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19085 7月27日 晴 良 （26中京3）第8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
1：35．8
1：32．3

良
良

711 シングウィズジョイ 牝2青鹿54 小牧 太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 450± 01：39．0 1．5�
56 ビジューミニョン 牝2青鹿54 北村 宏司 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 452± 01：39．21 15．4�
57 タガノレジェンド 牡2青鹿54 蛯名 正義八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 41：39．62� 22．1�
710 フェアラフィネ 牝2芦 54 川須 栄彦髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 436± 01：39．7� 5．3�
44 カフジドラゴン 牡2栗 54 国分 優作加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 鎌田 正嗣 468＋ 21：40．23 125．8�
69 ダンツホーネット 牡2芦 54 太宰 啓介山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 464＋ 4 〃 アタマ 18．1	
813 ブライトボイス 牡2栗 54 高倉 稜宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 480＋ 21：40．51� 50．0

812 ロードグリッター 牡2栗 54 藤懸 貴志 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム B472－ 61：40．71� 39．4�
68 サイクルヒッター 牡2栗 54

51 ▲岩崎 翼西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 412± 01：41．55 239．2
33 ハートフルモトヒメ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二黒澤 尚氏 森 秀行 浦河 斉藤 政志 478－ 21：41．81� 142．0�
11 ブラヴィッシモ 牡2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476－ 81：42．22� 5．1�
22 シゲルドンタク 牡2栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 福島 信晴 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 6 〃 アタマ 309．0�
45 エイシンアトラス 牡2鹿 54 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 まるとみ冨岡牧場 470± 01：42．52 228．8�
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売 得 金
単勝： 23，175，000円 複勝： 63，542，100円 枠連： 11，529，300円
馬連： 41，100，800円 馬単： 29，747，700円 ワイド： 21，064，500円
3連複： 55，777，900円 3連単： 116，563，200円 計： 362，500，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 320円 � 360円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 520円 �� 660円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 11，110円

票 数

単勝票数 計 231750 的中 � 117373（1番人気）
複勝票数 計 635421 的中 � 435799（1番人気）� 17967（5番人気）� 15345（6番人気）
枠連票数 計 115293 的中 （5－7） 18029（3番人気）
馬連票数 計 411008 的中 �� 23754（4番人気）
馬単票数 計 297477 的中 �� 13689（7番人気）
ワイド票数 計 210645 的中 �� 10944（5番人気）�� 8315（6番人気）�� 2969（15番人気）
3連複票数 計 557779 的中 ��� 10194（14番人気）
3連単票数 計1165632 的中 ��� 7603（33番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．5―12．7―13．0―12．0―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．8―49．5―1：02．5―1：14．5―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．5―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

シングウィズジョイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．7．6 中京2着

2012．2．25生 牝2青鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 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。
※シゲルドンタク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19086 7月27日 曇 良 （26中京3）第8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）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

48 クインズパール 牡3鹿 56 北村 宏司 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 B536＋ 21：24．9 14．7�
12 ウォーターショパン 牡3黒鹿56 蛯名 正義山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 464＋ 2 〃 クビ 2．0�
24 アグネスユニコーン 牡3黒鹿56 高倉 稜渡辺 孝男氏 村山 明 千歳 社台ファーム 490＋101：25．64 286．8�
816 クリアザコースト 牡3鹿 56 和田 竜二谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 526＋ 41：25．7� 15．3�
59 メイショウボンロク 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 480－ 41：25．8クビ 19．8�
713 カフジホーク 牡3栗 56 川島 信二加藤 守氏 森田 直行 日高 モリナガファーム B424＋ 41：26．54 50．6	
23 マルカシグナス �3芦 56 国分 恭介河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 450－ 2 〃 ハナ 6．0

47 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 494＋ 41：26．71� 34．1�
612 ハイクタウン 牡3栗 56 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 480＋ 8 〃 ハナ 107．4�
35 ラ イ ロ ア 牡3青鹿56 浜中 俊 キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 440－ 21：26．91� 4．1�
36 キーアシスト 牡3鹿 56 柴山 雄一北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 B484－ 21：27．1� 11．1�
510 サンライズグリーン 牡3芦 56

53 ▲松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 460－181：27．52� 282．5�
11 メイショウナギサ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 様似 中脇 一幸 450＋ 21：27．71 186．0�
815 ザラブスプリム 牡3鹿 56

53 ▲義 英真白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 クビ 175．1�
611 キクノアヴァン 牡3黒鹿56 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 514 ―1：27．8クビ 248．4�
714 サンマルネオ 牡3鹿 56 藤懸 貴志相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 466＋ 61：31．6大差 537．5�
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売 得 金
単勝： 26，207，300円 複勝： 40，949，000円 枠連： 12，976，300円
馬連： 44，954，800円 馬単： 30，744，800円 ワイド： 26，555，400円
3連複： 64，248，800円 3連単： 108，257，800円 計： 354，894，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 410円 � 120円 � 5，150円 枠 連（1－4） 930円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 610円 �� 47，380円 �� 11，570円

3 連 複 ��� 96，760円 3 連 単 ��� 487，490円

票 数

単勝票数 計 262073 的中 � 14196（5番人気）
複勝票数 計 409490 的中 � 19470（7番人気）� 147408（1番人気）� 1267（15番人気）
枠連票数 計 129763 的中 （1－4） 10761（3番人気）
馬連票数 計 449548 的中 �� 26574（4番人気）
馬単票数 計 307448 的中 �� 6314（11番人気）
ワイド票数 計 265554 的中 �� 12159（6番人気）�� 138（86番人気）�� 568（45番人気）
3連複票数 計 642488 的中 ��� 498（126番人気）
3連単票数 計1082578 的中 ��� 161（656番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．7―35．7―48．2―1：00．8―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズパール �
�
父 Tiznow �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2013．10．13 京都10着

2011．3．19生 牡3鹿 母 ア ル ヴ ェ ナ 母母 Willow Bunch 6戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルネオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月27日まで平地競

走に出走できない。

第３回 中京競馬 第８日



19087 7月27日 晴 稍重 （26中京3）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時00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
1：59．6
1：56．1

良
良

612 ベストセラーアスク 牝3鹿 54 浜中 俊廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 418＋ 22：08．7 3．8�
817 ウィステリアメジロ 牝3黒鹿54 酒井 学大迫 基弘氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－122：08．91� 8．3�
35 センセーション 牝3鹿 54 小牧 太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 480－ 42：09．32� 3．7�
23 バターカップ 牝3鹿 54 武 幸四郎泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 幌村牧場 422－ 22：09．4クビ 121．3�
713 メイショウホタル 牝3鹿 54 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 466＋222：09．61� 61．9�
714 キクノブランカ 牝3鹿 54 北村 宏司菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 福田牧場 422± 02：09．7� 21．3�
36 ミラクルウェーブ 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 62：10．23 38．0	

715 ベラドンナリリー 牝3黒鹿 54
51 ▲松若 風馬名古屋友豊
 小野 幸治 日高 白井牧場 454＋ 22：10．3クビ 300．1�

47 アバンダンティア 牝3鹿 54 蛯名 正義永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 520＋ 22：10．5� 4．2�
611 トウカイラッキー 牝3鹿 54 高倉 稜内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 446－ 42：10．71� 119．5
48 アンジェルブ 牝3鹿 54 国分 優作青山 洋一氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466± 0 〃 アタマ 272．2�
816 ホワイトブルグ 牝3芦 54 和田 竜二�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 440＋ 22：11．76 24．4�
510 インワンブレス 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二名古屋友豊
 木原 一良 登別 青藍牧場 422－122：12．02 345．2�
818 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 432＋ 42：12．2� 10．3�
12 マイネカグヤヒメ 牝3鹿 54 柴山 雄一 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 400＋ 42：12．94 78．9�
24 ウォーターテランガ 牝3鹿 54 佐久間寛志山岡 良一氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 460＋ 82：13．0� 240．0�
11 スリールドランジュ 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 462－162：16．3大差 86．3�
59 アデヤカコマチ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �キャロットファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム 426＋ 2 （競走中止） 11．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，125，000円 複勝： 38，767，700円 枠連： 16，334，200円
馬連： 44，365，600円 馬単： 25，026，100円 ワイド： 25，233，300円
3連複： 59，861，100円 3連単： 81，724，600円 計： 315，437，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 210円 � 150円 枠 連（6－8） 670円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 690円 �� 360円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 241250 的中 � 49655（2番人気）
複勝票数 計 387677 的中 � 80204（1番人気）� 39745（4番人気）� 70482（2番人気）
枠連票数 計 163342 的中 （6－8） 18773（2番人気）
馬連票数 計 443656 的中 �� 18764（5番人気）
馬単票数 計 250261 的中 �� 5899（9番人気）
ワイド票数 計 252333 的中 �� 8920（6番人気）�� 19248（1番人気）�� 10523（5番人気）
3連複票数 計 598611 的中 ��� 22048（2番人気）
3連単票数 計 817246 的中 ��� 4397（27番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―13．4―12．9―13．0―12．8―13．7―13．2―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―36．9―49．8―1：02．8―1：15．6―1：29．3―1：42．5―1：55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．4
1
3
4（1，2）18－13，5，16（12，17）6，7（3，15）8－14，10，11－9
4，2（1，7）（18，12）（13，17）（5，16）－（6，8）（3，15，14，11）10

2
4

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

ベストセラーアスク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．3 京都12着

2011．3．8生 牝3鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 4戦1勝 賞金 7，350，000円
〔競走中止〕 アデヤカコマチ号は，競走中に疾病〔右腸骨複骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリールドランジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月27日まで平地

競走に出走できない。

19088 7月27日 曇 良 （26中京3）第8日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時30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

714 プライムグローリー 牡3黒鹿56 浜中 俊吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 500± 01：12．2 2．1�
23 エンプレスペスカ 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 456± 01：12．3� 12．4�
815 ミキノグランプリ 牡3栗 56 田中 勝春谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 438－ 61：12．93� 20．4�
611 トゥルースカイ 牡3鹿 56 太宰 啓介宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 472＋ 2 〃 ハナ 5．5�
12 メイショウサンキチ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 504－14 〃 ハナ 278．1�
713 アイファーマシェリ 牝3黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 454＋ 61：13．11� 6．3�
47 オーミシャンクス 牡3黒鹿56 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 496－ 31：13．63 97．7	
24 エイシンルフィー 牡3鹿 56 北村 宏司
栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 496＋141：13．7� 10．6�
816 ワーズオデッセイ 牡3鹿 56 �島 良太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 482－ 21：14．01� 16．6�
35 ホクセツヒーロー 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 前田 宗将 458＋ 61：14．1� 65．3
11 シゲルリクチュウ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 沖 芳夫 青森 諏訪牧場 444－ 61：14．31� 17．7�
36 シゲルビゼン 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 486＋ 61：14．61� 19．8�
48 サマーパーティ 牡3鹿 56 田中 博康 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 482－ 81：14．7� 153．7�
59 メイショウマリモ 牝3鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 452 ―1：14．91� 154．7�
510 ランズデール 	3栗 56

53 ▲岩崎 翼一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 496－12 〃 クビ 199．9�

612 ビ ブ リ ア 牝3鹿 54 国分 恭介中辻 明氏 宮 徹 浦河 中脇 満 456－ 41：15．32� 196．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，264，100円 複勝： 41，224，800円 枠連： 17，029，500円
馬連： 47，375，000円 馬単： 30，400，800円 ワイド： 28，560，100円
3連複： 66，647，800円 3連単： 103，787，200円 計： 363，289，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 230円 � 400円 枠 連（2－7） 490円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 600円 �� 740円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 24，360円

票 数

単勝票数 計 282641 的中 � 105863（1番人気）
複勝票数 計 412248 的中 � 96797（1番人気）� 42200（4番人気）� 20859（8番人気）
枠連票数 計 170295 的中 （2－7） 26522（1番人気）
馬連票数 計 473750 的中 �� 21388（4番人気）
馬単票数 計 304008 的中 �� 9960（7番人気）
ワイド票数 計 285601 的中 �� 12785（5番人気）�� 10057（7番人気）�� 2344（34番人気）
3連複票数 計 666478 的中 ��� 6629（26番人気）
3連単票数 計1037872 的中 ��� 3088（75番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．5―12．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．8―47．1―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プライムグローリー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．6．7 阪神9着

2011．2．3生 牡3黒鹿 母 プライムアクトレス 母母 プライムステージ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 メイショウマリモ号の騎手川島信二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・12番）

プライムグローリー号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アスターノワール号・ヴァース号・カリスマベガ号・パープルパルピナ号・ミヤセイリュー号



19089 7月27日 雨 稍重 （26中京3）第8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 ロンバルディア 牡2鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 452 ―1：25．9 4．8�
11 ラッフォルツァート 牝2鹿 54 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 458 ―1：26．0� 5．5�
510 ニューエディション 牝2黒鹿54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444 ― 〃 クビ 3．2�
816 タイセイメテオ 牡2栗 54 蛯名 正義田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 増本 良孝 444 ―1：26．74 39．8�
612 ヒデノプラチナ 牡2鹿 54 �島 良太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 400 ― 〃 ハナ 274．7�
713 テイエムセキハン 牝2栗 54 畑端 省吾竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 448 ― 〃 ハナ 29．4	
36 トウケイリニア 牡2鹿 54 川島 信二木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 北星村田牧場 422 ―1：27．01	 65．7

611
 ウ リ ボ ー 牡2栗 54

53 ☆中井 裕二冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-
les S. Giles 502 ―1：27．21� 8．2�

714 ロープアドープ 牡2青鹿54 川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 466 ― 〃 ハナ 8．6�

715 パンプキンパイ 牝2栗 54
51 ▲義 英真山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 416 ― 〃 ハナ 69．7

818 クラウンフレイム 牡2鹿 54 国分 恭介�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 490 ― 〃 クビ 166．5�
59 トーホウバード 牡2黒鹿54 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 424 ―1：27．83� 11．0�
12 カ ラ ト ラ バ 牡2栗 54 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484 ―1：28．12 32．8�
35 マインリーバー 牡2青鹿54 藤岡 康太岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 452 ―1：28．52� 29．9�
48 シゲルサクラマツリ 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼森中 蕃氏 武田 博 浦河 市川牧場 440 ―1：28．92� 123．6�
817 クリノケンパイ 牝2青鹿54 太宰 啓介栗本 博晴氏 大根田裕之 むかわ 上水牧場 450 ―1：29．0� 172．5�
47 カゼノゴトク 牡2鹿 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 470 ―1：29．53 111．9�
23 ノアズアーク 牝2栗 54 武 幸四郎早野 誠氏 松永 幹夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 424 ―1：29．6� 25．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，926，300円 複勝： 37，587，000円 枠連： 14，942，700円
馬連： 49，598，500円 馬単： 26，302，200円 ワイド： 23，810，100円
3連複： 61，765，700円 3連単： 87，019，600円 計： 326，952，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 180円 � 120円 枠 連（1－2） 1，040円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 580円 �� 320円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 259263 的中 � 43116（2番人気）
複勝票数 計 375870 的中 � 59729（2番人気）� 43002（3番人気）� 98923（1番人気）
枠連票数 計 149427 的中 （1－2） 11130（4番人気）
馬連票数 計 495985 的中 �� 27323（3番人気）
馬単票数 計 263022 的中 �� 8013（5番人気）
ワイド票数 計 238101 的中 �� 9774（4番人気）�� 20136（1番人気）�� 16418（2番人気）
3連複票数 計 617657 的中 ��� 32084（1番人気）
3連単票数 計 870196 的中 ��� 7620（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―48．5―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．4
3 9（1，17）10（4，16）11（2，5，18）（13，14）15－12，6－8－7－3 4 9，1（10，17，16）4，11（2，5，18）13，14，15，6－12－8－7＝3

勝馬の
紹 介

ロンバルディア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エアジハード 初出走

2012．2．23生 牡2鹿 母 アンプレショニスト 母母 アグネスチーアフル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アスタキサンチン号・ナムラカグヤヒメ号・マイネルバンケット号・ミスターハーレー号

19090 7月27日 雨 良 （26中京3）第8日 第6競走 ��
��1，800�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 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
1：48．9
1：47．8

重
重

713� ハナリュウセイ 牡3青鹿56 北村 宏司グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 Joseph M.
Perrotta Sr. 498± 01：54．0 5．0�

714 メイショウシシマル 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 村下 明博 472± 01：54．31� 3．5�
12 ス プ ル ス 	3栗 56

53 ▲松若 風馬水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 446－ 21：54．4� 4．1�
815 シゲルヒタチ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 474＋ 41：54．5� 28．4�
47 レッドジュベール 牡3鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 496＋ 61：54．92
 15．3�
23 エスケイオスカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 488＋ 21：55．1� 23．6	
510 テイケイマテリアル 牡3黒鹿56 高倉 稜兼松 忠男氏 石橋 守 浦河 大西ファーム 428＋ 21：55．41� 51．7

36 モズノハナミチ 牡3鹿 56 小牧 太北側 雅司氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 468＋ 2 〃 クビ 3．8�
59 シャイニンシーザー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 422± 0 〃 アタマ 26．6�
35 レッドルーメン 牡3鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 アタマ 59．8
611 クリノカメハメハ 牡3鹿 56 国分 恭介栗本 博晴氏 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 454± 01：56．67 162．5�
816 ラッシュボンバー 牡3鹿 56 藤岡 康太村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 信岡牧場 456－ 81：56．92 182．1�
24 レッドアヴェニュー 牡3青鹿56 岡田 祥嗣 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 384－141：58．9大差 79．8�
612 バ ラ シ ー ト 牡3青鹿56 熊沢 重文 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：59．85 156．5�
48 マルシゲダイハード 牡3鹿 56

53 ▲義 英真坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 482＋ 2 〃 ハナ 206．8�
11 ヤ マ カ ゲ 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 462－ 82：00．0� 68．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，330，500円 複勝： 36，950，200円 枠連： 14，234，100円
馬連： 50，077，100円 馬単： 29，031，500円 ワイド： 25，581，700円
3連複： 66，859，000円 3連単： 98，357，000円 計： 342，421，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（7－7） 830円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 350円 �� 380円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，420円

票 数

単勝票数 計 213305 的中 � 33507（4番人気）
複勝票数 計 369502 的中 � 57365（3番人気）� 90088（1番人気）� 56010（4番人気）
枠連票数 計 142341 的中 （7－7） 13144（4番人気）
馬連票数 計 500771 的中 �� 44716（3番人気）
馬単票数 計 290315 的中 �� 10661（9番人気）
ワイド票数 計 255817 的中 �� 18617（3番人気）�� 16643（6番人気）�� 20294（2番人気）
3連複票数 計 668590 的中 ��� 39345（3番人気）
3連単票数 計 983570 的中 ��� 9601（18番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．9―12．6―12．7―13．0―12．5―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．3―49．9―1：02．6―1：15．6―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ハナリュウセイ �
�
父 Cowboy Cal �

�
母父 Clever Trick デビュー 2014．1．6 京都3着

2011．3．17生 牡3青鹿 母 Deceptive 母母 Subtle Wave 9戦1勝 賞金 11，340，000円
〔その他〕 バラシート号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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〕 マルシゲダイハード号・ヤマカゲ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月

27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。
（非抽選馬） 3頭 イソノシュンライ号・ジョウショーノブシ号・ヤマニンアルブル号



19091 7月27日 曇 稍重 （26中京3）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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 7，300，000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
1：20．0
1：19．0

良
良

817 メイケイペガムーン 牝4黒鹿55 田中 健名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 456＋ 61：24．6 243．0�
715 トーコーグリーン 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490＋ 21：24．7� 33．9�
47 トウカイビジョン 牡4鹿 57 川島 信二内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 498＋ 6 〃 クビ 26．8�
714 サチノリーダース 牡4青鹿57 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 450－ 61：24．8クビ 6．7�
612� エリモフローラ 牝4黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 476－ 71：24．9� 70．2�
510 アキノクリンチ 牝3芦 52 太宰 啓介穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 460＋16 〃 アタマ 35．5	
713 メイショウゲキテキ 牡3栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 折手牧場 454± 01：25．0� 7．2

816 ハイキートーン 牝4栗 55 田中 勝春�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 448－ 21：25．1� 29．5�
23 リスヴェリアート 牡4鹿 57 酒井 学�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 446－ 41：25．2クビ 12．3
59 トウカイインパルス 牡4青鹿57 国分 恭介内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 514＋ 4 〃 アタマ 22．9�
35 � レーヴドプランス 牡4鹿 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490－ 21：25．3クビ 12．5�
818 オトコギマサムネ 牡3鹿 54 北村 宏司塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 ハナ 23．6�
48 ダノンルージュ 牝4鹿 55 浜中 俊�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 41：25．83 4．7�
24 ゼ ウ ス 牡4鹿 57 藤岡 康太杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 480－ 2 〃 ハナ 3．1�
11 プリンシペアスール 牡5鹿 57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 474＋ 81：26．33 29．2�
611 タマモライト 牡3鹿 54 熊沢 重文タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 428＋ 2 〃 クビ 393．2�
36 � マコトヴィガラス 牡3鹿 54

53 ☆中井 裕二�ディアマント 高野 友和 様似 出口 繁夫 500－111：26．4クビ 288．1�
（17頭）

12 � ブラックシャリオ 牡4黒鹿57 川須 栄彦�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，102，500円 複勝： 52，118，700円 枠連： 19，830，800円
馬連： 68，546，900円 馬単： 36，281，200円 ワイド： 35，987，800円
3連複： 90，336，200円 3連単： 125，471，700円 計： 457，675，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 24，300円 複 勝 � 6，450円 � 1，140円 � 820円 枠 連（7－8） 1，760円

馬 連 �� 257，880円 馬 単 �� 716，070円

ワ イ ド �� 69，240円 �� 45，730円 �� 12，030円

3 連 複 ��� 1，693，800円 3 連 単 ��� 12，995，280円

票 数

単勝票数 差引計 291025（返還計 46） 的中 � 958（15番人気）
複勝票数 差引計 521187（返還計 72） 的中 � 2047（15番人気）� 12259（12番人気）� 17589（10番人気）
枠連票数 差引計 198308（返還計 2 ） 的中 （7－8） 8729（6番人気）
馬連票数 差引計 685469（返還計 232） 的中 �� 206（125番人気）
馬単票数 差引計 362812（返還計 105） 的中 �� 38（257番人気）
ワイド票数 差引計 359878（返還計 187） 的中 �� 134（128番人気）�� 203（115番人気）�� 775（77番人気）
3連複票数 差引計 903362（返還計 982） 的中 ��� 40（571番人気）
3連単票数 差引計1254717（返還計 861） 的中 ��� 7（3566番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．2―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイケイペガムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．6．9 阪神2着

2010．4．8生 牝4黒鹿 母 ベラミロード 母母 ベラミスキー 12戦2勝 賞金 18，925，000円
〔出走取消〕 ブラックシャリオ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ダノンルージュ号の騎手浜中俊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

エリモフローラ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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 サフランスカイ号・デンコウタフネス号

19092 7月27日 曇 稍重 （26中京3）第8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 7，300，000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
1：59．6
1：56．1

良
良

69 リラヴァティ 牝3黒鹿 52
49 ▲松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋122：05．6 2．9�

710 カレンケカリーナ 牝4黒鹿55 浜中 俊鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500－ 22：06．45 2．0�
44 � テイエムレオネッサ 牝4栗 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 470＋ 42：06．61� 131．7�
812 アドマイヤウイング 牝3鹿 52 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：07．34 9．2�
45 ブリュネット 牝4栗 55 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 486± 02：07．72� 13．5	
57 キョウワレイ 牝5鹿 55 蛯名 正義�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 470＋ 22：07．91� 16．7

11 エスターブレ 牝4栗 55 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 462＋ 62：08．22 29．6�
33 クイーンキセキ 牝5黒鹿55 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 442－ 22：08．41� 70．7�
56 ラ グ タ イ ム 牝3鹿 52

49 ▲岩崎 翼小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 420± 02：08．71	 95．5
711 スカイキューティー 牝4黒鹿55 藤岡 康太杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 480± 02：09．23 12．5�
813 テイケイフロックス 牝5黒鹿55 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 B504± 02：09．62� 77．6�
22 サ チ ヒ メ 牝4青鹿55 国分 優作林 孝輝氏 日吉 正和 日高 鹿戸 美明 446＋ 62：09．81� 150．6�
68 メイショウグレア 牝4鹿 55

52 ▲義 英真松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 420＋182：10．11	 63．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，383，600円 複勝： 41，788，500円 枠連： 13，226，200円
馬連： 66，285，600円 馬単： 40，763，500円 ワイド： 30，059，800円
3連複： 79，982，700円 3連単： 156，206，000円 計： 456，695，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 110円 � 2，280円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 200円 �� 9，870円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 20，690円 3 連 単 ��� 60，820円

票 数

単勝票数 計 283836 的中 � 76271（2番人気）
複勝票数 計 417885 的中 � 62871（2番人気）� 147820（1番人気）� 2476（13番人気）
枠連票数 計 132262 的中 （6－7） 33901（1番人気）
馬連票数 計 662856 的中 �� 144605（1番人気）
馬単票数 計 407635 的中 �� 43600（2番人気）
ワイド票数 計 300598 的中 �� 49458（1番人気）�� 657（52番人気）�� 1374（33番人気）
3連複票数 計 799827 的中 ��� 2899（52番人気）
3連単票数 計1562060 的中 ��� 1862（163番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．8―13．0―12．5―12．4―12．7―12．8―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．7―49．7―1：02．2―1：14．6―1：27．3―1：40．1―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
13－9－（2，10）5，11（1，4）（3，12）7（6，8）
13－9，10，2，5（4，1，11）（3，12）（6，7）8

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

勝馬の
紹 介

リラヴァティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．6．30 中京2着

2011．3．5生 牝3黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 8戦2勝 賞金 33，750，000円



19093 7月27日 晴 稍重 （26中京3）第8日 第9競走 ��
��1，600�スポーツ報知杯中京2歳ステークス

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

読売新聞中部支社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：35．8
1：32．3

良
良

89 ケツァルテナンゴ 牡2鹿 54 浜中 俊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 466－181：40．5 3．7�
11 ド ル メ ロ 牡2黒鹿54 小牧 太諏訪 守氏 庄野 靖志 浦河 高村牧場 440－ 41：40．71� 6．7�
77 テイケイラピッド 牝2栗 54 蛯名 正義兼松 忠男氏 荒川 義之 洞	湖 レイクヴィラファーム 500＋ 61：41．02 5．5�
55 ペガサスボス 牡2黒鹿54 北村 宏司�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 488± 01：41．2
 2．1�
66 フミノインパルス 牡2黒鹿54 国分 優作谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 462＋ 21：41．62� 116．5	
44 ヤマカツライデン 牡2黒鹿54 酒井 学山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 502－ 8 〃 クビ 12．9

22 シゲルホウネンサイ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 528± 0 〃 ハナ 62．4�
88 ウインバニラスカイ 牝2芦 54 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 446± 01：42．02� 13．6�
33 マ ケ ナ イ デ 牝2栗 54 義 英真小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440－101：43．7大差 153．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 42，188，900円 複勝： 48，163，800円 枠連： 12，513，900円
馬連： 73，104，300円 馬単： 52，310，100円 ワイド： 30，711，200円
3連複： 83，396，000円 3連単： 234，557，900円 計： 576，946，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 190円 � 170円 枠 連（1－8） 1，120円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 520円 �� 420円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 10，620円

票 数

単勝票数 計 421889 的中 � 89095（2番人気）
複勝票数 計 481638 的中 � 79475（2番人気）� 60113（4番人気）� 75380（3番人気）
枠連票数 計 125139 的中 （1－8） 8624（5番人気）
馬連票数 計 731043 的中 �� 38329（7番人気）
馬単票数 計 523101 的中 �� 15427（12番人気）
ワイド票数 計 307112 的中 �� 14977（9番人気）�� 19054（5番人気）�� 15707（8番人気）
3連複票数 計 833960 的中 ��� 30348（9番人気）
3連単票数 計2345579 的中 ��� 16002（41番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．5―13．0―13．4―12．4―11．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．1―37．6―50．6―1：04．0―1：16．4―1：27．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．9―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

ケツァルテナンゴ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．6．7 阪神1着

2012．5．8生 牡2鹿 母 ダイワオンディーヌ 母母 クリアースター 2戦2勝 賞金 22，224，000円
〔制裁〕 ドルメロ号の騎手小牧太は，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：9番）

19094 7月27日 曇 良 （26中京3）第8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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 タガノミューチャン 牝4鹿 55 小牧 太八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510＋ 21：23．4 13．8�

12 リュクスメジャー 牝5栗 55 浜中 俊田畑 憲士氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 81：23．61� 4．4�

23 サクセスフェイト 牡5黒鹿57 国分 優作髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社
吉田ファーム 444－ 81：23．7	 56．3�

816
 ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 460＋ 21：23．8� 22．7�
714� コリンブレッセ 牡5鹿 57 酒井 学林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C

Stautberg 502－101：24．01	 25．6�
24 ピ ン ポ ン 牡4鹿 57 蛯名 正義小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 456－ 4 〃 ハナ 2．4	
47 
 ネオシーサー 牡7青 57 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 日高 田端牧場 446－ 21：24．1クビ 55．5

611 アグネスダリム 牝5栗 55 太宰 啓介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 468＋ 8 〃 クビ 153．2�
11 ロスヴァイセ 牝3黒鹿52 田中 勝春 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 アタマ 5．8
36 カリスマサンスカイ 牡6鹿 57 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B514－ 21：24．42 29．0�
59 
 アドマイヤシャドウ 牡5鹿 57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 478＋ 21：24．6� 32．6�
713
 メモリーパーミット 牡7栗 57 武 幸四郎�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 508＋ 41：25．13 203．3�
510 ステイウェル 牡4黒鹿57 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 486－ 41：25．31	 16．2�
612 アンジュシュエット 牝3黒鹿52 松若 風馬有限会社シルク伊藤 大士 浦河 桑田牧場 468＋ 2 〃 クビ 17．7�
35 ハニードント 牝3栗 52 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 442－ 21：25．4	 18．7�

（15頭）
48 アイファーファルコ 牡5栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 442± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，735，900円 複勝： 65，177，200円 枠連： 34，311，700円
馬連： 128，102，100円 馬単： 71，033，900円 ワイド： 54，623，100円
3連複： 167，257，500円 3連単： 283，503，900円 計： 846，745，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 430円 � 200円 � 1，150円 枠 連（1－8） 1，110円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 8，400円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 63，250円 3 連 単 ��� 397，560円

票 数

単勝票数 差引計 427359（返還計 1178） 的中 � 24713（4番人気）
複勝票数 差引計 651772（返還計 2563） 的中 � 37511（5番人気）� 108083（2番人気）� 12252（13番人気）
枠連票数 差引計 343117（返還計 106） 的中 （1－8） 23893（3番人気）
馬連票数 差引計1281021（返還計 9053） 的中 �� 22488（14番人気）
馬単票数 差引計 710339（返還計 5135） 的中 �� 4818（38番人気）
ワイド票数 差引計 546231（返還計 5165） 的中 �� 8628（16番人気）�� 1649（71番人気）�� 4703（30番人気）
3連複票数 差引計1672575（返還計 20615） 的中 ��� 1983（152番人気）
3連単票数 差引計2835039（返還計 32727） 的中 ��� 517（879番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 14，15（10，9，2）（11，16）5（1，13）（3，4）12，7，6 4 14，15，2（9，16）（10，11）（5，1）（3，13）4，7，12，6

勝馬の
紹 介

タガノミューチャン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2012．9．17 阪神1着

2010．4．13生 牝4鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 16戦4勝 賞金 63，589，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 アイファーファルコ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アップトゥデイト号・ケルヴィンサイド号・ゴールウェイ号・サイズミックレディ号・ヒショウ号・

プリサイスエース号・ヤマニンメンヒル号・リズミックビート号・ワキノネクサス号

１レース目



19095 7月27日 曇 稍重 （26中京3）第8日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第62回トヨタ賞中京記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，25．7．20以降26．7．20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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

815 サダムパテック 牡6鹿 58 田中 勝春大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514＋ 21：37．1 15．2�

714 ミッキードリーム 牡7栗 56 太宰 啓介野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 ハナ 31．2�
48 マジェスティハーツ 牡4鹿 56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 494＋ 4 〃 クビ 7．7�
47 ブレイズアトレイル 牡5芦 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 492－ 81：37．31� 7．7�
612 オ リ ー ビ ン 牡5栗 55 武 幸四郎吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468－10 〃 クビ 20．2	
23 ティアップゴールド 牡8鹿 53 国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 470－ 81：37．4� 170．5

713 サトノギャラント 牡5黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494－ 61：37．6	 6．3�
11 ク ラ レ ン ト 牡5栗 57．5 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 498＋ 41：37．7	 5．4�
12 ゲシュタルト 牡7鹿 55 国分 恭介畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 518－ 6 〃 アタマ 125．4
35 フラガラッハ 牡7鹿 57．5 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 21：37．91� 5．3�
510 ダイワマッジョーレ 牡5鹿 57．5 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 446＋ 61：38．22 7．6�
816 ダノンヨーヨー 牡8栗 56 浜中 俊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 ハナ 18．1�
611 マイネルディアベル 牡3青鹿52 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 448＋ 41：38．83� 54．3�
59 クロフネサプライズ 牝4芦 53 柴山 雄一畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 460－ 81：39．11	 15．5�
36 テイエムオオタカ 牡6鹿 55 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 B484－ 21：39．52� 67．2�
24 クッカーニャ 牝5青鹿51 田中 博康 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：39．82 50．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 142，566，800円 複勝： 243，045，400円 枠連： 124，022，000円
馬連： 623，383，200円 馬単： 255，025，600円 ワイド： 234，649，000円
3連複： 992，588，800円 3連単： 1，648，598，800円 計： 4，263，879，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 520円 � 640円 � 300円 枠 連（7－8） 1，810円

馬 連 �� 20，090円 馬 単 �� 34，650円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 2，630円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 60，030円 3 連 単 ��� 428，240円

票 数

単勝票数 計1425668 的中 � 74854（7番人気）
複勝票数 計2430454 的中 � 118784（8番人気）� 94163（11番人気）� 232018（6番人気）
枠連票数 計1240220 的中 （7－8） 52928（11番人気）
馬連票数 計6233832 的中 �� 24040（61番人気）
馬単票数 計2550256 的中 �� 5519（112番人気）
ワイド票数 計2346490 的中 �� 13863（55番人気）�� 23130（42番人気）�� 15631（50番人気）
3連複票数 計9925888 的中 ��� 12401（196番人気）
3連単票数 計16485988 的中 ��� 2791（1262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．5―47．7―1：00．1―1：11．8―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0

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

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

勝馬の
紹 介

サダムパテック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2010．10．17 京都2着

2008．3．30生 牡6鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 25戦6勝 賞金 406，650，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 マジェスティハーツ号の騎手森一馬は，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：7番）
ミッキードリーム号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ツクバコガネオー号・プリムラブルガリス号・マルタカシクレノン号・ワイズリー号

19096 7月27日 晴 良 （26中京3）第8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 7，300，000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

12 � サカジロスイセイ 牡5鹿 57 柴山 雄一ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 518＋ 21：53．0 55．7�
714 エノラブエナ 牡3鹿 54 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 550＋ 21：53．1	 8．7�
612 オーシャンドライブ 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 548± 01：53．2
 4．4�
23 エクストラゴールド 牡3栗 54

51 ▲松若 風馬前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 498± 01：53．3	 3．3�

816 ロードハリケーン 牡5鹿 57 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 81：53．51� 8．2�
815 アドマイヤキンカク 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：53．6	 4．2	
611 デンコウリキ 牡4黒鹿57 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 498－ 61：53．7
 17．9

47 アスターフレンチ 牡4栗 57 田中 勝春加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 490－121：53．9
 36．8�
713 テンマティーニ 牡3栗 54 藤岡 康太芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 前谷 武志 478－ 61：54．0	 37．7�
59 � ティズトレメンダス 牝4鹿 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Morgan’s

Ford Farm 504± 01：54．32 16．2
36 � ビーチブレイブ 牡4芦 57 川島 信二谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 43．5�
510 ジョリフェロー 牡4鹿 57 川須 栄彦�フォーレスト 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 482－141：54．4	 238．4�
48 � ワンダーパラジーノ 牡4栗 57 熊沢 重文山本 信行氏 梅内 忍 新冠 大狩部牧場 474＋ 21：55．78 373．0�
35 � ワンダージェニアル 牡5鹿 57 国分 優作山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 500－101：56．33	 165．1�
24 � レッドジェイビー 牡4青 57

54 ▲岩崎 翼 �東京ホースレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 516± 01：56．72	 252．9�
11 カリスマサンタイム 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 502－ 2 （競走中止） 43．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，352，000円 複勝： 87，856，000円 枠連： 42，050，800円
馬連： 160，624，000円 馬単： 77，135，800円 ワイド： 67，834，700円
3連複： 200，288，100円 3連単： 361，698，500円 計： 1，054，839，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，570円 複 勝 � 870円 � 280円 � 180円 枠 連（1－7） 5，580円

馬 連 �� 14，970円 馬 単 �� 40，090円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 2，130円 �� 490円

3 連 複 ��� 11，060円 3 連 単 ��� 152，720円

票 数

単勝票数 計 573520 的中 � 8234（12番人気）
複勝票数 計 878560 的中 � 20719（12番人気）� 79729（5番人気）� 159470（2番人気）
枠連票数 計 420508 的中 （1－7） 5835（19番人気）
馬連票数 計1606240 的中 �� 8310（40番人気）
馬単票数 計 771358 的中 �� 1443（94番人気）
ワイド票数 計 678347 的中 �� 4812（39番人気）�� 7875（21番人気）�� 39086（4番人気）
3連複票数 計2002881 的中 ��� 13578（37番人気）
3連単票数 計3616985 的中 ��� 1717（432番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．1―49．9―1：02．4―1：15．1―1：27．7―1：40．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�サカジロスイセイ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ヘクタープロテクター

2009．3．29生 牡5鹿 母 タガノビーム 母母 ダイナビーム 30戦2勝 賞金 33，970，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 カリスマサンタイム号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サカジロスイセイ号の騎手柴山雄一は，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30，000円。（被害馬：14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。
（非当選馬） 1頭 シゲルスターキング号

４レース目



（26中京3）第8日 7月27日（日曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

228，010，000円
8，400，000円
1，700，000円
20，710，000円
66，298，500円
5，030，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
491，357，900円
797，170，400円
333，001，500円
1，397，517，900円
703，803，200円
604，670，700円
1，989，009，600円
3，405，746，200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 9，722，277，400円

総入場人員 22，933名 （有料入場人員 ）



平成26年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，426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

1，603，060，000円
6，240，000円
64，340，000円
12，870，000円
143，330，000円
520，604，500円
41，765，400円
13，689，600円

勝馬投票券売得金
3，265，039，600円
5，720，387，800円
2，053，270，700円
8，562，551，800円
4，598，906，700円
3，781，593，700円
11，526，369，300円
19，827，385，000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 59，335，504，600円

総入場延人員 124，796名 （有料入場延人員 92，415名）
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