
19073 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05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
1：12．2
1：10．2

良
不良

11 ドンフォルティス 牡2栗 54 M．デムーロ山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 492＋ 81：12．6 3．2�
47 マッスルマサムネ 牡2鹿 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－ 21：13．13 3．5�
712 バ イ ラ 牡2鹿 54 松山 弘平杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 478＋ 21：13．52� 16．5�
815 メイショウオーパス 牡2黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 494－ 81：14．35 20．9�
59 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± 01：14．51� 26．5�
23 エイシンデジタル 牡2栗 54 武 豊�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 498± 01：14．82 7．6	
713 アイファーアピール 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 458± 01：14．9� 87．9

611 ビ ッ グ ボ ス 牡2黒鹿54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 464－ 61：15．11	 30．6�
34 メイショウイズモ 牡2黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 様似 中脇 一幸 494－ 6 〃 クビ 51．1�
814 マイネルデインティ 牡2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 平取 スガタ牧場 498－ 41：15．41
 129．0
610 ウインタイムリープ 牝2鹿 54 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 440－ 8 〃 クビ 26．1�
58 ブルベアハーブ 牡2鹿 54 福永 祐一 �ブルアンドベア 橋田 満 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 468＋ 41：15．82� 4．7�
46 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 458＋ 41：16．43� 331．7�
35 ブルベアキヌサヤ 牝2栗 54 高倉 稜 �ブルアンドベア 木原 一良 日高 賀張三浦牧場 496－ 41：17．03� 178．2�
22 ナ ム ラ タ マ 牝2黒鹿54 国分 優作奈村 睦弘氏 目野 哲也 日高 若林 順一 382－ 61：18．06 265．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，810，100円 複勝： 35，591，100円 枠連： 10，032，200円
馬連： 43，433，200円 馬単： 23，041，400円 ワイド： 29，377，900円
3連複： 67，250，900円 3連単： 84，554，800円 計： 317，091，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 400円 枠 連（1－4） 480円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 240円 �� 870円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 8，380円

票 数

単勝票数 計 238101 的中 � 59853（1番人気）
複勝票数 計 355911 的中 � 97753（1番人気）� 85434（2番人気）� 13238（7番人気）
枠連票数 計 100322 的中 （1－4） 16113（1番人気）
馬連票数 計 434332 的中 �� 64125（1番人気）
馬単票数 計 230414 的中 �� 18371（1番人気）
ワイド票数 計 293779 的中 �� 37347（1番人気）�� 7802（8番人気）�� 8264（7番人気）
3連複票数 計 672509 的中 ��� 23885（5番人気）
3連単票数 計 845548 的中 ��� 7315（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．6―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 7，12（2，8）（3，9）（1，13）－（5，14）－6，4，11（10，15） 4 7，12－（2，8）（1，3，9）13－14，5－6（4，15）（11，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドンフォルティス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．8 中京3着

2015．4．9生 牡2栗 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアキヌサヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月22日まで平地

競走に出走できない。
ナムラタマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月22日まで平地競走に
出走できない。

19074 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第2競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

611 ワールドオンライン 牝3鹿 54 幸 英明玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 456＋ 41：25．4 9．7�
23 キュイラッサ 牝3栗 54

51 ▲川又 賢治一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 448＋ 21：25．5� 45．6�
24 シ ャ ブ リ 牝3鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 418－ 61：25．71� 14．1�
714 プリンセスヨウク 牝3鹿 54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 450＋ 61：26．12� 10．2�
59 ダノンキラメキ 牝3黒鹿54 D．ホワイト �ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム B440－ 41：26．31� 22．1�

（香港）

12 ナオアンドユリ 牝3青鹿54 松若 風馬松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 458－121：26．4� 7．3	
815 デロングスター 牝3栗 54 福永 祐一 
社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468＋ 21：26．72 2．9�
11 メイショウモーント 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 428－ 6 〃 ハナ 266．1
612 クイーンパイレーツ 牝3黒鹿54 松山 弘平寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462 ―1：26．8クビ 15．5�
35 ヤマカツバーバラ 牝3栗 54 武 豊山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか 岡田牧場 442± 01：26．9� 3．0�
816 スプリングノート 牝3青鹿54 中谷 雄太 
サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 420－ 8 〃 クビ 88．0�
47 ラブリーミリアン 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 432－ 41：27．32� 165．7�
510 ロンドジョワイユ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 420＋ 21：27．83 96．8�
713 ファミリアリティ 牝3鹿 54 国分 優作 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 494＋101：28．65 181．2�
48 フォーモサベレー 牝3黒鹿54 川島 信二
髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 432 ―1：29．02� 221．2�
36 サマーマロン 牝3鹿 54 高倉 稜畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 沖田 博志 442－ 41：29．74 382．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，782，600円 複勝： 36，910，900円 枠連： 9，970，700円
馬連： 45，328，100円 馬単： 22，329，800円 ワイド： 29，925，700円
3連複： 65，254，100円 3連単： 79，557，400円 計： 314，059，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 300円 � 1，030円 � 510円 枠 連（2－6） 3，340円

馬 連 �� 14，540円 馬 単 �� 23，850円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 1，770円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 48，260円 3 連 単 ��� 247，540円

票 数

単勝票数 計 247826 的中 � 20397（4番人気）
複勝票数 計 369109 的中 � 36441（5番人気）� 8497（9番人気）� 18640（6番人気）
枠連票数 計 99707 的中 （2－6） 2310（14番人気）
馬連票数 計 453281 的中 �� 2415（33番人気）
馬単票数 計 223298 的中 �� 702（61番人気）
ワイド票数 計 299257 的中 �� 2079（32番人気）�� 4423（20番人気）�� 1488（37番人気）
3連複票数 計 652541 的中 ��� 1014（96番人気）
3連単票数 計 795574 的中 ��� 233（500番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．6―12．9―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．0―47．6―1：00．5―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．8
3 ・（4，11）15（2，14，16）（5，10）9（3，7）12，13（1，8）＝6 4 ・（4，11）（2，14，15）16（9，5）10（3，7）（1，12）（13，8）＝6

勝馬の
紹 介

ワールドオンライン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 アーミジャー デビュー 2017．3．11 阪神9着

2014．4．11生 牝3鹿 母 オータムリーフ 母母 オグラトウシヨウ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 キュイラッサ号の調教師森秀行は，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７日



19075 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11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
1：06．7
1：06．5

良
良

24 � ル イ 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B508－241：09．3 8．6�
12 レッドフィエルテ 牝3鹿 54

52 △荻野 極 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 浦河 信岡牧場 418＋14 〃 アタマ 10．0�
818 トーヨーエース 牡3鹿 56 和田 竜二中嶋 宏氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：09．61� 25．2�
36 タガノハウオリ 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 438－ 61：09．7	 21．8�
816 ハリーレガシー 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 アタマ 10．3	
48 ド ゥ ハ 牝3栗 54 M．デムーロ佐藤 則子氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486 ―1：09．91
 5．1

59 シゲルキツネ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 442－ 2 〃 アタマ 36．9�
715 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 〃 クビ 1．9�
611 パワーフレーズ 牝3鹿 54 中谷 雄太北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 438－ 2 〃 アタマ 58．2
510 ハギノシャーウッド 牡3栗 56 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 乾 皆雄 B476－ 41：10．11
 26．6�
817 シャルマンクリール 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人水谷 昌晃氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 482± 01：10．31 373．7�
714 ビターココア 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 458－141：10．4	 98．3�
23 ノ ゾ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁平川 浩之氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 446－ 41：10．5� 89．6�
612 プルーフオブトップ 牝3鹿 54 浜中 俊吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 438± 01：10．6	 60．1�
11 � マ イ ギ フ ト 牝3黒鹿54 酒井 学栗山 良子氏 �島 一歩 米 Double In-

finity Ranch 476－16 〃 クビ 178．8�
713 フルスプレンダー 牡3栗 56 幸 英明岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 472＋141：10．7クビ 195．8�
47 テーオーグラジア 牝3鹿 54 D．ホワイト 小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 452－ 71：11．02 83．8�

（香港）

35 リッカハピネス 牝3鹿 54 田中 健立花 幸雄氏 北出 成人 新ひだか 原口牧場 420－101：11．42	 365．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，604，100円 複勝： 37，755，200円 枠連： 12，498，600円
馬連： 44，434，100円 馬単： 24，904，700円 ワイド： 29，103，400円
3連複： 61，961，700円 3連単： 82，247，600円 計： 318，509，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 310円 � 300円 � 620円 枠 連（1－2） 4，290円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 3，180円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 29，200円 3 連 単 ��� 156，500円

票 数

単勝票数 計 256041 的中 � 23583（3番人気）
複勝票数 計 377552 的中 � 32999（4番人気）� 34287（3番人気）� 14566（7番人気）
枠連票数 計 124986 的中 （1－2） 2254（14番人気）
馬連票数 計 444341 的中 �� 8180（13番人気）
馬単票数 計 249047 的中 �� 2442（22番人気）
ワイド票数 計 291034 的中 �� 6183（12番人気）�� 2329（31番人気）�� 1990（37番人気）
3連複票数 計 619617 的中 ��� 1591（79番人気）
3連単票数 計 822476 的中 ��� 381（405番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．8―11．3―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．5―44．8―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．8
3 4（9，14）7，15（3，18）（2，5，10）（1，6，13）（12，16）－（11，8）17 4 4－9（7，14）15－18（3，2，10）5（1，6，13）（12，16）11，8，17

勝馬の
紹 介

�ル イ �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Midnight Lute デビュー 2016．6．5 阪神5着

2014．4．13生 牡3鹿 母 Tipsy At Midnight 母母 Tipsy Girl 9戦1勝 賞金 8，300，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 テーオーグラジア号の調教師奥村豊は，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。
※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。
（非抽選馬） 4頭 ヴァージャー号・シゲルポインター号・テイエムイキオイ号・プライムコード号
※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。

19076 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第4競走 ��1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

714 アルマシャール 牡3鹿 56 和田 竜二コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 500＋ 42：01．2 4．2�
12 ブルックリンソウル 牡3鹿 56 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 492－ 42：01．41� 4．3�
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 516－10 〃 アタマ 115．6�
815 メイショウシエロ 牡3鹿 56 D．ホワイト 松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 484－ 42：02．35 14．7�

（香港）

816 ストリートスマート 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか グランド牧場 490＋122：02．4� 96．2�

11 コールアングレ 牡3青鹿56 福永 祐一水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B448－ 42：02．5� 3．0�
36 スズカマイゲスト 牡3鹿 56 幸 英明永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B474＋ 22：02．6クビ 35．1	
612 グ リ ニ カ 牡3黒鹿 56

53 ▲森 裕太朗 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 槇本牧場 516－282：02．81� 149．1�

713 エバーゴールド 牡3黒鹿56 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 430＋102：03．01� 13．6�
24 ロングアイガー 牡3鹿 56 熊沢 重文中井 敏雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 574－ 82：03．42� 47．5
48 ゼ ル ビ ー ノ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 ハナ 14．9�
611 ティンガティンガ 牡3芦 56 酒井 学新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B458－ 22：03．5クビ 196．0�
510 ウォースパイト 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B508± 02：04．45 6．8�
59 ブ ル ノ 牡3栗 56 水口 優也北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム B448－ 42：05．14 143．2�
35 プ ル マ ン 牡3黒鹿56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス
 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514± 02：05．31 105．3�

47 ステッドファスト 牡3黒鹿 56
54 △荻野 極 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B542－ 22：05．61� 102．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，240，600円 複勝： 36，650，500円 枠連： 13，974，300円
馬連： 43，118，700円 馬単： 22，847，500円 ワイド： 29，413，100円
3連複： 60，258，500円 3連単： 76，477，300円 計： 307，980，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 190円 � 1，560円 枠 連（1－7） 390円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 480円 �� 5，700円 �� 4，790円

3 連 複 ��� 25，120円 3 連 単 ��� 82，140円

票 数

単勝票数 計 252406 的中 � 47067（2番人気）
複勝票数 計 366505 的中 � 52998（3番人気）� 59532（2番人気）� 4483（11番人気）
枠連票数 計 139743 的中 （1－7） 27768（1番人気）
馬連票数 計 431187 的中 �� 32068（3番人気）
馬単票数 計 228475 的中 �� 8878（5番人気）
ワイド票数 計 294131 的中 �� 17413（3番人気）�� 1258（44番人気）�� 1500（40番人気）
3連複票数 計 602585 的中 ��� 1799（70番人気）
3連単票数 計 764773 的中 ��� 675（238番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．4―13．8―13．1―12．5―12．8―13．0―12．5―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．6―30．0―43．8―56．9―1：09．4―1：22．2―1：35．2―1：47．7

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

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

勝馬の
紹 介

アルマシャール �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．6．4 阪神6着

2014．3．12生 牡3鹿 母 バンビーナココ 母母 スプリングバンブー 13戦1勝 賞金 14，350，000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。
（非抽選馬） 1頭 ポポチカ号
※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。



19077 7月22日 晴 良 （29中京3）第7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
1：34．2
1：32．3

良
良

814 トゥザフロンティア 牡2鹿 54 D．ホワイト �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482 ―1：36．8 1．5�
（香港）

69 アップファーレン 牝2栗 54 福永 祐一�KTレーシング 友道 康夫 新冠 パカパカ
ファーム 486 ―1：36．9� 7．6�

712 ダンツセイケイ 牡2鹿 54
51 ▲川又 賢治山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 454 ―1：37．0クビ 51．3�

610 ロードトレジャー 牡2鹿 54 M．デムーロ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 464 ―1：37．21� 7．7�
33 マイネルカイノン 牡2青鹿 54

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 484 ― 〃 クビ 19．8	

46 ウインヒストリオン 牡2鹿 54 松岡 正海�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 432 ―1：37．3� 5．2

22 リスペクタブル 牡2鹿 54 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492 ―1：37．83 32．8�
45 ニシノダンテ 牡2青鹿54 幸 英明西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 490 ―1：37．9� 86．4�
11 テ ィ カ ル 牡2鹿 54 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 490 ―1：38．32� 150．6
813 シミズミナト 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼山本 茂氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田 猛 466 ―1：38．61� 184．6�
711 ホーリーカバージョ 牡2黒鹿54 松若 風馬野嶋 祥二氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 446 ―1：39．45 301．5�
34 サツキロビン 牝2鹿 54 高倉 稜小野 博郷氏 服部 利之 新冠 的場牧場 460 ―1：40．46 365．9�
58 シ ゲ ル ネ ギ 牡2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 408 ―1：40．5� 293．1�

（13頭）
57 サンライズナイト 牡2黒鹿54 秋山真一郎松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，535，100円 複勝： 90，606，100円 枠連： 12，875，200円
馬連： 44，843，200円 馬単： 33，188，200円 ワイド： 29，461，900円
3連複： 55，186，300円 3連単： 102，116，200円 計： 410，812，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 500円 枠 連（6－8） 280円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，070円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 9，570円

票 数

単勝票数 差引計 425351（返還計 176） 的中 � 215010（1番人気）
複勝票数 差引計 906061（返還計 156） 的中 � 654569（1番人気）� 54803（3番人気）� 11682（7番人気）
枠連票数 差引計 128752（返還計 4 ） 的中 （6－8） 35076（1番人気）
馬連票数 差引計 448432（返還計 727） 的中 �� 61817（2番人気）
馬単票数 差引計 331882（返還計 399） 的中 �� 36611（2番人気）
ワイド票数 差引計 294619（返還計 403） 的中 �� 30596（2番人気）�� 6605（12番人気）�� 3047（20番人気）
3連複票数 差引計 551863（返還計 2578） 的中 ��� 9980（14番人気）
3連単票数 差引計1021162（返還計 3787） 的中 ��� 7736（29番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―11．9―12．4―12．9―12．0―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．4―48．8―1：01．7―1：13．7―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．1

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

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

トゥザフロンティア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．2．10生 牡2鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 サンライズナイト号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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。

19078 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55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

33 アーデルワイゼ 牝2青鹿 54
52 △荻野 極 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432 ―1：23．5 5．6�

22 ソルトドリーム 牝2鹿 54
51 ▲富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 千歳 社台ファーム 444 ―1：23．71� 16．2�

57 ヤマニンルネッタ 牝2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436 ―1：24．12� 10．0�

69 ブルベアアオジソ 牝2鹿 54
53 ☆義 英真 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 地興牧場 422 ―1：24．2クビ 126．2�

45 ミ ク 牝2鹿 54 幸 英明武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 中神牧場 400 ―1：24．3� 58．8	
712 トゥンバドーラ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 ハナ 63．4

58 サンドクイーン 牝2栗 54 福永 祐一�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 502 ―1：24．51� 4．8�
610 ザリーティー 牝2栗 54 和田 竜二中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 436 ― 〃 アタマ 46．8�
814 プ リ ュ ス 牝2鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 434 ―1：24．6� 1．9
813 レーヌビクトリア 牝2栗 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 422 ―1：24．81� 60．7�
34 メイショウカラタチ 牝2鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 458 ― 〃 クビ 106．6�
46 アマノラヴィータ 牝2鹿 54 松若 風馬中村 孝氏 川村 禎彦 浦河 丸村村下

ファーム 460 ―1：25．75 29．9�
11 シゲルアズキ 牝2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 442 ―1：26．87 292．9�
711 ジツリキキュート 牝2鹿 54

51 ▲川又 賢治河合實貴男氏 服部 利之 浦河 冨岡牧場 396 ―1：31．0大差 371．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，541，000円 複勝： 31，858，300円 枠連： 11，925，400円
馬連： 43，140，600円 馬単： 26，452，300円 ワイド： 27，139，700円
3連複： 55，518，400円 3連単： 78，251，800円 計： 309，827，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 350円 � 290円 枠 連（2－3） 3，170円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 880円 �� 850円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 34，340円

票 数

単勝票数 計 355410 的中 � 53518（3番人気）
複勝票数 計 318583 的中 � 43872（3番人気）� 21767（5番人気）� 28445（4番人気）
枠連票数 計 119254 的中 （2－3） 2907（14番人気）
馬連票数 計 431406 的中 �� 12875（8番人気）
馬単票数 計 264523 的中 �� 3513（17番人気）
ワイド票数 計 271397 的中 �� 8011（9番人気）�� 8330（8番人気）�� 4601（15番人気）
3連複票数 計 555184 的中 ��� 5539（21番人気）
3連単票数 計 782518 的中 ��� 1652（101番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．0―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．2―59．1―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．3
3 5－8（3，12）6（2，14）7，9（1，13）－（10，4）＝11 4 5－8（3，12）（2，6）14（9，7）（10，4，1）13＝11

勝馬の
紹 介

アーデルワイゼ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2015．3．19生 牝2青鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジツリキキュート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月22日まで平地競

走に出走できない。



19079 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第7競走 ��
��2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

11 ティーブラッサム 牡3黒鹿56 松岡 正海深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 518＋ 22：01．5 17．2�
24 � ギ エ ナ ー 牝3鹿 52

50 △荻野 極吉田 和美氏 池添 学 豪 Arrowfield
Group Pty Ltd 532 ―2：01．6� 28．9�

36 エイシンクリック 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 472± 02：01．7クビ 55．7�
47 スリーソードシチー 牡3黒鹿56 幸 英明 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 398± 0 〃 アタマ 16．8�
59 ファイナンス 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 62：02．12	 55．4�
817 アレススピアー 牡3黒鹿56 福永 祐一 	社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508 ―2：02．2� 8．5

714 モズアトラクション 牡3栗 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 466＋ 62：02．3クビ 39．1�
715 タイセイレガシー 牝3青鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 アタマ 2．2�
611 トゥザクラウン 牡3鹿 56 D．ホワイト 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510－ 62：02．4	 4．3

（香港）

510 マイティドリーム 牡3青鹿56 川須 栄彦矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 486± 02：03．25 20．8�
35 ピ ュ ア ラ ブ 牝3黒鹿54 太宰 啓介松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 440＋ 4 〃 ハナ 41．0�
818 カデナダムール 牝3鹿 54 川田 将雅 	サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 440－ 62：03．3クビ 8．8�
48 メイショウサチシオ 牝3黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 490＋202：03．83 73．8�
612 ワンダーリアス 牝3鹿 54 国分 優作山本 信行氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450± 02：03．9クビ 41．8�
12 コスモトゥイーク 牡3黒鹿56 高倉 稜 	ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 22：04．43 79．7�
816 ハルノヒダマリ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真 	三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 464＋ 22：04．5	 500．2�
713 テイエムファンドル 牡3栗 56

53 ▲富田 暁竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 478－ 62：04．71
 199．7�
23 ヴ ェ ネ ー ノ 牝3黒鹿54 �島 良太 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 394＋ 62：05．65 486．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，955，900円 複勝： 54，272，600円 枠連： 18，991，700円
馬連： 72，330，700円 馬単： 33，490，800円 ワイド： 46，200，800円
3連複： 95，764，300円 3連単： 122，324，000円 計： 484，330，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 600円 � 780円 � 1，120円 枠 連（1－2） 10，170円

馬 連 �� 19，020円 馬 単 �� 36，290円

ワ イ ド �� 5，270円 �� 7，640円 �� 9，350円

3 連 複 ��� 188，510円 3 連 単 ��� 1，094，870円

票 数

単勝票数 計 409559 的中 � 18959（6番人気）
複勝票数 計 542726 的中 � 24664（7番人気）� 18483（9番人気）� 12422（12番人気）
枠連票数 計 189917 的中 （1－2） 1447（28番人気）
馬連票数 計 723307 的中 �� 2946（48番人気）
馬単票数 計 334908 的中 �� 692（89番人気）
ワイド票数 計 462008 的中 �� 2269（55番人気）�� 1559（72番人気）�� 1272（87番人気）
3連複票数 計 957643 的中 ��� 381（347番人気）
3連単票数 計1223240 的中 ��� 81（1940番人気）

ハロンタイム 13．0―10．9―12．7―12．6―11．9―12．1―12．5―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―23．9―36．6―49．2―1：01．1―1：13．2―1：25．7―1：37．6―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ティーブラッサム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．1．21 京都6着

2014．2．24生 牡3黒鹿 母 ダ ノ ニ ー 母母 リズミカルシチー 8戦1勝 賞金 12，100，000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。
（非抽選馬） 1頭 エナジーハピネス号
※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。

19080 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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

11 ペガサスシャーイン 牡3芦 54 幸 英明田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 秋場牧場 522－ 81：52．0 7．1�
59 ソリティール 牡4栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：52．32 3．9�
23 ホ ノ ル ア 牡3黒鹿54 和田 竜二守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 448＋ 21：52．4� 5．7�
611 バ レ ー ロ 牡3黒鹿54 松若 風馬 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478± 01：53．03� 129．4�
612 ミキノトランペット 牡3鹿 54 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 502－121：53．1� 5．8	
713 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 松山 弘平近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480－ 21：53．31� 38．1

24 ウォーターシャウト 牡4青鹿57 福永 祐一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 492＋ 41：53．4� 8．5�
815 クリノピョートル 牡3栗 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 492＋ 4 〃 クビ 11．1�
510 エルメネジルド 牡5鹿 57 中谷 雄太飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 490± 01：53．82� 272．4
48 キングナポレオン �6黒鹿57 D．ホワイト 田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 41：54．12 48．6�

（香港）

816 メイショウマトイ 牡3鹿 54 浜中 俊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 476－ 21：55．27 7．8�
36 スマートガイア �5鹿 57

54 ▲川又 賢治トニー倶楽部 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：55．41 51．3�
47 カ カ ア コ 牝3栗 52

49 ▲富田 暁山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 21：55．61� 158．7�
35 オースミメテオール 牡3黒鹿54 酒井 学�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 518＋ 41：56．02� 42．6�
12 	 ジョウショーチカラ 牡5青鹿 57

55 △荻野 極熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 524－ 2 （競走中止） 15．8�
714 オンワードハンター 牡6鹿 57 松岡 正海樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 470－ 2 （競走中止） 171．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，346，100円 複勝： 56，927，800円 枠連： 21，466，900円
馬連： 68，991，500円 馬単： 29，220，000円 ワイド： 42，568，800円
3連複： 92，521，600円 3連単： 111，228，100円 計： 456，270，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 140円 � 230円 枠 連（1－5） 1，250円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 750円 �� 880円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 24，890円

票 数

単勝票数 計 333461 的中 � 37229（4番人気）
複勝票数 計 569278 的中 � 50194（6番人気）� 130788（1番人気）� 57897（4番人気）
枠連票数 計 214669 的中 （1－5） 13218（6番人気）
馬連票数 計 689915 的中 �� 27367（5番人気）
馬単票数 計 292200 的中 �� 5348（12番人気）
ワイド票数 計 425688 的中 �� 14606（5番人気）�� 12175（8番人気）�� 16406（4番人気）
3連複票数 計 925216 的中 ��� 17839（8番人気）
3連単票数 計1112281 的中 ��� 3239（56番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．8―12．1―12．4―12．3―12．4―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．7―48．8―1：01．2―1：13．5―1：25．9―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペガサスシャーイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．3．11 阪神2着

2014．4．24生 牡3芦 母 キャラメリーナ 母母 ファーイースト 4戦2勝 賞金 16，900，000円
〔競走中止〕 オンワードハンター号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ジョウショーチカラ号は，最後の直線コースで，競走を中止した「オンワードハンター」号の影響で，騎手が落馬したため
競走中止。

〔制裁〕 ソリティール号の騎手M．デムーロは，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。
※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 エアシーラン号
（非抽選馬） 4頭 アドヴァンス号・ウィズワンアセント号・ナムラシンウチ号・メイショウアケボノ号
※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。



19081 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第9競走 ��
��1，600�スポーツ報知杯中京2歳ステークス

発走14時25分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

読売新聞中部支社賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

33 アマルフィコースト 牝2黒鹿54 浜中 俊 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 454± 01：34．7 1．8�
66 アドマイヤアルバ 牡2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 3．7�
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 410－ 21：35．44 16．7�
44 マイネルサイルーン 牡2黒鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 440＋141：35．72 6．0�
77 マイネルエメ 牡2鹿 54 川田 将雅 �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 450＋ 41：36．12� 8．5	
11 ケイティノーブル 牡2栗 54 松山 弘平瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 456± 01：36．2� 76．5

55 エ イ コ ー ン 牡2鹿 54 幸 英明西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 426＋ 61：37．15 109．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 44，984，800円 複勝： 36，444，300円 枠連： 発売なし
馬連： 55，338，800円 馬単： 40，581，900円 ワイド： 26，323，200円
3連複： 60，577，500円 3連単： 215，581，400円 計： 479，831，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 420円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 1，980円

票 数

単勝票数 計 449848 的中 � 209428（1番人気）
複勝票数 計 364443 的中 � 166076（1番人気）� 74661（2番人気）
馬連票数 計 553388 的中 �� 157078（1番人気）
馬単票数 計 405819 的中 �� 74734（1番人気）
ワイド票数 計 263232 的中 �� 59560（1番人気）�� 19144（6番人気）�� 12878（8番人気）
3連複票数 計 605775 的中 ��� 55980（3番人気）
3連単票数 計2155814 的中 ��� 78801（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―35．8―47．7―59．6―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

アマルフィコースト �

父 ダイワメジャー �


母父 High Chaparral デビュー 2017．6．10 阪神1着

2015．2．5生 牝2黒鹿 母 ジプシーハイウェイ 母母 Rose Gypsy 2戦2勝 賞金 23，161，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時31分に変更。

19082 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第10競走 ��
��1，600�

な が く て

長 久 手 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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

711 ワントゥワン 牝4黒鹿55 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444± 01：34．0 2．5�
46 ドルチャーリオ 牡4栗 57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 6 〃 アタマ 10．6�
22 ディープウェーブ 牡7青鹿57 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：34．31� 66．5�
58 レ オ ナ ル ド 牡4鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 2 〃 クビ 3．1�
57 イ モ ー タ ル 	4青鹿57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512－101：34．4� 8．6�
813 アナザープラネット 牡4鹿 57 川田 将雅市川義美ホール

ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 478－ 21：34．5クビ 6．4	
34 ラッフォルツァート 牝5鹿 55 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 41：34．71
 61．0

45 コーラルプリンセス 牝3芦 52 秋山真一郎吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 526＋ 6 〃 ハナ 38．3�
712 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿52 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 422＋ 2 〃 クビ 44．3�
11 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 470± 01：34．8クビ 168．2
69 ブ リ ク ス ト 牡5黒鹿57 浜中 俊 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 20．5�
610 ヴ ェ ゼ ー ル 牡4栗 57 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 542－ 21：35．01� 24．9�
814 メイショウヤマホコ 牡7黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 480－ 4 〃 ハナ 243．3�
33 エイシンライダー 牡5黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 B486－ 81：35．1� 205．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，623，100円 複勝： 76，478，700円 枠連： 25，207，300円
馬連： 127，894，400円 馬単： 57，634，500円 ワイド： 71，630，500円
3連複： 178，546，600円 3連単： 255，577，400円 計： 845，592，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 270円 � 610円 枠 連（4－7） 960円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，550円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 11，780円 3 連 単 ��� 30，320円

票 数

単勝票数 計 526231 的中 � 162224（1番人気）
複勝票数 計 764787 的中 � 210954（1番人気）� 63794（4番人気）� 23220（8番人気）
枠連票数 計 252073 的中 （4－7） 20313（3番人気）
馬連票数 計1278944 的中 �� 76072（4番人気）
馬単票数 計 576345 的中 �� 22884（5番人気）
ワイド票数 計 716305 的中 �� 34107（4番人気）�� 11674（15番人気）�� 4695（31番人気）
3連複票数 計1785466 的中 ��� 11363（36番人気）
3連単票数 計2555774 的中 ��� 6111（92番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．0―11．5―11．6―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．3―47．8―59．4―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ワントゥワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Falbrav デビュー 2015．7．25 中京1着

2013．3．21生 牝4黒鹿 母 ワンカラット 母母 バルドウィナ 15戦4勝 賞金 84，587，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ラッフォルツァート号の騎手松岡正海は，第8競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。

コーラルプリンセス号の騎手荻野極は，第8競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。



19083 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第11競走 ��
��1，400�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走15時35分 （ダート・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

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

35 ウインムート 牡4青鹿57 D．ホワイト �ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 494＋101：22．8 9．7�
（香港）

22 サトノファンタシー 牡4鹿 57 M．デムーロ里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 480＋ 41：23．22� 1．9�
611 ワンダーリーデル 牡4鹿 57 和田 竜二山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 526＋ 21：23．62� 4．9�
712 ダノンフェイス 牡4黒鹿57 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 530－ 61：23．81	 4．8�
610 ゴールドスーク 牡6栗 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 20．2	
814 グラスエトワール 牝5鹿 55 松山 弘平半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 492＋ 2 〃 クビ 16．6

11 
 ライオンズバイツ 牡7鹿 57 川須 栄彦黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 462－161：23．9� 87．8�
46 � サンライズネオ 牡7黒鹿57 高倉 稜松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 476－ 4 〃 アタマ 170．0�
47 ディープミタカ 牡6栗 57 松若 風馬深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 462± 0 〃 ハナ 35．7
23 ハニードント 牝6栗 55 酒井 学薪浦 州平氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 466± 01：24．0� 191．6�
815 コアレスキング 牡7鹿 57 中谷 雄太小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 534± 01：24．42� 28．0�
34 スズカシャーマン 牝6芦 55 国分 優作永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 458＋ 21：24．5� 302．3�
59 � ダイゴマサムネ 牡5栗 57 川又 賢治長谷川光司氏 寺島 良 浦河 ヒダカフアーム B500－ 21：24．6クビ 200．8�
713 エバーキュート 牝5栗 55 西村 太一宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 144．6�
58 
 インディーズゲーム 牡9鹿 57 島 良太薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 470± 01：27．7大差 493．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 73，327，100円 複勝： 91，005，300円 枠連： 44，012，400円
馬連： 211，000，900円 馬単： 106，279，000円 ワイド： 96，548，300円
3連複： 299，226，300円 3連単： 536，251，000円 計： 1，457，650，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 260円 � 110円 � 150円 枠 連（2－3） 1，020円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，010円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 15，320円

票 数

単勝票数 計 733271 的中 � 59864（4番人気）
複勝票数 計 910053 的中 � 57791（5番人気）� 316766（1番人気）� 140062（2番人気）
枠連票数 計 440124 的中 （2－3） 33188（5番人気）
馬連票数 計2110009 的中 �� 141421（4番人気）
馬単票数 計1062790 的中 �� 24950（11番人気）
ワイド票数 計 965483 的中 �� 46996（5番人気）�� 21765（14番人気）�� 107538（2番人気）
3連複票数 計2992263 的中 ��� 106829（6番人気）
3連単票数 計5362510 的中 ��� 25366（45番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．8―12．1―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．4―58．5―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 5，14（2，3，11）（10，12）8（7，15）（9，13）1（4，6） 4 5（14，11）（2，12）（3，10）（8，7，15）13，9，1，6，4

勝馬の
紹 介

ウインムート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．8．22 札幌1着

2013．3．21生 牡4青鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 18戦5勝 賞金 80，678，000円
〔騎手変更〕 ウインムート号の騎手松岡正海は，第8競走での落馬負傷のためD．ホワイトに変更。
※出走取消馬 コロマンデル号（疾病〔右後肢跛行〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エイシンバランサー号・カネトシビバーチェ号・コンテナ号・プレスティージオ号・ライドオンウインド号・

ラブミークン号・レッドゲルニカ号
※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。

19084 7月22日 晴 良 （29中京3）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時15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
1：32．7
1：30．7

良
良

816� ラビットラン 牝3栗 52 和田 竜二吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves
Matz, LLC 440－ 81：34．3 8．1�

35 エンヴァール 牡4栗 57 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464－ 41：34．4	 3．4�
36 レインボーフラッグ 牡4鹿 57 M．デムーロ �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 クビ 2．8�
12 � アポロテキサス 
4鹿 57

54 ▲川又 賢治アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.
Thompson Jr. 486＋ 6 〃 ハナ 17．7�

713 セイントバローズ 牡5鹿 57 松山 弘平猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 486± 01：34．61	 20．9�
11 � アグネスザルーツ 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 468＋ 11：34．81� 48．3	
510 スマートウェールズ 牡3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 450＋ 21：35．01 16．3

59 � コウザンアプローチ 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 522＋22 〃 ハナ 56．7�
611 テイエムダンシング 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 488＋ 6 〃 クビ 134．5�
24 ドラゴンマジック 
5栗 57 幸 英明窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 502－12 〃 ハナ 29．5
23 アルパーシャン 牡5栗 57 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460± 01：35．1クビ 60．5�
612 ハ ム レ ッ ト 牡3鹿 54 中谷 雄太 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 418± 01：35．2	 16．2�
714 カレンヴィットリア 牡6黒鹿57 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 488± 01：35．41	 455．6�
815� パンサーバローズ 牡3黒鹿54 川田 将雅猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 488－ 21：35．5	 7．1�
47 グランプリアクセル 牡4鹿 57 川須 栄彦�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B464－121：35．6クビ 385．0�
48 クライベイビー 牝3栗 52 秋山真一郎�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋101：35．92 44．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，393，400円 複勝： 69，829，500円 枠連： 37，799，300円
馬連： 130，048，700円 馬単： 56，543，800円 ワイド： 73，301，900円
3連複： 182，219，200円 3連単： 275，809，300円 計： 879，945，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 260円 � 130円 � 120円 枠 連（3－8） 370円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 750円 �� 700円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 18，140円

票 数

単勝票数 計 543934 的中 � 53090（4番人気）
複勝票数 計 698295 的中 � 46108（4番人気）� 147823（2番人気）� 179533（1番人気）
枠連票数 計 377993 的中 （3－8） 78004（1番人気）
馬連票数 計1300487 的中 �� 44798（7番人気）
馬単票数 計 565438 的中 �� 8348（16番人気）
ワイド票数 計 733019 的中 �� 21726（9番人気）�� 23629（4番人気）�� 116037（1番人気）
3連複票数 計1822192 的中 ��� 76540（2番人気）
3連単票数 計2758093 的中 ��� 11023（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．2―48．1―1：00．0―1：11．6―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

�ラビットラン �
�
父 Tapit �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2016．11．26 京都1着

2014．3．18生 牝3栗 母 Amelia 母母 Aquilegia 4戦2勝 賞金 17，400，000円
〔騎手変更〕 グランプリアクセル号の騎手荻野極は，第8競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。

コウザンアプローチ号の騎手松岡正海は，第8競走での落馬負傷のため富田暁に変更。
〔制裁〕 アポロテキサス号の騎手川又賢治は，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：9番・12

番）
セイントバローズ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12
番）

※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 スズカウルトラ号



（29中京3）第7日 7月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

196，670，000円
15，640，000円
1，150，000円
20，720，000円
70，870，000円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
477，143，900円
654，330，300円
218，754，000円
929，902，900円
476，513，900円
530，995，200円
1，274，285，400円
2，019，976，300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 6，581，901，900円

総入場人員 11，766名 （有料入場人員 10，687名）
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