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19049 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第1競走 ��3，330�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時00分（番組第4競走を順序変更） （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム3：39．8良

89 タ イ タ ン 牡7栗 60 植野 貴也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490＋103：41．0 2．6�
78 シゲルササグリ 牡6黒鹿60 熊沢 重文森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 516＋ 63：41．21� 3．8�
66 ヴィーヴァギブソン �8鹿 60 西谷 誠芹澤 精一氏 作田 誠二 平取 スガタ牧場 532＋ 83：41．52 24．3�
810 ラガートモヒーロ 牡6黒鹿60 北沢 伸也奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 476＋ 63：42．35 28．6�
11 ニジブルーム 牡7芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 498－ 23：43．15 5．8�
77 メイショウゼロセン 牡4黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 498＋ 43：43．73� 13．8�
22 ティーエスハーツ 牡4黒鹿60 林 満明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 546＋ 63：44．23 9．4	
44 タイセイジーニアス 牡7黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 480± 03：45．9大差 40．6

33 オールアズワン 牡7黒鹿62 平沢 健治宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 518＋103：48．2大差 6．1�
55 エリタージュ 牝5鹿 58 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 470＋123：50．2大差 123．3�
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売 得 金
単勝： 12，515，000円 複勝： 14，883，800円 枠連： 6，017，400円
馬連： 22，843，300円 馬単： 14，985，100円 ワイド： 13，610，400円
3連複： 36，085，700円 3連単： 57，806，600円 計： 178，747，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 400円 枠 連（7－8） 460円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，190円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 15，860円

票 数

単勝票数 計 125150 的中 � 37153（1番人気）
複勝票数 計 148838 的中 � 41063（1番人気）� 26020（2番人気）� 6282（7番人気）
枠連票数 計 60174 的中 （7－8） 10014（1番人気）
馬連票数 計 228433 的中 �� 28050（1番人気）
馬単票数 計 149851 的中 �� 9881（1番人気）
ワイド票数 計 136104 的中 �� 17401（1番人気）�� 2616（16番人気）�� 2854（14番人気）
3連複票数 計 360857 的中 ��� 5753（17番人気）
3連単票数 計 578066 的中 ��� 2642（47番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．9－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ イ タ ン 
�
父 デビッドジュニア 

�
母父 タイトスポット デビュー 2010．12．26 阪神3着

2008．3．11生 牡7栗 母 ストップザネバー 母母 ノーノーネヴアー 障害：4戦2勝 賞金 25，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19050 7月18日 曇 不良 （27中京3）第5日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35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

36 � エナジータウン 牡3鹿 56 幸 英明幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s
Stud 448－ 81：11．9 20．6�

23 � エイシンバランサー 牡3芦 56 松山 弘平�栄進堂 西園 正都 加 Adena
Springs 472＋ 21：12．0� 3．6�

713 ノ ラ ネ コ 	3栗 56
53 ▲義 英真�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 466± 01：12．21� 6．0�

816 コウエイラブリー 牝3鹿 54 和田 竜二伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 488－ 61：12．3� 8．5�
59 ブレーヴブラッド 牡3鹿 56 
島 良太村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 450－ 41：12．4クビ 233．9	
611 ウインドファースト 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 502－ 41：12．71� 14．3

47 � ジェントルヴァウ 牝3鹿 54 浜中 俊窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 456－ 21：12．8� 2．9�
612 アクアブルーパサー 牡3黒鹿56 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 460－181：12．9� 65．1�
35 シゲルボンオドリ 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 鵜木 唯義 468－ 4 〃 ハナ 192．9
11 イッツマイン 牝3鹿 54

51 ▲
島 克駿 �キャロットファーム 安田 隆行 日高 本間牧場 468－ 4 〃 ハナ 6．4�
510 タガノパシフィカス 	3鹿 56 柴田 未崎八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 41：13．11� 212．5�
714 シゲルトンテントン 牡3栗 56 北村 友一森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 472－ 41：13．2� 166．3�
12 メイショウアライソ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 湯窪 幸雄 様似 中脇 一幸 484＋ 21：13．3� 142．3�
48 メイショウフライキ 牝3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 428－ 61：13．5� 25．0�
815 シゲルサンノウサイ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 福島 信晴 新冠 北星村田牧場 468＋ 41：14．24 410．2�
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24 グランビスキュイ 	3鹿 56 森 一馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，539，000円 複勝： 33，237，300円 枠連： 9，864，800円
馬連： 41，766，400円 馬単： 24，571，500円 ワイド： 25，478，400円
3連複： 58，230，200円 3連単： 77，118，700円 計： 293，806，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 320円 � 170円 � 190円 枠 連（2－3） 3，490円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，250円 �� 540円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 51，960円

票 数

単勝票数 差引計 235390（返還計 494） 的中 � 9119（7番人気）
複勝票数 差引計 332373（返還計 978） 的中 � 22561（6番人気）� 59393（2番人気）� 46409（3番人気）
枠連票数 差引計 98648（返還計 145） 的中 （2－3） 2188（17番人気）
馬連票数 差引計 417664（返還計 2778） 的中 �� 9430（15番人気）
馬単票数 差引計 245715（返還計 1776） 的中 �� 1808（40番人気）
ワイド票数 差引計 254784（返還計 1975） 的中 �� 4328（21番人気）�� 5106（17番人気）�� 12941（4番人気）
3連複票数 差引計 582302（返還計 6632） 的中 ��� 7832（22番人気）
3連単票数 差引計 771187（返還計 7926） 的中 ��� 1076（191番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．4―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エナジータウン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．2．15 小倉15着

2012．1．24生 牡3鹿 母 Honoria 母母 Tedarshana 4戦1勝 賞金 5，290，000円
〔競走除外〕 グランビスキュイ号は，枠入り不良・枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右飛節部挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻9分遅延。
〔制裁〕 タガノパシフィカス号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14

番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グランビスキュイ号は，平成27年7月19日から平成27年8月17日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

第３回 中京競馬 第５日



19051 7月18日 曇 不良 （27中京3）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

36 オイルタウン 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 日高 沖田牧場 458＋ 41：53．8 4．8�
815 ク ロ ー ザ ー 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432－ 21：54．33 5．2�

611 カフジエンパイア 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 508± 01：55．25 14．2�
11 サンライズリゾート 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B516＋14 〃 ハナ 31．3�
47 ジェイポップ 牡3鹿 56 小牧 太 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：55．41� 24．4	
48 タイセイグローリア 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高岸 順一 486－ 21：55．93 317．9

612 オフビートジャズ 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 538－ 61：56．11� 2．3�
713 ワールドカップ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 460＋ 41：56．63 81．7�
23 スズカオパール 牝3栗 54 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 462－ 61：56．92 290．5
816 ワンダーウインディ 牡3黒鹿56 幸 英明山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 512－ 4 〃 ハナ 266．5�
35 ハッピーシェフ 牡3鹿 56 Z．パートン 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 日高大洋牧場 486－101：57．1� 8．6�
（香港）

714 ローレルベルカント 牡3栗 56 川須 栄彦 �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 新冠橋本牧場 438－ 4 〃 アタマ 172．2�
59 モアザンワーズ 牝3黒鹿54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 418－ 21：57．84 210．2�
510 メイショウショウキ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 500－ 61：57．9� 137．2�
12 ディファースト 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿大八木信行氏 松田 博資 新ひだか 水上 習孝 B486－ 41：58．75 16．8�
24 コウザンヒキリ 牡3鹿 56 秋山真一郎山下 良子氏 中尾 秀正 新冠 ヤマタケ牧場 454＋ 2 （競走中止） 12．9�
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売 得 金
単勝： 24，519，300円 複勝： 31，459，300円 枠連： 12，310，500円
馬連： 44，282，900円 馬単： 28，059，600円 ワイド： 26，748，500円
3連複： 59，073，700円 3連単： 84，646，800円 計： 311，100，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 180円 � 320円 枠 連（3－8） 880円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 470円 �� 840円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 17，130円

票 数

単勝票数 計 245193 的中 � 40635（2番人気）
複勝票数 計 314593 的中 � 51252（2番人気）� 49084（3番人気）� 21332（6番人気）
枠連票数 計 123105 的中 （3－8） 10840（3番人気）
馬連票数 計 442829 的中 �� 24404（4番人気）
馬単票数 計 280596 的中 �� 7129（11番人気）
ワイド票数 計 267485 的中 �� 15355（4番人気）�� 7938（12番人気）�� 6897（13番人気）
3連複票数 計 590737 的中 ��� 11456（14番人気）
3連単票数 計 846468 的中 ��� 3581（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．2―50．3―1：03．0―1：15．7―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オイルタウン �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．11 京都8着

2012．4．5生 牡3栗 母 スーパーオアシス 母母 ビーウェルオン 14戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10分に変更。
〔競走中止〕 コウザンヒキリ号は，最後の直線コースで，サンライズリゾート号が外側に斜行した影響で，前の馬に触れてつまずき，騎

手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サンライズリゾート号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年7月25日から平成27年

8月2日まで騎乗停止。（被害馬：4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。

19052 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分（番組第1競走を順序変更） （ 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

66 アドマイヤバートン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 484－ 83：20．9 4．1�
33 エイシンフランキー 牡4芦 60 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 494－ 43：21．11 6．6�
55 ハクユウドルフィン 牡4青鹿60 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 444－ 63：21．52� 3．3�
22 アーサーバローズ 牡6栗 60 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480－ 23：23．110 8．0�
44 キングオブタイム 牡4黒鹿60 北沢 伸也 �シルクレーシング 加用 正 新冠 樋渡 信義 508－ 43：23．42 15．3	
77 � ビットアレグロ 牡6栗 60 五十嵐雄祐礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 488＋ 23：23．61� 16．9

88 � アプリカーレ 牝4鹿 58 植野 貴也水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 500－ 63：23．81� 3．3�
11 サンアグライア 牝4鹿 58 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 452＋ 43：33．8大差 71．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 14，588，200円 複勝： 14，440，900円 枠連： 発売なし
馬連： 29，463，500円 馬単： 18，187，200円 ワイド： 12，634，700円
3連複： 33，565，400円 3連単： 70，371，700円 計： 193，251，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 380円 �� 330円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 145882 的中 � 28413（3番人気）
複勝票数 計 144409 的中 � 25592（3番人気）� 19853（4番人気）� 29343（2番人気）
馬連票数 計 294635 的中 �� 17680（7番人気）
馬単票数 計 181872 的中 �� 5725（12番人気）
ワイド票数 計 126347 的中 �� 8582（5番人気）�� 10142（3番人気）�� 6352（8番人気）
3連複票数 計 335654 的中 ��� 16894（6番人気）
3連単票数 計 703717 的中 ��� 5852（34番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 54．0－3F 41．1

コーナー
通過順位

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

2
�
5，8，2＝3，6－4，7＝1
5－8＝（2，6）3＝4＝7＝1

勝馬の
紹 介

アドマイヤバートン 
�
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 2010．9．5 札幌2着

2008．5．16生 牡7栗 母 リズムオブザレイン 母母 レ ン Ⅱ 障害：9戦1勝 賞金 12，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時40分に変更。



19053 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：35．8
1：32．3

良
良

33 ラヴアンドポップ 牡2鹿 54
51 ▲�島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：39．7 20．0�
44 ダノンレーザー 牡2栗 54 C．ルメール�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 500 ― 〃 クビ 2．8�
711 ペガサスバローズ 牡2栗 54 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 430 ―1：39．8クビ 7．9�
57 エイシンディクティ 牝2鹿 54 藤岡 佑介平井 克彦氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 460 ―1：39．9� 31．0�
69 アイアンマン 牡2鹿 54 Z．パートン杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 438 ― 〃 クビ 3．1�

（香港）

45 ブ リ オ 牝2鹿 54 川田 将雅 	ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 442 ―1：40．21� 37．2

68 キャンドヒート 牡2黒鹿54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 平山牧場 458 ― 〃 ハナ 78．9�
813 マイネルインディゴ 牡2栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム 464 ―1：40．3� 9．6�
11 ワンスインアライフ 牡2鹿 54 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 454 ―1：40．51� 24．3
710 スターストリーム 牝2黒鹿54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 434 ― 〃 クビ 14．3�
56 コパノアラジン 牡2栗 54 高倉 稜小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 506 ―1：40．6クビ 34．4�
22 シルバーメール 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 438 ―1：40．7� 31．8�
812 ウインヴォルケーノ 牡2黒鹿54 松山 弘平�ウイン 中村 均 熊本 本田 土寿 470 ―1：40．91� 226．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，270，200円 複勝： 28，080，200円 枠連： 11，016，100円
馬連： 43，572，500円 馬単： 24，883，200円 ワイド： 24，641，800円
3連複： 53，670，200円 3連単： 76，791，400円 計： 289，925，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 320円 � 130円 � 220円 枠 連（3－4） 2，470円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，050円 �� 490円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 43，090円

票 数

単勝票数 計 272702 的中 � 11532（6番人気）
複勝票数 計 280802 的中 � 17135（6番人気）� 76873（1番人気）� 28653（4番人気）
枠連票数 計 110161 的中 （3－4） 3453（8番人気）
馬連票数 計 435725 的中 �� 15037（7番人気）
馬単票数 計 248832 的中 �� 3080（22番人気）
ワイド票数 計 246418 的中 �� 8545（7番人気）�� 2885（25番人気）�� 13616（3番人気）
3連複票数 計 536702 的中 ��� 7108（16番人気）
3連単票数 計 767914 的中 ��� 1292（138番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．8―13．3―12．9―12．2―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．7―51．0―1：03．9―1：16．1―1：27．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F35．8

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

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

ラヴアンドポップ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Quiet American 初出走

2013．2．7生 牡2鹿 母 ラヴィングプライド 母母 Yafill 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19054 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時55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

11 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 54 川田 将雅日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋101：10．7 7．9�

35 サクラティンクル 牝3鹿 54 中谷 雄太�さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット B462± 01：10．8� 2．7�
12 テイエムセキハン 牝3栗 54 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 460－101：11．01� 31．9�
612 ピュアスピリット 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 406＋ 21：11．1� 20．0�
23 ホ ザ ン ナ 牝3栗 54 Z．パートン薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 492± 01：11．41� 7．9�

（香港）

713 メイショウハルゴマ 牝3青鹿54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 様似 中脇 一幸 452－ 81：11．5� 35．2	
510 フェリシダーデス 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 424＋ 2 〃 アタマ 18．4

714 サマーサラファン 牝3芦 54 国分 優作セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 416－ 41：11．6� 79．9�
48 トシザラブリー 牝3青鹿54 福永 祐一上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 438± 0 〃 アタマ 42．9�
816 アルフヘイム 牝3栗 54 C．ルメール キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：11．81� 21．0�
24 メイショウユウヒ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 496＋ 61：11．9クビ 9．8�
59 タマモミルフィーユ 牝3鹿 54 小牧 太タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 428－ 11：12．53� 47．8�
47 ハローブリーズ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 434－10 〃 クビ 27．3�
818 クニサキメロディー 牝3栗 54 花田 大昂國島 周夫氏 西橋 豊治 新冠 川上牧場 452＋ 41：12．82 386．6�
36 クランデール 牝3鹿 54 北村 友一 キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450± 01：13．01� 15．8�
817 デュランダーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 新冠 山岡牧場 444± 01：13．63� 79．8�

715 ゴールデンレコード 牝3青鹿54 幸 英明吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 ハナ 6．9�
611 プレアデスマリーン 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 470－ 61：14．02� 114．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，407，400円 複勝： 30，774，300円 枠連： 16，126，500円
馬連： 52，259，200円 馬単： 26，701，000円 ワイド： 30，169，800円
3連複： 74，432，600円 3連単： 92，109，800円 計： 346，980，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 150円 � 510円 枠 連（1－3） 770円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，420円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 42，070円

票 数

単勝票数 計 244074 的中 � 24424（4番人気）
複勝票数 計 307743 的中 � 29909（3番人気）� 69171（1番人気）� 12002（10番人気）
枠連票数 計 161265 的中 （1－3） 16125（3番人気）
馬連票数 計 522592 的中 �� 33699（1番人気）
馬単票数 計 267010 的中 �� 6549（5番人気）
ワイド票数 計 301698 的中 �� 15701（1番人気）�� 3050（30番人気）�� 5770（12番人気）
3連複票数 計 744326 的中 ��� 7097（16番人気）
3連単票数 計 921098 的中 ��� 1587（86番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．8―11．8―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 ・（1，5）9（11，15）12（2，8，13）17（3，16）（7，14，18）（6，10）4 4 ・（1，5）9（2，12）（11，15）（3，8，13）（7，14，16，17）－（10，18）6，4

勝馬の
紹 介

ハギノナトゥーラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．7．26 中京9着

2012．5．5生 牝3鹿 母 ハギノアウグラーレ 母母 Hum Along 13戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレアデスマリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月18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 カイルアブルー号・スーパールミナル号・バトルハイスポット号
※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。



19055 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時25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 945，000
945，000

円
円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

818 マツリダアンバター 牡3黒鹿56 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 454＋ 22：03．7 4．0�
510 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 472＋ 42：03．8� 13．2�
59 トワイライトキッス 牝3黒鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 22：03．9� 11．2�
714 テイエムマテンロウ 	3芦 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 中川 隆 B482－ 6 〃 同着 108．3�
611
 ウィスパーノット 	3青鹿56 福永 祐一�ノースヒルズ 中舘 英二 米 North Hills

Co. LTD. 474－ 42：04．21� 14．9�
36 ナムラキャニオン 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 睦弘氏 中尾 秀正 浦河 谷川牧場 472＋ 82：04．3� 14．3	
816 サンライズフルール 牡3栗 56 C．ルメール 松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 452－ 62：04．4� 2．4

35 ヒカリポントワーズ 牝3芦 54 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 前川 義則 408－ 2 〃 アタマ 312．1�
12 サダムエルドラド 牡3青鹿56 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 82：04．82� 5．8�
11 クィーンアルビレオ 牝3鹿 54 川須 栄彦髙野 葉子氏 高野 友和 新冠 中央牧場 430± 02：05．33 79．4
612 エスケイアタック 牝3栗 54 北村 友一服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 422－ 42：05．61� 266．0�
713 メイショウアナベル 牝3芦 54

53 ☆松若 風馬松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 488＋ 42：05．91� 24．2�
47 スズカレグルス 牡3栗 56 難波 剛健永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 458± 02：06．0� 103．9�
24 アイキャンベット 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼薪浦 亨氏 西橋 豊治 安平 吉田 三郎 474－10 〃 クビ 95．5�
23 ブレイジング 牝3黒鹿54 国分 優作 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 468＋ 42：06．85 36．2�
48 スリーロード 牡3黒鹿56 幸 英明永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 412＋ 22：06．9クビ 195．4�
817 ノブグローリー 牝3芦 54 高田 潤前田 亘輝氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 476－ 2 （競走中止） 346．0�

（17頭）
715 アスタープロスパー 牡3黒鹿56 �島 良太加藤 久枝氏 武田 博 浦河 村中牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，438，000円 複勝： 33，399，400円 枠連： 16，177，600円
馬連： 48，978，200円 馬単： 27，149，300円 ワイド： 30，475，300円
3連複： 65，846，700円 3連単： 90，753，600円 計： 338，218，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 250円 �
�

230円
1，600円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 470円 ��
��

460円
3，430円

��
��

950円
6，490円

3 連 複 ���
���

2，930円
28，740円 3 連 単 ���

���
11，900円
72，920円

票 数

単勝票数 計 254380 的中 � 50015（2番人気）
複勝票数 計 333994 的中 �

�
55840
2901
（2番人気）
（13番人気）

� 25689（6番人気）� 28580（4番人気）

枠連票数 計 161776 的中 （5－8） 24619（2番人気）
馬連票数 計 489782 的中 �� 16253（9番人気）
馬単票数 計 271493 的中 �� 5528（12番人気）
ワイド票数 計 304753 的中 ��

��
10665
4870
（9番人気）
（17番人気）

��
��

11140
667
（8番人気）
（59番人気）

�� 1276（41番人気）

3連複票数 計 658467 的中 ��� 8501（16番人気）��� 849（114番人気）
3連単票数 計 907536 的中 ��� 2771（64番人気）��� 450（362番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．8―12．8―12．6―12．6―12．3―12．0―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―37．1―49．9―1：02．5―1：15．1―1：27．4―1：39．4―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マツリダアンバター �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．7．19 中京8着

2012．4．12生 牡3黒鹿 母 デ ュ ー ン 母母 ラモーダバンブー 13戦1勝 賞金 12，650，000円
〔出走取消〕 アスタープロスパー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ノブグローリー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※ブレイジング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19056 7月18日 曇 不良 （27中京3）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
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
1：10．1
1：08．7

重
重

713 ディープミタカ 牡4栗 57 藤岡 佑介深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：10．7 61．6�
23 ク ー ゲ ル 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 510± 01：10．91� 4．9�
815 ジャコカッテ 牡4栗 57 和田 竜二晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 488－121：11．0クビ 16．7�
510 ア レ ッ ト �4青 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 2 〃 クビ 9．4�
816 ティップトップ 牝4鹿 55 浜中 俊 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 502± 0 〃 ハナ 5．2�
612 プレフェリート 牡4鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 498＋ 21：11．21	 8．6	
611 ピクニックソング 牝4鹿 55 小坂 忠士山上 和良氏 奥村 豊 日高 長田ファーム 452－ 41：11．94 12．9

12 サウスリバティー 牡3栗 54

53 ☆松若 風馬南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 450－ 2 〃 クビ 28．3�
35 アグネスリュシアン 牝3鹿 52 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 456－ 81：12．0クビ 38．2�
59 ビットアリエス 牝4青鹿 55

54 ☆岩崎 翼礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 430－16 〃 クビ 291．2
24 ヴァイセフラウ 牝4芦 55 松山 弘平�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋101：12．1クビ 2．6�
11 ヤサカナンティー 牡3鹿 54 国分 恭介志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 478＋ 41：12．31	 266．6�
48 トウケイファルコン 牡3栗 54 太宰 啓介木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 木下牧場 488＋ 2 〃 クビ 69．0�
36 タガノアルデ 牡3芦 54 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 81：12．4
 272．6�
714 ショウサンカーズ 牡3鹿 54 小牧 太鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 仲野牧場 478－ 81：12．61� 57．7�
47 ウェディングラン 牝3鹿 52 国分 優作小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 428＋ 4 〃 ハナ 190．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，564，100円 複勝： 44，091，300円 枠連： 19，931，600円
馬連： 63，865，700円 馬単： 32，314，600円 ワイド： 34，753，400円
3連複： 83，787，600円 3連単： 108，591，600円 計： 418，899，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，160円 複 勝 � 820円 � 180円 � 430円 枠 連（2－7） 2，610円

馬 連 �� 10，400円 馬 単 �� 28，240円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 6，910円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 34，960円 3 連 単 ��� 320，030円

票 数

単勝票数 計 315641 的中 � 4093（11番人気）
複勝票数 計 440913 的中 � 11527（9番人気）� 82858（2番人気）� 24138（7番人気）
枠連票数 計 199316 的中 （2－7） 5898（9番人気）
馬連票数 計 638657 的中 �� 4758（28番人気）
馬単票数 計 323146 的中 �� 858（66番人気）
ワイド票数 計 347534 的中 �� 3566（23番人気）�� 1264（49番人気）�� 7987（14番人気）
3連複票数 計 837876 的中 ��� 1797（86番人気）
3連単票数 計1085916 的中 ��� 246（658番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．9―11．6―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディープミタカ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Gone West デビュー 2013．10．20 京都4着

2011．4．28生 牡4栗 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 16戦2勝 賞金 24，100，000円
〔制裁〕 ウェディングラン号の騎手国分優作は，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：6番）
※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 アドマイヤリバティ号・スズカチャンプ号・ダノンブライト号・ミスズモンブラン号



19057 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第9競走 ��1，400�タイランドカップ
発走14時25分 （芝・左）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（1着）

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

611 レッドカーラ 牝3黒鹿52 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426＋ 81：22．0 10．2�
713 リーサルウェポン 牝4鹿 55 川田 将雅 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 430＋ 2 〃 クビ 1．6�
46 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 Z．パートン里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460－ 21：22．31� 12．0�

（香港）

815 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 川島 信二小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460± 01：22．4� 11．9�
47 スヴァラッシー 牝4青鹿55 川須 栄彦吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 452－ 21：22．5クビ 39．3�
58 モントボーゲン 牝4鹿 55 C．ルメール 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476± 01：23．03 17．9

34 タガノレベッカ 牝4栗 55 秋山真一郎八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 41：23．1� 36．4�
814 タマモイヤリング 牝3黒鹿52 幸 英明タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 448－ 61：23．2� 33．6�
23 � ダノンサイクロン 牝4青鹿55 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 466＋121：23．3クビ 98．2
35 アドマイヤウイング 牝4鹿 55 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 クビ 40．3�
11 � レディカリビアン 牝4芦 55 国分 恭介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 452＋ 81：23．51	 43．5�
22 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B476± 01：23．71� 161．9�
59 ダークブルー 牝3黒鹿52 浜中 俊�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 472－ 41：23．91	 10．2�
610 サチノクイーン 牝4鹿 55 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B474－ 6 〃 クビ 15．5�
712 グランドデザイン 牝3黒鹿52 武 幸四郎西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 454± 01：24．85 40．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，027，300円 複勝： 83，905，200円 枠連： 21，565，800円
馬連： 83，234，000円 馬単： 48，562，000円 ワイド： 46，878，000円
3連複： 108，309，600円 3連単： 178，319，900円 計： 610，801，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 210円 � 110円 � 180円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，240円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 16，770円

票 数

単勝票数 計 400273 的中 � 31317（2番人気）
複勝票数 計 839052 的中 � 43961（4番人気）� 514633（1番人気）� 55548（2番人気）
枠連票数 計 215658 的中 （6－7） 36589（1番人気）
馬連票数 計 832340 的中 �� 86075（1番人気）
馬単票数 計 485620 的中 �� 15322（7番人気）
ワイド票数 計 468780 的中 �� 34077（3番人気）�� 8422（13番人気）�� 44613（1番人気）
3連複票数 計1083096 的中 ��� 33280（6番人気）
3連単票数 計1783199 的中 ��� 7707（37番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．0―11．7―12．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．5―33．5―45．2―57．2―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドカーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2014．11．22 京都4着

2012．1．19生 牝3黒鹿 母 シンデレラロマンス 母母 シ ン デ ィ 6戦2勝 賞金 19，843，000円
※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。

19058 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第10競走 ��
��1，900�インディアトロフィー

発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．7．19以降27．7．12まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ターフオーソリティーオブインディア賞（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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

35 メイショウソレイユ 牡5鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 460＋ 41：59．0 96．9�
47 モズライジン 牡3芦 53 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 464－ 41：59．1� 5．4�
815 プリンスダム 牡4黒鹿57 Z．パートン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B490－ 21：59．31� 4．1�

（香港）

24 ゴーイングベル 牡5芦 54 �島 良太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 512－ 41：59．4	 46．1�
59 
 ヤマカツティラノ 牡6鹿 53 和田 竜二山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 474－ 61：59．5クビ 246．6	
612 トゥヴァビエン 牡5黒鹿54 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 526± 0 〃 クビ 32．8

713 パフュームボム 牝4鹿 52 国分 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460－ 4 〃 ハナ 46．4�
714 シ ョ ー グ ン 牡5鹿 56 福永 祐一 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 626＋ 22：00．35 18．6�
36 メテオライト �6栗 54 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 518＋ 62：01．57 37．8
23 エイヴィアンボス 牡5鹿 54 C．ルメール 桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 530－182：01．6� 6．4�
816 ナンヨーマーク 牡4青鹿56 川田 将雅中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 516＋ 42：02．45 11．0�
11 サーランスロット 牡7鹿 54 藤懸 貴志山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 484－ 82：03．35 79．5�
510 エリーフェアリー 牝4鹿 54 幸 英明谷川 正純氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 42：04．36 26．9�
48 フリークエンシー �5黒鹿55 太宰 啓介山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 538＋ 62：05．36 12．9�
12 エンキンドル 牡4青 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B558－ 22：05．51� 3．9�
611 マトリョーシカ 牝4黒鹿54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 498－ 42：06．13� 31．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，850，700円 複勝： 59，746，300円 枠連： 28，471，200円
馬連： 108，486，000円 馬単： 47，032，300円 ワイド： 52，497，100円
3連複： 141，552，500円 3連単： 183，858，300円 計： 662，494，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，690円 複 勝 � 1，600円 � 210円 � 180円 枠 連（3－4） 6，010円

馬 連 �� 31，730円 馬 単 �� 74，730円

ワ イ ド �� 8，020円 �� 4，550円 �� 670円

3 連 複 ��� 30，750円 3 連 単 ��� 450，320円

票 数

単勝票数 計 408507 的中 � 3370（15番人気）
複勝票数 計 597463 的中 � 7057（15番人気）� 81153（3番人気）� 105084（2番人気）
枠連票数 計 284712 的中 （3－4） 3671（23番人気）
馬連票数 計1084860 的中 �� 2649（72番人気）
馬単票数 計 470323 的中 �� 472（158番人気）
ワイド票数 計 524971 的中 �� 1622（79番人気）�� 2878（51番人気）�� 21536（5番人気）
3連複票数 計1415525 的中 ��� 3452（100番人気）
3連単票数 計1838583 的中 ��� 296（1178番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―10．9―12．6―12．3―12．9―13．3―13．2―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―17．7―28．6―41．2―53．5―1：06．4―1：19．7―1：32．9―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．3
1
3
2，8（4，11）16－（1，10，14）15，6，13（3，5）－9－（12，7）
2（8，11，16）（4，14，7）10（1，15）（5，3）6（13，9）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウソレイユ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S. デビュー 2013．1．13 京都10着

2010．5．25生 牡5鹿 母 ズ リ 母母 Amizette 26戦4勝 賞金 38，995，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーフェアリー号・フリークエンシー号・エンキンドル号・マトリョーシカ号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成27年8月18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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ジャマイカジョー号・メイショウドゥーマ号・ラインルーフ号・リアライズブラザー号
（非抽選馬） 2頭 アスターフレンチ号・ブライトジェム号
※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。



19059 7月18日 晴 重 （27中京3）第5日 第11競走 ��
��2，000�マレーシアカップ

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

セランゴールターフクラブ－ペナンターフクラブ－ペラターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

713 リ ア フ ァ ル 牡3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 500－102：03．4 13．3�
23 マローブルー 牝4鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 454＋ 42：03．71� 5．9�
11 イ サ ベ ル 牝4鹿 55 浜中 俊近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－ 22：03．91	 4．8�
47 アズマシャトル 牡4鹿 57 和田 竜二東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 498－ 2 〃 ハナ 2．8�
36 サンマルホーム 牡5栗 57 秋山真一郎相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 440± 02：04．0
 87．4	
612 タイセイドリーム 牡5鹿 57 松若 風馬田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538－ 2 〃 クビ 23．6

611 ヘミングウェイ �5黒鹿57 福永 祐一 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 464＋ 42：04．1� 13．5�
815 ベ ル ニ ー ニ 牡6鹿 57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 2 〃 クビ 22．3�
35 ジャイアントリープ 牡5芦 57 北村 友一 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 ハナ 47．6
12 エアアンセム 牡4黒鹿57 小牧 太 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 490＋ 42：04．31
 22．7�
59 エーシンハクリュー 牡5芦 57 藤岡 佑介�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 504－ 4 〃 ハナ 12．2�
714 ユキノサムライ 牡6栗 57 国分 恭介村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 468± 02：04．4
 88．7�
816 シャイニーガール 牝4鹿 55 国分 優作小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 482－ 2 〃 クビ 123．5�
817 ライズトゥフェイム 牡5鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 22：04．71� 42．3�
24 ローゼンケーニッヒ 牡6黒鹿57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468－ 62：05．02 162．9�
510 プリンセスジャック 牝5栗 55 �島 良太�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484＋ 22：05．21	 176．0�
48 リヤンドファミユ 牡5鹿 57 Z．パートン �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：10．5大差 13．7�
（香港）

（17頭）

売 得 金
単勝： 83，219，100円 複勝： 121，805，100円 枠連： 57，356，700円
馬連： 260，882，100円 馬単： 109，113，100円 ワイド： 122，328，000円
3連複： 370，242，700円 3連単： 529，701，300円 計： 1，654，648，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 470円 � 210円 � 210円 枠 連（2－7） 4，260円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 9，410円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，620円 �� 580円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 45，950円

票 数

単勝票数 計 832191 的中 � 49921（5番人気）
複勝票数 計1218051 的中 � 56366（8番人気）� 161835（3番人気）� 167368（2番人気）
枠連票数 計 573567 的中 （2－7） 10422（20番人気）
馬連票数 計2608821 的中 �� 46071（16番人気）
馬単票数 計1091131 的中 �� 8692（35番人気）
ワイド票数 計1223280 的中 �� 17621（19番人気）�� 18808（15番人気）�� 57828（3番人気）
3連複票数 計3702427 的中 ��� 40239（19番人気）
3連単票数 計5297013 的中 ��� 8356（134番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．4―13．5―12．8―12．8―12．0―11．5―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―38．0―51．5―1：04．3―1：17．1―1：29．1―1：40．6―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．3
1
3
13－（9，11）12（10，3）（7，14）（1，5，8）2（4，15）（6，16）－17・（13，3）（11，12，16）9（7，8，14）15（10，1，5，6）（4，2）－17

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

勝馬の
紹 介

リ ア フ ァ ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．12．13 阪神1着

2012．2．5生 牡3鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 6戦3勝 賞金 44，574，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 マローブルー号の騎手川田将雅は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔調教再審査〕 リヤンドファミユ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 リヤンドファミユ号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

19060 7月18日 晴 重 （27中京3）第5日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

713 オールブラッシュ 牡3黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース村山 明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 41：51．4 9．1�

24 フジインザスカイ 牝4鹿 55 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 466－ 21：52．25 25．9�
714� キーアシスト 牡4鹿 57 秋山真一郎北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 488－ 4 〃 クビ 4．8�
510 ヴ ィ ッ セ ン 牡4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：53．37 3．9�
611� タ イ マ ツ リ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 41：53．51	 99．3�
59 ハッピーメモリーズ 牡4芦 57 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 480－ 21：53．6
 52．2	
47 ピエナトップガン 牡5栗 57 幸 英明本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 472± 0 〃 ハナ 107．2

11 シャトーウインド 牡5黒鹿 57

56 ☆松若 風馬円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 466－ 61：53．7� 74．0�
36 サウザンドエース 牡4芦 57 森 一馬吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 534－ 61：54．44 136．7�
612� カミングアップ 牡5鹿 57 国分 恭介薪浦 亨氏 西村 真幸 新ひだか 木下牧場 512＋121：54．5
 251．1
23 アドマイヤシャイ 牝3黒鹿52 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：54．71
 3．2�
12 タガノベルーガ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520－ 2 〃 アタマ 32．0�

35 マルカロゼッタ 牡4栗 57 川田 将雅日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 500－ 61：54．8クビ 12．8�
816 アドマイヤキンカク 牡5鹿 57 Z．パートン近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 41：54．9
 11．5�

（香港）

48 テイエムトラネコ 牡3芦 54 国分 優作竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 472－ 41：55．11	 19．7�
815 タイセイクルーズ 牡4栗 57 浜中 俊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 530＋161：55．63 48．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，273，900円 複勝： 61，265，900円 枠連： 29，881，000円
馬連： 121，789，700円 馬単： 57，871，600円 ワイド： 60，160，300円
3連複： 155，423，200円 3連単： 235，105，000円 計： 765，770，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 330円 � 500円 � 200円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 9，150円 馬 単 �� 15，160円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 860円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 12，320円 3 連 単 ��� 77，260円

票 数

単勝票数 計 442739 的中 � 38576（4番人気）
複勝票数 計 612659 的中 � 47365（4番人気）� 28191（8番人気）� 92484（3番人気）
枠連票数 計 298810 的中 （2－7） 49009（1番人気）
馬連票数 計1217897 的中 �� 10311（28番人気）
馬単票数 計 578716 的中 �� 2863（47番人気）
ワイド票数 計 601603 的中 �� 5426（29番人気）�� 18521（6番人気）�� 11379（15番人気）
3連複票数 計1554232 的中 ��� 9459（37番人気）
3連単票数 計2351050 的中 ��� 2206（236番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．8―12．5―12．6―12．5―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．2―48．7―1：01．3―1：13．8―1：26．3―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オールブラッシュ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2014．7．13 中京11着

2012．3．7生 牡3黒鹿 母 ブラッシングプリンセス 母母 Princess Laika 9戦2勝 賞金 16，547，000円
〔制裁〕 アドマイヤシャイ号の騎手福永祐一は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・5番・8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 コウエイアース号
※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。



（27中京3）第5日 7月18日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 177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

196，270，000円
2，080，000円
4，920，000円
1，520，000円
17，330，000円
67，463，000円
5，623，600円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
392，212，200円
557，089，000円
228，719，200円
921，423，500円
459，430，500円
480，375，700円
1，240，220，100円
1，785，174，700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 6，064，644，900円

総入場人員 9，905名 （有料入場人員 9，095名）
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