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19085 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

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

44 ランドハイパワー 牡6鹿 60 森 一馬木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 500＋ 63：19．2 21．6�
79 � ルグランフリソン 牡6鹿 60 白浜 雄造前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 486－ 23：19．3� 1．5�
11 クリノサンスーシ 牝6鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 462＋ 4 〃 クビ 4．5�
810 セイウンフォーカス 牡4鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 474＋ 63：20．04 12．2�
66 テイエムイキオイ 牡5青鹿60 小坂 忠士竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 472－ 43：22．5大差 55．2�
33 ダンツチェック 牝6鹿 58

57 ▲三津谷隼人山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 524＋ 23：22．92� 154．0�
55 テイエムオスカー 牡4黒鹿60 佐久間寛志竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 498－ 63：23．32� 6．9	
811 ショウナンマルシェ �8青鹿60 五十嵐雄祐国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 23：23．4クビ 25．3

22 ダイチョウセブン 牡4青鹿60 黒岩 悠長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 478± 03：26．0大差 163．4�
78 ラ ラ フ ァ ル 牡3栗 58 山本 康志玉腰 勇吉氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 482＋103：27．17 157．6�
67 スマートボムシェル 牡7栗 60 平沢 健治大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 512＋ 4 （競走中止） 20．9

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，487，100円 複勝： 36，363，000円 枠連： 7，613，200円
馬連： 28，396，200円 馬単： 19，973，600円 ワイド： 21，409，300円
3連複： 47，116，300円 3連単： 85，965，000円 計： 265，323，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 270円 � 110円 � 130円 枠 連（4－7） 1，410円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 520円 �� 730円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 17，900円

票 数

単勝票数 計 184871 的中 � 6845（6番人気）
複勝票数 計 363630 的中 � 10253（5番人気）� 237606（1番人気）� 39455（2番人気）
枠連票数 計 76132 的中 （4－7） 4158（6番人気）
馬連票数 計 283962 的中 �� 15124（5番人気）
馬単票数 計 199736 的中 �� 3126（15番人気）
ワイド票数 計 214093 的中 �� 8935（6番人気）�� 6124（10番人気）�� 44325（1番人気）
3連複票数 計 471163 的中 ��� 25131（3番人気）
3連単票数 計 859650 的中 ��� 3481（54番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 51．7－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランドハイパワー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．8．2 小倉3着

2013．2．16生 牡6鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド 障害：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。
〔発走状況〕 セイウンフォーカス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 スマートボムシェル号は，2周目5号障害〔ハードル〕手前で急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スマートボムシェル号は，令和元年7月22日から令和元年8月11日まで出走停止。停止期間の満

了後に障害調教再審査。
※出走取消馬 ハギノグランデ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

19086 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時35分 （ダート・左）
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

812 デンコウリジエール 牡2鹿 54 太宰 啓介田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 456－ 21：12．8 89．7�
813 フ ァ ル ー ク 牡2栗 54 松山 弘平林 正道氏 池添 兼雄 新ひだか 服部 牧場 456＋ 2 〃 クビ 2．0�
44 テーオープライム 牝2栗 54

51 ▲岩田 望来小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 418± 01：13．01� 4．0�
45 タガノキトピロ 牡2栗 54

53 ☆森 裕太朗八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458＋ 41：13．53 98．6�

33 スマートラビリンス 牝2栗 54 M．デムーロ大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス
マート 448－121：13．92� 11．7�

57 ロードオブイサチル 牝2黒鹿54 国分 優作小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 470－ 21：14．11 72．7�
710 テイエムサウスダン 牡2鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 512－ 41：14．31� 6．9	
22 タマモゼーゼマン 牡2鹿 54 酒井 学タマモ
 武 英智 新ひだか 曾我 博 446＋ 61：14．4クビ 79．7�
711 オ ッ ト 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 400＋ 2 〃 クビ 16．0�
68 アイファーブルー 牡2栗 54 藤井勘一郎中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 450＋121：14．82� 208．8
69 スーパーセヴン 牡2栗 54 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋121：14．9クビ 18．1�
56 コンディトラム 牡2黒鹿54 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 平取 協栄組合 468＋ 41：15．32� 313．0�
11 テ レ ー ザ 牝2青鹿 54

52 △西村 淳也門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 442－161：16．57 16．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，752，800円 複勝： 39，000，600円 枠連： 9，386，800円
馬連： 46，407，800円 馬単： 27，042，400円 ワイド： 38，047，000円
3連複： 67，998，600円 3連単： 97，302，300円 計： 361，938，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，970円 複 勝 � 840円 � 120円 � 140円 枠 連（8－8） 6，530円

馬 連 �� 7，610円 馬 単 �� 19，720円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 3，050円 �� 220円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 127，330円

票 数

単勝票数 計 367528 的中 � 3478（10番人気）
複勝票数 計 390006 的中 � 6582（10番人気）� 118772（1番人気）� 75127（2番人気）
枠連票数 計 93868 的中 （8－8） 1113（17番人気）
馬連票数 計 464078 的中 �� 4725（23番人気）
馬単票数 計 270424 的中 �� 1028（51番人気）
ワイド票数 計 380470 的中 �� 3610（24番人気）�� 2748（28番人気）�� 57189（1番人気）
3連複票数 計 679986 的中 ��� 5389（29番人気）
3連単票数 計 973023 的中 ��� 554（299番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．2―47．5―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウリジエール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．6 中京12着

2017．4．30生 牡2鹿 母 デンコウデア 母母 プレゼンテーション 2戦1勝 賞金 5，000，000円

第３回 中京競馬 第８日



19087 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第3競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時05分 （ダート・左）
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
1：47．6
1：47．6

重
重

612 ブルーコンパクタ 牡3鹿 56 岩崎 翼村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 448－ 81：53．0 76．8�
713 エイシンボールディ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 436－ 21：53．21� 3．7�
35 ア イ タ イ 牡3栗 56 川田 将雅平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 510± 0 〃 クビ 4．1�
714 スーパーアロイ 牡3鹿 56 松山 弘平藤原征士郎氏 大根田裕之 浦河 村下農場 492－ 41：53．3� 4．5�
48 スペースコロニー 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 456＋ 21：53．94 15．8�
816 ゼットセントラル 	3黒鹿56 藤懸 貴志高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 486＋ 21：54．32
 214．0	
611 ナナカマドカ 牝3黒鹿54 佐藤 友則飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：54．4クビ 172．3


（笠松）

36 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 幸 英明西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 504± 01：54．82
 19．8�
24 クリノクルミチャン 牝3芦 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 474± 01：54．9クビ 122．3�
815 スマッシングハーツ 牡3鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484± 0 〃 ハナ 15．7
47 カ イ マ ナ 牡3栗 56

54 △西村 淳也 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 61：55．21� 8．8�

12 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56
53 ▲岩田 望来森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 468± 01：55．51� 19．9�

11 � ゲ ン セ キ 牡3鹿 56 藤井勘一郎ニューワールドレー
シング� 池江 泰寿 愛 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 478＋ 22：01．4大差 137．0�
23 � シブヤクロッシング 牡3鹿 56 中谷 雄太W．ギャロー氏 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

542＋ 42：13．0大差 7．5�
510 レ フ ィ ナ ド 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 土田農場 B496＋ 4 （競走中止） 120．3�
（15頭）

59 ジュゼッペレオ 牡3栗 56
53 ▲斎藤 新石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，926，300円 複勝： 46，426，500円 枠連： 15，933，300円
馬連： 57，283，500円 馬単： 26，031，100円 ワイド： 43，775，200円
3連複： 83，219，800円 3連単： 93，886，300円 計： 395，482，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，680円 複 勝 � 1，020円 � 150円 � 170円 枠 連（6－7） 5，730円

馬 連 �� 13，290円 馬 単 �� 29，270円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 5，300円 �� 380円

3 連 複 ��� 16，850円 3 連 単 ��� 169，320円

票 数

単勝票数 計 289263 的中 � 3013（10番人気）
複勝票数 計 464265 的中 � 7775（10番人気）� 103659（1番人気）� 78278（2番人気）
枠連票数 計 159333 的中 （6－7） 2155（16番人気）
馬連票数 計 572835 的中 �� 3340（32番人気）
馬単票数 計 260311 的中 �� 667（69番人気）
ワイド票数 計 437752 的中 �� 3407（33番人気）�� 1967（39番人気）�� 33967（2番人気）
3連複票数 計 832198 的中 ��� 3704（55番人気）
3連単票数 計 938863 的中 ��� 402（446番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．4―48．7―1：01．0―1：13．7―1：26．8―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
8－16，14，3（7，13）5（1，15）（12，11）4（6，10）2
8－16－14，13，5，11（7，15）－6，12，4，3，10（1，2）

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

勝馬の
紹 介

ブルーコンパクタ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．3．2 阪神10着

2016．3．25生 牡3鹿 母 ラヴフェアリー 母母 サンエムラヴ 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔出走取消〕 ジュゼッペレオ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 シゲルイエロダイヤ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 レフィナド号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 シゲルイエロダイヤ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 シブヤクロッシング号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲンセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月21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） 3頭 イマジンラヴ号・ノーブルメイア号・ラプリュベル号
※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。

19088 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時35分 （芝・左）
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

611 ハギノベルエキプ 牝3鹿 54
51 ▲三津谷隼人日隈 良江氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426± 02：03．3 3．0�
814 リッカローズ 牝3芦 54 松山 弘平立花 幸雄氏 �島 一歩 新ひだか 西村 和夫 464－ 62：03．62 35．8�
59 シーリアスラブ 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456－ 22：03．81� 5．8�
47 キタサンブラウン 牡3栗 56 高倉 稜�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 518－ 22：04．11	 61．4�
46 パ ル メ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 クビ 13．9�
11 スペシャルワン 牡3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 452± 02：04．2クビ 7．0	
610 オーミハルカゼ 牝3鹿 54 酒井 学岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 438－ 2 〃 クビ 31．8

712 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 468＋ 22：04．41
 101．6�
35 ミユキディオニソス 牡3青鹿56 小牧 太長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 454－ 42：04．5
 26．4�
58 ヘルムヴィーゲ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来ディアレストクラブ 高橋 義忠 浦河 小島牧場 456－ 4 〃 クビ 21．7�
815 ナチュラルスタイル 牝3鹿 54 藤井勘一郎中村 祐子氏 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 406 ―2：04．6クビ 16．5�
22 ホウオウアクセル 牡3栗 56 和田 竜二小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 440－ 4 〃 ハナ 3．7�
23 ステップシー 牝3鹿 54 佐藤 友則本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 434－ 6 〃 ハナ 170．2�

（笠松）

713 メイショウテッペキ 牡3鹿 56 �島 克駿松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 520＋ 22：04．81� 41．0�
34 パ ワ ー ロ ワ 牡3鹿 56 川須 栄彦�まの 大橋 勇樹 新冠 村上牧場 422＋ 42：05．01 111．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，285，000円 複勝： 40，501，900円 枠連： 11，732，900円
馬連： 48，172，300円 馬単： 24，203，000円 ワイド： 38，875，700円
3連複： 71，851，600円 3連単： 87，846，600円 計： 353，469，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 740円 � 190円 枠 連（6－8） 1，850円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 10，960円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 510円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 11，620円 3 連 単 ��� 56，210円

票 数

単勝票数 計 302850 的中 � 79495（1番人気）
複勝票数 計 405019 的中 � 99151（1番人気）� 9626（11番人気）� 55641（3番人気）
枠連票数 計 117329 的中 （6－8） 4900（8番人気）
馬連票数 計 481723 的中 �� 5974（22番人気）
馬単票数 計 242030 的中 �� 1655（37番人気）
ワイド票数 計 388757 的中 �� 4180（25番人気）�� 21516（5番人気）�� 2825（36番人気）
3連複票数 計 718516 的中 ��� 4634（38番人気）
3連単票数 計 878466 的中 ��� 1133（174番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．7―13．0―12．6―12．9―12．0―12．0―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―36．2―49．2―1：01．8―1：14．7―1：26．7―1：38．7―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハギノベルエキプ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．5 京都9着

2016．4．21生 牝3鹿 母 ハギノウィッシュ 母母 アヴェニューズレディ 5戦1勝 賞金 9，750，000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。



19089 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左）

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
1：59．6

良
良

713 ロールオブサンダー 牡2栗 54 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 484 ―2：03．9 45．0�
815 ソルトキャピタル 牡2鹿 54 M．デムーロ杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 504 ―2：04．32� 12．1�
612 ジュンライトボルト 牡2鹿 54 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 ハナ 2．2�
36 ヴァリッドブラック 牡2青鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―2：04．51� 4．3�
510 アジャストザルート 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 480 ―2：04．6� 19．5	
12 アバンダンスシチー 牡2鹿 54 幸 英明 
友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 オリオンファーム 502 ―2：05．02� 37．6�
35 ディープハーモニー 牡2黒鹿54 松若 風馬深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 464 ―2：05．42� 16．1�
47 マイネルボレロ 牡2鹿 54 藤井勘一郎 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 496 ―2：06．14 114．7
23 ポールトゥウィン 牡2鹿 54

51 ▲岩田 望来 
カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 470 ― 〃 クビ 11．4�

816 ゼンダンイワミ 牡2黒鹿54 柴田 未崎渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 �橋本牧場 496 ―2：06．84 208．5�
24 ロードグリュック 牡2鹿 54 	島 克駿 
ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 450 ―2：07．43� 102．8�
11 マイネルコロンブス 牡2鹿 54 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 452 ―2：07．5クビ 79．6�
48 トーアコハク 牝2鹿 54

52 △西村 淳也高山ランド
 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 444 ―2：08．13� 28．6�
611 シゲルアマノガワ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 山田牧場 548 ― 〃 クビ 183．7�
714 ケープオブストーム 牡2鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 506 ―2：08．84 15．5�
59 ジャスパーイーグル 牡2栗 54 佐藤 友則加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 474 ― 〃 クビ 32．3�

（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，366，600円 複勝： 48，091，700円 枠連： 15，432，000円
馬連： 63，158，700円 馬単： 31，551，300円 ワイド： 48，055，300円
3連複： 89，361，400円 3連単： 104，972，900円 計： 447，989，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，500円 複 勝 � 680円 � 270円 � 120円 枠 連（7－8） 2，610円

馬 連 �� 15，250円 馬 単 �� 29，870円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 1，170円 �� 570円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 99，090円

票 数

単勝票数 計 473666 的中 � 8921（11番人気）
複勝票数 計 480917 的中 � 12094（11番人気）� 38533（4番人気）� 154592（1番人気）
枠連票数 計 154320 的中 （7－8） 4582（10番人気）
馬連票数 計 631587 的中 �� 3209（42番人気）
馬単票数 計 315513 的中 �� 792（77番人気）
ワイド票数 計 480553 的中 �� 3311（43番人気）�� 10434（11番人気）�� 22947（3番人気）
3連複票数 計 893614 的中 ��� 8200（22番人気）
3連単票数 計1049729 的中 ��� 768（283番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．0―13．0―12．4―12．3―12．3―12．4―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．2―50．2―1：02．6―1：14．9―1：27．2―1：39．6―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
8（6，16）5，11，13（4，7）（3，10，12）－（9，14）－15－2－1・（8，16）（5，6）－（4，11，13）12（3，7）10，14（9，15，2）＝1

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロールオブサンダー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤムーン 初出走

2017．4．14生 牡2栗 母 ミッキーハナコ 母母 サウンドザビーチ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

19090 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第6競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時55分 （芝・左）

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
1：32．3
1：30．5

良
良

713 マ ー ニ 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 438± 01：35．6 3．6�
816 アルディテッツァ 牡3鹿 56 藤井勘一郎�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 21：35．91� 7．1�
35 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480＋ 41：36．11� 3．8�
510 マイマーベラスワン 牝3栗 54 藤懸 貴志五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 412－ 4 〃 ハナ 32．0�
11 マルシュロレーヌ 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：36．31 3．9	
48 ルージュオブグレイ 牝3栗 54

52 △西村 淳也 Him Rock Racing
ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 404± 0 〃 アタマ 23．2


36 クリーンガーベラ 牝3黒鹿54 �島 克駿石橋 和夫氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 456＋101：36．72� 90．6�
47 ロ ー ザ ン ヌ 牝3栗 54 酒井 学山本 英俊氏 角居 勝彦 浦河 辻 牧場 468± 01：36．8� 38．3�
612 ラ イ ズ 牡3鹿 56 松山 弘平中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 510－ 81：37．33 39．7
59 ダミアンバローズ 牡3黒鹿56 松若 風馬猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 488－ 41：37．51 69．0�
714 ブライトホーン 牝3青鹿 54

51 ▲斎藤 新原 	子氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 404－ 6 〃 アタマ 139．5�
12 タガノベリキュー 牝3青鹿54 高倉 稜八木 良司氏 渡辺 薫彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440＋ 81：37．81� 114．3�
611 マ レ シ ャ ル 牡3栗 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 猿橋 義昭 480－14 〃 アタマ 16．9�
23 ゾ ロ 牡3栗 56 国分 優作北山 敏�氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 41：38．11� 103．5�
24 キンイロノツバサ 牡3鹿 56 小牧 太大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 81：38．2� 161．1�
815 オメガダヴィンチ 牡3栗 56 M．デムーロ原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：39．69 12．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，995，700円 複勝： 48，823，900円 枠連： 15，225，800円
馬連： 65，897，400円 馬単： 28，384，000円 ワイド： 52，116，100円
3連複： 94，243，000円 3連単： 106，579，700円 計： 449，265，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 200円 � 140円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 490円 �� 280円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 379957 的中 � 82164（1番人気）
複勝票数 計 488239 的中 � 86130（2番人気）� 52036（4番人気）� 106688（1番人気）
枠連票数 計 152258 的中 （7－8） 17921（1番人気）
馬連票数 計 658974 的中 �� 40105（4番人気）
馬単票数 計 283840 的中 �� 10746（5番人気）
ワイド票数 計 521161 的中 �� 25513（7番人気）�� 51517（1番人気）�� 27411（5番人気）
3連複票数 計 942430 的中 ��� 45795（3番人気）
3連単票数 計1065797 的中 ��� 10654（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．6―12．0―12．3―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．5―47．5―59．8―1：11．8―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ー ニ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．7．1 中京8着

2016．4．26生 牡3黒鹿 母 ナ イ ア ー ド 母母 シャドウスプリング 12戦1勝 賞金 9，550，000円
〔制裁〕 ルージュオブグレイ号の騎手西村淳也は，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：1

番）
〔3走成績による出走制限〕 ダミアンバローズ号・ブライトホーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月21日まで平

地競走に出走できない。



19091 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

814 ダイメイギンガ 牝4栗 55 松若 風馬宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 468－ 61：24．2 28．3�
34 ラタンドレス 牝6鹿 55 佐藤 友則 �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 486－ 61：24．62 108．7�
（笠松）

23 レッドシャーロット 牝4鹿 55
52 ▲斎藤 新 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 5．7�

611 サルトアトランテ 牝3鹿 52 川田 将雅 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442± 0 〃 ハナ 4．2�

35 ナムラマッチェリ 牝3栗 52 幸 英明奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 466＋ 41：24．7� 12．9	
11 ファステンバーグ 牝4青鹿55 国分 優作上山 牧氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 462＋ 61：24．91� 73．8

815 デュアラブル 牝3栗 52

50 △西村 淳也 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 61：25．0クビ 8．7�
58 サンマルメジャール 牝7鹿 55

52 ▲三津谷隼人相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 468＋ 21：25．32 305．0�
713 タガノブディーノ 牝4栗 55 松山 弘平八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470± 01：25．4� 16．6
47 � ダノンコスモス 牝5栗 55 浜中 俊�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 462＋ 41：26．35 3．0�
59 リリープリンセス 牝4黒鹿 55

52 ▲岩田 望来村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B470＋121：26．4� 81．0�
22 アナスタシオ 牝3青鹿52 	島 克駿�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：26．61� 8．2�
610 エイシンオズ 牝3栗 52 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 440＋121：27．34 34．4�
712 ロンリーハート 牝4青鹿55 藤井勘一郎薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 472－ 41：27．72� 41．4�
46 テイエムストーン 牝3鹿 52 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 61：28．01
 50．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，852，100円 複勝： 60，301，600円 枠連： 17，327，300円
馬連： 74，015，600円 馬単： 30，848，500円 ワイド： 57，539，600円
3連複： 105，068，600円 3連単： 124，439，200円 計： 509，392，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 610円 � 2，140円 � 200円 枠 連（3－8） 4，290円

馬 連 �� 75，870円 馬 単 �� 136，090円

ワ イ ド �� 12，820円 �� 2，060円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 127，090円 3 連 単 ��� 1，100，220円

票 数

単勝票数 計 398521 的中 � 11245（8番人気）
複勝票数 計 603016 的中 � 23720（8番人気）� 6117（14番人気）� 99567（3番人気）
枠連票数 計 173273 的中 （3－8） 3130（15番人気）
馬連票数 計 740156 的中 �� 756（77番人気）
馬単票数 計 308485 的中 �� 170（150番人気）
ワイド票数 計 575396 的中 �� 1144（73番人気）�� 7354（23番人気）�� 2397（54番人気）
3連複票数 計1050686 的中 ��� 620（216番人気）
3連単票数 計1244392 的中 ��� 82（1438番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．8―45．7―58．2―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイギンガ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．7．29 小倉5着

2015．5．28生 牝4栗 母 ダイメイザバリヤル 母母 ミスイースター 16戦2勝 賞金 26，150，000円
〔制裁〕 ナムラマッチェリ号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11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。

19092 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
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
1：47．6
1：47．6

重
重

59 ショウナンサリュー 牡5芦 57 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 浦河 大北牧場 488－ 41：51．8 4．0�
35 レオンコロナ 牡3黒鹿54 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456－ 21：52．54 20．3�
11 コパノカーリング 牡3鹿 54

53 ☆森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋ 21：52．6クビ 8．5�

713 ヒロノセンキン �3黒鹿54 松山 弘平サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 464－101：53．02� 18．3�
47 � ランドヘルメース 牡4鹿 57 藤井勘一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 494－ 21：53．1クビ 35．4�
23 タマモアポローン 牡3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490± 0 〃 クビ 9．7	
714 シェアザモーメント 牡5鹿 57

55 △西村 淳也 
キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 468－ 21：53．3	 13．4�
612 シールドヴォルト 牡3鹿 54 
島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 438＋ 21：53．4	 4．7�
815 グリッサード 牡3鹿 54 M．デムーロ 
シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：53．61� 17．3
611 ハギノフロンティア 牡4栗 57 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 510＋ 41：53．7� 77．0�
48 インヴィクタ 牡5黒鹿57 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B484－ 21：54．02 14．7�
24 エイシンヨッシー 牡3栗 54 小牧 太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 446＋ 21：54．21� 9．1�
816 クオンタムシフト 牡3鹿 54 松若 風馬 
社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 494－141：54．73 11．5�
12 スマートウェールズ 牡5黒鹿 57

54 ▲服部 寿希大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 454－ 81：55．01	 41．8�
36 � ナ ラ 牝3鹿 52 佐藤 友則
ホースケア 湯前 良人 新ひだか グランド牧場 412－141：57．3大差 182．1�

（笠松） （笠松）

（15頭）
510 カ リ ン カ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩田 望来寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，034，600円 複勝： 54，246，700円 枠連： 19，936，200円
馬連： 72，184，900円 馬単： 29，675，500円 ワイド： 53，287，700円
3連複： 103，074，400円 3連単： 110，863，600円 計： 479，303，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 460円 � 310円 枠 連（3－5） 5，360円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 9，650円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 800円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 14，750円 3 連 単 ��� 87，460円

票 数

単勝票数 差引計 360346（返還計 1252） 的中 � 71244（1番人気）
複勝票数 差引計 542467（返還計 2026） 的中 � 89622（2番人気）� 26416（9番人気）� 43483（5番人気）
枠連票数 差引計 199362（返還計 471） 的中 （3－5） 2882（25番人気）
馬連票数 差引計 721849（返還計 15894） 的中 �� 10949（19番人気）
馬単票数 差引計 296755（返還計 5970） 的中 �� 2305（40番人気）
ワイド票数 差引計 532877（返還計 8619） 的中 �� 8021（21番人気）�� 17753（4番人気）�� 3895（50番人気）
3連複票数 差引計1030744（返還計 38772） 的中 ��� 5241（54番人気）
3連単票数 差引計1108636（返還計 42176） 的中 ��� 919（315番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．6―37．8―50．8―1：03．3―1：15．3―1：27．5―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンサリュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．5 京都4着

2014．4．12生 牡5芦 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 15戦2勝 賞金 31，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 カリンカ号は，疾病〔左前踏創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月21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 テイエムギフテッド号
※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。



19093 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第9競走 ��
��1，600�

な が く て

長 久 手 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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
1：32．3
1：30．5

良
良

11 アルティマリガーレ 牝3鹿 52 浜中 俊 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 444＋ 21：34．7 2．4�
44 ライオネルカズマ 牡5鹿 57 川田 将雅合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 B518－ 21：34．8� 3．6�
812 メリーメーキング 牡3黒鹿54 松山 弘平前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 452＋ 41：35．01 13．4�
22 ナムラムツゴロー 牡4栗 57 松若 風馬奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 484＋ 2 〃 クビ 48．3�
33 ペイシャエヴァー 牡5鹿 57 西村 淳也北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 B492± 01：35．1� 160．8�
55 ピースマインド 牡6鹿 57 	島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 456± 0 〃 クビ 43．0	
56 ステイオンザトップ 牡5栗 57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472± 01：35．2
 24．3

811 エイシンスレイマン 牡5鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 478－ 61：35．41� 6．4�
67 イダエンペラー 牡4青鹿57 岩田 望来張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：36．03� 17．8
710 エイシンルカーノ 牡5栗 57 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 462－ 81：36．63� 18．5�
68 メイショウモウコ 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 488± 01：36．7クビ 20．5�
79 デ ィ ロ ス 牡4鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516－121：37．55 10．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，759，300円 複勝： 69，664，000円 枠連： 21，928，200円
馬連： 102，476，600円 馬単： 43，709，500円 ワイド： 67，028，600円
3連複： 134，891，000円 3連単： 194，820，300円 計： 686，277，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 140円 � 240円 枠 連（1－4） 580円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 240円 �� 600円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 517593 的中 � 166979（1番人気）
複勝票数 計 696640 的中 � 138853（2番人気）� 142615（1番人気）� 59102（5番人気）
枠連票数 計 219282 的中 （1－4） 29214（2番人気）
馬連票数 計1024766 的中 �� 140929（1番人気）
馬単票数 計 437095 的中 �� 37851（1番人気）
ワイド票数 計 670286 的中 �� 83528（1番人気）�� 26395（7番人気）�� 21118（8番人気）
3連複票数 計1348910 的中 ��� 51608（3番人気）
3連単票数 計1948203 的中 ��� 24962（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．0―48．0―59．8―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

アルティマリガーレ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．23 阪神1着

2016．2．14生 牝3鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 4戦3勝 賞金 30，673，000円

19094 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第10競走 ��
��1，400�

お と う ば し

尾 頭 橋 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

815� デンバーテソーロ 牝3栗 52 松山 弘平了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 加 Debbie Collum &

Patricia Fairbairn 458－ 21：23．6 2．4�
714 アスクハードスパン 牡4鹿 57 岡田 祥嗣廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 536－ 2 〃 クビ 6．5�
47 � カ ミ ノ コ 牡4青鹿57 佐藤 友則門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 458－ 61：23．81	 43．0�
（笠松）

816 メイショウミズカゼ 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 476－ 21：24．01	 85．8�
612 バ レ ー ロ 
5黒鹿57 西村 淳也 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B476－ 4 〃 アタマ 20．0	
48 シティーポップ 牝4鹿 55 M．デムーロ山本 剛史氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 448＋ 21：24．1� 4．7

35 ソリストサンダー 牡4黒鹿57 高倉 稜村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 470－ 4 〃 アタマ 10．3�
36 ワンダーレアリサル 牝5鹿 55 国分 優作山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 484＋ 41：24．52� 49．7�
510 ホイールバーニング 牡6栗 57 幸 英明市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 41：24．6クビ 30．9
24 ダブルコーク 牡8黒鹿57 川又 賢治�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 85．2�
12 メイショウラビエ 牝4鹿 55 小牧 太松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 488＋ 6 〃 クビ 36．3�
11 アフターバーナー 
5鹿 57 �島 克駿ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514＋ 21：24．81 32．7�
611 ファビラスヒーロー 
6芦 57 小崎 綾也吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：24．9� 112．7�
59 ヤマニンリュシオル 牝4芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 484＋ 61：25．11� 32．5�
23 ハ ゼ ル 牡4栗 57 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 490－121：25．52� 8．6�
713 ベ ル カ プ リ 牝5鹿 55 浜中 俊合同会社雅苑興業 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 466－ 21：25．81 81．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，529，800円 複勝： 68，229，600円 枠連： 26，307，400円
馬連： 122，188，100円 馬単： 51，964，600円 ワイド： 78，027，500円
3連複： 176，469，900円 3連単： 219，633，100円 計： 793，350，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 210円 � 730円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，640円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 28，700円

票 数

単勝票数 計 505298 的中 � 167727（1番人気）
複勝票数 計 682296 的中 � 186849（1番人気）� 81084（3番人気）� 16256（11番人気）
枠連票数 計 263074 的中 （7－8） 32977（1番人気）
馬連票数 計1221881 的中 �� 131287（1番人気）
馬単票数 計 519646 的中 �� 34805（1番人気）
ワイド票数 計 780275 的中 �� 77203（1番人気）�� 11308（17番人気）�� 5523（38番人気）
3連複票数 計1764699 的中 ��� 14595（27番人気）
3連単票数 計2196331 的中 ��� 5547（67番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．1―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．1―59．4―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デンバーテソーロ �
�
父 Violence �

�
母父 Smoke Glacken デビュー 2018．6．17 函館3着

2016．2．20生 牝3栗 母 Cloud of Smoke 母母 Clouds of Gold 8戦2勝 賞金 29，657，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ハゼル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） 1頭 スズカモナミ号
（非抽選馬） 6頭 イメル号・コウエイアンカ号・サンライズフルメン号・タイセイシュラーク号・タガノプレトリア号・

ディーズフェイク号
※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。

１レース目



19095 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第67回トヨタ賞中京記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，30．7．21以降1．7．14まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

トヨタ賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．5

良
良

35 グルーヴィット 牡3鹿 52 松山 弘平 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：33．6 4．9�
36 クリノガウディー 牡3栗 52 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 480－ 8 〃 ハナ 14．5�
47 プリモシーン 牝4青鹿55．5 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 41：33．7クビ 2．8�
815 ミエノサクシード 牝6栗 54 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474＋ 8 〃 クビ 11．5�
11 グランドボヌール 牡5鹿 54 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 482＋ 41：34．01� 28．6�
24 � ジャンダルム 牡4黒鹿55 藤井勘一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 506－ 41：34．1� 49．1	
12 エントシャイデン 牡4芦 54 中谷 雄太前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 0 〃 クビ 25．4

714 カ テ ド ラ ル 牡3鹿 53 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 476± 01：34．2クビ 4．0�
612 レインボーフラッグ 牡6鹿 54 小崎 綾也 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 25．0
816� キャンベルジュニア 牡7鹿 56 浜中 俊吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

542＋ 21：34．51	 43．8�
611 ロードクエスト 牡6鹿 57 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 460－ 4 〃 アタマ 13．8�
510 コスモイグナーツ 牡4青鹿53 国分 優作 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 458± 01：34．6クビ 70．5�
48 ツーエムマイスター 牡7黒鹿52 城戸 義政水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456－ 41：34．81 83．6�
713 ヒーズインラブ 牡6鹿 56 酒井 学 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B526＋ 61：35．12 60．0�
23 ヴ ェ ネ ト 牡7鹿 53 松若 風馬 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：35．31 126．2�
59 ロワアブソリュー 牡6鹿 56 幸 英明 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B514＋ 41：35．61	 59．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 211，738，600円 複勝： 260，588，700円 枠連： 139，612，000円
馬連： 720，436，000円 馬単： 271，546，700円 ワイド： 411，402，600円
3連複： 1，361，051，400円 3連単： 1，880，967，900円 計： 5，257，343，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 330円 � 140円 枠 連（3－3） 2，990円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 850円 �� 390円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 15，690円

票 数

単勝票数 計2117386 的中 � 343592（3番人気）
複勝票数 計2605887 的中 � 387926（3番人気）� 151737（5番人気）� 603225（1番人気）
枠連票数 計1396120 的中 （3－3） 36133（13番人気）
馬連票数 計7204360 的中 �� 215789（8番人気）
馬単票数 計2715467 的中 �� 44370（12番人気）
ワイド票数 計4114026 的中 �� 119767（7番人気）�� 289454（2番人気）�� 116219（8番人気）
3連複票数 計13610514 的中 ��� 329165（6番人気）
3連単票数 計18809679 的中 ��� 86866（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．3―46．7―58．0―1：09．4―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

グルーヴィット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．20 京都1着

2016．4．5生 牡3鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 5戦3勝 賞金 68，928，000円
〔制裁〕 グルーヴィット号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。
（非抽選馬） 3頭 シャイニービーム号・プラチナムバレット号・リライアブルエース号

19096 7月21日 曇 稍重 （1中京3） 第8日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
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
1：19．6
1：19．0

良
良

611 シトラスノート 牝3鹿 52 川田 将雅吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446± 01：21．1 3．2�
815� メイショウキョウジ 牡4鹿 57 福永 祐一松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 468＋121：21．2� 3．4�
47 ノーブルアース 牝4黒鹿 55

54 ☆川又 賢治吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 472± 0 〃 クビ 20．1�
46 カーサデルシエロ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩田 望来下河邉俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 438＋ 41：21．41 8．8�
35 タイセイトレンディ �4青鹿57 川須 栄彦田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 446－281：21．61� 75．8�
610 トウカイオラージュ 牡3栗 54

51 ▲斎藤 新内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 454± 0 〃 アタマ 7．8�
58 ブルービューティ 牝4黒鹿55 小崎 綾也桜井 欣吾氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 462＋ 6 〃 クビ 159．2	
22 ショウナンタイザン 牡6黒鹿57 幸 英明国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 秋場牧場 488± 01：21．7� 13．7

11 � トーホウシーマ 牡5栗 57 酒井 学東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 498＋ 61：21．8	 79．8�
34 カ ワ イ ア ラ 牝5芦 55 松若 風馬名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 454± 01：21．9� 13．3
59 フェスタマドンナ 牝4鹿 55 松山 弘平服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 504－ 41：22．0クビ 26．7�
23 ディヴァインハイツ 牝5鹿 55

53 △西村 淳也 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 アタマ 48．5�
814 アングルティール 牝4黒鹿55 
島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋ 81：22．1	 14．2�
713 マリアバローズ 牝4黒鹿55 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 440± 01：23．27 30．2�
712 カープストリーマー 牡6栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 522－ 41：23．94 73．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，597，200円 複勝： 102，658，000円 枠連： 43，709，700円
馬連： 178，012，600円 馬単： 72，359，300円 ワイド： 122，563，400円
3連複： 269，754，700円 3連単： 347，284，100円 計： 1，213，939，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 410円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，270円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 19，960円

票 数

単勝票数 計 775972 的中 � 193414（1番人気）
複勝票数 計1026580 的中 � 214267（2番人気）� 214917（1番人気）� 44355（8番人気）
枠連票数 計 437097 的中 （6－8） 90557（1番人気）
馬連票数 計1780126 的中 �� 212907（1番人気）
馬単票数 計 723593 的中 �� 40120（2番人気）
ワイド票数 計1225634 的中 �� 129027（1番人気）�� 22686（14番人気）�� 19641（18番人気）
3連複票数 計2697547 的中 ��� 36489（13番人気）
3連単票数 計3472841 的中 ��� 12612（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―34．8―46．4―58．0―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シトラスノート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．2 阪神5着

2016．1．24生 牝3鹿 母 エピセアローム 母母 ラ タ フ ィ ア 8戦2勝 賞金 19，445，000円

４レース目



（1中京3）第8日 7月21日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

241，030，000円
17，150，000円
1，780，000円
28，490，000円
71，727，750円
5，462，200円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
667，325，100円
874，896，200円
344，144，800円
1，578，629，700円
657，289，500円
1，032，128，000円
2，604，100，700円
3，454，561，000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 11，213，075，000円

総入場人員 24，017名 （有料入場人員 ）



令和1年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，307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

1，718，600，000円
24，530，000円
150，250，000円
11，380，000円
190，810，000円
538，038，250円
38，444，000円
12，547，200円

勝馬投票券売得金
4，593，411，400円
6，354，243，200円
1，981，786，400円
9，497，076，600円
4，330，465，500円
6，194，495，100円
14，251，454，300円
20，343，903，700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 67，546，836，200円

総入場延人員 119，757名 （有料入場延人員 86，039名）
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