
19037 7月8日 曇 重 （30中京3）第4日 第1競走 ��
��1，600�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
1：34．2
1：32．3

良
良

44 マイネルフラップ 牡2黒鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 81：37．8 8．9�

11 ダノンシティ 牡2鹿 54 武 豊�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 444－ 21：38．01� 6．9�
22 ブールバール 牝2鹿 54 福永 祐一寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 424－ 41：38．21� 1．4�
66 ウォーターエデン 牝2鹿 54 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 468－ 21：38．3クビ 8．0�
33 	 ピースプレイヤー 牡2鹿 54 松若 風馬飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims B478＋ 21：38．83 11．5�
55 トーセントルネード 牡2鹿 54

52 △川又 賢治島川 	哉氏 武 幸四郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 472± 01：39．33 23．6


77 ダンツジュエル 牝2青鹿 54
52 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 468－ 41：46．3大差 108．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 25，534，300円 複勝： 33，029，200円 枠連： 発売なし
馬連： 30，889，000円 馬単： 24，855，700円 ワイド： 19，901，600円
3連複： 36，181，200円 3連単： 109，686，400円 計： 280，077，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 560円 � 520円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 560円 �� 230円 �� 200円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 11，800円

票 数

単勝票数 計 255343 的中 � 24092（4番人気）
複勝票数 計 330292 的中 � 23157（4番人気）� 25144（3番人気）
馬連票数 計 308890 的中 �� 9533（8番人気）
馬単票数 計 248557 的中 �� 3074（17番人気）
ワイド票数 計 199016 的中 �� 7365（9番人気）�� 23509（4番人気）�� 28569（2番人気）
3連複票数 計 361812 的中 ��� 35909（3番人気）
3連単票数 計1096864 的中 ��� 6735（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．2―48．5―1：01．0―1：13．2―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

マイネルフラップ �

父 ヴィクトワールピサ �


母父 ロージズインメイ デビュー 2018．6．24 阪神5着

2016．2．11生 牡2黒鹿 母 マイネエレーナ 母母 ゲイリーピクシー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツジュエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月8日まで平地競

走に出走できない。

19038 7月8日 曇 重 （30中京3）第4日 第2競走 ��
��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

23 アプルーヴァル 牡3鹿 56 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 500－ 21：22．4 4．9�
817 リュニヴェール 牝3黒鹿54 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B450± 01：22．72 6．6�
714 メ ラ ナ イ ト 牡3青鹿56 三浦 皇成�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 478＋18 〃 クビ 7．5�
59 ダイメイスズ 牝3鹿 54 M．デムーロ宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 426－ 41：22．8クビ 5．2�
48 ラペールノアール 牝3青 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 394± 01：23．33 5．7�
24 エイシンウェルズ 牝3栗 54 福永 祐一�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 440－141：23．93� 12．0	
713 リュウノシャツ 牡3黒鹿56 酒井 学岡 浩二氏 石橋 守 日高 ノースガーデン 470－ 4 〃 アタマ 120．2

47 ビーユアヒーロー 牡3青鹿56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 468＋ 41：24．0	 50．7�
816 ディープエクセル 牝3黒鹿54 下原 理前原 敏行氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 412－10 〃 ハナ 109．0�
（兵庫）

36 パクスディオラム 牡3黒鹿 56
55 ☆荻野 極 社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 496＋ 21：24．21 19．9�

510 チャーミングホープ 牝3鹿 54
52 △富田 暁川島 吉男氏 浜田多実雄 浦河 大道牧場 448＋ 2 〃 ハナ 44．7�

818 タガノライジン 牡3鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458＋ 2 〃 クビ 6．5�

11 ニシノプログレス 牡3青 56
54 △川又 賢治西山 茂行氏 橋口 慎介 新冠 村上 欽哉 446－161：24．41 39．8�

35 メイショウスイレン 牝3黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 本巣 敦 402－ 61：25．03� 215．7�
12 ヤマカツクリスエス 牡3黒鹿56 高倉 稜山田 博康氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡田牧場 466－ 61：25．32 249．9�
611 キョウワオルレアン 牝3鹿 54 柴田 未崎協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 448 ―1：25．51� 73．0�
715 ローザヴァレンティ 牡3黒鹿56 �島 良太巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 472－ 41：25．82 358．2�
612 アイファーロマンス 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 静内山田牧場 406＋121：27．7大差 242．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，241，300円 複勝： 44，481，900円 枠連： 15，527，300円
馬連： 54，519，900円 馬単： 24，366，500円 ワイド： 39，855，700円
3連複： 81，961，400円 3連単： 92，347，100円 計： 379，301，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 190円 � 260円 枠 連（2－8） 630円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 590円 �� 740円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 18，390円

票 数

単勝票数 計 262413 的中 � 42454（1番人気）
複勝票数 計 444819 的中 � 63028（2番人気）� 62944（3番人気）� 39548（6番人気）
枠連票数 計 155273 的中 （2－8） 18979（1番人気）
馬連票数 計 545199 的中 �� 29102（4番人気）
馬単票数 計 243665 的中 �� 6736（4番人気）
ワイド票数 計 398557 的中 �� 17692（6番人気）�� 13702（9番人気）�� 12694（10番人気）
3連複票数 計 819614 的中 ��� 16362（9番人気）
3連単票数 計 923471 的中 ��� 3640（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．3―46．1―57．8―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．3
3 17（9，18）－（4，10）（3，8，11）13（1，7）14，2，6（5，12）16，15 4 17（9，18）－4，10，3，8（1，7，11）13（2，14）－6，5，16，12－15

勝馬の
紹 介

アプルーヴァル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．11．5 京都9着

2015．2．16生 牡3鹿 母 ファシネイション 母母 グローリアスデイズ 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーロマンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ララルラシオン号
（非抽選馬） 1頭 レイロー号
※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。

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４日



19039 7月8日 曇 不良 （30中京3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・左）

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

35 タガノブディーノ 牝3栗 54 三浦 皇成八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478－ 41：52．6 31．3�

48 カ ラ レ イ ア 牝3鹿 54
52 △富田 暁 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：53．34 13．4�

815 アドマイヤビート 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 2．7�
612 メモリーコバルト 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 456－ 61：53．4クビ 6．0�
816 マ ル ケ ッ サ 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 7．2	
714 ローブレガリア 牝3栗 54 幸 英明 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：53．93 64．7

47 ココナッツスルー 牝3黒鹿54 和田 竜二飯田 正剛氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 458＋20 〃 アタマ 8．5�
23 デイジーメーカー 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B492－101：54．0クビ 6．0�
713 レーヌビクトリア 牝3栗 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 436＋121：54．74 104．8
11 シゲルミズナ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 B502＋ 41：54．91 14．1�
12 サーキュラーリング 牝3栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424± 01：55．0� 38．0�
510 シエラミノル 牝3鹿 54 �島 克駿吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 440－ 21：55．42� 103．6�
36 ゴールドインレイ 牝3芦 54 酒井 学副島 義久氏 羽月 友彦 浦河 木村牧場 478＋181：55．82� 60．8�
611 バードランド 牝3青鹿 54

52 △川又 賢治長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B418＋ 21：55．9クビ 238．6�
24 ショーハイウェイ 牝3黒鹿54 下原 理吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 486＋ 41：57．39 26．6�

（兵庫）

59 カネトシアイリス 牝3鹿 54
52 △森 裕太朗兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 小泉牧場 504 ―2：00．4大差 234．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，352，400円 複勝： 42，867，900円 枠連： 17，090，000円
馬連： 52，945，300円 馬単： 25，772，900円 ワイド： 41，225，200円
3連複： 82，437，000円 3連単： 99，788，700円 計： 393，479，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 600円 � 460円 � 150円 枠 連（3－4） 4，720円

馬 連 �� 15，690円 馬 単 �� 33，790円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 1，780円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 19，250円 3 連 単 ��� 191，900円

票 数

単勝票数 計 313524 的中 � 8010（9番人気）
複勝票数 計 428679 的中 � 14836（9番人気）� 20502（7番人気）� 99416（1番人気）
枠連票数 計 170900 的中 （3－4） 2801（16番人気）
馬連票数 計 529453 的中 �� 2614（43番人気）
馬単票数 計 257729 的中 �� 572（86番人気）
ワイド票数 計 412252 的中 �� 1909（49番人気）�� 5946（20番人気）�� 10483（12番人気）
3連複票数 計 824370 的中 ��� 3211（59番人気）
3連単票数 計 997887 的中 ��� 377（534番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．1―12．9―12．4―12．5―12．7―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．1―50．0―1：02．4―1：14．9―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

タガノブディーノ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．29 京都中止

2015．3．20生 牝3栗 母 タガノキャンドル 母母 ブゼンキャンドル 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ショーハイウェイ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ショーハイウェイ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシアイリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アレグレメンテ号・ミストレスメジャー号
※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。

19040 7月8日 曇 重 （30中京3）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

69 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 平沢 健治鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 476－103：20．4 5．3�
11 マイブルーヘブン 牡4鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 468－ 83：20．61� 9．0�
58 � ヤマカツリーダー �5黒鹿60 北沢 伸也山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 63：20．81� 13．0�
46 マイネルヴァッサー 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 23：21．97 14．3�
22 メイショウタンヅツ 牡4鹿 60 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 478＋ 83：22．0クビ 113．3�
33 マッシヴランナー 牡6黒鹿60 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 532± 03：22．42	 6．8	
712 アルマシャール 牡4鹿 60 白浜 雄造コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 508＋ 43：23．03	 17．2

610 イマジンザット �5鹿 60 上野 翔林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 432＋ 4 〃 ハナ 70．9�
45 ウインカートゥーン 牡5黒鹿60 小坂 忠士�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 23：23．1クビ 2．5�
711 テイエムファンドル 牡4栗 60 森 一馬竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 石川 栄一 470－ 83：23．31� 138．9
34 � シンボリダルク 牝5青鹿58 五十嵐雄祐杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 472± 03：23．51	 19．8�
57 アイファーマグオー 牡6栗 60 黒岩 悠中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 514－ 43：24．67 28．3�
813� フレンドリトル 牡5芦 60 高野 和馬戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 450－ 8 （競走中止） 159．1�
814� アドバンスゴード 牡6芦 60 植野 貴也山住 勲氏 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 518＋ 2 （競走中止） 10．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，326，400円 複勝： 25，330，600円 枠連： 11，900，100円
馬連： 38，103，400円 馬単： 18，994，400円 ワイド： 26，838，300円
3連複： 62，567，800円 3連単： 78，894，800円 計： 283，955，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 280円 � 340円 枠 連（1－6） 4，220円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，140円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 8，980円 3 連 単 ��� 44，930円

票 数

単勝票数 計 213264 的中 � 31827（2番人気）
複勝票数 計 253306 的中 � 47990（2番人気）� 21594（4番人気）� 16695（7番人気）
枠連票数 計 119001 的中 （1－6） 2184（18番人気）
馬連票数 計 381034 的中 �� 9942（10番人気）
馬単票数 計 189944 的中 �� 2462（21番人気）
ワイド票数 計 268383 的中 �� 6575（11番人気）�� 6112（12番人気）�� 3267（26番人気）
3連複票数 計 625678 的中 ��� 5224（30番人気）
3連単票数 計 788948 的中 ��� 1273（141番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 52．1－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンバッドボーイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．9．16 阪神2着

2010．2．16生 牡8鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 障害：7戦1勝 賞金 14，200，000円
〔騎手変更〕 テイエムファンドル号の騎手田村太雅は，負傷のため森一馬に変更。
〔発走状況〕 マイブルーヘブン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 フレンドリトル号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

アドバンスゴード号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 マイブルーヘブン号は，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。
（非当選馬） 1頭 ウエスタンオウジ号



19041 7月8日 晴 重 （30中京3）第4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

22 カ テ ド ラ ル 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 464 ―2：06．1 7．3�
89 トーセンカンビーナ 牡2鹿 54 M．デムーロ島川 �哉氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 452 ―2：06．52� 5．5�
810 ブ ラ ヴ ァ ス 牡2鹿 54 武 豊佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464 ―2：06．6� 5．3�
33 ダノンチェイサー 牡2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472 ―2：06．81� 1．9	
55 ブルベアベージュ 牡2鹿 54 松山 弘平 �ブルアンドベア 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 458 ―2：07．11� 120．1

78 オールイズウェル 牡2黒鹿54 三浦 皇成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492 ―2：07．2� 14．8�
11 モ ン グ ラ ン 牡2黒鹿54 浜中 俊ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 506 ―2：08．37 141．9�
66 レオビヨンド 牡2鹿 54 和田 竜二�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 462 ―2：08．72� 89．3
44 タガノサルバドル 牡2鹿 54 高倉 稜八木 良司氏 宮本 博 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460 ―2：09．97 110．0�
77 コパノケネディー 牡2青鹿54 幸 英明小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 508 ―2：10．32� 17．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，153，300円 複勝： 53，033，700円 枠連： 12，845，800円
馬連： 56，602，600円 馬単： 36，871，600円 ワイド： 35，397，000円
3連複： 66，888，100円 3連単： 138，230，300円 計： 457，022，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 190円 � 210円 枠 連（2－8） 1，100円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 590円 �� 560円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 16，520円

票 数

単勝票数 計 571533 的中 � 66203（4番人気）
複勝票数 計 530337 的中 � 51023（4番人気）� 76212（2番人気）� 65188（3番人気）
枠連票数 計 128458 的中 （2－8） 9005（5番人気）
馬連票数 計 566026 的中 �� 23174（8番人気）
馬単票数 計 368716 的中 �� 6419（16番人気）
ワイド票数 計 353970 的中 �� 15118（8番人気）�� 15848（7番人気）�� 21946（5番人気）
3連複票数 計 668881 的中 ��� 23011（9番人気）
3連単票数 計1382303 的中 ��� 6064（54番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．9―13．6―13．3―13．2―12．9―11．9―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―38．6―52．2―1：05．5―1：18．7―1：31．6―1：43．5―1：54．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ テ ド ラ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

2016．2．9生 牡2鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19042 7月8日 晴 不良 （30中京3）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時50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

47 キタノナシラ �3鹿 56 �島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 B476± 01：23．3 5．0�
35 シンゼンアイル 牝3鹿 54

52 △富田 暁原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 482－ 21：23．4� 31．3�

59 クリストフォリ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 500± 01：24．14 2．4�
714 クレアセンシェンス 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 森田 直行 新ひだか 三石橋本牧場 562－121：24．63 3．1�
11 インノータイム 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 410＋ 6 〃 ハナ 26．0	

713 コンコルドコンドル 牡3鹿 56 浜中 俊布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 496－ 2 〃 クビ 15．7

24 レ イ デ マ ー 牡3黒鹿56 松山 弘平戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 484＋12 〃 ハナ 23．4�
816 ナンヨーオートヌ 牡3青鹿56 秋山真一郎中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 480－ 61：24．7クビ 93．0�
510 メイショウマキシム 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極松本 好氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 466－141：24．91� 35．9�
36 ア ル マ ー ズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 474± 01：25．21� 13．9�
23 ア フ オ ラ カ 牝3栗 54

52 △川又 賢治 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 446－ 41：25．73 149．3�
612 ローズマリア 牝3黒鹿54 幸 英明山田 裕仁氏 松下 武士 新ひだか 本桐牧場 432－ 81：26．01� 219．4�
611 タマモオテンバ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 426－ 91：26．1� 122．9�
48 ブルベアサンサイ 牡3鹿 56 下原 理 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 聖心台牧場 492－121：26．52� 375．2�

（兵庫）

815 アイアンオオナミ 牝3鹿 54 国分 優作池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 430－ 21：26．71� 571．9�
12 アンシャンテシチー 牡3栗 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 日高 田端牧場 B488－ 8 （競走中止） 56．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，677，100円 複勝： 45，897，600円 枠連： 16，180，000円
馬連： 69，264，800円 馬単： 33，226，700円 ワイド： 46，552，100円
3連複： 91，228，800円 3連単： 120，469，100円 計： 459，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 400円 � 130円 枠 連（3－4） 1，980円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 11，010円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 360円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 39，160円

票 数

単勝票数 計 366771 的中 � 58009（3番人気）
複勝票数 計 458976 的中 � 70333（3番人気）� 20720（7番人気）� 116127（1番人気）
枠連票数 計 161800 的中 （3－4） 6312（7番人気）
馬連票数 計 692648 的中 �� 8869（19番人気）
馬単票数 計 332267 的中 �� 2263（34番人気）
ワイド票数 計 465521 的中 �� 8162（17番人気）�� 37012（3番人気）�� 9430（12番人気）
3連複票数 計 912288 的中 ��� 15403（15番人気）
3連単票数 計1204691 的中 ��� 2230（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―46．0―58．3―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノナシラ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．6．24 函館2着

2015．4．1生 �3鹿 母 ツルマルサンチャン 母母 リキセレナード 9戦1勝 賞金 12，400，000円
〔競走中止〕 アンシャンテシチー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 ピワ号・メイショウドーラ号
※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。



19043 7月8日 晴 不良 （30中京3）第4日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

48 マコトモンジョワ 牝3栗 52 和田 竜二�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット B452＋ 21：22．1 7．7�
714 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 52 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456－ 61：22．31� 9．5�
612 スズカモナミ 牝4鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 436＋241：22．4� 20．4�
47 リヴァイバル 牝5栗 55

54 ☆荻野 極杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 496＋ 81：22．71� 4．5�
23 モンテルース 牝3黒鹿52 藤懸 貴志�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 468－ 4 〃 クビ 2．6	
12 サ ラ マ ン カ 牝5黒鹿55 松山 弘平荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞	湖 レイクヴィラファーム 522－ 21：23．12� 55．1

816 キスミーワンス 牝4黒鹿 55

53 △森 裕太朗吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444± 01：23．52� 52．4�
11 ガウラミディ 牝3栗 52 浜中 俊村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 490＋ 2 〃 ハナ 48．3�
59 エンドレスコール 牝4黒鹿55 松若 風馬 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 81：23．6クビ 61．7
510 ブ ル ー ミ ン 牝4黒鹿 55

53 △富田 暁佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 
川 啓一 460＋ 21：23．7� 9．8�
36 グランデミノル 牝3鹿 52 太宰 啓介吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 478± 01：23．8� 24．4�
611 メイショウワカクサ 牝4鹿 55 
島 良太松本 好雄氏 中村 均 浦河 林 孝輝 488－101：24．01� 249．6�
24 トーホウトリニティ 牝3鹿 52

50 △川又 賢治東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 542＋101：24．1クビ 113．1�
815 エイカイマドンナ 牝3鹿 52

51 ☆武藤 雅二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 436± 01：24．84 18．4�
35 スマートアムール 牝4栗 55 武 豊大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 454＋161：24．9� 30．3�
713 エイシンムー 牝4鹿 55 下原 理�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 494＋ 61：25．0� 20．0�

（兵庫）

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，693，400円 複勝： 61，332，700円 枠連： 20，814，900円
馬連： 77，577，800円 馬単： 34，514，100円 ワイド： 56，504，300円
3連複： 115，336，600円 3連単： 129，808，400円 計： 534，582，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 300円 � 350円 � 520円 枠 連（4－7） 890円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 7，690円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，070円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 18，770円 3 連 単 ��� 95，830円

票 数

単勝票数 計 386934 的中 � 40015（3番人気）
複勝票数 計 613327 的中 � 57006（3番人気）� 46210（5番人気）� 28850（7番人気）
枠連票数 計 208149 的中 （4－7） 17975（2番人気）
馬連票数 計 775778 的中 �� 16764（12番人気）
馬単票数 計 345141 的中 �� 3365（28番人気）
ワイド票数 計 565043 的中 �� 12454（9番人気）�� 6970（21番人気）�� 5832（28番人気）
3連複票数 計1153366 的中 ��� 4607（62番人気）
3連単票数 計1298084 的中 ��� 982（300番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―33．6―45．0―57．1―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．1
3 ・（3，10）13，8，12，5，15（2，11）16（9，7）（1，4，6）14 4 ・（3，10）（8，13）（5，12）11（2，15）16（9，7）（1，4，6）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マコトモンジョワ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 French Deputy デビュー 2017．11．4 東京3着

2015．2．9生 牝3栗 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 9戦2勝 賞金 20，250，000円
〔制裁〕 エイシンムー号の騎手下原理は，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：16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） 1頭 チャーミングポッケ号
（非抽選馬） 2頭 アミスターミノル号・サンシャーロット号
※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。

19044 7月8日 晴 稍重 （30中京3）第4日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

22 ヴァントシルム 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－ 22：14．4 3．6�
11 トーセンアイトーン 牡3黒鹿54 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446± 02：14．5� 3．7�
44 ス ヴ ァ ル ナ 牡3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 504± 02：15．03 3．4�
55 コールストーム 牡4鹿 57 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 498± 02：15．1� 12．8	
811 シャイニーピース 牡4鹿 57 浜中 俊小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 494－ 22：15．2� 18．6

812 ディスピュート 牡5鹿 57 �島 克駿畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 B442＋ 42：15．41	 215．1�
68 フォースフィールド 牡6黒鹿57 藤岡 佑介岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 442＋ 42：15．5� 202．1�
710 タガノヤグラ 牡4栗 57 武 豊八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 42：15．6� 26．7
33 
 モンドバーグ 牡4鹿 57

55 △富田 暁 �社台レースホース吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 22：16．45 231．1�

79 セルヴィエット 牡3黒鹿54 松若 風馬�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 504－ 2 〃 クビ 12．8�
67 カ ラ ル 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：16．5クビ 7．8�
56 ハイドロフォイル 牡5鹿 57

55 △川又 賢治 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B498－ 22：16．6� 37．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，852，100円 複勝： 57，067，500円 枠連： 14，979，800円
馬連： 82，248，800円 馬単： 36，984，000円 ワイド： 51，670，300円
3連複： 99，791，100円 3連単： 150，450，000円 計： 534，043，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（1－2） 640円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 3，820円

票 数

単勝票数 計 408521 的中 � 90136（2番人気）
複勝票数 計 570675 的中 � 110860（2番人気）� 124614（1番人気）� 101244（3番人気）
枠連票数 計 149798 的中 （1－2） 17977（2番人気）
馬連票数 計 822488 的中 �� 93262（3番人気）
馬単票数 計 369840 的中 �� 20026（5番人気）
ワイド票数 計 516703 的中 �� 54023（2番人気）�� 46557（3番人気）�� 54503（1番人気）
3連複票数 計 997911 的中 ��� 115408（1番人気）
3連単票数 計1504500 的中 ��� 28506（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―13．4―13．1―12．1―12．1―12．0―11．9―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．9―35．6―49．0―1：02．1―1：14．2―1：26．3―1：38．3―1：50．2―2：02．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァントシルム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．23 阪神7着

2014．5．11生 牡4鹿 母 メジロシャレード 母母 メジロドーベル 8戦2勝 賞金 23，080，000円



19045 7月8日 晴 稍重 （30中京3）第4日 第9競走 ��
��1，400�

き よ す

清 洲 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

812 プ リ ュ ス 牝3鹿 52 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426－ 21：22．1 6．3�
22 ステイオンザトップ 牡4栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 ハナ 17．4�
11 トウカイオルデン 牡3鹿 54 福永 祐一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 470－ 21：22．2� 4．4�
711 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470＋ 41：22．3	 15．3�
44 デスティニーソング 牝4鹿 55 
島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 2 〃 クビ 3．6	
813 ピュアコンチェルト 牝5鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 446± 01：22．4	 9．8

69 キャッチミーアップ 牝3鹿 52 荻野 極畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 440＋ 41：22．5	 3．8�
33 キーフラッシュ 牡3栗 54 幸 英明北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 478－ 21：22．81� 108．7�
68 フェアラフィネ 牝6芦 55 酒井 学ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 466± 01：22．9	 25．2
57 � ウイングタイガー 牝6鹿 55 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 462＋ 21：23．21� 287．3�
56 ゼーリムニル 牝5鹿 55 高田 潤一村 哲也氏 
島 一歩 日高 高山牧場 486＋121：23．3	 230．5�
45 プロディジー 牝3鹿 52 秋山真一郎飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：23．4� 53．4�
710 クレバーバード 牡3青 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476－ 41：24．25 25．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 40，798，600円 複勝： 64，223，100円 枠連： 21，697，300円
馬連： 98，316，100円 馬単： 41，305，800円 ワイド： 59，243，600円
3連複： 128，578，300円 3連単： 170，206，100円 計： 624，368，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 440円 � 180円 枠 連（2－8） 4，170円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 550円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 39，390円

票 数

単勝票数 計 407986 的中 � 51521（4番人気）
複勝票数 計 642231 的中 � 80809（4番人気）� 30853（7番人気）� 107302（3番人気）
枠連票数 計 216973 的中 （2－8） 4031（16番人気）
馬連票数 計 983161 的中 �� 16154（20番人気）
馬単票数 計 413058 的中 �� 3495（37番人気）
ワイド票数 計 592436 的中 �� 9897（21番人気）�� 29449（6番人気）�� 14032（14番人気）
3連複票数 計1285783 的中 ��� 16174（21番人気）
3連単票数 計1702061 的中 ��� 3132（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．0―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ リ ュ ス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Refuse To Bend デビュー 2017．7．22 中京9着

2015．2．24生 牝3鹿 母 サ ラ フ ィ ナ 母母 Sanariya 7戦2勝 賞金 19，436，000円

19046 7月8日 晴 稍重 （30中京3）第4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，29．7．8以降30．7．1まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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
1：32．7
1：30．7

良
良

11 インディチャンプ 牡3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452－ 81：34．2 1．5�
813 クリアザトラック 牡4鹿 58 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 444－ 41：34．52 9．1�
34 コスモヨハネ 牡6栗 54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494＋ 21：34．81� 20．6�
58 � エアシーラン 牡6黒鹿51 川又 賢治村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 482± 0 〃 アタマ 251．5�
33 キラービューティ 牝4栗 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：35．22	 4．5	
46 エメラルスター 牡4黒鹿56 松若 風馬高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 452± 0 〃 クビ 14．2

814 ナイトバナレット 牡4芦 56 国分 優作 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 61：35．3	 20．4�
712 オーマイガイ 牡5栗 54 浜中 俊廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 468＋ 21：35．5� 34．1�
610 ペ ス カ ネ ラ 牝4黒鹿54 高倉 稜山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 444－ 21：35．6� 85．5
22 � レッドアフレイム 牡6鹿 53 幸 英明 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 444＋141：35．7	 176．7�
69 タイキオールブルー 牡6青鹿52 酒井 学�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム B446± 01：36．44 299．8�
57 ピースマインド 牡5鹿 54 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B452－ 4 〃 ハナ 34．2�
45 ベ ル カ プ リ 牝4鹿 53 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：38．3大差 52．4�

（13頭）
711 サウンドキアラ 牝3鹿 51 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 440± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 58，427，800円 複勝： 137，053，300円 枠連： 37，837，600円
馬連： 102，366，100円 馬単： 57，578，700円 ワイド： 68，780，600円
3連複： 117，687，300円 3連単： 206，693，700円 計： 786，425，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 290円 枠 連（1－8） 490円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 290円 �� 550円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 8，740円

票 数

単勝票数 差引計 584278（返還計 50943） 的中 � 304282（1番人気）
複勝票数 差引計1370533（返還計 60814） 的中 � 847974（1番人気）� 92983（3番人気）� 47872（5番人気）
枠連票数 差引計 378376（返還計 1283） 的中 （1－8） 59529（2番人気）
馬連票数 差引計1023661（返還計292362） 的中 �� 123032（2番人気）
馬単票数 差引計 575787（返還計162683） 的中 �� 54870（2番人気）
ワイド票数 差引計 687806（返還計165806） 的中 �� 68200（2番人気）�� 31218（6番人気）�� 8524（19番人気）
3連複票数 差引計1176873（返還計613625） 的中 ��� 30768（10番人気）
3連単票数 差引計2066937（返還計1178331） 的中 ��� 17137（23番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―11．4―11．3―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．6―47．0―58．3―1：10．2―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

インディチャンプ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．28 阪神1着

2015．2．21生 牡3鹿 母 ウィルパワー 母母 トキオリアリティー 6戦3勝 賞金 50，841，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 サウンドキアラ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルカプリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月8日まで平地競走に

出走できない。

１レース目



19047 7月8日 晴 不良 （30中京3）第4日 第11競走 ��
��1，400�第23回プロキオンステークス（ＧⅢ）

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53�4歳以上56�，牝馬2�
減，29．7．8以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，29．7．7以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

813� マテラスカイ 牡4栗 56 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch
Bages LTD 508－ 81：20．3レコード 7．8�

46 インカンテーション 牡8鹿 57 三浦 皇成�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 506＋ 21：21．04 4．2�
33 ウインムート 牡5青鹿56 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 502± 01：21．1	 5．5�
11 サクセスエナジー 牡4黒鹿58 松山 弘平髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 522－ 6 〃 クビ 9．5�
712 ブラゾンドゥリス 牡6鹿 56 武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 B524＋ 41：21．2クビ 37．2	
22 � ドリームキラリ 牡6青 56 M．デムーロライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B482－10 〃 クビ 5．9

57 キングズガード 牡7鹿 57 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 470＋ 4 〃 ハナ 5．7�
610 ダノングッド 牡6栗 56 川田 将雅�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B516± 01：21．51
 14．3�
711 ナムラミラクル 牡5芦 56 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 476－ 4 〃 クビ 66．9
34 ブライトライン 牡9青 56 幸 英明�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 540＋101：21．6	 117．6�
45 � ルグランフリソン 牡5鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 476± 01：22．34 15．0�
69 � エイシンヴァラー 牡7鹿 57 下原 理平井 克彦氏 新子 雅司 浦河 栄進牧場 500＋ 61：22．62 87．8�

（兵庫） （兵庫）

58 ドライヴナイト 牡5黒鹿56 浜中 俊桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 526－ 21：22．81 17．0�
814 サイタスリーレッド 牡5鹿 57 酒井 学西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 482± 01：23．22	 253．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 181，133，700円 複勝： 233，137，800円 枠連： 96，142，800円
馬連： 616，806，500円 馬単： 221，889，000円 ワイド： 294，274，400円
3連複： 948，593，600円 3連単： 1，365，322，500円 計： 3，957，300，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 150円 � 190円 枠 連（4－8） 1，910円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，090円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 25，410円

票 数

単勝票数 計1811337 的中 � 185023（5番人気）
複勝票数 計2331378 的中 � 183005（5番人気）� 459108（1番人気）� 314291（3番人気）
枠連票数 計 961428 的中 （4－8） 38926（9番人気）
馬連票数 計6168065 的中 �� 173451（11番人気）
馬単票数 計2218890 的中 �� 33044（18番人気）
ワイド票数 計2942744 的中 �� 68542（11番人気）�� 67320（12番人気）�� 156427（2番人気）
3連複票数 計9485936 的中 ��� 161480（10番人気）
3連単票数 計13653225 的中 ��� 38952（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．6―33．5―44．7―56．3―1：07．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マテラスカイ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Rahy デビュー 2016．9．24 阪神2着

2014．3．18生 牡4栗 母 Mostaqeleh 母母 Istiqlal 18戦6勝 賞金 113，790，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

19048 7月8日 晴 不良 （30中京3）第4日 第12競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

12 クリノフウジン 牡4栗 57 M．デムーロ栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 490－ 61：50．6 5．4�
47 グランセノーテ 牡5栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 536± 01：50．81� 9．7�
59 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 幸 英明吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 508－ 61：51．11� 3．3�
815 マルヨシャバーリー 牡4栗 57 高倉 稜野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B476－ 61：51．41� 29．3�
23 テイエムヨハネス 牡3栗 54 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 502＋ 2 〃 クビ 13．9�
816	 ヒルノケープタウン 牡4青鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B522－ 81：51．5クビ 130．4	
24 セヴィルロアー 牡4鹿 57 浜中 俊北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 482＋ 6 〃 アタマ 36．0

36 コンプリートベスト 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム B466－ 21：51．6
 17．1�
11 マ ン ナ ム 牡3鹿 54 松若 風馬永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 484± 01：52．34 22．3�
713 マ リ オ 牡3鹿 54 松山 弘平サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 494＋101：52．4
 40．6
611 サンティーニ 牡3栗 54 三浦 皇成�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 496＋ 2 〃 クビ 4．9�
510 シゲルマツタケ 牝3栗 52 下原 理森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 436－121：53．14 150．5�

（兵庫）

48 	 メイショウハチク 牡4鹿 57
55 △森 裕太朗松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 460－ 21：53．2� 185．4�

612 セイリスペクト 牡3黒鹿 54
52 △川又 賢治金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B472＋ 61：54．9大差 25．0�

35 ヨドノナイト 牡6鹿 57 水口 優也海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 494－ 9 〃 クビ 188．8�
714 リュクスポケット 牡3栗 54 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 502－ 41：59．5大差 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，268，800円 複勝： 97，238，300円 枠連： 39，676，200円
馬連： 176，328，900円 馬単： 69，087，300円 ワイド： 107，434，800円
3連複： 252，047，600円 3連単： 344，804，800円 計： 1，164，886，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 250円 � 140円 枠 連（1－4） 2，220円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 410円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 19，030円

票 数

単勝票数 計 782688 的中 � 114942（3番人気）
複勝票数 計 972383 的中 � 130671（3番人気）� 81289（5番人気）� 218007（1番人気）
枠連票数 計 396762 的中 （1－4） 13814（11番人気）
馬連票数 計1763289 的中 �� 46233（9番人気）
馬単票数 計 690873 的中 �� 11140（14番人気）
ワイド票数 計1074348 的中 �� 25098（11番人気）�� 72226（2番人気）�� 46218（3番人気）
3連複票数 計2520476 的中 ��� 69124（4番人気）
3連単票数 計3448048 的中 ��� 13131（34番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．1―12．3―11．8―12．2―12．7―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．5―48．8―1：00．6―1：12．8―1：25．5―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
16，5－（10，14）11，7（8，12）13（2，6）9（1，4）（3，15）
16（10，14，11）（5，7）（13，12）（2，8，9）6，15，4（1，3）

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

勝馬の
紹 介

クリノフウジン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．11．19 東京8着

2014．3．4生 牡4栗 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 15戦2勝 賞金 23，021，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 クリノフウジン号の騎手M．デムーロは，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：
14番・6番）

〔その他〕 リュクスポケット号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイファーウタオー号
※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。

４レース目



（30中京3）第4日 7月8日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 165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

225，780，000円
14，730，000円
1，640，000円
26，120，000円
67，216，500円
5，342，800円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
636，459，200円
894，693，600円
304，691，800円
1，455，969，200円
625，446，700円
847，677，900円
2，083，298，800円
3，006，701，900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 9，854，939，100円

総入場人員 14，923名 （有料入場人員 13，538名）
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