡3鹿 56 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B482－ 62：09．6大差 543．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，062，700円 複勝： 45，314，000円 枠連： 17，274，900円
馬連： 57，088，300円 馬単： 28，220，600円 ワイド： 36，163，500円
3連複： 81，065，700円 3連単： 108，709，500円 計： 404，899，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，340円 複 勝 � 470円 � 120円 � 220円 枠 連（4－7） 430円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 11，000円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 2，990円 �� 490円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 116，070円

票 数

単勝票数 計 310627 的中 � 7436（8番人気）
複勝票数 計 453140 的中 � 17119（8番人気）� 139725（1番人気）� 45052（4番人気）
枠連票数 計 172749 的中 （4－7） 30951（2番人気）
馬連票数 計 570883 的中 �� 9716（14番人気）
馬単票数 計 282206 的中 �� 1923（34番人気）
ワイド票数 計 361635 的中 �� 6228（15番人気）�� 2943（31番人気）�� 20544（2番人気）
3連複票数 計 810657 的中 ��� 6484（28番人気）
3連単票数 計1087095 的中 ��� 679（309番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．5―50．3―1：02．4―1：14．7―1：27．0―1：38．6―1：49．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ライクアエンジェル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ムーンバラッド デビュー 2016．10．30 京都5着

2014．3．13生 牝3鹿 母 ミ テ ィ ー ク 母母 リニアミューズ 8戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 ニホンピロサーラス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロサーラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月16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 ジュンハーツ号
※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。

19064 7月16日 晴 良 （29中京3）第6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 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
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 クリノキング �3栗 56 酒井 学栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B452± 01：24．8 6．6�
11 ハートフルタイム 牡3黒鹿56 M．デムーロ青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 494＋ 21：24．9� 2．6�
23 ヤマカツバーバラ 牝3栗 54 国分 優作山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか 岡田牧場 442＋ 41：25．11� 8．1�
35 ア ヴ ァ ン ト 牡3栗 56 幸 英明佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 ハナ 14．8�
48 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 和田 竜二ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 486－ 61：25．2クビ 6．7�
816 キセキノホシ 牡3鹿 56 松山 弘平サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 482－ 21：25．52 8．8	
612 アザブジュウバン 牝3鹿 54 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 石橋 守 平取 坂東牧場 454－ 61：25．82 50．1

59 メイショウラクエン 牡3黒鹿 56

53 ▲富田 暁松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 452－ 81：26．01� 121．9�
815 エイトクレイン 牝3鹿 54 �島 良太�協和牧場 飯田 祐史 新冠 協和牧場 438－ 81：26．21� 80．7
713 エナジーハピネス 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 466－101：26．94 249．7�
510 メイショウシラカバ 牝3鹿 54 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482－12 〃 アタマ 212．7�
611 インツォリア 牡3鹿 56

54 △荻野 極�G1レーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 ハナ 51．2�
47 ロードスヴァローグ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 松下 武士 新冠 パカパカ

ファーム 492＋181：27．53� 5．2�
36 ヒロノオンリーワン 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真小野 博郷氏 崎山 博樹 新ひだか 山田牧場 498＋ 41：27．71� 438．3�
714 イスラドラーダ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B530± 01：28．12� 130．7�
12 フェリシアルチア 牝3栗 54 高倉 稜吉田 貴俊氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 510＋ 41：30．6大差 127．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，314，400円 複勝： 46，617，100円 枠連： 16，678，300円
馬連： 61，911，400円 馬単： 29，186，700円 ワイド： 38，862，800円
3連複： 83，753，400円 3連単： 107，524，200円 計： 417，848，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 130円 � 230円 枠 連（1－2） 510円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 370円 �� 600円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 10，640円

票 数

単勝票数 計 333144 的中 � 40171（3番人気）
複勝票数 計 466171 的中 � 59115（4番人気）� 114087（1番人気）� 44113（5番人気）
枠連票数 計 166783 的中 （1－2） 24992（2番人気）
馬連票数 計 619114 的中 �� 52312（2番人気）
馬単票数 計 291867 的中 �� 9860（7番人気）
ワイド票数 計 388628 的中 �� 27418（2番人気）�� 15663（8番人気）�� 24667（4番人気）
3連複票数 計 837534 的中 ��� 39463（2番人気）
3連単票数 計1075242 的中 ��� 7325（23番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．5―12．3―12．6―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．2―46．5―59．1―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノキング �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．1．14 京都6着

2014．5．7生 �3栗 母 ク リ ノ ニ ケ 母母 セヴンゴールドストーンズ 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェリシアルチア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月16日まで平地

競走に出走できない。



19065 7月16日 晴 良 （29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
1：59．8

良
良

78 ワグネリアン 牡2鹿 54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450 ―2：04．7 4．0�

22 ヘンリーバローズ 牡2鹿 54 川田 将雅猪熊 広次氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 ハナ 1．7�
89 ス ヴ ァ ル ナ 牡2黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 500 ―2：05．65 4．3�
810 キタサンタイドー 牡2黒鹿 54

52 △荻野 極�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム 492 ― 〃 ハナ 28．0�

77 ブレイクスピアー 牡2青鹿54 松若 風馬前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 456 ―2：05．92 22．1	
66 ゼットジガンテ 牡2鹿 54 �島 良太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 448 ―2：06．0� 32．6

55 バイオスパーク 牡2黒鹿54 岡田 祥嗣宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 470 ―2：06．21	 76．5�
11 リリーマイスター 牡2黒鹿54 太宰 啓介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 504 ―2：07．15 77．2�
33 サウンドスター 牡2黒鹿54 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 桜井牧場 458 ― 〃 クビ 146．2
44 クレスコセイラン 牡2鹿 54 酒井 学堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 500 ―2：07．73
 206．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，784，700円 複勝： 73，924，400円 枠連： 9，034，200円
馬連： 49，383，700円 馬単： 36，422，300円 ワイド： 28，123，800円
3連複： 61，706，500円 3連単： 145，636，800円 計： 451，016，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－7） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 130円 �� 180円 �� 160円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 1，910円

票 数

単勝票数 計 467847 的中 � 97098（2番人気）
複勝票数 計 739244 的中 � 104261（2番人気）� 485114（1番人気）� 68781（3番人気）
枠連票数 計 90342 的中 （2－7） 27681（1番人気）
馬連票数 計 493837 的中 �� 139461（1番人気）
馬単票数 計 364223 的中 �� 33735（3番人気）
ワイド票数 計 281238 的中 �� 66499（1番人気）�� 34351（3番人気）�� 41800（2番人気）
3連複票数 計 617065 的中 ��� 194606（1番人気）
3連単票数 計1456368 的中 ��� 55181（3番人気）

ハロンタイム 13．6―12．4―14．2―13．5―13．3―12．2―12．4―11．2―10．9―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―26．0―40．2―53．7―1：07．0―1：19．2―1：31．6―1：42．8―1：53．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．5―3F33．1
1
3
10，7，2（5，8）9（3，6）（1，4）
10，7，2，9（5，8）（3，6）（1，4）

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

勝馬の
紹 介

ワグネリアン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．2．10生 牡2鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19066 7月16日 晴 良 （29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
1：08．5
1：07．8

良
良

33 テイエムスグレモン 牡2鹿 54
51 ▲川又 賢治竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 464 ―1：10．3 24．3�

78 リリープリンセス 牝2黒鹿54 福永 祐一村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 452 ―1：10．62 6．0�
55 ヴァルディノート 牡2黒鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462 ―1：10．81 1．9�
66 フランシスコダイゴ 牡2鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 428 ―1：11．01� 4．5�
44 アイランドクイーン 牝2鹿 54 幸 英明大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 クビ 22．5�
11 ロンリーボーイ 牡2鹿 54

52 △荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 400 ―1：11．63� 7．1	
810 サイタターフキング 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太西村 憲人氏 藤沢 則雄 平取 北島牧場 440 ―1：12．02� 89．3

89 ダ ッ チ ェ ス 牝2芦 54 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新冠 坂元 芳春 412 ―1：12．74 109．5�
22 スイセイオリュウ 牝2鹿 54 酒井 学石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 430 ―1：13．12� 49．7�
77 デンコウシャフト 牡2黒鹿54 松山 弘平田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 496 ― （競走中止） 41．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，035，700円 複勝： 38，166，600円 枠連： 7，462，800円
馬連： 40，683，000円 馬単： 28，761，700円 ワイド： 24，087，700円
3連複： 50，802，100円 3連単： 107，934，600円 計： 330，934，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 290円 � 170円 � 110円 枠 連（3－7） 5，300円

馬 連 �� 6，060円 馬 単 �� 20，210円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 530円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 48，750円

票 数

単勝票数 計 330357 的中 � 11517（6番人気）
複勝票数 計 381666 的中 � 16060（6番人気）� 36059（4番人気）� 199221（1番人気）
枠連票数 計 74628 的中 （3－7） 1090（16番人気）
馬連票数 計 406830 的中 �� 5198（17番人気）
馬単票数 計 287617 的中 �� 1067（42番人気）
ワイド票数 計 240877 的中 �� 4161（16番人気）�� 11401（6番人気）�� 23346（2番人気）
3連複票数 計 508021 的中 ��� 10863（12番人気）
3連単票数 計1079346 的中 ��� 1605（129番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―11．4―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―34．9―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムスグレモン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Forest Wildcat 初出走

2015．3．22生 牡2鹿 母 フォレストゾーン 母母 Give Me Liberty 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 デンコウシャフト号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。



19067 7月16日 晴 良 （29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

11 ブ ル ー ミ ン 牝3黒鹿52 高倉 稜佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 468＋ 41：24．0 20．6�
12 ミッキーグッドネス 牝4鹿 55 川田 将雅野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 416± 01：24．31� 1．7�
815 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 M．デムーロ�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 454－ 81：24．72� 5．8�
611 クロースフレンド 牝4黒鹿55 松山 弘平吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 420－ 8 〃 クビ 27．1�
24 ララベスラーナ 牝3栗 52

49 ▲森 裕太朗ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 468＋ 81：24．91	 46．8�

713 マルカソレイユ 牝3栗 52 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466＋101：25．11� 8．0	
23 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 酒井 学栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 438－181：25．2� 181．0

35 トラストマヴィア 牝4黒鹿55 福永 祐一菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 482＋ 21：25．3� 19．9�
816 トップノート 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 476± 0 〃 クビ 23．2�
612 ボクノナオミ 牝5鹿 55

53 △荻野 極塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 10．3
36 タガノマニカ 牝3鹿 52

49 ▲川又 賢治八木 良司氏 石橋 守 浦河 大北牧場 454＋ 61：25．62 164．6�
510 ノースメイジャイ 牝5鹿 55 幸 英明吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 492± 01：25．81 316．2�
714 ディープアドラーレ 牝3鹿 52 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 422－ 21：26．12 60．6�
48 ビーチパラソル 牝5芦 55 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 486－ 71：26．52� 174．1�
47 カ ワ イ ア ラ 牝3芦 52 川須 栄彦名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 444＋101：26．82 28．8�
59 リリーメーカー 牝3鹿 52 松若 風馬阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 480－ 81：29．1大差 305．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，926，900円 複勝： 96，103，100円 枠連： 20，173，800円
馬連： 85，442，300円 馬単： 47，624，900円 ワイド： 55，167，500円
3連複： 121，340，300円 3連単： 184，984，500円 計： 657，763，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 280円 � 110円 � 140円 枠 連（1－1） 1，460円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，320円 �� 210円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 23，400円

票 数

単勝票数 計 469269 的中 � 18145（6番人気）
複勝票数 計 961031 的中 � 38231（6番人気）� 520586（1番人気）� 111492（2番人気）
枠連票数 計 201738 的中 （1－1） 10692（6番人気）
馬連票数 計 854423 的中 �� 52623（4番人気）
馬単票数 計 476249 的中 �� 8501（12番人気）
ワイド票数 計 551675 的中 �� 24889（5番人気）�� 9064（15番人気）�� 80249（1番人気）
3連複票数 計1213403 的中 ��� 41278（4番人気）
3連単票数 計1849845 的中 ��� 5731（79番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―12．6―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．2―46．2―58．8―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ル ー ミ ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．3．25 中京1着

2014．4．25生 牝3黒鹿 母 オリヒメチャーム 母母 ハイファッション 5戦2勝 賞金 14，400，000円
〔その他〕 リリーメーカー号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アップビート号
（非抽選馬） 1頭 ヴォカツィオーネ号

19068 7月16日 晴 良 （29中京3）第6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）
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

816� ディープオーパス 牡4芦 57 内田 博幸深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard
Shultz B486＋ 21：51．7 6．7�

24 デイジーフローラ 牝4鹿 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 494－ 21：52．12	 31．2�
713 ムイトオブリガード 牡3鹿 54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 480－ 21：52．42 4．6�
47 ダノンプレシャス 牡4青鹿57 松若 風馬�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 458＋ 21：52．82	 22．4�
36 カ レ ン カ カ 牡3芦 54 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 クビ 9．0�
510 テイエムグッドマン 牡3鹿 54 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 476－101：53．33 37．4	
714 ドルチェリア 
4鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 504－ 4 〃 アタマ 3．9

612 サウスオブボーダー 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B460＋ 41：53．4クビ 15．4�
35 ブランニューカップ 牝3青鹿52 酒井 学吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 438± 01：53．93 154．9�
815 セレブレイトソング 
5栗 57 藤懸 貴志 キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B482－ 21：54．0クビ 87．3�
59 アオイテソーロ 牝3黒鹿52 佐藤 友則了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 41：54．32 10．4�

（笠松）

11 ショウナンマシェリ 牝4鹿 55 川須 栄彦湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 21：54．62 46．8�
12 エンパイアブレイク 牝4鹿 55 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 496＋ 4 〃 クビ 4．8�
611 フィエスタオーレ 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450＋ 41：54．7	 384．3�

48 リヴァイタライズ 牡4青鹿 57
55 △荻野 極 サンデーレーシング 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 492± 01：55．33	 167．4�

23 ピエナクルーズ 牡4鹿 57 太宰 啓介本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456＋20 （競走中止） 101．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，043，900円 複勝： 60，318，700円 枠連： 21，438，000円
馬連： 87，082，000円 馬単： 35，311，100円 ワイド： 53，993，600円
3連複： 116，833，200円 3連単： 137，831，000円 計： 549，851，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 260円 � 610円 � 180円 枠 連（2－8） 6，750円

馬 連 �� 9，040円 馬 単 �� 14，070円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 590円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 70，620円

票 数

単勝票数 計 370439 的中 � 43672（4番人気）
複勝票数 計 603187 的中 � 59875（4番人気）� 20673（8番人気）� 106397（2番人気）
枠連票数 計 214380 的中 （2－8） 2459（22番人気）
馬連票数 計 870820 的中 �� 7459（31番人気）
馬単票数 計 353111 的中 �� 1881（52番人気）
ワイド票数 計 539936 的中 �� 4464（34番人気）�� 25012（4番人気）�� 6059（27番人気）
3連複票数 計1168332 的中 ��� 8173（36番人気）
3連単票数 計1378310 的中 ��� 1415（238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．2―49．6―1：01．9―1：14．3―1：26．7―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ディープオーパス �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2015．11．28 京都3着

2013．2．11生 牡4芦 母 Lemonlime 母母 Prime Investor 15戦3勝 賞金 41，924，000円
〔競走中止〕 ピエナクルーズ号は，競走中に前進気勢を欠いたため4コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ピエナクルーズ号は，競走中に前進気勢を欠き，4コーナー手前で競走を中止したことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エアシーラン号
（非抽選馬） 3頭 アドヴァンス号・アポロテキサス号・ナムラシンウチ号
※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。



19069 7月16日 晴 良 （29中京3）第6日 第9競走 ��
��1，200�タイランドカップ

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

ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

816 オ フ ク ヒ メ 牝4黒鹿55 幸 英明山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 440－ 41：08．9 16．2�
48 パーリオミノル 牝4鹿 55 M．デムーロ吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446－ 4 〃 クビ 2．2�
611 ヴィーヴァテキーラ 牝4黒鹿55 川須 栄彦芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 520－121：09．0� 30．1�
11 タイムレスメロディ 牝4鹿 55 荻野 極 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 430－ 41：09．1	 27．7�
715 ウインハートビート 牡4栗 57 和田 竜二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 470－ 2 〃 ハナ 9．9	
713 ワンアフター 牡4栗 57 松山 弘平薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 土田農場 454＋ 2 〃 ハナ 8．0

612 ハーツジュニア 牡5鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 500＋ 61：09．2クビ 23．4�
817 トウショウジャイロ 牡4黒鹿57 秋山真一郎トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－ 41：09．3� 4．0�
510 ブレイズガール 牝4鹿 55 加藤 祥太岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 B488－ 41：09．4� 13．0
47 
 タツデンコーセッカ 牝4栗 55 内田 博幸鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 458＋ 41：09．5� 94．0�
24 テイエムダグラス 牡4鹿 57 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム B512＋ 21：09．92� 124．0�
818 プレシャスロード �5青鹿57 岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 466± 0 〃 クビ 29．4�
35 タイセイパルサー 牡4黒鹿57 川島 信二田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 480－12 〃 ハナ 163．2�
36 テイエムハヤブサ 牡4青鹿57 高倉 稜竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 駿河牧場 B452－ 21：10．0クビ 164．6�
12 ブライアンジョー 牡4鹿 57 酒井 学河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 442－ 21：10．21 232．2�
59 セ ル リ ア ン 牡3黒鹿54 藤懸 貴志�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 B466＋ 81：10．3	 108．3�
23 � レッドレイジング 牝3青鹿52 佐藤 友則三浦 勝仁氏 笹野 博司 新ひだか 信田牧場 458－ 31：10．4� 436．8�

（笠松） （笠松）

714 クリノケンリュウ 牡3栗 54 �島 良太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 462－10 〃 クビ 97．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，678，600円 複勝： 57，743，300円 枠連： 30，462，600円
馬連： 105，377，500円 馬単： 50，129，800円 ワイド： 58，274，500円
3連複： 150，519，900円 3連単： 211，246，400円 計： 704，432，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 310円 � 130円 � 620円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 620円 �� 5，750円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 15，440円 3 連 単 ��� 123，710円

票 数

単勝票数 計 406786 的中 � 20009（6番人気）
複勝票数 計 577433 的中 � 41023（6番人気）� 161644（1番人気）� 17364（10番人気）
枠連票数 計 304626 的中 （4－8） 66376（1番人気）
馬連票数 計1053775 的中 �� 61748（4番人気）
馬単票数 計 501298 的中 �� 9051（16番人気）
ワイド票数 計 582745 的中 �� 25676（4番人気）�� 2481（48番人気）�� 9681（15番人気）
3連複票数 計1505199 的中 ��� 7307（48番人気）
3連単票数 計2112464 的中 ��� 1238（349番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．2―45．5―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 13，12（11，16）7，17（3，4，8，18）（2，15）5（1，14）（9，10）－6 4 13－12，11，16，7（3，17）（1，4，8，18）（2，5，15）（14，10）9，6

勝馬の
紹 介

オ フ ク ヒ メ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．6．27 阪神1着

2013．3．22生 牝4黒鹿 母 シ ー ソ ン グ 母母 チャイナブリーズ 23戦3勝 賞金 41，170，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 テイエムダンシング号・ビックリシタナモー号
※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。

19070 7月16日 晴 良 （29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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

47 キンショーユキヒメ 牝4芦 55 M．デムーロ礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 506－121：59．6 5．3�
46 カレンラストショー 牡5栗 57 荻野 極鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 442－ 21：59．7� 27．1�
58 フロムマイハート 牝4栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 2 〃 クビ 31．7�
815	 スリーマキシマム 牡6鹿 57 幸 英明永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 504－ 81：59．8クビ 66．3�
713
 タニノアーバンシー 牝4黒鹿55 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-

mizu 504－ 2 〃 クビ 2．7�
22 ポポカテペトル 牡3芦 54 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 21：59．9� 6．9	
34 ギ モ ー ヴ 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 468＋16 〃 ハナ 9．5

11 カ ラ ビ ナ 牡4鹿 57 秋山真一郎 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 514± 02：00．0� 5．7�
35 タイセイアプローズ 牡5鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 466－ 42：00．1クビ 49．2�
611 ドラゴンカップ 牡4鹿 57 松若 風馬窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 33．6
23 リ ノ リ オ 牡6黒鹿57 佐藤 友則�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 514＋ 22：00．31� 94．8�

（笠松）

712 ダノンキングダム 牡3栗 54 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 14．5�
59 	 ケージーキンカメ 牡6黒鹿57 酒井 学岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 472± 02：00．4クビ 51．1�
610 トライブキング 牡4鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 22：01．14 25．5�
814 スワンボート 牡7鹿 57 水口 優也田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 466± 02：02．48 454．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，706，700円 複勝： 89，317，700円 枠連： 33，616，400円
馬連： 154，497，100円 馬単： 63，276，400円 ワイド： 81，619，000円
3連複： 211，740，500円 3連単： 285，765，800円 計： 977，539，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 510円 � 660円 枠 連（4－4） 5，980円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 2，220円 �� 6，590円

3 連 複 ��� 37，910円 3 連 単 ��� 163，770円

票 数

単勝票数 計 577067 的中 � 86576（2番人気）
複勝票数 計 893177 的中 � 133940（2番人気）� 42210（7番人気）� 31226（9番人気）
枠連票数 計 336164 的中 （4－4） 4355（21番人気）
馬連票数 計1544971 的中 �� 25275（16番人気）
馬単票数 計 632764 的中 �� 6377（27番人気）
ワイド票数 計 816190 的中 �� 14453（17番人気）�� 9494（23番人気）�� 3126（62番人気）
3連複票数 計2117405 的中 ��� 4189（115番人気）
3連単票数 計2857658 的中 ��� 1265（499番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．4―12．1―12．4―12．3―11．9―11．4―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．6―36．0―48．1―1：00．5―1：12．8―1：24．7―1：36．1―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キンショーユキヒメ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．16 小倉1着

2013．5．22生 牝4芦 母 アップルティー 母母 ア ド マ イ ス 20戦4勝 賞金 82，637，000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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



19071 7月16日 晴 良 （29中京3）第6日 第11競走 ��
��1，800�名 鉄 杯

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

名古屋鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

24 オウケンワールド 牡5芦 56 M．デムーロ福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 490－ 81：51．9 2．3�
59 センチュリオン 牡5黒鹿56 内田 博幸窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 0 〃 アタマ 3．1�
23 コパノチャーリー 牡5栗 56 佐藤 友則小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 21：52．11� 9．6�

（笠松）

12 スリータイタン 	8黒鹿56 岩崎 翼永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 450－ 2 〃 クビ 47．1�
714 カ ゼ ノ コ 牡6鹿 57 太宰 啓介
嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 454－ 41：52．2クビ 10．5�
35 マイネルバイカ 牡8鹿 59 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 492－ 41：52．62� 18．2	
36 メイショウヒコボシ 牡6鹿 56 国分 優作松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 526± 0 〃 クビ 172．6

11 エ ル マ ン ボ 牡7青鹿56 酒井 学 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 548＋ 61：53．02� 75．6�
510 ストロングサウザー 牡6鹿 59 福永 祐一村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 ハナ 46．7
816 トラキチシャチョウ 牡6鹿 57 松山 弘平 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 514± 01：53．31� 13．1�
611 キ ク ノ ソ ル 牡7鹿 56 川田 将雅菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 502± 0 〃 クビ 12．2�
612 デビルズハーツ 牡7鹿 56 松若 風馬安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 518＋121：53．4クビ 83．5�
48 サウンドスカイ 牡4栗 56 高倉 稜増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム 490－ 41：53．61� 91．7�
47  アメリカンウィナー 牡8青鹿56 �島 良太吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 512－ 41：53．81 193．8�
713 マイネルクロップ 牡7芦 59 荻野 極 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 B512－ 61：55．6大差 152．4�
（15頭）

815 マ ス ク ゾ ロ 牡6黒鹿58 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 米
Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

534＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 66，773，800円 複勝： 86，412，400円 枠連： 58，056，300円
馬連： 175，649，100円 馬単： 74，569，600円 ワイド： 77，186，400円
3連複： 203，771，700円 3連単： 313，483，500円 計： 1，055，902，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 220円 枠 連（2－5） 560円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 210円 �� 500円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 差引計 667738（返還計217096） 的中 � 228826（1番人気）
複勝票数 差引計 864124（返還計175157） 的中 � 254116（1番人気）� 200320（2番人気）� 64044（5番人気）
枠連票数 差引計 580563（返還計 16931） 的中 （2－5） 80225（2番人気）
馬連票数 差引計1756491（返還計1073295） 的中 �� 316697（1番人気）
馬単票数 差引計 745696（返還計455587） 的中 �� 79184（1番人気）
ワイド票数 差引計 771864（返還計378805） 的中 �� 116331（1番人気）�� 35708（4番人気）�� 22554（11番人気）
3連複票数 差引計2037717（返還計2119403） 的中 ��� 93661（4番人気）
3連単票数 差引計3134835（返還計3579478） 的中 ��� 43968（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．6―48．7―1：00．7―1：13．1―1：25．8―1：38．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

オウケンワールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．4．5 阪神9着

2012．6．10生 牡5芦 母 オウケンガール 母母 シスターソノ 19戦6勝 賞金 90，072，000円
〔競走除外〕 マスクゾロ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タガノゴールド号・トップディーヴォ号・モズライジン号
（非抽選馬） 3頭 シンゼンレンジャー号・プロトコル号・メイショウイチオシ号
※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。

19072 7月16日 晴 良 （29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－メトロマニラターフクラブ賞（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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 リッパーザウィン 牡5栗 57 佐藤 友則�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 516－ 21：08．3 16．9�

（笠松）

56 ブラッククローバー 牡5黒鹿57 松山 弘平巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490＋ 2 〃 クビ 16．0�
44 � ウィズアミッション 牝6鹿 55 川田 将雅吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 432－ 6 〃 ハナ 7．6�
68 キョウワゼノビア 牝4黒鹿55 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 468－14 〃 アタマ 6．1�
811 デ ィ ア エ ナ 牝5黒鹿55 荻野 極桑畑 	信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B510－16 〃 ハナ 8．6

22 メイショウスイヅキ 牝4鹿 55 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466＋12 〃 ハナ 36．8�
33 ゼンノコリオリ 牡7鹿 57 太宰 啓介大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 464－321：08．4クビ 186．6�
55 メイショウベルボン 牝3栗 52 福永 祐一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 448＋121：08．61	 3．0
67 メイショウソウビ 牡3鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470± 0 〃 クビ 19．6�
710 ヤマニンマンドール 牡5黒鹿57 川須 栄彦土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460＋ 41：08．81 12．6�
812 アグネスユーリヤ 牡5鹿 57 川又 賢治畑佐 博氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 クビ 4．5�
79 
 ウイングパラダイス 牝6鹿 55 田中 健池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 482－ 41：09．86 85．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 64，022，200円 複勝： 83，085，400円 枠連： 34，024，100円
馬連： 159，338，100円 馬単： 69，595，100円 ワイド： 81，974，900円
3連複： 210，905，400円 3連単： 345，658，300円 計： 1，048，603，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 440円 � 450円 � 270円 枠 連（1－5） 2，310円

馬 連 �� 11，280円 馬 単 �� 22，560円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 1，970円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 22，140円 3 連 単 ��� 161，880円

票 数

単勝票数 計 640222 的中 � 30249（8番人気）
複勝票数 計 830854 的中 � 47457（7番人気）� 45632（8番人気）� 88265（3番人気）
枠連票数 計 340241 的中 （1－5） 11381（9番人気）
馬連票数 計1593381 的中 �� 10944（36番人気）
馬単票数 計 695951 的中 �� 2313（75番人気）
ワイド票数 計 819749 的中 �� 7429（36番人気）�� 10712（26番人気）�� 12833（23番人気）
3連複票数 計2109054 的中 ��� 7142（79番人気）
3連単票数 計3456583 的中 ��� 1548（534番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―11．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．0―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッパーザウィン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．8．17 小倉1着

2012．4．29生 牡5栗 母 シャトルシャロン 母母 オースミシャロン 19戦4勝 賞金 65，896，000円
〔制裁〕 メイショウソウビ号の騎手和田竜二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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



（29中京3）第6日 7月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

212，450，000円
5，060，000円
16，180，000円
1，900，000円
23，430，000円
71，306，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
509，430，100円
769，720，000円
267，329，100円
1，076，151，700円
515，968，800円
597，693，200円
1，428，695，000円
2，155，032，000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 7，320，019，900円

総入場人員 18，244名 （有料入場人員 16，885名）
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