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19061 7月20日 晴 稍重 （26中京3）第6日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

57 グレイトチャーター 牡2鹿 54 福永 祐一�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464－ 21：24．7 1．6�

34 ゼンノイザナギ 牡2栗 54 北村 友一大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 478＋ 41：24．8� 7．4�
33 マイネルレハイム 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 2 〃 クビ 19．8�
58 ニシノクラレット 牝2栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 442－ 4 〃 ハナ 13．1�
22 ビットレート 牝2栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：25．43� 4．9	
711 ニホンピロヘーラー 牝2鹿 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 484－ 21：25．93 23．6

610 スズカプレスト 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬永井 啓弍氏 橋田 満 洞	湖 レイクヴィラファーム 434－ 61：26．0
 72．1�
69 カジノプレイヤー 牡2栗 54 太宰 啓介吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 アタマ 31．1�
712 ソ ニ ッ ク 牝2栗 54

51 ▲岩崎 翼�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 422＋ 21：26．1� 227．3
11 � シゲルエベッサン 牡2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 472－ 21：26．52� 30．8�
46 テイエムヤンチャボ 牝2芦 54 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 422＋141：27．35 219．4�
813 ウインユニファイド 牡2黒鹿54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 61：27．4クビ 154．2�
814 ワンダーショット 牡2鹿 54

51 ▲義 英真 �サンデーレーシング 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 21：28．89 45．5�

45 ヴァルディスーザ 牡2栗 54 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 546＋ 61：29．11
 57．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，289，100円 複勝： 56，653，600円 枠連： 10，559，900円
馬連： 36，795，800円 馬単： 28，770，800円 ワイド： 20，337，600円
3連複： 55，755，600円 3連単： 96，302，400円 計： 326，464，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 210円 枠 連（3－5） 380円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 290円 �� 490円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 212891 的中 � 104255（1番人気）
複勝票数 計 566536 的中 � 368675（1番人気）� 39378（3番人気）� 25424（4番人気）
枠連票数 計 105599 的中 （3－5） 21509（2番人気）
馬連票数 計 367958 的中 �� 42504（2番人気）
馬単票数 計 287708 的中 �� 23427（2番人気）
ワイド票数 計 203376 的中 �� 20415（2番人気）�� 10544（4番人気）�� 3946（12番人気）
3連複票数 計 557556 的中 ��� 17841（6番人気）
3連単票数 計 963024 的中 ��� 12712（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―47．5―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイトチャーター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．7．5 中京2着

2012．3．31生 牡2鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーショット号・ヴァルディスーザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

8月20日まで平地競走に出走できない。

19062 7月20日 晴 稍重 （26中京3）第6日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （芝・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
1：08．0
1：06．5

良
良

24 ラ ヴ ィ オ リ 牝3黒鹿54 高倉 稜星野 祐介氏 鈴木 孝志 日高 西野 春樹 444＋ 41：11．2 10．5�
818 グッドイヴニング 牝3鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 2 〃 ハナ 2．9�
816 ポ ー シ ア 牝3鹿 54 福永 祐一 �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 394－ 61：11．62� 7．9�
35 ステイブレイズ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 462－ 2 〃 クビ 9．2�
11 ルールビクトリア 牝3栗 54 松山 弘平儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 468－ 2 〃 アタマ 9．7	
59 ヤマニンバステト 牝3鹿 54 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448± 01：12．13 3．5

510 ダッシャーレーヌ 牝3鹿 54 北村 友一芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 394＋ 21：12．2� 26．2�
47 エイユーチャキーラ 牝3鹿 54 国分 恭介笹部 和子氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 410＋ 21：12．3クビ 23．5�
714 メイショウワザクラ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 446－ 2 〃 ハナ 70．1
611 スマイルユニバンス 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 アタマ 36．8�
713 タガノエスガール 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444－ 21：12．4� 163．4�

12 プルメリアアスク 牝3栗 54
51 ▲松若 風馬廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 432＋ 61：12．5クビ 35．6�

36 ワンダートロワ 牝3鹿 54 小牧 太山本 能行氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 434＋161：12．71� 157．8�
48 イエスオッケー 牝3鹿 54

51 ▲義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 472＋14 〃 ハナ 143．8�
715 ローゼルキュート 牝3鹿 54 岡田 祥嗣村上 稔氏 佐藤 正雄 日高 松平牧場 488＋261：12．9� 252．0�
23 サマーヴィーナス 牝3鹿 54 太宰 啓介セゾンレースホース� 加用 正 むかわ 市川牧場 462－ 31：13．0� 131．2�
612 リッカウエスト 牝3栗 54 和田 竜二立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 386＋221：15．1大差 200．4�
817 グランドデイム 牝3鹿 54 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B456－ 41：16．37 70．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，965，900円 複勝： 32，511，600円 枠連： 12，729，800円
馬連： 41，763，000円 馬単： 24，627，600円 ワイド： 22，764，400円
3連複： 57，170，000円 3連単： 81，885，500円 計： 292，417，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 280円 � 140円 � 240円 枠 連（2－8） 1，170円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，410円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 24，030円

票 数

単勝票数 計 189659 的中 � 14431（6番人気）
複勝票数 計 325116 的中 � 24566（5番人気）� 79923（1番人気）� 31065（3番人気）
枠連票数 計 127298 的中 （2－8） 8383（5番人気）
馬連票数 計 417630 的中 �� 22666（5番人気）
馬単票数 計 246276 的中 �� 4343（15番人気）
ワイド票数 計 227644 的中 �� 9969（5番人気）�� 3865（17番人気）�� 13893（2番人気）
3連複票数 計 571700 的中 ��� 12806（7番人気）
3連単票数 計 818855 的中 ��� 2470（65番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―11．7―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．5―47．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ィ オ リ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2013．8．25 小倉8着

2011．3．29生 牝3黒鹿 母 バンビーナピノ 母母 リトミコバンブー 5戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカウエスト号・グランドデイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月

20日まで平地競走に出走できない。

第３回 中京競馬 第６日



19063 7月20日 晴 稍重 （26中京3）第6日 第3競走 ��
��1，200�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
1：10．1
1：08．7

重
重

47 � ゼ ア ミ 牡3芦 56 Z．パートン有限会社シルク音無 秀孝 米 Barnett Sta-
bles LLC 528＋ 21：10．9 1．8�

（香港）

59 ニホンピロディール 牝3栗 54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 440－ 61：11．11� 9．7�
23 アサカファルコン 牡3鹿 56 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 480－ 21：11．84 9．0�
24 ナリタモード 牝3栗 54 幸 英明�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448± 01：11．9	 6．3�
35 ダンツトーラス 牡3栗 56 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 水上 習孝 490± 01：12．32� 22．2	
12 タガノハウリング 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 21：12．61	 7．9

816 メイショウヒコボシ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 522± 01：12．81� 31．2�
11 ピースマーク 牡3鹿 56 国分 恭介小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 506－ 2 〃 クビ 347．2�
815 ストレイトウェザー 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 原 フアーム 492－ 81：12．9クビ 254．4
611 スズカローラー 牝3鹿 54 北村 友一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452＋ 21：13．0� 67．0�
713� ディプロムソング 牡3芦 56

53 ▲松若 風馬林 正道氏 矢作 芳人 米 Southern Equine
Stables, LLC 472－ 41：13．1	 13．5�

714 ペプチドムーン 牡3栗 56
53 ▲岩崎 翼沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 470＋ 61：13．2クビ 89．5�

48 ティーエスキセキ 牡3鹿 56
53 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472－121：13．73 348．4�

36 ジョーリブラン 牝3鹿 54 藤懸 貴志上田けい子氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 406± 0 〃 クビ 119．3�
510 ビバヤングメン 牡3鹿 56 熊沢 重文池住 節子氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 512－ 61：13．8クビ 266．0�
612 ケージーファスリ 牡3鹿 56 筒井 勇介川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 470－161：14．11	 232．9�

（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，435，000円 複勝： 58，257，700円 枠連： 12，961，200円
馬連： 45，799，300円 馬単： 32，843，500円 ワイド： 24，942，900円
3連複： 65，554，800円 3連単： 110，810，200円 計： 377，604，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 160円 枠 連（4－5） 1，250円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 360円 �� 330円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 7，210円

票 数

単勝票数 計 264350 的中 � 116228（1番人気）
複勝票数 計 582577 的中 � 307439（1番人気）� 31544（5番人気）� 56115（2番人気）
枠連票数 計 129612 的中 （4－5） 8013（4番人気）
馬連票数 計 457993 的中 �� 32440（4番人気）
馬単票数 計 328435 的中 �� 16680（4番人気）
ワイド票数 計 249429 的中 �� 18393（4番人気）�� 20416（3番人気）�� 5499（12番人気）
3連複票数 計 655548 的中 ��� 22483（8番人気）
3連単票数 計1108102 的中 ��� 11129（17番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．1―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．7―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．3
3 ・（4，7）9（2，13）12，5，11，15（3，10）（8，16）14，1－6 4 ・（4，7）9，2，13（5，12）（3，11）（10，15）－16－（8，14）－1－6

勝馬の
紹 介

�ゼ ア ミ �
�
父 Zensational �

�
母父 Grand Slam デビュー 2013．10．27 京都2着

2011．3．27生 牡3芦 母 Turtle Creek Babe 母母 Cyclorama 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況〕 ピースマーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ビバヤングメン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 ヴァース号・エスジーカピターナ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウオイワケ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

19064 7月20日 晴 稍重 （26中京3）第6日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時30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
2：11．5
2：10．0

良
良

710 クロニクルスカイ 牡3鹿 56 Z．パートン �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 42：18．4 20．4�

（香港）

55 シ ホ ウ 牡3鹿 56 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 510＋ 62：18．82� 9．3�
56 セ フ ィ ー ロ 牡3鹿 56 酒井 学 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 456＋ 42：19．01� 14．7�
11 ハイプレッシャー 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 2 〃 クビ 3．3�
79 ロードフェンネル 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 474－102：19．1	 1．9	
811 トウケイアロー 牡3鹿 56 松山 弘平木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 468＋ 22：19．31� 34．3

812 フィリグラーナ 牡3栗 56 幸 英明畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 村本牧場 432± 02：20．04 82．6�
22 サンライズジャパン 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 518＋ 62：20．21� 21．1�
44 ドリームセンス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼セゾンレースホース� 松元 茂樹 新冠 田渕牧場 506＋ 42：20．41� 94．1
33 アフリカンブルー 牡3鹿 56

53 ▲義 英真 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－ 42：20．82� 58．4�

67 ゴールデンクロス 牡3鹿 56 武 豊吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：20．9クビ 11．5�
68 グッドバディー 牡3栗 56 熊沢 重文�まの 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 450＋ 42：23．4大差 265．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，357，100円 複勝： 75，987，300円 枠連： 11，418，700円
馬連： 49，930，700円 馬単： 38，178，500円 ワイド： 23，441，500円
3連複： 60，183，400円 3連単： 132，331，100円 計： 416，828，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 940円 � 540円 � 990円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 10，520円 馬 単 �� 24，260円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 4，000円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 37，270円 3 連 単 ��� 284，680円

票 数

単勝票数 計 253571 的中 � 9913（6番人気）
複勝票数 計 759873 的中 � 21033（5番人気）� 38822（3番人気）� 19719（6番人気）
枠連票数 計 114187 的中 （5－7） 17355（2番人気）
馬連票数 計 499307 的中 �� 3675（22番人気）
馬単票数 計 381785 的中 �� 1180（48番人気）
ワイド票数 計 234415 的中 �� 2862（19番人気）�� 1494（31番人気）�� 2996（18番人気）
3連複票数 計 601834 的中 ��� 1211（70番人気）
3連単票数 計1323311 的中 ��� 337（404番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―13．9―13．5―12．9―12．9―13．0―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．7―49．6―1：03．1―1：16．0―1：28．9―1：41．9―1：53．9―2：06．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．5
1
3
11，12，3（5，10）9（4，6，8）7（2，1）
11（5，12）（3，10）9，4（7，8）2（6，1）

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

勝馬の
紹 介

クロニクルスカイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．11．17 東京6着

2011．4．28生 牡3鹿 母 エレガントフライ 母母 アンカースティーム 8戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 トウケイアロー号の騎手松山弘平は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
※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。



19065 7月20日 晴 良 （26中京3）第6日 第5競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

24 ル ア ン ジ ュ 牝2青 54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 452 ―1：25．2 7．2�
23 オールオブユー 牝2栗 54 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―1：25．3� 4．8�
713 シゲルカゼノボン 牝2黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 坪 憲章 浦河 馬道 繁樹 484 ―1：25．51� 11．6�
35 ミッキーシーガル 牡2青鹿54 Z．パートン野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470 ―1：25．81� 1．9�

（香港）

48 シュバリエブラン 牡2芦 54 国分 恭介 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 458 ―1：26．33 42．6�
818 テイエムトラネコ 牡2芦 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 460 ―1：26．61� 114．1	
715 ニホンピロラプター 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 428 ― 〃 クビ 46．5

816 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡2黒鹿54 小牧 太 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 404 ―1：26．7� 36．4�
12 メイショウサターン 牡2栗 54 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 448 ―1：27．01� 206．8�
714 スナークエンジェル 牝2黒鹿54 高倉 稜杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 416 ―1：27．1� 163．1
11 マルカメテオ 牡2栗 54 松山 弘平河長産業� 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 450 ―1：27．63 14．6�
59 ヴェリタスキング 牡2黒鹿 54

51 ▲義 英真松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 460 ― 〃 クビ 23．4�
817 モアニレフア 牝2青鹿54 武 豊北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 416 ―1：27．7クビ 26．9�
510 セイセイセイ 牡2鹿 54 川島 信二薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 434 ―1：28．01� 189．6�
36 アロハカウボーイ 牡2黒鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 470 ―1：28．63� 68．5�
611 プリンセスロジカル 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 478 ―1：28．7� 271．1�
47 ア ゲ ー ト 牝2芦 54 北村 友一岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新ひだか 三石ビクトリーファーム 424 ―1：28．8� 124．7�
612 イエローラベンダー 牝2鹿 54 和田 竜二飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：28．9クビ 38．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，677，500円 複勝： 36，180，300円 枠連： 15，117，700円
馬連： 45，600，800円 馬単： 31，195，000円 ワイド： 24，139，100円
3連複： 59，613，800円 3連単： 93，182，000円 計： 333，706，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 280円 � 190円 � 320円 枠 連（2－2） 1，840円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，350円 �� 710円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 33，000円

票 数

単勝票数 計 286775 的中 � 31773（3番人気）
複勝票数 計 361803 的中 � 32501（3番人気）� 57347（2番人気）� 26859（4番人気）
枠連票数 計 151177 的中 （2－2） 6344（7番人気）
馬連票数 計 456008 的中 �� 23277（5番人気）
馬単票数 計 311950 的中 �� 6720（10番人気）
ワイド票数 計 241391 的中 �� 10813（5番人気）�� 4405（14番人気）�� 8835（6番人気）
3連複票数 計 596138 的中 ��� 8496（12番人気）
3連単票数 計 931820 的中 ��� 2047（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．4―47．7―1：00．0―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．5
3 ・（5，9）（3，4）15－（14，17）（13，18）－（1，12）16－（7，8）（6，10）11，2 4 ・（5，9）4，3－15，14（17，18）13－（1，12）－（8，16）－（2，10）（7，11）6

勝馬の
紹 介

ル ア ン ジ ュ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo 初出走

2012．3．12生 牝2青 母 サッカーマム 母母 Traverse City 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 モアニレフア号は，枠入り不良。
※シュバリエブラン号・プリンセスロジカル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

19066 7月20日 晴 良 （26中京3）第6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

55 カレンヴィットリア 牡3黒鹿56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 62：06．9 3．9�
812 アユメライトアップ 牡3黒鹿56 �島 良太江口雄一郎氏 梅内 忍 浦河 杵臼牧場 458＋ 2 〃 クビ 23．8�
710 シゲルオウミ 牝3鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 468－ 42：07．0クビ 12．7�
79 ワンダーベレーザ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真山本 信行氏 今野 貞一 浦河 永田 克之 400± 02：07．42� 194．1�
22 モ ナ ル カ 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 高松牧場 430－18 〃 クビ 69．0�
33 スリースラッガー 牡3栗 56 高倉 稜永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 474＋ 42：07．61� 228．8	
44 マイネルレヴェイユ 牡3栗 56 和田 竜二 �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 504＋ 42：07．7クビ 16．1

67 アドミッション �3鹿 56

53 ▲松若 風馬有限会社シルク飯田 雄三 日高 滝本 健二 542－ 6 〃 クビ 35．8�
68 リーサムケンケン 牡3鹿 56 幸 英明平田 修氏 田所 秀孝 新ひだか 井高牧場 494－ 82：08．01	 54．9�
56 メイショウダッシュ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼松本 好氏 安達 昭夫 新ひだか 三木田 明仁 466－ 22：09．9大差 94．2�
11 アサクサイイヤツ 牡3鹿 56 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B472－ 22：10．11 12．6�
811 トーセンデューク 牡3鹿 56 武 豊島川 哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440－12 （競走中止） 1．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，314，700円 複勝： 86，851，000円 枠連： 10，844，700円
馬連： 47，354，300円 馬単： 43，245，000円 ワイド： 23，455，100円
3連複： 63，943，700円 3連単： 156，611，300円 計： 457，619，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 340円 � 1，040円 � 740円 枠 連（5－8） 200円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 690円 �� 560円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 36，990円

票 数

単勝票数 計 253147 的中 � 51293（2番人気）
複勝票数 計 868510 的中 � 74545（2番人気）� 20549（6番人気）� 29977（3番人気）
枠連票数 計 108447 的中 （5－8） 40341（1番人気）
馬連票数 計 473543 的中 �� 10858（11番人気）
馬単票数 計 432450 的中 �� 5542（17番人気）
ワイド票数 計 234551 的中 �� 8704（8番人気）�� 11128（5番人気）�� 5239（12番人気）
3連複票数 計 639437 的中 ��� 6302（22番人気）
3連単票数 計1566113 的中 ��� 3069（90番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．6―12．9―12．2―12．4―12．8―12．6―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．8―50．7―1：02．9―1：15．3―1：28．1―1：40．7―1：53．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンヴィットリア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．23 阪神3着

2011．4．17生 牡3黒鹿 母 カ ス タ リ ア 母母 カ タ リ ス ト 11戦1勝 賞金 14，700，000円
〔競走中止〕 トーセンデューク号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



19067 7月20日 晴 良 （26中京3）第6日 第7競走 ��1，800�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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

22 サ ン レ ー ン 牝4鹿 55 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476－ 81：52．6 3．4�

813� シンワウォッカ 牝5鹿 55
52 ▲松若 風馬ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 496－ 61：53．34 3．9�

58 � エアマデレーン 牝4青鹿55 松山 弘平 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 466± 01：53．51� 42．6�
711 ロ ゼ ラ ニ 牝4鹿 55 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 478＋ 4 〃 アタマ 6．1�
45 ブロンクスシルバー 牝3芦 52 国分 恭介 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 20．1	
57 オーシャンブルグ 牝3鹿 52 福永 祐一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 432－ 21：53．6� 6．3

610 アルマミーア 牝3黒鹿52 浜中 俊前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 21：53．81 6．5�
11 ディオーサシチー 牝4鹿 55

52 ▲義 英真 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 466＋141：53．9� 17．7�
33 タマモアルバ 牝4鹿 55 幸 英明タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482＋321：54．64 82．0
712 テンシノホホエミ 牝3鹿 52 北村 友一�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 494－ 61：54．7クビ 31．2�
814 グレートエンジェル 牝4鹿 55 小牧 太田畑 マヤ氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 496－ 2 〃 アタマ 82．1�
69 ララエクレリゼ 牝3黒鹿52 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 456＋101：54．91	 41．9�
46 クリノプリムラ 牝3栗 52 
島 良太栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 420－ 21：55．64 40．8�
34 テイエムナデシコ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 468－101：57．7大差 192．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，065，500円 複勝： 56，781，300円 枠連： 14，745，900円
馬連： 72，488，200円 馬単： 36，854，000円 ワイド： 34，899，200円
3連複： 95，576，800円 3連単： 134，938，100円 計： 475，349，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 140円 � 860円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，860円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 25，980円

票 数

単勝票数 計 290655 的中 � 66869（1番人気）
複勝票数 計 567813 的中 � 109800（2番人気）� 126801（1番人気）� 10931（10番人気）
枠連票数 計 147459 的中 （2－8） 17072（1番人気）
馬連票数 計 724882 的中 �� 78300（1番人気）
馬単票数 計 368540 的中 �� 21960（1番人気）
ワイド票数 計 348992 的中 �� 28291（1番人気）�� 4518（18番人気）�� 3118（26番人気）
3連複票数 計 955768 的中 ��� 9304（21番人気）
3連単票数 計1349381 的中 ��� 3765（73番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．9―12．8―12．6―12．6―13．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．6―49．4―1：02．0―1：14．6―1：27．6―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
・（2，4）9（1，13）12，11（7，10）3，5，8，14－6・（2，4）9（1，13）（12，11）（7，10）（5，8）3，14－6

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

勝馬の
紹 介

サ ン レ ー ン �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．17 阪神8着

2010．4．17生 牝4鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 13戦3勝 賞金 31，119，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時25分に変更。
〔騎手変更〕 アルマミーア号の騎手武豊は，第6競走での落馬による検査のため浜中俊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムナデシコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月20日まで平地

競走に出走できない。

19068 7月20日 晴 良 （26中京3）第6日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

510 ヴォルケンクラッツ 牡3黒鹿54 和田 竜二有限会社シルク平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528－ 61：59．1 2．6�

815� ヤマカツポセイドン 牡5黒鹿57 北村 友一山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 458± 01：59．41� 22．4�
714 スズカキングダム 牡5鹿 57 武 幸四郎永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 496－ 2 〃 クビ 33．2�
47 メイショウソレイユ 牡4鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 458＋ 21：59．5� 44．5�
11 レッドサクセサー 牡4青鹿57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 532－ 6 〃 ハナ 2．9�
12 ヨヨギマック 牡3栗 54 幸 英明一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 500－ 41：59．92� 12．9	
24 シャトーウインド 牡4黒鹿57 小坂 忠士円城 幸男氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 460± 02：00．1� 92．8

59 パーフェクトスコア 牡4青鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 4 〃 クビ 6．5�
48 ナムララオウ 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500＋ 6 〃 アタマ 14．0
23 スタンドバイミー 牡5鹿 57

54 ▲松若 風馬石川 達絵氏 中竹 和也 新ひだか 藤原牧場 460＋ 22：00．31	 60．9�
611 コウエイアース 牡4鹿 57 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 468－ 22：00．61� 54．0�
36 イ ー グ ル 牡7栗 57 
島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム B490－ 32：01．02� 158．2�
816 ヤマノボンバー 牡3芦 54 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 日高 富川田中牧場 450＋ 42：01．1� 186．3�
713 スペシャルギフト �3栗 54 福永 祐一有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498－102：01．73� 12．6�
612� クリノイチフジ 牡4芦 57 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 田中 章博 日高 島瀬 順一 468－ 42：02．65 517．6�
35 � キャニオンシャイン 牝3鹿 52 筒井 勇介小栗 孝一氏 山中 輝久 浦河 谷川牧場 462＋ 42：03．66 325．9�

（笠松） （笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，177，200円 複勝： 39，535，000円 枠連： 18，515，600円
馬連： 63，868，000円 馬単： 34，581，800円 ワイド： 32，111，000円
3連複： 91，467，800円 3連単： 128，382，800円 計： 435，639，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 410円 � 660円 枠 連（5－8） 1，540円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，870円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 21，380円 3 連 単 ��� 59，430円

票 数

単勝票数 計 271772 的中 � 82145（1番人気）
複勝票数 計 395350 的中 � 102197（1番人気）� 20509（6番人気）� 11833（8番人気）
枠連票数 計 185156 的中 （5－8） 9293（7番人気）
馬連票数 計 638680 的中 �� 17588（10番人気）
馬単票数 計 345818 的中 �� 7118（12番人気）
ワイド票数 計 321110 的中 �� 8845（9番人気）�� 4396（18番人気）�� 2038（35番人気）
3連複票数 計 914678 的中 ��� 3208（58番人気）
3連単票数 計1283828 的中 ��� 1566（166番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―11．4―13．3―12．8―12．4―12．4―12．5―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．5―29．9―43．2―56．0―1：08．4―1：20．8―1：33．3―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォルケンクラッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun デビュー 2014．5．24 京都1着

2011．4．25生 牡3黒鹿 母 ウ ミ ラ ー ジ 母母 Ungarin 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 スタンドバイミー号の騎手松若風馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）

レッドサクセサー号の騎手川須栄彦は，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50，000円。（被害馬：9番・
15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 カリスマサンタイム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



19069 7月20日 晴 良 （26中京3）第6日 第9競走 ��
��1，200�マカオジョッキークラブトロフィー

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

マカオジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

47 ホープタウン 牡3黒鹿54 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 478＋121：10．5 5．7�

12 ジェネシスロック 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 492－ 4 〃 ハナ 15．9�
715 キタサンエピソード 牡5栗 57 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 502＋ 61：10．6� 5．7�
48 オリエンタルサン 牡4鹿 57 藤懸 貴志下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 454± 0 〃 クビ 19．8�
510 ラフジェントリー 牡4黒鹿57 高倉 稜今西 和雄氏 北出 成人 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B490＋ 21：10．7クビ 12．3�
59 キネオリュウセイ 牡4黒鹿57 中井 裕二吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 470－ 41：10．8� 35．7	
23 グランプリナイト 牡4黒鹿57 和田 竜二
グランプリ 	島 一歩 新ひだか 川端 英幸 502± 0 〃 クビ 8．9�
714 ベラフォレスタ 牝3黒鹿52 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 464＋ 41：11．01
 79．6�
24 マジカルビアンカ 牝4芦 55 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 448± 01：11．21� 160．3
11 レッドレイチェル 牝3鹿 52 福永 祐一 
東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 ハナ 3．5�
612 フィボナッチ 牡4鹿 57 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 470＋ 21：11．3� 26．8�
35 サーシスリーフ 牡4鹿 57 川須 栄彦 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 B486－ 21：11．4� 34．5�
611� エイシンラナウェー 牡3栗 54 幸 英明
栄進堂 西園 正都 米 BryLynn

Farm, Inc. 486＋ 21：11．5クビ 11．9�
713 ビコーミハイル 牡5鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 478± 01：11．6� 55．7�
817 タイザンホクト 牡4鹿 57 武 幸四郎�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 492± 01：11．81� 13．6�
36 � エ ク チ ュ ア 牡5鹿 57 酒井 学前田 幸治氏 鈴木 孝志 英 Value

Bloodstock 444－ 21：11．9クビ 163．3�
816 エーティーガンダム 牡6栗 57 国分 恭介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 474± 0 〃 クビ 226．8�
818 キクノブレイン 牡4黒鹿57 川島 信二菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 482－ 61：13．07 46．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，971，500円 複勝： 58，450，300円 枠連： 27，891，600円
馬連： 96，132，000円 馬単： 46，440，400円 ワイド： 44，996，000円
3連複： 127，074，500円 3連単： 181，088，700円 計： 619，045，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 360円 � 200円 枠 連（1－4） 660円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 960円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 60，030円

票 数

単勝票数 計 369715 的中 � 51101（3番人気）
複勝票数 計 584503 的中 � 60519（3番人気）� 37303（6番人気）� 87535（2番人気）
枠連票数 計 278916 的中 （1－4） 32699（1番人気）
馬連票数 計 961320 的中 �� 14073（20番人気）
馬単票数 計 464404 的中 �� 4656（26番人気）
ワイド票数 計 449960 的中 �� 5221（28番人気）�� 12349（5番人気）�� 8578（13番人気）
3連複票数 計1270745 的中 ��� 8885（29番人気）
3連単票数 計1810887 的中 ��� 2187（147番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．4―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．1―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホープタウン �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2013．7．13 中京2着

2011．4．19生 牡3黒鹿 母 ジェネラスオプション 母母 Easy Option 3戦2勝 賞金 18，248，000円
〔騎手変更〕 ホープタウン号の騎手武豊は，第6競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。

タイザンホクト号の騎手Z．パートンは，負傷のため武幸四郎に変更。
※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 ヴァッフシュテルケ号・サンセットスカイ号・トウシンムサシ号

19070 7月20日 晴 良 （26中京3）第6日 第10競走 ��
��2，000�シンガポールターフクラブ賞

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

シンガポールターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

45 アドマイヤギャラン 牝5青鹿55 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 484＋ 62：04．9 7．0�
56 スペキュレイター 牡4鹿 57 幸 英明加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 488＋ 22：05．0� 19．3�
22 	 サウンドデューク 牡4栗 57 浜中 俊増田 雄一氏 安達 昭夫 愛 Round

Hill Stud 468－ 82：05．53 2．9�
710 ビームライフル 牡5青鹿57 福永 祐一西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 476－ 2 〃 クビ 8．9�
33 カバーストーリー 牡3栗 54 小牧 太前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 472＋ 2 〃 ハナ 9．0�
812 シャドウウィザード 
4黒鹿57 高倉 稜飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 454＋ 42：05．6クビ 8．2�
813 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 55 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 434－ 22：05．92 12．1	
711 ア ー カ イ ブ 牡5鹿 57 酒井 学 
キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488－ 62：06．0� 19．9�
57 ヒロノプリンス 牡4鹿 57 川須 栄彦サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 470＋ 42：06．21� 6．9
69 スーパーオービット 牡8鹿 57 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 456－ 22：06．4� 201．1�
68 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460＋ 42：06．5� 46．7�
44 シゲルジョウム 牡6鹿 57 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 480＋ 4 〃 ハナ 177．5�
11 ブランクヴァース 牡5黒鹿57 松山 弘平 
社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B500± 02：06．82 16．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，440，200円 複勝： 61，878，100円 枠連： 23，884，800円
馬連： 120，585，000円 馬単： 61，868，700円 ワイド： 47，732，200円
3連複： 143，049，400円 3連単： 234，506，100円 計： 731，944，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 460円 � 150円 枠 連（4－5） 2，100円

馬 連 �� 8，520円 馬 単 �� 15，270円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 530円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 76，860円

票 数

単勝票数 計 384402 的中 � 43610（3番人気）
複勝票数 計 618781 的中 � 75517（3番人気）� 26516（9番人気）� 134424（1番人気）
枠連票数 計 238848 的中 （4－5） 8789（10番人気）
馬連票数 計1205850 的中 �� 10966（34番人気）
馬単票数 計 618687 的中 �� 3038（62番人気）
ワイド票数 計 477322 的中 �� 4945（35番人気）�� 24954（3番人気）�� 7463（24番人気）
3連複票数 計1430494 的中 ��� 10874（40番人気）
3連単票数 計2345061 的中 ��� 2212（304番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―13．7―13．5―12．5―11．8―11．7―11．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．3―39．0―52．5―1：05．0―1：16．8―1：28．5―1：39．9―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

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5青鹿 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク 13戦3勝 賞金 41，352，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 アーカイブ号の騎手Z．パートンは，負傷のため酒井学に変更。

シャドウウィザード号の騎手武豊は，第6競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。

１レース目



19071 7月20日 晴 良 （26中京3）第6日 第11競走 ��
��1，800�ジュライステークス

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

816 ヴォーグトルネード 牡5栗 56 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478＋101：50．0 3．6�

611 メイショウコロンボ 牡5青 56 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 488＋ 81：50．74 11．9�
35 � サトノプリンシパル 牡4鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B550＋ 2 〃 ハナ 3．6�
12 タイムズアロー 牡6栗 56 	島 良太 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 21：50．8
 21．2�
23 グラッツィア 牡6鹿 57 幸 英明山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 482－ 81：51．01
 67．2�
11 クリノヒマラヤオー 牡4黒鹿56 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488± 0 〃 アタマ 9．7	
48 ナイトフッド 牡8青鹿56 高倉 稜 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B504－ 61：51．1
 76．1

815 ジョヴァンニ 牡5栗 56 松若 風馬 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B512＋ 41：51．31� 28．4�
24 グレートチャールズ 牡5栗 56 国分 恭介吉田 和美氏 吉田 直弘 洞�湖 メジロ牧場 518＋ 81：51．61 46．9�
59 マイネルバイカ 牡5鹿 56 和田 竜二 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 480－121：51．7 17．9�
47 カネトシディオス 牡7黒鹿56 酒井 学兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 458＋ 61：51．8クビ 84．5�
713 メテオロロジスト 牡7栗 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 514－ 41：52．01� 83．2�
510 クラシカルノヴァ 牡6黒鹿56 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 476－ 21：52．21 192．3�
714 ハートビートソング 牡7栗 56 浜中 俊 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 520＋ 41：52．41 4．6�
612 ロ ン グ ロ ウ 牡7芦 56 松山 弘平吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 534－101：52．82
 22．5�
36 スズカセクレターボ 牡6栗 56 小牧 太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 472± 01：53．86 24．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，101，200円 複勝： 102，833，100円 枠連： 60，321，800円
馬連： 281，438，700円 馬単： 117，464，400円 ワイド： 93，855，300円
3連複： 348，376，400円 3連単： 580，129，900円 計： 1，654，520，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 300円 � 170円 枠 連（6－8） 1，510円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 920円 �� 410円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 21，770円

票 数

単勝票数 計 701012 的中 � 153147（2番人気）
複勝票数 計1028331 的中 � 196183（1番人気）� 70577（5番人気）� 165860（3番人気）
枠連票数 計 603218 的中 （6－8） 30804（8番人気）
馬連票数 計2814387 的中 �� 73244（8番人気）
馬単票数 計1174644 的中 �� 18037（14番人気）
ワイド票数 計 938553 的中 �� 24962（8番人気）�� 62800（2番人気）�� 27484（7番人気）
3連複票数 計3483764 的中 ��� 74195（6番人気）
3連単票数 計5801299 的中 ��� 19312（49番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．9―12．2―11．8―11．8―12．2―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―36．1―48．3―1：00．1―1：11．9―1：24．1―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴォーグトルネード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．12．3 阪神6着

2009．5．13生 牡5栗 母 スマイルポジション 母母 バンボリーナ 21戦6勝 賞金 115，885，000円
〔騎手変更〕 メテオロロジスト号の騎手Z．パートンは，負傷のため北村友一に変更。

ジョヴァンニ号の騎手武豊は，第6競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。
〔制裁〕 ジョヴァンニ号の騎手松若風馬は，2コーナー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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タイセイスティング号・トウショウヘイロー号
（非抽選馬） 6頭 アメリカンウィナー号・アロマカフェ号・トーセンジャガー号・マウントシャスタ号・ムーンリットレイク号・

モンテエン号

19072 7月20日 晴 良 （26中京3）第6日 第12競走 ��
��1，200�フィリピントロフィー

発走16時15分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

マニラジョッキークラブ－フィリピンレーシングクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

67 バクシンテイオー 牡5鹿 57 福永 祐一林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋101：10．7 8．5�
56 ヴァッフシュテルケ 牡3青鹿54 北村 友一�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 438± 01：11．01� 108．1�
710 ヤ マ ノ レ オ 	4栗 57 和田 竜二山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 486－ 4 〃 ハナ 5．3�
11 キンシノキセキ 牡3鹿 54 小牧 太若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 6 〃 アタマ 3．9�
812 カシノタロン 牝3栗 52 高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 432－ 2 〃 クビ 5．8�
68 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 松山 弘平亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 480－ 41：11．1
 12．1	
79 � ウエスタンムサシ 牡5芦 57 義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 510＋ 21：11．2
 35．7

811 ヒカリトリトン 牡6鹿 57 太宰 啓介�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 494－ 4 〃 ハナ 74．0�
55 ローガンサファイア 牝4鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 430－ 21：11．3
 2．9
33 � アグネスピンキー 牝6鹿 55 川須 栄彦渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 436＋ 4 〃 アタマ 195．3�
22 マイティースコール 牡6栗 57 国分 恭介小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：11．51� 49．5�
44 スズノオオタカ 牡6鹿 57 幸 英明阿部 雅子氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 514－101：12．35 38．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，129，400円 複勝： 74，139，500円 枠連： 30，081，400円
馬連： 163，019，100円 馬単： 75，582，700円 ワイド： 56，367，300円
3連複： 172，330，100円 3連単： 355，376，100円 計： 984，025，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 300円 � 2，110円 � 210円 枠 連（5－6） 920円

馬 連 �� 35，600円 馬 単 �� 53，470円

ワ イ ド �� 7，100円 �� 680円 �� 6，310円

3 連 複 ��� 38，030円 3 連 単 ��� 284，690円

票 数

単勝票数 計 571294 的中 � 53441（5番人気）
複勝票数 計 741395 的中 � 66264（6番人気）� 7305（11番人気）� 111029（3番人気）
枠連票数 計 300814 的中 （5－6） 25244（4番人気）
馬連票数 計1630191 的中 �� 3548（46番人気）
馬単票数 計 755827 的中 �� 1060（87番人気）
ワイド票数 計 563673 的中 �� 1971（46番人気）�� 22970（10番人気）�� 2222（44番人気）
3連複票数 計1723301 的中 ��� 3398（89番人気）
3連単票数 計3553761 的中 ��� 905（558番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．8―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．7―35．5―47．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バクシンテイオー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．5．26 東京1着

2009．4．10生 牡5鹿 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 13戦4勝 賞金 48，199，000円
〔騎手変更〕 キンシノキセキ号の騎手武豊は，第6競走での落馬負傷のため小牧太に変更。

バクシンテイオー号の騎手Z．パートンは，負傷のため福永祐一に変更。
※ヴァッフシュテルケ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（26中京3）第6日 7月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 179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 手 当

198，550，000円
2，080，000円
8，620，000円
1，900，000円
17，900，000円
65，253，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
404，924，300円
740，058，800円
249，073，100円
1，064，774，900円
571，652，400円
449，041，600円
1，340，096，300円
2，285，544，200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 7，105，165，600円

総入場人員 17，384名 （有料入場人員 16，068名）
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