
19061 7月17日 曇 良 （28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

55 ア カ カ 牝2芦 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 472－101：21．9 2．9�
78 スーサンゴー 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444± 01：22．75 2．4�
79 ジャンダラリン 牝2鹿 54 太宰 啓介岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 448＋ 21：22．91� 11．2�
11 ムテキングス 牡2鹿 54 川田 将雅大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか 飛野牧場 454± 0 〃 クビ 5．9�
66 スズカブラック 牡2栗 54 国分 優作永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 464－ 81：23．0クビ 9．5�
67 ナムラメスナー 牡2鹿 54 幸 英明奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 454－ 61：23．32 195．0	
811 オイカケマショウ 牡2鹿 54

51 ▲森 裕太朗小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 458＋ 2 〃 アタマ 116．7

22 ナムラボンド 牡2鹿 54 松若 風馬奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 414－ 41：23．51� 25．7�
33 ヴィグランドイチロ 牡2鹿 54 M．デュプレシス 大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－121：23．71� 48．9�
（新）

44 シゲルオカピ 牡2黒鹿 54
51 ▲荻野 極森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 大典牧場 436± 01：24．23 112．2

810 ダンツプロシード 牡2栗 54 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 490－ 61：24．41 153．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，844，900円 複勝： 26，660，800円 枠連： 8，629，400円
馬連： 34，179，400円 馬単： 22，458，700円 ワイド： 20，048，400円
3連複： 53，781，800円 3連単： 96，227，800円 計： 282，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 210円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 190円 �� 510円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 208449 的中 � 59244（2番人気）
複勝票数 計 266608 的中 � 50406（2番人気）� 86324（1番人気）� 20798（5番人気）
枠連票数 計 86294 的中 （5－7） 18594（2番人気）
馬連票数 計 341794 的中 �� 61031（1番人気）
馬単票数 計 224587 的中 �� 20867（1番人気）
ワイド票数 計 200484 的中 �� 31692（1番人気）�� 8670（8番人気）�� 12807（5番人気）
3連複票数 計 537818 的中 ��� 32647（4番人気）
3連単票数 計 962278 的中 ��� 15967（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．8―11．9―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．8―46．6―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア カ カ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 King’s Best デビュー 2016．6．26 阪神7着

2014．4．28生 牝2芦 母 クイーンカアフマヌ 母母 アルアメント 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※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。

19062 7月17日 曇 良 （28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）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 サカジロテンオー 牡3鹿 56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 488＋ 21：09．3 4．1�
35 ラブリーラッフル 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 430－ 2 〃 クビ 69．9�
510 クニサキゴメスタア 牝3栗 54 太宰 啓介國島 周夫氏 西橋 豊治 浦河 山田 昇史 470－ 21：09．4� 31．4�
611 ショーオレク 牡3栗 56

54 △義 英真吉冨 学氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 クビ 95．6�
59 ウイングフィールド 牝3鹿 54 松田 大作塚本 法生氏 服部 利之 浦河 金成吉田牧場 476＋ 21：09．5� 5．3�
36 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 松山 弘平八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 424＋ 2 〃 クビ 3．2	
714 サウンドウィケット 牡3青鹿56 岡田 祥嗣増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 460－181：09．6� 31．7

612 アリエルバローズ 牡3鹿 56 M．デムーロ猪熊 広次氏 藤岡 健一 新冠 川島牧場 B442－ 41：09．81� 5．1�
11 テイエムサンピラー 牝3芦 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 登別 ユートピア牧場 500± 01：09．9クビ 18．8�
713� タランテュー 牝3鹿 54 松若 風馬 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 仏 Mme Danielle
de la Heronniere 472＋ 8 〃 アタマ 28．1�

816 シゲルアカメバル 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 460－ 61：10．0	 57．2�
48 モズラコルタ 牝3栗 54 中谷 雄太 キャピタル・システム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468－141：10．1	 62．1�
715 ジェットバローズ 牡3栗 56 M．デュプレシス 猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 472± 0 〃 ハナ 33．9�

（新）

817 マジョレット 牝3青鹿 54
51 ▲森 裕太朗�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 450＋ 81：10．2� 131．1�

47 ナリノクインビー 牝3黒鹿54 川田 将雅成塚 清志氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 478＋121：10．3クビ 24．2�
24 ジューンマドレーヌ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 462＋10 〃 クビ 68．6�
818� アドヴァントアロー 牡3栗 56 幸 英明ラ・メール 松下 武士 英 Granham Farm

Partnership B456－ 21：10．62 95．9�
12 ブ リ オ 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 420－121：10．7� 179．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，185，200円 複勝： 36，646，600円 枠連： 13，330，100円
馬連： 47，624，500円 馬単： 25，421，400円 ワイド： 31，474，300円
3連複： 75，453，300円 3連単： 95，437，600円 計： 349，573，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 1，450円 � 720円 枠 連（2－3） 750円

馬 連 �� 11，630円 馬 単 �� 17，780円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 2，640円 �� 17，270円

3 連 複 ��� 79，030円 3 連 単 ��� 501，390円

票 数

単勝票数 計 241852 的中 � 46074（2番人気）
複勝票数 計 366466 的中 � 69735（2番人気）� 5441（12番人気）� 11607（9番人気）
枠連票数 計 133301 的中 （2－3） 13715（1番人気）
馬連票数 計 476245 的中 �� 3173（32番人気）
馬単票数 計 254214 的中 �� 1072（55番人気）
ワイド票数 計 314743 的中 �� 2271（31番人気）�� 3109（25番人気）�� 464（88番人気）
3連複票数 計 754533 的中 ��� 716（164番人気）
3連単票数 計 954376 的中 ��� 138（979番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．1―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．9―45．4―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サカジロテンオー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．11．21 京都2着

2013．3．13生 牡3鹿 母 スイートカトマンズ 母母 スイートオーキッド 9戦1勝 賞金 14，150，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オヤマホクト号
（非抽選馬） 2頭 カノヤパリティ号・ロケットビーン号
※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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 中京競馬 第６日



19063 7月17日 曇 良 （28中京3）第6日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

36 ミスターウインディ 牡3黒鹿56 藤岡 康太阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 496± 01：54．7 5．9�
714 ウォータープリアム 牡3栗 56 川田 将雅山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 504± 01：54．8� 2．1�
12 テイエムボンドン 牡3鹿 56

54 △義 英真竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 452－ 41：54．9クビ 10．6�
713 ドルチェリア �3鹿 56 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 508 ― 〃 アタマ 7．0�
23 キングエイティ 牡3鹿 56 小牧 太前田 篤久氏 大橋 勇樹 新ひだか 前田 宗将 464－ 21：55．0� 10．1�
35 インヴィジブル 牡3黒鹿 56

53 ▲荻野 極 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B464＋ 21：55．53 15．9�

59 サトノアクセル 牡3黒鹿 56
53 ▲三津谷隼人里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 504－ 41：55．92	 103．5	

510 テーオートップガン 牡3栗 56 酒井 学小笹 公也氏 日吉 正和 日高 ヤナガワ牧場 442－ 2 〃 クビ 44．2

611 ミスターライジン 牡3鹿 56 高倉 稜阿部東亜子氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 486＋ 61：56．0	 19．3�
11 カイソクポリス 牡3鹿 56 中村 将之小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 472－ 41：56．31� 25．5�
47 レイブラッド 牡3黒鹿56 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 田上 稔 484＋ 41：57．57 176．7
815 パズドリーム 牡3栗 56 松若 風馬岡 浩二氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 6 〃 クビ 154．7�
816 リベランジェロ 牡3鹿 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 522＋ 21：57．81� 27．5�
24 ジャストザネクスト 牡3黒鹿56 
島 良太ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 438± 0 〃 ハナ 290．0�
48 ディッタースドルフ 牡3栗 56 M．デュプレシス 吉田 照哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 494－ 61：57．9	 74．4�

（新）

612 ゴルナーグラート 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 和美氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 510 ―1：59．9大差 29．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，054，000円 複勝： 32，925，100円 枠連： 15，454，200円
馬連： 46，653，300円 馬単： 25，264，600円 ワイド： 29，077，100円
3連複： 67，137，700円 3連単： 89，271，300円 計： 330，837，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 120円 � 230円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 330円 �� 760円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 9，880円

票 数

単勝票数 計 250540 的中 � 33955（2番人気）
複勝票数 計 329251 的中 � 48064（2番人気）� 91883（1番人気）� 28277（5番人気）
枠連票数 計 154542 的中 （3－7） 29470（1番人気）
馬連票数 計 466533 的中 �� 53397（1番人気）
馬単票数 計 252646 的中 �� 10739（5番人気）
ワイド票数 計 290771 的中 �� 23874（1番人気）�� 8985（7番人気）�� 20006（2番人気）
3連複票数 計 671377 的中 ��� 30407（1番人気）
3連単票数 計 892713 的中 ��� 6549（12番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―13．7―13．3―12．7―12．3―12．5―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．7―51．0―1：03．7―1：16．0―1：28．5―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
3（1，8）13－（14，16）2，11，4（10，12）－（9，15）（5，6）－7・（3，13）－（1，8，14）－16（4，11，6）（2，5）10，12－15，9，7

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

勝馬の
紹 介

ミスターウインディ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．10．17 京都8着

2013．3．21生 牡3黒鹿 母 ウインディーギフト 母母 ミスティウォーターズ 11戦1勝 賞金 9，000，000円
〔その他〕 ゴルナーグラート号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 スマートガルーダ号
※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。

19064 7月17日 曇 良 （28中京3）第6日 第4競走 ��2，000�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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

510 ゴールドインゴット 牡3黒鹿56 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 466－ 22：00．8 4．7�
816 シゲルクルマダイ 牡3鹿 56 小牧 太森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 市川フアーム 442－ 2 〃 ハナ 4．3�
47 ブリーズリー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼中野 義一氏 石橋 守 新ひだか 木村 秀則 474＋ 22：00．9� 44．7�
36 ラップランド 牡3黒鹿56 M．デムーロ 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 486± 02：01．32� 2．8�
24 スティルウォーター 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 396± 0 〃 クビ 6．0�

35 マテンロウビクサス 牡3鹿 56 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋ 42：02．15 22．8	
11 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 452± 02：02．52� 30．6

815 ランデックアブデル 牡3鹿 56 M．デュプレシス 簗田 満氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム B524＋ 22：03．13� 36．8�

（新）

23 シャイニーサンダー 牡3青鹿 56
53 ▲森 裕太朗小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 460＋ 62：03．52� 70．2�

713 ボ ー リ ン 牝3鹿 54 国分 優作松田 整二氏 日吉 正和 伊達 高橋農場 454＋ 82：03．71� 236．8
612 エイシンイパネマ 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 今野 貞一 浦河 高野牧場 408 ― 〃 アタマ 13．4�
12 スズカパレード 牡3鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 482 ―2：04．12� 29．0�
48 コンゴウノカガヤキ 牡3鹿 56

54 △義 英真金岡 久夫氏 宮 徹 千歳 社台ファーム B504± 0 〃 アタマ 175．9�
611 グランサーブル 牡3芦 56 和田 竜二間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 426－ 42：04．41� 49．2�
59 トーホウグローリー 牡3鹿 56 藤懸 貴志東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 512－182：08．4大差 206．3�
714 フラットアプローチ 牝3鹿 54 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 488＋10 （競走中止） 90．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，625，400円 複勝： 38，668，900円 枠連： 13，605，800円
馬連： 49，690，800円 馬単： 27，792，900円 ワイド： 31，267，900円
3連複： 79，506，900円 3連単： 101，838，000円 計： 369，996，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 170円 � 700円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，050円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 8，740円 3 連 単 ��� 32，620円

票 数

単勝票数 計 276254 的中 � 46325（3番人気）
複勝票数 計 386689 的中 � 68907（3番人気）� 69674（2番人気）� 10171（10番人気）
枠連票数 計 136058 的中 （5－8） 13572（4番人気）
馬連票数 計 496908 的中 �� 42329（3番人気）
馬単票数 計 277929 的中 �� 10548（6番人気）
ワイド票数 計 312679 的中 �� 24145（2番人気）�� 3673（24番人気）�� 3599（25番人気）
3連複票数 計 795069 的中 ��� 6816（30番人気）
3連単票数 計1018380 的中 ��� 2263（76番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．3―12．2―11．9―12．4―12．2―12．2―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．1―48．3―1：00．2―1：12．6―1：24．8―1：37．0―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
9－6，8，5，14（7，11）－12，16（3，10）15－4－（2，13）1・（9，6）8（7，5）（12，11，16）（10，15）－4－（1，13）－（3，2）

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

勝馬の
紹 介

ゴールドインゴット �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サンデーウェル デビュー 2015．11．21 京都4着

2013．5．10生 牡3黒鹿 母 カタズオノンデ 母母 オグラトウシヨウ 6戦1勝 賞金 7，870，000円
〔競走中止〕 フラットアプローチ号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，2コーナーで転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーホウグローリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月17日まで平地

競走に出走できない。
※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17日 曇 良 （28中京3）第6日 第5競走 ��
��2，000�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
2：02．2
1：59．8

良
良

88 トリコロールブルー 牡2青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478 ―2：02．8 3．5�
44 カールスナウト 牡2鹿 54 小牧 太永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 482 ―2：03．12 44．3�
11 マテラフィールド 牡2栗 54 松若 風馬大野 剛嗣氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 466 ―2：03．84 22．2�
33 マイティドリーム 牡2青鹿54 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 464 ―2：04．01� 2．3�
55 レッドクライム 牡2栗 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 470 ―2：04．21� 5．2	
22 プ レ ス ト 牡2黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506 ―2：04．41� 8．1

77 シェルブルック 牡2鹿 54 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 502 ―2：04．5クビ 16．3�
66 ペプチドホープ 牡2鹿 54 松田 大作沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 474 ―2：05．67 38．0�
89 ラニカイシチー 牡2鹿 54 高倉 稜 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 476 ―2：07．6大差 77．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 47，701，100円 複勝： 38，752，500円 枠連： 8，251，800円
馬連： 48，612，900円 馬単： 32，530，400円 ワイド： 26，109，400円
3連複： 60，774，500円 3連単： 121，700，000円 計： 384，432，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 840円 � 440円 枠 連（4－8） 5，330円

馬 連 �� 5，570円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 880円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 15，680円 3 連 単 ��� 87，270円

票 数

単勝票数 計 477011 的中 � 113999（2番人気）
複勝票数 計 387525 的中 � 72063（2番人気）� 9959（8番人気）� 21008（6番人気）
枠連票数 計 82518 的中 （4－8） 1199（18番人気）
馬連票数 計 486129 的中 �� 6757（18番人気）
馬単票数 計 325304 的中 �� 3112（25番人気）
ワイド票数 計 261094 的中 �� 3553（19番人気）�� 7923（10番人気）�� 1834（28番人気）
3連複票数 計 607745 的中 ��� 2906（44番人気）
3連単票数 計1217000 的中 ��� 1011（210番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―12．8―12．9―12．4―11．8―12．1―12．2―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．1―37．9―50．8―1：03．2―1：15．0―1：27．1―1：39．3―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3
9，6（3，8，7）－4（1，2）5
9（6，7，5）3（8，4）2，1

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

勝馬の
紹 介

トリコロールブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Pivotal 初出走

2014．4．8生 牡2青鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19066 7月17日 曇 良 （28中京3）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時50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
1：09．6
1：07．8

良
良

67 オールポッシブル 牝2鹿 54 松若 風馬�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 464 ―1：10．1 4．1�
22 マイアミトロピカル 牝2栗 54 藤岡 康太 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 414 ―1：10．31� 20．2�
812 ミュークレックス 牡2鹿 54 幸 英明庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 424 ―1：10．72� 44．7�
55 グランドガール 牝2鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452 ―1：11．01� 4．2�
710 ミスターロンリー 牡2鹿 54 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466 ―1：11．42� 3．0�
56 ホ ノ ル ア 牡2黒鹿54 �島 良太守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 444 ―1：11．5� 9．8	
33 オ ニ チ ャ ン 牡2栗 54 M．デュプレシス 山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 426 ―1：11．71� 49．9


（新）

811 メイショウグジョウ 牡2栗 54
53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 444 ―1：11．91� 12．7�

79 テイクディスワルツ 牝2青鹿54 松山 弘平�岡本牧場 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 434 ―1：12．22 15．9
11 マヤアムール 牝2栗 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 412 ―1：12．3クビ 38．4�
44 サンミルウォーキー 牝2黒鹿 54

51 ▲荻野 極加藤 信之氏 牧田 和弥 浦河 今井 秀樹 426 ―1：13．04 74．4�
68 タルトリンツァー 牝2黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 日高 若林 順一 366 ―1：13．53 68．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，248，800円 複勝： 29，047，600円 枠連： 12，235，300円
馬連： 46，251，900円 馬単： 25，756，800円 ワイド： 25，088，000円
3連複： 57，838，700円 3連単： 86，755，400円 計： 315，222，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 370円 � 800円 枠 連（2－6） 3，040円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 2，760円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 27，550円 3 連 単 ��� 105，710円

票 数

単勝票数 計 322488 的中 � 64578（2番人気）
複勝票数 計 290476 的中 � 48715（3番人気）� 19160（7番人気）� 7906（9番人気）
枠連票数 計 122353 的中 （2－6） 3119（11番人気）
馬連票数 計 462519 的中 �� 12523（15番人気）
馬単票数 計 257568 的中 �� 4443（18番人気）
ワイド票数 計 250880 的中 �� 6356（15番人気）�� 2315（27番人気）�� 1446（40番人気）
3連複票数 計 578387 的中 ��� 1574（75番人気）
3連単票数 計 867554 的中 ��� 595（306番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―11．6―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．5―47．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールポッシブル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Yankee Victor 初出走

2014．4．6生 牝2鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 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。



19067 7月17日 曇 良 （28中京3）第6日 第7競走 ��1，400�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 7，500，000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
1：21．9
1：21．5

良
不良

11 � トレジャーステイト 牝4鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 460－ 81：24．7 2．2�
36 セ ン グ ウ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 468＋ 81：24．91� 13．9�
713 コスモピーコック 牝4鹿 55 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 21：25．11 9．0�
47 ガ ロ フ ァ ノ 牝4栗 55 松山 弘平前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 21：25．42 31．7�
35 ボクノナオミ 牝4鹿 55 藤岡 康太塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 アタマ 4．2�
510 マートンパーク 牝4鹿 55

54 ☆�島 克駿�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 498± 0 〃 ハナ 7．1	
612 ナムラカグヤヒメ 牝4鹿 55 秋山真一郎奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 456＋ 81：25．5	 49．6

714 ディナスティーア 牝4鹿 55 酒井 学下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 504－111：25．6クビ 17．6�
48 ナリタノヘア 牝4鹿 55

53 △義 英真オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 418－ 31：25．7	 30．1�
59 アスタキサンチン 牝4栗 55 中谷 雄太三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B452－ 11：25．8
 58．1�
24 ウインクルミラクル 牝5鹿 55 太宰 啓介有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 B484＋101：25．9
 32．6�
12 サンレイフローラ 牝6鹿 55 M．デュプレシス 永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 454－ 41：26．22 114．2�

（新）

816 エイシンガイア 牝4鹿 55 松若 風馬栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：26．41 81．3�
23 � イ チ ザ ラ ブ 牝4鹿 55 藤懸 貴志奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 420＋14 〃 クビ 337．8�
815 ウエスタンビジュー 牝3鹿 52 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 462－ 41：27．67 37．8�
611 ノースメイジャイ 牝4鹿 55 松田 大作吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 508＋161：27．91
 179．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，050，000円 複勝： 38，335，100円 枠連： 19，079，000円
馬連： 67，489，800円 馬単： 33，867，100円 ワイド： 39，114，500円
3連複： 93，649，500円 3連単： 125，852，000円 計： 449，437，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 250円 � 260円 枠 連（1－3） 440円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 500円 �� 560円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 14，000円

票 数

単勝票数 計 320500 的中 � 114099（1番人気）
複勝票数 計 383351 的中 � 95980（1番人気）� 34651（4番人気）� 31767（5番人気）
枠連票数 計 190790 的中 （1－3） 33540（1番人気）
馬連票数 計 674898 的中 �� 39913（4番人気）
馬単票数 計 338671 的中 �� 14581（5番人気）
ワイド票数 計 391145 的中 �� 21111（3番人気）�� 18236（4番人気）�� 6284（15番人気）
3連複票数 計 936495 的中 ��� 17966（9番人気）
3連単票数 計1258520 的中 ��� 6517（26番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．2―12．7―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．7―46．9―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 1（11，14）6（13，16）3（5，12）（8，7）（10，15）9（2，4） 4 ・（1，14）（6，16）（11，13）（3，5，12）（10，8，7）－（2，9）4－15

勝馬の
紹 介

�トレジャーステイト �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 Sadler’s Wells

2012．4．19生 牝4鹿 母 ワ イ オ ラ 母母 Rubies From Burma 6戦2勝 賞金 18，450，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テイエムリヴィエラ号
※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。

19068 7月17日 曇 良 （28中京3）第6日 第8競走 ��1，200�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 7，500，000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

611 シルバードリーム 牝3栃栗 52
49 ▲荻野 極南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 456＋ 61：11．1 10．6�

510 グリューヴァイン 牝4栗 55 福永 祐一 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：11．41� 6．4�
713 ブラックジョー �3青鹿54 松若 風馬山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 468＋ 21：11．61� 34．2�
12 ナガラブルボン 牡5鹿 57 太宰 啓介長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 484＋ 4 〃 クビ 53．8�
714 ミカエルシチー 牡4鹿 57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 524－ 61：11．7クビ 2．7	
816 テイエムシャンパン 牡4芦 57 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 490＋ 41：11．8� 15．3

47 クリノシャンボール 牡3黒鹿 54

53 ☆	島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 492＋ 41：12．11� 73．5�
59 シゲルゴホウサイ 牝4鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 428＋ 21：12．31
 16．6�
23 コ ン テ ナ 牡4鹿 57 武 豊住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 598－ 2 〃 クビ 6．2
24 ワキノハガクレ 牡4黒鹿57 川田 将雅脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 424－ 21：12．4� 17．8�
36 スキースクール 牝4青鹿55 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 460－ 81：12．5� 8．1�
35 ノースウッド 牡4鹿 57 藤岡 康太 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 512± 01：12．71 24．8�
815 ダイシンバルカン 牡4鹿 57 小牧 太大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－18 〃 ハナ 27．1�
11 � フ ェ ン ガ リ 牡5栗 57

55 △義 英真一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 514＋141：12．8� 318．0�
612� メイショウアバラガ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 526＋ 81：12．9� 60．3�
48 � ナムラスター 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 466－171：13．96 79．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，533，600円 複勝： 63，809，400円 枠連： 23，082，600円
馬連： 97，757，500円 馬単： 42，471，800円 ワイド： 56，858，600円
3連複： 141，171，300円 3連単： 181，059，600円 計： 648，744，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 390円 � 230円 � 920円 枠 連（5－6） 2，060円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 6，360円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 66，090円 3 連 単 ��� 321，730円

票 数

単勝票数 計 425336 的中 � 32049（5番人気）
複勝票数 計 638094 的中 � 41249（6番人気）� 87429（2番人気）� 15597（12番人気）
枠連票数 計 230826 的中 （5－6） 8666（9番人気）
馬連票数 計 977575 的中 �� 22036（13番人気）
馬単票数 計 424718 的中 �� 3625（36番人気）
ワイド票数 計 568586 的中 �� 12975（11番人気）�� 2259（66番人気）�� 3397（49番人気）
3連複票数 計1411713 的中 ��� 1602（189番人気）
3連単票数 計1810596 的中 ��� 408（931番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―46．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバードリーム �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．12．26 中山4着

2013．2．24生 牝3栃栗 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 8戦2勝 賞金 18，850，000円
〔発走状況〕 テイエムシャンパン号は，枠入り不良。
※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） 1頭 ダイメイコンドル号
（非抽選馬） 2頭 アイファーサラオー号・ショウナンカイドウ号



19069 7月17日 曇 良 （28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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

33 センセーション 牝5鹿 55 武 豊田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B476± 01：08．5 10．2�
55 ナリタスターワン 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 クビ 2．8�
11 デ ィ ア エ ナ 牝4黒鹿55 小牧 太桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B510± 01：08．6クビ 9．0�
812 エスペランサリュウ 牡3鹿 54 和田 竜二江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 452－ 21：08．81 33．3�
44 オースミチャド 牡5鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 480－ 81：08．9� 16．7	
811	 エナジータウン 牡4鹿 57 酒井 学幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 450－ 6 〃 クビ 12．2

67 タガノスカイ 牝5鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 61：09．11
 34．7�
68 タイセイパルサー 牡3黒鹿54 松田 大作田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 480＋ 21：09．52� 185．9�
79 ゼンノイザナギ 牡4栗 57 �島 克駿大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 482± 01：09．6� 13．5
22 マコトグナイゼナウ 牡4青鹿57 中谷 雄太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 450－ 4 〃 ハナ 57．8�
56 クリノスーアンコー 牡4青鹿57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 490－ 41：09．7� 19．0�
710 パーリオミノル 牝3鹿 52 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 4 （競走中止） 2．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，424，000円 複勝： 46，473，700円 枠連： 19，461，000円
馬連： 97，114，800円 馬単： 50，063，100円 ワイド： 50，950，600円
3連複： 136，499，500円 3連単： 207，730，900円 計： 644，717，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 250円 � 140円 � 260円 枠 連（3－5） 1，390円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，480円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 29，280円

票 数

単勝票数 計 364240 的中 � 28449（4番人気）
複勝票数 計 464737 的中 � 41796（3番人気）� 109621（1番人気）� 39723（4番人気）
枠連票数 計 194610 的中 （3－5） 10779（6番人気）
馬連票数 計 971148 的中 �� 44572（6番人気）
馬単票数 計 500631 的中 �� 8321（19番人気）
ワイド票数 計 509506 的中 �� 21424（6番人気）�� 8441（14番人気）�� 20959（7番人気）
3連複票数 計1364995 的中 ��� 25390（8番人気）
3連単票数 計2077309 的中 ��� 5142（82番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．2―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―45．5―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．2
3 1（2，11）3，5（4，12，8）－7－9，6 4 ・（3，1）（2，11）（4，12，5）8（6，7）9

勝馬の
紹 介

センセーション �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．5．25 新潟2着

2011．6．12生 牝5鹿 母 マ シ ュ ー ル 母母 Veil of Avalon 21戦2勝 賞金 38，059，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 パーリオミノル号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 パーリオミノル号は，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。

19070 7月17日 曇 良 （28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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

22 パドルウィール 牡5芦 57 川田 将雅 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 61：58．4レコード 5．9�

77 コウエイワンマン 牡5黒鹿57 武 豊西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 526－ 41：59．14 10．2�
55 ジュンスパーヒカル 牡4鹿 57 M．デムーロ河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 81：59．2クビ 3．8�
88 エクストレミティー 牡5鹿 57 幸 英明 J．ウィルソン氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 アタマ 21．8�
66 クールオープニング 牡5青鹿57 小牧 太前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－101：59．83� 34．6�
44 パフォーマプロミス 牡4栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 ハナ 1．6	
33 グリーンラヴ 牡6栗 57 M．デュプレシス 
グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 466－ 42：00．01� 28．8�
（新）

11 エリーフェアリー 牝5鹿 55 松田 大作谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B486＋ 4 〃 アタマ 74．7

（8頭）

売 得 金
単勝： 48，684，400円 複勝： 122，643，300円 枠連： 発売なし
馬連： 93，789，200円 馬単： 61，722，700円 ワイド： 39，773，400円
3連複： 106，798，700円 3連単： 334，923，200円 計： 808，334，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 430円 � 560円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 430円 �� 340円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 13，840円

票 数

単勝票数 計 486844 的中 � 65862（3番人気）
複勝票数 計1226433 的中 � 74672（3番人気）� 54937（4番人気）� 92248（2番人気）
馬連票数 計 937892 的中 �� 37344（7番人気）
馬単票数 計 617227 的中 �� 13178（12番人気）
ワイド票数 計 397734 的中 �� 23550（5番人気）�� 30985（4番人気）�� 21082（6番人気）
3連複票数 計1067987 的中 ��� 37144（7番人気）
3連単票数 計3349232 的中 ��� 17537（41番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―11．9―11．8―11．7―11．8―11．8―11．8―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―36．2―48．0―59．7―1：11．5―1：23．3―1：35．1―1：46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1
1
3
1（2，5）－4（3，7）6－8
1－2－5－（3，4）－7，6，8

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

勝馬の
紹 介

パドルウィール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．22 阪神2着

2011．3．30生 牡5芦 母 レストレスハート 母母 スルーミーナウ 23戦4勝 賞金 69，523，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

１レース目



19071 7月17日 曇 良 （28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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

67 � マ ス ク ゾ ロ 牡5黒鹿56 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 米
Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

534－ 61：51．0 3．3�
710 ブライトアイディア 牡6栗 56 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 61：52．06 14．3�
22 サンマルデューク 牡7黒鹿58 M．デムーロ相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 508± 0 〃 クビ 5．1�
812 メイショウウタゲ 牡5栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 508－ 61：52．1	 29．9�
33 キ ク ノ ソ ル 牡6鹿 56 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 506＋ 21：52．52	 11．8�
11 ピ ン ポ ン 牡6鹿 56 福永 祐一小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 468－ 21：52．6	 6．5�
44 メドウラーク 牡5鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 492－ 61：53．23	 34．1	
68 シンゼンレンジャー 牡7黒鹿56 幸 英明原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 504－ 2 〃 アタマ 31．9

811 モルトベーネ 牡4栗 56 武 豊三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 450－ 21：53．3	 3．1�
55 キングヒーロー 牡7黒鹿56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 506－ 41：53．72	 87．5�
56 ナリタポセイドン 牡7鹿 56 松田 大作オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 494－ 21：53．8クビ 54．9�
79 セトノプロミス 牡6鹿 56 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 500＋141：54．43	 210．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 76，999，100円 複勝： 84，736，100円 枠連： 42，085，100円
馬連： 245，534，200円 馬単： 111，096，000円 ワイド： 92，326，700円
3連複： 331，288，700円 3連単： 577，005，900円 計： 1，561，071，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 270円 � 170円 枠 連（6－7） 1，520円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 760円 �� 570円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 17，010円

票 数

単勝票数 計 769991 的中 � 186547（2番人気）
複勝票数 計 847361 的中 � 156910（2番人気）� 66525（6番人気）� 140272（3番人気）
枠連票数 計 420851 的中 （6－7） 21328（8番人気）
馬連票数 計2455342 的中 �� 103432（10番人気）
馬単票数 計1110960 的中 �� 31288（11番人気）
ワイド票数 計 923267 的中 �� 31377（10番人気）�� 43620（4番人気）�� 14102（19番人気）
3連複票数 計3312887 的中 ��� 46284（17番人気）
3連単票数 計5770059 的中 ��� 24581（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．5―50．9―1：02．9―1：15．0―1：27．4―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
・（7，11）（4，10）（1，9）（3，5）（2，8，12）6
7（11，10）4（9，6）（1，12，2）3，5，8

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

勝馬の
紹 介

�マ ス ク ゾ ロ �
�
父 Roman Ruler �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．8．3 新潟13着

2011．2．18生 牡5黒鹿 母 Saravati 母母 Our Dani 13戦6勝 賞金 94，108，000円
〔その他〕 モルトベーネ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※セトノプロミス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19072 7月17日 曇 良 （28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－メトロマニラターフクラブ賞（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

815� メラグラーナ 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates
Park Pty Ltd 522＋121：07．9 4．9�

611 ハ ピ ネ ス 牝5黒鹿55 藤岡 康太 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 506＋ 81：08．32	 20．6�

59 キタサンラブコール 牡5鹿 57 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 472± 0 〃 クビ 62．8�
713 ニシノラッシュ 牡4鹿 57 M．デムーロ西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 480－ 21：08．4	 2．8�
12 グレイトチャーター 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 6 〃 アタマ 6．5	
612 アルティマブラッド 牝4青鹿55 武 豊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 488＋121：08．5クビ 8．9

24 スマートカルロス 牡4鹿 57 
島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 470± 01：08．6	 11．6�
23 レッドラウダ 牡3鹿 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 506＋ 41：08．7	 7．1�
35 � ジョディーズロマン 牝6栗 55 国分 優作 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 2 〃 クビ 225．2
47 スノーエンジェル 牝4芦 55 幸 英明三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 450－ 21：08．8	 46．1�
714 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 長浜牧場 480－ 81：09．01� 35．6�
510 ブラッククローバー 牡4黒鹿57 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490＋ 41：09．1 16．3�
816 タガノバラード 牝5黒鹿55 松山 弘平八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444± 01：09．2クビ 126．6�
48 アグネスハビット 牡7黒鹿57 岩崎 翼渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 468－ 41：09．3 110．9�
36 ダンツカナリー 牝6青鹿55 松田 大作山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 472＋ 8 〃 ハナ 344．7�
11 エ フ ェ ク ト 牝4青鹿55 高倉 稜山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 440－101：09．72	 144．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，728，000円 複勝： 97，720，700円 枠連： 39，119，000円
馬連： 173，892，100円 馬単： 75，668，300円 ワイド： 90，998，900円
3連複： 239，403，700円 3連単： 366，805，400円 計： 1，157，336，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 480円 � 1，020円 枠 連（6－8） 1，420円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 5，630円 �� 9，500円

3 連 複 ��� 68，820円 3 連 単 ��� 231，240円

票 数

単勝票数 計 737280 的中 � 120330（2番人気）
複勝票数 計 977207 的中 � 145931（2番人気）� 50564（8番人気）� 21520（11番人気）
枠連票数 計 391190 的中 （6－8） 21234（8番人気）
馬連票数 計1738921 的中 �� 31384（18番人気）
馬単票数 計 756683 的中 �� 8283（27番人気）
ワイド票数 計 909989 的中 �� 14433（19番人気）�� 4129（48番人気）�� 2435（64番人気）
3連複票数 計2394037 的中 ��� 2609（156番人気）
3連単票数 計3668054 的中 ��� 1150（590番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．3―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．4―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．8
3 ・（8，13）（6，14）（3，10，11）12（2，7）15（1，4，9）16，5 4 6（8，13）（3，10，14）11（2，12）7（1，4，15）9（5，16）

勝馬の
紹 介

�メラグラーナ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Secret Savings デビュー 2015．3．8 阪神1着

2012．8．21生 牝4鹿 母 Ghaliah 母母 Elated Lady 11戦4勝 賞金 46，246，000円

４レース目



（28中京3）第6日 7月17日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

211，100，000円
2，530，000円
12，540，000円
1，540，000円
21，880，000円
63，184，000円
4，212，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
488，078，500円
656，419，800円
214，333，300円
1，048，590，400円
534，113，800円
533，087，800円
1，443，304，300円
2，384，607，100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 7，302，535，000円

総入場人員 16，697名 （有料入場人員 15，571名）
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