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19025 7月6日 晴 良 （25中京3）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時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
1：10．3
1：07．8

良
良

44 イ ス ル ギ 牝2黒鹿54 福永 祐一荒木隆之介氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン
ズファーム 412± 01：10．2レコード 2．1�

33 � エイシンソルティー 牝2芦 54 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 米 Redmon
Farm, LLC 472－ 4 〃 クビ 6．1�

77 タガノウォーリア 牡2栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 424－ 21：10．83� 3．1�
55 スマートエビデンス 牡2鹿 54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 488－ 61：11．01 4．8�
22 デンコウガイア 牝2鹿 54 幸 英明田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 430－ 21：11．31	 20．9�
11 ラブセレクター 牝2黒鹿 54

52 △中井 裕二増田 陽一氏 中村 均 日高 門別牧場 410－121：12．47 67．1	
88 カシノクローネ 牡2鹿 54 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 466－ 61：12．5クビ 167．4

66 コウエイロンド 牡2栗 54 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 480－ 6 〃 クビ 89．8�
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売 得 金
単勝： 15，139，400円 複勝： 25，039，500円 枠連： 発売なし
馬連： 23，708，000円 馬単： 20，894，700円 ワイド： 11，232，500円
3連複： 29，765，000円 3連単： 85，403，800円 計： 211，182，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 220円 �� 140円 �� 250円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 151394 的中 � 57959（1番人気）
複勝票数 計 250395 的中 � 95380（1番人気）� 32835（4番人気）� 62943（2番人気）
馬連票数 計 237080 的中 �� 28951（3番人気）
馬単票数 計 208947 的中 �� 12893（6番人気）
ワイド票数 計 112325 的中 �� 11120（4番人気）�� 25741（1番人気）�� 9566（5番人気）
3連複票数 計 297650 的中 ��� 47203（2番人気）
3連単票数 計 854038 的中 ��� 23572（10番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―11．3―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―45．9―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 5，7－4（1，6）2，3－8 4 5，7－4，1（2，6）3＝8

勝馬の
紹 介

イ ス ル ギ �

父 キングカメハメハ �


母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．8 阪神2着

2011．1．20生 牝2黒鹿 母 エレガンスクイーン 母母 コランディアクイン 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。

19026 7月6日 晴 稍重 （25中京3）第3日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

48 ワンダーテルヌーラ 牝3鹿 54 武 豊山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 454－ 21：25．4 1．8�
12 セイウンラードゥガ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼西山 茂行氏 河内 洋 新冠 川上牧場 436＋221：26．35 23．8�
816 ヴィトレスク 牝3芦 54 高倉 稜八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 408± 01：26．4クビ 3．7�
713 ミラフローレス 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース高野 友和 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 2 〃 クビ 10．1�
611 ピサノカルメン 牝3鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 480－ 61：26．61� 147．9�
24 エーシンタヒチ 牝3鹿 54 熊沢 重文	栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 424－ 4 〃 ハナ 97．6

47 ビックリマーチャン 牝3鹿 54

52 △中井 裕二戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 中神牧場 454＋161：26．91� 60．2�
510 サダムサロペット 牝3芦 54 川田 将雅大西 定氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 61：27．0クビ 9．4�
59 ウォーターガール 牝3栗 54 国分 優作山岡 良一氏 庄野 靖志 浦河 畔高牧場 428 ―1：27．21� 223．7
612 プントインアリア 牝3鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 408＋141：27．3� 49．0�
23 ア マ ス ト レ 牝3鹿 54 鮫島 良太門野 重雄氏 千田 輝彦 新ひだか 原口牧場 440＋121：27．5� 153．4�
714 メイショウチヨ 牝3栗 54 酒井 学松本 好雄氏 増本 豊 浦河 中島 俊明 444 ―1：27．92� 284．9�
35 サチノニベア 牝3芦 54 畑端 省吾佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 476－ 41：28．21� 44．3�
36 アイボリーベージュ 牝3栗 54 小牧 太名古屋友豊	 領家 政蔵 新冠 若林牧場 478＋161：28．3� 78．9�
815 サンジョベーゼ 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 照哉氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 468 ―1：28．51� 15．9�
11 ノードブライティア 牝3栗 54 岡田 祥嗣小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 456＋101：29．13� 245．8�
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売 得 金
単勝： 18，365，600円 複勝： 25，814，600円 枠連： 9，693，800円
馬連： 30，802，400円 馬単： 25，873，700円 ワイド： 16，819，800円
3連複： 48，737，400円 3連単： 88，110，700円 計： 264，218，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 300円 � 130円 枠 連（1－4） 1，750円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 510円 �� 180円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 183656 的中 � 83334（1番人気）
複勝票数 計 258146 的中 � 87920（1番人気）� 13271（6番人気）� 54689（2番人気）
枠連票数 計 96938 的中 （1－4） 4104（6番人気）
馬連票数 計 308024 的中 �� 11861（7番人気）
馬単票数 計 258737 的中 �� 6943（9番人気）
ワイド票数 計 168198 的中 �� 7226（6番人気）�� 31385（1番人気）�� 4318（10番人気）
3連複票数 計 487374 的中 ��� 21813（5番人気）
3連単票数 計 881107 的中 ��� 6802（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．5―48．3―1：01．1―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーテルヌーラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．12．15 阪神2着

2010．3．6生 牝3鹿 母 ワンダーバーサトル 母母 ワンダールージュ 9戦1勝 賞金 14，000，000円
※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） 2頭 バクソクワイルダー号・ヒシダイヤ号
（非抽選馬） 1頭 スズカダイヤ号

第３回 中京競馬 第３日



19027 7月6日 晴 稍重 （25中京3）第3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）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

23 ノアオーカン 牡3黒鹿56 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 468± 01：54．2 3．7�
22 ベ ロ ム 牡3栗 56

54 △中井 裕二 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 アタマ 9．8�
58 シャトーウインド 牡3黒鹿56 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 454－ 61：54．62� 3．8�
815 マ ム テ ィ 牝3黒鹿54 松山 弘平吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 450＋ 81：54．7� 42．0�
814 タガノレイサッシュ 牡3黒鹿56 福永 祐一八木 良司氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋121：55．12� 10．2�
610 ソ ン ブ レ ロ 牡3鹿 56 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 456－101：55．2クビ 13．3	
35 ユニバーサルキング �3鹿 56 熊沢 重文有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 474－ 81：55．41� 8．8

611 キングアルフォンス 牡3鹿 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 434－ 21：55．61� 31．2�
47 コマノアーティスト 牡3芦 56 川田 将雅長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 520＋181：55．7� 6．1
46 ダイシンソリッド 牡3栗 56 岡田 祥嗣大八木信行氏 平田 修 新ひだか グランド牧場 456＋ 21：55．9� 188．7�
34 ワンダーデスタン 牡3青鹿 56

53 ▲森 一馬山本 能行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 464＋ 61：56．0� 238．2�
713 サンデーミノル 牡3鹿 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500＋181：56．21� 66．7�
59 ナ ン デ ィ ン 牡3芦 56 国分 優作ニットー商事� 湯窪 幸雄 新冠 斉藤 安行 546 ―1：56．51� 75．4�
712 スズカルミナリー 牝3鹿 54 高倉 稜永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 456－ 81：57．45 176．6�
11 サンマルジュエリー 牝3鹿 54 小牧 太相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 武 牧場 474－ 41：58．14 14．5�
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売 得 金
単勝： 17，164，000円 複勝： 30，680，400円 枠連： 10，516，700円
馬連： 32，995，800円 馬単： 22，687，200円 ワイド： 18，371，900円
3連複： 51，703，200円 3連単： 77，854，600円 計： 261，973，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 220円 � 150円 枠 連（2－2） 1，670円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 470円 �� 260円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 10，830円

票 数

単勝票数 計 171640 的中 � 37228（1番人気）
複勝票数 計 306804 的中 � 64728（1番人気）� 29593（4番人気）� 62027（2番人気）
枠連票数 計 105167 的中 （2－2） 4673（8番人気）
馬連票数 計 329958 的中 �� 15423（4番人気）
馬単票数 計 226872 的中 �� 6352（7番人気）
ワイド票数 計 183719 的中 �� 9429（3番人気）�� 19990（1番人気）�� 5273（10番人気）
3連複票数 計 517032 的中 ��� 20450（2番人気）
3連単票数 計 778546 的中 ��� 5309（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．8―50．5―1：03．1―1：15．9―1：28．8―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3
・（4，8）（1，5，13）7（2，6）（3，14，10）－12，9，11，15・（1，4，8）7（5，3）10（2，13）（14，6，12）－（9，11）15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノアオーカン �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．11．17 京都2着

2010．5．13生 牡3黒鹿 母 ド ー パ ミ ン 母母 ゴールデンペレク 12戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 ワンダーデスタン号の騎手森一馬は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・13番・7番）
〔調教再審査〕 ワンダーデスタン号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。

19028 7月6日 晴 良 （25中京3）第3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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

33 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 60 平沢 健治土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 482＋ 23：18．9 8．9�
69 ゴールデンウィナー 牡4栗 60 熊沢 重文�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466－ 83：19．32� 30．9�
812� ピンクピアリス 牝5鹿 58 黒岩 悠池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 468－ 83：19．93� 19．6�
44 グッドスピード 牡5栗 60 小坂 忠士�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 476－ 63：21．28 7．6�
11 タッチドヘヴンリー 牡5鹿 60 北沢 伸也谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 514－ 23：21．62� 2．6�
57 � ネオファッショ 牡5鹿 60 難波 剛健西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 486＋ 23：22．55 7．9	
45 アプフェルヴァイン 牝4鹿 58 植野 貴也下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 436－ 23：23．13� 145．2

68 � アスターコリント 牡4黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 530－ 43：23．52� 3．7�
56 レッドアーヴィング 	4栗 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 33：24．56 23．8�
710 ユキノサイレンス 牡6鹿 60 白浜 雄造ロイヤルパーク 浜田多実雄 日高 浜本牧場 464＋103：31．4大差 76．5
22 オースミマリオン 牡6栗 60 高田 潤�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 484－123：32．46 29．4�
711 キクノフレヴァン 牡7鹿 60 中村 将之菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 490± 0 （競走中止） 32．1�
813 メイショウカルロ 牡5鹿 60

57 ▲森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 452－ 6 （競走中止） 84．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，752，700円 複勝： 23，349，500円 枠連： 8，486，000円
馬連： 25，348，300円 馬単： 19，981，600円 ワイド： 14，156，200円
3連複： 41，579，600円 3連単： 72，208，800円 計： 219，862，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 270円 � 1，060円 � 620円 枠 連（3－6） 1，820円

馬 連 �� 19，070円 馬 単 �� 23，490円

ワ イ ド �� 4，960円 �� 2，260円 �� 11，590円

3 連 複 ��� 104，730円 3 連 単 ��� 498，040円

票 数

単勝票数 計 147527 的中 � 13184（5番人気）
複勝票数 計 233495 的中 � 26402（5番人気）� 5220（10番人気）� 9513（6番人気）
枠連票数 計 84860 的中 （3－6） 3444（7番人気）
馬連票数 計 253483 的中 �� 981（39番人気）
馬単票数 計 199816 的中 �� 628（59番人気）
ワイド票数 計 141562 的中 �� 700（36番人気）�� 1570（20番人気）�� 297（61番人気）
3連複票数 計 415796 的中 ��� 293（135番人気）
3連単票数 計 722088 的中 ��� 107（666番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 53．9－3F 40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」
1
�

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

・（12，6）（10，9）－1（3，4）8，7＝2＝5－11・（6，9）（12，1，3）－8，7－4＝5＝10＝2＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤマニンメダイユ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2011．11．13 京都4着

2009．5．5生 牡4鹿 母 エムエヌメロディー 母母 ムーンセレナード 障害：2戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走中止〕 メイショウカルロ号は，1周目1号障害〔ハードル〕飛越の際，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。

キクノフレヴァン号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キクノフレヴァン号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目5号障害手前で競走を中止したことについ

て平成25年7月7日から平成25年7月28日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。



19029 7月6日 晴 良 （25中京3）第3日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時20分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：25．0
1：23．1

不良
重

78 ローブデソワ 牝2栗 54 浜中 俊有限会社シルク今野 貞一 安平 ノーザンファーム 466 ―1：27．2 8．8�
11 グラナディラ 牝2鹿 54 幸 英明水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 508 ―1：27．3� 3．0�
67 トラディション 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488 ― 〃 クビ 2．0�
810 ハ ッ シ ュ 牝2芦 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ―1：27．72� 36．7�
22 シ ゲ ル ウ ゴ 牡2青鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 石川 栄一 512 ―1：28．65 26．9�
66 アームストロング 牡2鹿 54 福永 祐一前原 敏行氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 440 ― 〃 ハナ 14．3	
811 ウインマティーニ 牡2鹿 54 川田 将雅�ウイン 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 446 ―1：29．23� 32．7

44 エントラール 牡2鹿 54 小牧 太藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484 ―1：30．05 99．0�
55 シンゼンタイガ 牡2栗 54 武 幸四郎原 司郎氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 474 ―1：30．74 10．6�
33 シ ュ テ ル ケ 牡2栗 54 和田 竜二山口 敦広氏 鈴木 孝志 浦河 田中スタッド 478 ―1：31．23 55．9
79 ワキノマーチ 牡2栗 54 太宰 啓介脇山 良之氏 川村 禎彦 新ひだか 広田牧場 458 ―1：33．3大差 196．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，165，700円 複勝： 29，176，300円 枠連： 9，614，600円
馬連： 35，870，600円 馬単： 32，365，100円 ワイド： 17，881，000円
3連複： 48，829，100円 3連単： 105，163，600円 計： 303，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 170円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 1，490円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 360円 �� 300円 �� 170円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 241657 的中 � 21860（3番人気）
複勝票数 計 291763 的中 � 30095（3番人気）� 78991（2番人気）� 94570（1番人気）
枠連票数 計 96146 的中 （1－7） 4780（7番人気）
馬連票数 計 358706 的中 �� 18628（5番人気）
馬単票数 計 323651 的中 �� 6439（15番人気）
ワイド票数 計 178810 的中 �� 10665（3番人気）�� 13743（2番人気）�� 33082（1番人気）
3連複票数 計 488291 的中 ��� 51300（1番人気）
3連単票数 計1051636 的中 ��� 8607（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．5―49．4―1：02．3―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローブデソワ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Gone West 初出走

2011．4．11生 牝2栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワキノマーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月6日まで平地競走

に出走できない。

19030 7月6日 晴 良 （25中京3）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

816 ダイワユニティー 牝3黒鹿54 武 豊大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 458± 02：04．9 1．5�
817 クリアモーメント 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 62：05．11 10．2�
612 テイエムレオネッサ 牝3栗 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 454－ 6 〃 クビ 51．8�
714 メイショウエゾフジ 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 468＋ 2 〃 ハナ 5．7�
611 キ ク ヒ メ 牝3鹿 54 高田 潤玉井 宏和氏 吉村 圭司 新ひだか 藤原牧場 446＋ 22：05．41� 106．9�
47 ダノングラッド 牡3鹿 56 川田 将雅	ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 432± 02：05．61� 38．9

715 ディオーサシチー 牝3鹿 54 藤岡 康太 	友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 468＋12 〃 アタマ 16．6�
35 サトノエクセル 牡3黒鹿56 高倉 稜里見 治氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 82：05．7	 17．0�
510 パワーローラン 牡3栗 56 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 446＋ 82：05．91� 26．4
48 キクノドラゴン 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼菊池 五郎氏 野中 賢二 日高 メイプルファーム 428－ 82：06．11	 222．9�
36 トレザイール 牡3鹿 56 池添 謙一幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 折手牧場 496＋102：06．31� 49．4�
59 サワヤカハンサム 牡3栗 56

53 ▲森 一馬永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 414＋ 42：06．51	 274．9�
24 メガモンスター 牡3鹿 56 武 幸四郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 410± 02：06．6クビ 45．8�
713 ビッグガーネット 牝3鹿 54 国分 優作�ビッグ 松永 幹夫 日高 ナカノファーム 470－ 4 〃 ハナ 418．2�
23 メイショウユウスゲ 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二松本 好雄氏 中村 均 新ひだか 落合 一巳 B468－ 8 〃 クビ 111．7�
818 カヤトースト 
3栗 56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス	 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 B508－ 22：07．45 259．2�
11 コスモワンダー 牝3黒鹿54 酒井 学 �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 450－ 42：07．5	 166．4�
12 ク ロ ー ネ 牡3鹿 56 和田 竜二�辻牧場 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 496 ―2：09．7大差 176．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，395，400円 複勝： 57，813，500円 枠連： 14，437，500円
馬連： 42，117，600円 馬単： 36，788，100円 ワイド： 22，894，200円
3連複： 59，160，800円 3連単： 125，901，700円 計： 381，508，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 280円 � 780円 枠 連（8－8） 590円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，000円 �� 6，040円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 17，950円

票 数

単勝票数 計 223954 的中 � 124218（1番人気）
複勝票数 計 578135 的中 � 376102（1番人気）� 26059（3番人気）� 7276（10番人気）
枠連票数 計 144375 的中 （8－8） 18102（2番人気）
馬連票数 計 421176 的中 �� 53231（2番人気）
馬単票数 計 367881 的中 �� 37561（2番人気）
ワイド票数 計 228942 的中 �� 18919（2番人気）�� 5432（10番人気）�� 841（42番人気）
3連複票数 計 591608 的中 ��� 5635（21番人気）
3連単票数 計1259017 的中 ��� 5178（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―38．2―52．1―1：05．2―1：17．8―1：29．6―1：41．0―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワユニティー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2013．2．17 東京7着

2010．3．6生 牝3黒鹿 母 グラッブユアハート 母母 Kelly Amber 7戦1勝 賞金 9，700，000円
〔騎手変更〕 ビッグガーネット号の騎手鮫島良太は，病気のため国分優作に変更。
〔発走状況〕 コスモワンダー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 コスミックワンダー号・マルティナ号



19031 7月6日 晴 良 （25中京3）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時20分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

510 ショウリュウバイオ 牡3栗 56 福永 祐一バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－ 61：23．3 3．5�
713 ウルトラサウンド 牡3鹿 56 池添 謙一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：23．51� 46．0�
715 エーシンケツァール 牝3鹿 54 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 422＋121：23．71� 14．8�
817 ベストブレーン 牡3鹿 56 川田 将雅寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 482－ 4 〃 クビ 3．7�
818 マコトラヴィッサン 牝3青鹿54 国分 優作尾田左知子氏 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 452＋101：23．8� 48．5�
24 ファインスマッシュ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣	須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 436＋ 8 〃 クビ 262．3

36 サンライズムーン 牡3鹿 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 490－121：23．9� 8．8�
612 リッシュレーヴ 牡3鹿 56 武 豊山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 468－ 21：24．0クビ 5．2�
611 ラッキーレディ 牝3鹿 54 武 幸四郎廣崎 玲子氏 千田 輝彦 浦河 岡本牧場 402－ 81：24．42� 248．7
35 キ チ 牡3栗 56 和田 竜二飯田 吉哉氏 南井 克巳 浦河 川越ファーム 454± 01：24．5� 65．9�
12 パラッパラッパー 牡3鹿 56 松山 弘平西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 杵臼斉藤牧場 470－ 41：24．71� 10．8�
816 テイエムシシーポス 牡3鹿 56 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 456－161：24．8� 55．3�
714 オーネットサクセス 牝3鹿 54 浜中 俊醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 436－ 21：24．9� 9．2�
11 シゲルリブラ 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬 �ブルアンドベア 田中 章博 新冠 中央牧場 438＋141：25．0� 166．0�
59 ライブリヘイロー 牝3鹿 54 水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 456＋ 21：25．1� 379．5�
48 ビーチブレイブ 牡3芦 56 酒井 学谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 486 ―1：25．41� 40．0�
47 アグネスサクシード 牡3芦 56

54 △中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 442 ―1：26．25 95．0�
（17頭）

23 マイネルラメール 牡3鹿 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，234，500円 複勝： 38，220，900円 枠連： 14，445，400円
馬連： 45，394，500円 馬単： 28，612，900円 ワイド： 23，063，600円
3連複： 65，565，700円 3連単： 97，914，700円 計： 334，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 1，000円 � 400円 枠 連（5－7） 850円

馬 連 �� 8，230円 馬 単 �� 11，550円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 1，120円 �� 9，320円

3 連 複 ��� 39，150円 3 連 単 ��� 188，680円

票 数

単勝票数 差引計 212345（返還計 110） 的中 � 48803（1番人気）
複勝票数 差引計 382209（返還計 272） 的中 � 86535（1番人気）� 7754（9番人気）� 22603（7番人気）
枠連票数 差引計 144454（返還計 3 ） 的中 （5－7） 12640（4番人気）
馬連票数 差引計 453945（返還計 370） 的中 �� 4075（25番人気）
馬単票数 差引計 286129（返還計 208） 的中 �� 1829（39番人気）
ワイド票数 差引計 230636（返還計 241） 的中 �� 2728（20番人気）�� 5243（14番人気）�� 591（59番人気）
3連複票数 差引計 655657（返還計 966） 的中 ��� 1236（94番人気）
3連単票数 差引計 979147（返還計 1621） 的中 ��� 383（440番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．3―48．3―59．7―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 14，16（18，13）6，10（5，1，17）（2，12）（8，15）4（7，11）9 4 14（16，13）－（6，18）（5，10，17）1，12，2（8，15）（7，4）－11，9

勝馬の
紹 介

ショウリュウバイオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．12．22 阪神4着

2010．2．27生 牡3栗 母 シアリアスバイオ 母母 コミニュケーション 7戦1勝 賞金 8，860，000円
〔出走取消〕 マイネルラメール号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 ハッピーポケット号・メイショウゲンナイ号

19032 7月6日 晴 良 （25中京3）第3日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

44 アドマイヤギャラン 牝4青鹿55 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 476－ 22：02．7 2．6�
33 ゴールドテーラー 牝3栗 52 国分 優作中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 412± 02：02．8� 7．8�
68 マイネアルナイル 牝4青鹿 55

53 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 4 〃 クビ 8．0�

710 アルアマーナ 牝4鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 428± 02：03．12 15．3�
711 ウインクルキラリ 牝3栗 52 熊沢 重文塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 458＋ 2 〃 ハナ 29．5	
69 オーキッドレイ 牝3鹿 52 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 458＋122：03．41� 3．7

11 テーオーヴィーナス 牝4鹿 55 藤岡 康太小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 422＋ 82：03．61 102．3�
56 エスターブレ 牝3栗 52 幸 英明草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 448＋ 6 〃 クビ 16．1�
812 ディープストーリー 牝3青 52 浜中 俊有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 430－ 82：03．7� 7．0
57 � ヒシアルコル 牝4鹿 55 小坂 忠士阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 450－ 22：04．02 143．3�
45 � アカネチャン 牝4鹿 55 武 幸四郎泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 450－ 42：04．53 87．4�
813� エリモフェアリー 牝4黒鹿55 小牧 太山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 482＋362：04．6� 102．1�
22 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 426＋122：12．8大差 651．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，792，100円 複勝： 47，532，900円 枠連： 13，698，300円
馬連： 55，041，600円 馬単： 35，604，500円 ワイド： 26，612，400円
3連複： 72，215，600円 3連単： 130，201，300円 計： 408，698，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 200円 � 190円 枠 連（3－4） 860円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 370円 �� 420円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 9，520円

票 数

単勝票数 計 277921 的中 � 86951（1番人気）
複勝票数 計 475329 的中 � 125860（1番人気）� 53178（5番人気）� 60226（3番人気）
枠連票数 計 136983 的中 （3－4） 11859（3番人気）
馬連票数 計 550416 的中 �� 43222（3番人気）
馬単票数 計 356045 的中 �� 16810（4番人気）
ワイド票数 計 266124 的中 �� 19121（2番人気）�� 16245（4番人気）�� 7185（13番人気）
3連複票数 計 722156 的中 ��� 21726（8番人気）
3連単票数 計1302013 的中 ��� 10094（23番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．4―13．0―12．5―12．3―12．6―12．0―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．7―49．7―1：02．2―1：14．5―1：27．1―1：39．1―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6
1
3
11－（5，13）（9，10）（2，6，12）－（8，4）3，1，7
11－（5，1）（13，10）（9，12，7）（6，4）（2，8，3）

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤギャラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ダイナマイトダディ デビュー 2012．1．9 京都4着

2009．3．15生 牝4青鹿 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク 9戦2勝 賞金 18，260，000円
〔その他〕 ナーゴナーゴサユリ号は，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。
※アカネチャン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



19033 7月6日 晴 良 （25中京3）第3日 第9競走 ��
��1，800�

ちゃうすやまこうげん

茶臼山高原特別
発走14時25分 （ダート・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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

23 プルーフポジティブ 牡4黒鹿57 幸 英明山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 456－121：51．4 15．1�
11 シンゼンレンジャー 牡4黒鹿57 福永 祐一原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 484± 01：51．61� 5．0�
48 リーゼントブルース 牡4芦 57 武 豊三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B474± 01：51．91	 2．9�
24 セトノミッシー 牝3鹿 52 和田 竜二難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 01：52．21	 57．3�
713
 リアライズナマステ 牡4栗 57 川田 将雅工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470＋ 41：52．41� 9．3�
36 ドリームチャージ 牡4鹿 57 国分 優作青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 462－ 21：52．5� 274．8�
47 ワルトユニヴァース 牡6栗 57 高倉 稜的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 454＋ 6 〃 同着 237．2	
35 アクシーバンダム 牡4黒鹿57 松山 弘平山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 452－ 4 〃 クビ 23．1

12 メイショウアイアン 牡3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 藤沢牧場 500＋ 41：53．03 5．9�
59 サーシスリーフ 牡3鹿 54 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 476＋ 41：53．31	 81．9
510 デンコウアクティブ 牡4鹿 57 小牧 太田中 康弘氏 坂口 正則 日高 瀬戸牧場 510± 01：53．4クビ 18．0�
611 アーサーバローズ 牡4栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 474＋ 21：53．93 4．7�
816 ハ ー デ ス 牡3青 54 藤岡 康太�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 478－101：54．75 112．8�
815 レッドクラーケン 牡3鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 482－ 61：54．91� 119．1�
714 バンブーデルピエロ 牡3鹿 54 宮崎 北斗�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 470－ 81：55．11� 369．5�
612 シゲルリンゴ 牝4栗 55 熊沢 重文森中 蕃氏 田中 章博 新ひだか 前田 宗将 444＋ 4 〃 ハナ 372．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，992，300円 複勝： 52，445，700円 枠連： 21，226，800円
馬連： 73，227，900円 馬単： 45，844，100円 ワイド： 33，750，000円
3連複： 100，669，300円 3連単： 167，506，400円 計： 525，662，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 360円 � 170円 � 140円 枠 連（1－2） 1，650円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 900円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 34，000円

票 数

単勝票数 計 309923 的中 � 16245（6番人気）
複勝票数 計 524457 的中 � 27858（7番人気）� 90882（2番人気）� 120188（1番人気）
枠連票数 計 212268 的中 （1－2） 9533（6番人気）
馬連票数 計 732279 的中 �� 15454（14番人気）
馬単票数 計 458441 的中 �� 4337（32番人気）
ワイド票数 計 337500 的中 �� 7471（14番人気）�� 8939（10番人気）�� 21718（3番人気）
3連複票数 計1006693 的中 ��� 22297（11番人気）
3連単票数 計1675064 的中 ��� 3636（122番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．5―12．4―12．3―12．7―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．1―48．5―1：00．8―1：13．5―1：26．2―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プルーフポジティブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．1．15 小倉8着

2009．4．9生 牡4黒鹿 母 ヒシセーブル 母母 ヒシレイホウ 14戦3勝 賞金 27，906，000円
〔騎手変更〕 サーシスリーフ号の騎手鮫島良太は，病気のため太宰啓介に変更。
※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 ケイワイツヨシ号・ベストリガーズ号・メイショウドゥーマ号
（非抽選馬） 3頭 ゴールデンアタック号・バシリクス号・ミルクディッパー号

19034 7月6日 晴 良 （25中京3）第3日 第10競走 ��
��1，400�

こ う ら ん け い

香 嵐 渓 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

23 ナリタスーパーワン 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 61：23．2 1．7�

714 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 太宰 啓介�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 480－ 2 〃 ハナ 107．5�
36 デンコウデア 牝4黒鹿55 松山 弘平田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 456－ 61：23．3� 23．3�
510 カリスマサンスカイ 牡5鹿 57 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B518－141：23．51	 36．8�
815 コスタアレグレ 牡3栗 54 川田 将雅安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 474－ 2 〃 クビ 13．2	
611
� クールヴェント 牡5鹿 57 中井 裕二櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 512＋ 41：23．6クビ 335．1

35 � スプリングオスロ 牡6鹿 57 酒井 学加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 508－ 2 〃 アタマ 260．5�
12 � リアリーサムシング 牡5栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 484± 0 〃 アタマ 112．1�
713 ラ パ ヌ イ 牝5鹿 55 小牧 太青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B492＋ 81：23．7� 109．9
48 � メモリーパーミット 牡6栗 57 池添 謙一�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 516＋ 4 〃 ハナ 149．1�
59 エアカーネリアン 牡5黒鹿57 浜中 俊 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 482－ 61：23．8� 33．2�
816 ピュアマリーン 牝7栗 55 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 浦河 山本牧場 456＋121：23．9� 621．7�
612
 レアヴェントゥーレ 牡3芦 54 和田 竜二小田 吉男氏 森 秀行 米 SyBon Racing

Stable LLC 540－ 6 〃 ハナ 9．3�
47 キクノストーム 牡4鹿 57 宮崎 北斗菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 482－ 41：24．1� 7．1�
11 
 ベストサーパス 牡4栗 57 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc 490＋ 21：24．31� 6．0�
24 シンコープリンス 牡6青鹿57 幸 英明豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 460－ 4 〃 クビ 49．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，703，100円 複勝： 94，026，600円 枠連： 24，096，400円
馬連： 111，968，700円 馬単： 77，296，600円 ワイド： 48，848，300円
3連複： 145，059，200円 3連単： 298，749，300円 計： 843，748，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，060円 � 340円 枠 連（2－7） 2，310円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 530円 �� 10，590円

3 連 複 ��� 19，630円 3 連 単 ��� 91，490円

票 数

単勝票数 計 437031 的中 � 210971（1番人気）
複勝票数 計 940266 的中 � 466271（1番人気）� 12051（10番人気）� 44582（5番人気）
枠連票数 計 240964 的中 （2－7） 7721（8番人気）
馬連票数 計1119687 的中 �� 16232（13番人気）
馬単票数 計 772966 的中 �� 8019（19番人気）
ワイド票数 計 488483 的中 �� 6434（18番人気）�� 24700（4番人気）�� 1068（61番人気）
3連複票数 計1450592 的中 ��� 5454（50番人気）
3連単票数 計2987493 的中 ��� 2410（219番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．0―12．1―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．8―33．8―45．9―58．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスーパーワン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．22 中京2着

2009．5．8生 牡4鹿 母 マルセイユキャット 母母 ストレイキャット 11戦4勝 賞金 51，875，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 リアリーサムシング号の騎手鮫島良太は，病気のため国分優作に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウォーターサムデイ号・スズカジョンブル号
（非抽選馬）12頭 アテーナーズブレス号・アルベルティ号・イッツアチャンス号・エーシンボダイジュ号・カシノインカローズ号・

ゴッドツェッペリン号・ジャパンプライド号・タンスチョキン号・ピンクデージー号・ホンインボウ号・
ラヴフェアリー号・リックムファサ号



19035 7月6日 晴 良 （25中京3）第3日 第11競走 ��
��1，400�

とよあけ

豊明ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．7．7以降25．6．30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

豊明市長賞（1着）
賞 品

本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：20．0
1：19．0

良
良

11 プリムラブルガリス 牡3鹿 53 小牧 太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 468－ 61：21．3 3．6�
713 オ リ ー ビ ン 牡4栗 58．5 川田 将雅吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 462－101：21．51� 9．0�
714 ネオザウイナー 牡5青鹿55 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋12 〃 クビ 8．2�
23 サイレントソニック 牝5黒鹿53 武 豊細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 452－ 21：21．71� 13．1�
36 	 ノーブルジュエリー 牝5黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 500－101：21．8クビ 4．6�
24 エスピナアスール 牝6黒鹿53 国分 優作青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 472－ 4 〃 クビ 49．8	
715 タイキエイワン 牝6黒鹿51 酒井 学�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 452－ 81：21．9クビ 105．7

818 ラトルスネーク 牡5黒鹿56 浜中 俊吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 504－ 61：22．0
 3．8�
48 	 ロードロックスター 牡7鹿 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 510＋ 2 〃 クビ 25．8
35 ホーカーテンペスト 牡4栗 57．5 熊沢 重文 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492－ 41：22．31
 31．2�
817	 ブルーデインヒル 牡8鹿 53 畑端 省吾 �ブルーマネジメント服部 利之 米 Britton House

Stud Ltd. 498＋ 41：22．4� 443．8�
510 シゲルスダチ 牡4芦 57．5 藤岡 康太森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 420－12 〃 クビ 61．9�
612 ラインジェシカ 牝6栗 53 幸 英明大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 502± 01：22．61 85．5�
47 サニーヘイロー 牝5栗 52 和田 竜二宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 460－ 4 〃 ハナ 52．1�
12 サザンスターディ 牡7鹿 53 岡田 祥嗣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 514－10 〃 ハナ 166．5�
816� オールブランニュー 牝7黒鹿52 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 464－ 8 〃 ハナ 124．1�
59 イセノスバル 牡7青 53 高倉 稜大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 516－ 21：22．7クビ 129．0�
611 ニジブルーム 牡5芦 54 中井 裕二横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 494＋ 21：22．8
 80．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，058，700円 複勝： 96，795，500円 枠連： 51，013，300円
馬連： 216，235，400円 馬単： 114，059，700円 ワイド： 77，801，900円
3連複： 301，291，400円 3連単： 533，196，900円 計： 1，448，452，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 280円 � 250円 枠 連（1－7） 810円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 900円 �� 750円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 19，520円

票 数

単勝票数 計 580587 的中 � 129557（1番人気）
複勝票数 計 967955 的中 � 181535（2番人気）� 80951（5番人気）� 97055（4番人気）
枠連票数 計 510133 的中 （1－7） 46833（3番人気）
馬連票数 計2162354 的中 �� 83405（7番人気）
馬単票数 計1140597 的中 �� 26739（10番人気）
ワイド票数 計 778019 的中 �� 21231（10番人気）�� 26091（7番人気）�� 17697（12番人気）
3連複票数 計3012914 的中 ��� 51088（13番人気）
3連単票数 計5331969 的中 ��� 20167（52番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．9―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．4―46．3―57．8―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 2，8－3－6－（4，14）13（1，7）－10（9，12，15）（5，17）－（11，16）18 4 2，8－3，6（4，14）（1，13）7（10，15）（9，12）（5，17）－（11，16）－18

勝馬の
紹 介

プリムラブルガリス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．5 小倉3着

2010．2．25生 牡3鹿 母 プリムローズイヴ 母母 オ エ ノ セ ラ 10戦4勝 賞金 63，433，000円
〔騎手変更〕 サニーヘイロー号の騎手鮫島良太は，病気のため和田竜二に変更。
※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 ザサンデーフサイチ号・トゥザサミット号・ノーブルディード号

19036 7月6日 晴 良 （25中京3）第3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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

59 テ ン ペ ル 牡5黒鹿57 浜中 俊山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472－121：35．9 5．1�
24 デウスウルト �5黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460－10 〃 アタマ 2．7�
612 アドマイヤキンカク 牡3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434－ 21：36．32	 4．2�
47 ナムラケンシロウ 牡3栃栗54 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 440－ 4 〃 クビ 237．8�
12 ピ ン ポ ン 牡3鹿 54 武 豊小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 442＋ 2 〃 アタマ 8．2�
815 ロ ノ 牡4黒鹿57 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 456＋ 41：36．4クビ 10．0	
23 マイネルオラシオン 牡4黒鹿57 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 458－14 〃 ハナ 113．0

36 タガノグーフォ �4黒鹿57 松山 弘平八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 470± 01：36．5クビ 25．4�
714 エクスクライム 牡4栗 57 小牧 太前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 440－10 〃 クビ 14．0�
611 ピースフルアース 牡5鹿 57 太宰 啓介 社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム B466＋ 21：36．6
 32．2�
510� レイトライザー 牡3黒鹿54 酒井 学中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 436－ 1 〃 クビ 375．0�
48 トップエトワール 牡3芦 54 和田 竜二宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 490＋ 21：36．81 34．9�
816 メイショウアルザス 牡4鹿 57

54 ▲岩崎 翼松本 好�氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 460＋101：36．9
 87．6�
11 � シセイギンガ 牡7青 57 幸 英明猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 456＋ 61：37．21
 39．5�
713 ウォーターサウンド 牡6栗 57

55 △中井 裕二山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B472± 0 〃 ハナ 528．6�
35 � シゲルアンドロメダ 牝3鹿 52 国分 優作森中 蕃氏 坂口 正則 米 Jeremy

Peskoff 468＋ 61：37．73 99．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，916，700円 複勝： 68，312，500円 枠連： 23，905，000円
馬連： 102，921，100円 馬単： 60，816，700円 ワイド： 45，001，300円
3連複： 136，055，400円 3連単： 260，360，400円 計： 738，289，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連（2－5） 570円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 260円 �� 350円 �� 280円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 409167 的中 � 63515（3番人気）
複勝票数 計 683125 的中 � 99647（3番人気）� 178048（1番人気）� 126979（2番人気）
枠連票数 計 239050 的中 （2－5） 31388（1番人気）
馬連票数 計1029211 的中 �� 129636（1番人気）
馬単票数 計 608167 的中 �� 29047（4番人気）
ワイド票数 計 450013 的中 �� 44876（1番人気）�� 30190（3番人気）�� 41363（2番人気）
3連複票数 計1360554 的中 ��� 103437（1番人気）
3連単票数 計2603604 的中 ��� 32381（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．1―48．6―1：00．8―1：12．5―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テ ン ペ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zieten デビュー 2011．4．3 阪神1着

2008．4．1生 牡5黒鹿 母 シ ー ズ ア ン 母母 Sunset Cafe 11戦2勝 賞金 22，359，000円
〔騎手変更〕 タガノグーフォ号の騎手鮫島良太は，病気のため松山弘平に変更。
※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 アカネチャン号・ゼウス号



（25中京3）第3日 7月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 177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 手 当

178，260，000円
10，160，000円
1，680，000円
15，690，000円
63，053，000円
5，228，600円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
334，680，200円
589，207，900円
201，133，800円
795，631，900円
520，824，900円
356，433，100円
1，100，631，700円
2，042，572，200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 5，941，115，700円

総入場人員 13，061名 （有料入場人員 11，931名）
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