
19073 7月23日 曇 良 （28中京3）第7日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時05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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

35 ラヴィングアンサー 牡2鹿 54 福永 祐一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 478± 01：35．3 4．2�
11 カワキタエビデンス 牝2鹿 54 酒井 学川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 420－ 81：35．51� 110．7�
510 マルカソレイユ 牝2栗 54 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456± 01：35．6� 16．4�
24 デ ィ ア ド ラ 牝2鹿 54 M．デムーロ森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 クビ 4．9�
59 ラモントルドール 牝2青鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 清水 久詞 平取 坂東牧場 472＋ 21：35．7� 29．4�
12 ブルックリンソウル 牡2鹿 54 D．ホワイト 村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 490－ 8 〃 ハナ 31．1	

（香港）

36 カフジブレイブ 牡2青鹿54 松若 風馬加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 474± 01：35．8クビ 35．3

47 ゴールドケープ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 422－ 61：35．9� 31．0�
48 スマートシグルズ 牡2栗 54 C．ルメール 大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 432＋ 21：36．0� 4．2
816 ドロウアカード 牝2栗 54 武 豊�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 41：36．21� 9．7�
23 アルムチャレンジ 牡2黒鹿54 M．デュプレシス 﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464± 01：36．51� 44．6�
（新）

815 ロードギブソン 牡2栗 54 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 460－ 61：36．92� 18．5�
612 スズカマイゲスト 牡2鹿 54 内田 博幸永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 466± 0 〃 ハナ 37．1�
713 ウィズワンアセント 牡2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 498－201：37．11 11．1�
611 グランドディアマン 牡2鹿 54 松田 大作田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 490＋ 21：37．2� 194．7�
714 ダイナミックバトル 牡2芦 54

51 ▲三津谷隼人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 �川 啓一 466－ 6 〃 クビ 57．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，895，300円 複勝： 40，786，100円 枠連： 12，467，500円
馬連： 47，131，200円 馬単： 25，419，900円 ワイド： 30，735，600円
3連複： 74，862，200円 3連単： 89，170，400円 計： 345，468，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 2，440円 � 440円 枠 連（1－3） 3，820円

馬 連 �� 17，470円 馬 単 �� 32，090円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 1，060円 �� 12，020円

3 連 複 ��� 96，630円 3 連 単 ��� 534，280円

票 数

単勝票数 計 248953 的中 � 48933（2番人気）
複勝票数 計 407861 的中 � 70661（2番人気）� 3511（15番人気）� 22857（6番人気）
枠連票数 計 124675 的中 （1－3） 2526（15番人気）
馬連票数 計 471312 的中 �� 2090（47番人気）
馬単票数 計 254199 的中 �� 594（96番人気）
ワイド票数 計 307356 的中 �� 1525（54番人気）�� 7814（10番人気）�� 643（83番人気）
3連複票数 計 748622 的中 ��� 581（220番人気）
3連単票数 計 891704 的中 ��� 121（1253番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―11．9―12．0―11．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．8―47．7―59．7―1：11．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ラヴィングアンサー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．4．8生 牡2鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 カフジブレイブ号の騎手松若風馬は，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30，000円。（被害馬：4番・11

番・13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。
（非当選馬） 1頭 シゲルキツネ号
（非抽選馬） 3頭 ジューンリーザ号・トーキングポイント号・フレーバー号
※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。

19074 7月23日 曇 良 （28中京3）第7日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35分 （ダート・左）

牝，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

713 エ レ ー デ 牝3鹿 54 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436－ 21：55．9 1．4�

34 ニホンピロプレー 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 448－ 61：56．32� 32．4�
59 アカネバローロ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 466－ 61：56．4� 165．3�
47 メイショウセグレタ 牝3栗 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 502－ 81：56．61 19．2�
11 ヒデノホープ 牝3鹿 54 和田 竜二大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 414－ 21：56．7� 17．5�
58 サンマルオーロラ 牝3黒鹿54 松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城牧場 422± 01：56．8クビ 91．7	
712 ラ フ ァ ー タ 牝3鹿 54 幸 英明 
社台レースホース服部 利之 安平 追分ファーム 478 ―1：57．43� 18．0�
610 メイショウエガオ 牝3栗 54 小牧 太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 吉田 又治 460＋12 〃 クビ 71．0�
46 シャイニーレディ 牝3栗 54 国分 恭介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 470＋ 41：57．61 242．5
815 タガノボワテュール 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 高橋 亮 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434＋ 81：57．81� 35．6�
23 イエスペガサス 牝3鹿 54 内田 博幸松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 438－ 4 〃 ハナ 66．5�
22 ド ゥ ラ セ ア 牝3黒鹿54 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：58．11� 25．7�
35 ベストティアラ 牝3青 54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 むかわ 上水牧場 512－ 41：59．710 4．7�
611 タガノバトラ 牝3鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 池添 学 千歳 社台ファーム 420＋ 22：00．12� 29．5�
814 タイセイウインク 牝3黒鹿54 中谷 雄太田中 成奉氏 森田 直行 新冠 オリエント牧場 486＋ 22：01．48 187．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，015，700円 複勝： 89，914，200円 枠連： 10，965，500円
馬連： 40，955，700円 馬単： 28，554，000円 ワイド： 25，724，300円
3連複： 56，379，300円 3連単： 93，662，000円 計： 368，170，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 380円 � 1，820円 枠 連（3－7） 290円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 720円 �� 3，470円 �� 23，900円

3 連 複 ��� 42，750円 3 連 単 ��� 118，500円

票 数

単勝票数 計 220157 的中 � 120970（1番人気）
複勝票数 計 899142 的中 � 710093（1番人気）� 14805（7番人気）� 2621（13番人気）
枠連票数 計 109655 的中 （3－7） 28586（1番人気）
馬連票数 計 409557 的中 �� 21044（6番人気）
馬単票数 計 285540 的中 �� 15385（4番人気）
ワイド票数 計 257243 的中 �� 9719（8番人気）�� 1867（31番人気）�� 266（77番人気）
3連複票数 計 563793 的中 ��� 989（89番人気）
3連単票数 計 936620 的中 ��� 573（270番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．6―49．4―1：02．8―1：16．0―1：29．4―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ レ ー デ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．4．23 京都6着

2013．3．2生 牝3鹿 母 ローブデコルテ 母母 Color of Gold 4戦1勝 賞金 6，700，000円
〔制裁〕 アカネバローロ号の騎手岩崎翼は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイウインク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月23日まで平地競

走に出走できない。

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７日



19075 7月23日 曇 良 （28中京3）第7日 第3競走 ��
��1，400�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 4，800，000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
1：21．9
1：21．5

良
不良

612 タイセイプレゼンス 牡3黒鹿56 藤岡 康太田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 474－ 41：25．4 6．8�
611 オースミマルス 牡3鹿 56 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 462＋ 2 〃 クビ 18．8�
815 メイショウクノイチ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 434－ 41：26．03� 41．2�
713 ロードセレリティ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか 前川 正美 488± 01：26．21� 1．8�
714 ベストワークス 牡3栗 56 小牧 太 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 448－ 21：26．3クビ 13．5	
23 ワンダーピルエット 牝3鹿 54 M．デュプレシス 山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 480＋ 61：26．4	 22．4


（新）

47 ウォーターマクベス 牡3黒鹿56 C．ルメール 山岡 良一氏 吉村 圭司 浦河 畔高牧場 514＋ 61：26．61� 6．3�
48 ウイングエンペラー 牡3栗 56 高倉 稜池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 466－ 11：26．7クビ 131．1�
35 
 シラーグランツ 牝3芦 54 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 米 Double K
LLC 468 ―1：26．8	 38．6

36 ゼットマックイーン 牡3鹿 56 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 462－ 21：26．9クビ 90．7�
11 オレカーニバル 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿髙嶋 祐子氏 藤岡 健一 浦河 有限会社
吉田ファーム 464－ 81：27．21	 98．9�

59 トップエンパイア 牡3鹿 56
54 △義 英真ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 462＋ 81：27．3� 284．7�

12 ファルセータ 牡3青鹿 56
55 ☆岩崎 翼 �キャロットファーム 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 526 ―1：27．51� 86．9�

510 アサクサジャック 牡3鹿 56 武 豊田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 アタマ 49．6�
24 ナ ヴ ラ ト リ 牝3青鹿54 M．デムーロ田上 雅春氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 41：27．6� 13．5�
816 ディライトクライ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B490＋ 41：27．91	 19．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，552，400円 複勝： 50，779，400円 枠連： 13，534，600円
馬連： 48，692，400円 馬単： 29，529，500円 ワイド： 34，413，500円
3連複： 75，548，400円 3連単： 109，985，900円 計： 389，036，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 480円 � 1，340円 枠 連（6－6） 4，290円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，720円 �� 5，690円

3 連 複 ��� 31，680円 3 連 単 ��� 162，730円

票 数

単勝票数 計 265524 的中 � 30893（3番人気）
複勝票数 計 507794 的中 � 64259（2番人気）� 26802（5番人気）� 8571（9番人気）
枠連票数 計 135346 的中 （6－6） 2440（14番人気）
馬連票数 計 486924 的中 �� 11248（9番人気）
馬単票数 計 295295 的中 �� 3658（18番人気）
ワイド票数 計 344135 的中 �� 9351（9番人気）�� 3226（28番人気）�� 1518（48番人気）
3連複票数 計 755484 的中 ��� 1788（82番人気）
3連単票数 計1099859 的中 ��� 490（425番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―12．1―12．6―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．5―46．6―59．2―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイプレゼンス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．4．23 福島4着

2013．3．29生 牡3黒鹿 母 バグワイザー 母母 Little Bar Fly 4戦1勝 賞金 7，930，000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 タイムシャワー号
（非抽選馬） 2頭 クワッドアーチ号・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。

19076 7月23日 曇 良 （28中京3）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・左）

牝，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
1：20．0
1：19．0

良
良

12 ジョンブリアン 牝3黒鹿54 D．ホワイト �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458－ 41：21．5 9．7�
（香港）

510 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 藤岡 康太名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 470＋ 41：21．92� 3．4�
59 アッフィラート 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422± 0 〃 クビ 1．9�
23 シンボリダルク 牝3青鹿54 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 464＋101：22．11� 37．3�
11 ナムラエルサ 牝3鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 452＋ 6 〃 ハナ 14．5	
35 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 470－ 61：22．84 7．6

36 ハイリマイリ 牝3栗 54 和田 竜二守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456＋ 21：22．9� 74．7�
24 ヒロンスキー 牝3鹿 54

52 △義 英真熊澤 浩樹氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：23．21� 138．3�
48 シャレードスマイル 牝3栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 414－101：23．52 29．0
816 ディバインブレス 牝3鹿 54 国分 恭介橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 田中スタッド 428± 01：23．6� 224．0�
817 セントラルルーク 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿大迫 基弘氏 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 468± 01：23．7� 115．6�
713 サンマルゴージャス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 B446－ 61：24．23 202．9�
611 ジーニアスダンサー 牝3鹿 54 松若 風馬 �キャロットファーム 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 クビ 168．7�
715 ヴ ェ レ ー ナ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 434＋ 41：24．73 148．9�
714 マンダラキッス 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 492－10 〃 アタマ 206．0�
818 クローディーヌ 牝3栗 54 M．デュプレシス �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 ハナ 190．1�

（新）

612 ウォータークローネ 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 中内田充正 浦河 伏木田牧場 452 ―1：24．8クビ 40．6�
47 トウカイミーロ 牝3鹿 54 藤懸 貴志内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 514 ―1：26．07 74．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，282，800円 複勝： 34，166，200円 枠連： 16，800，100円
馬連： 42，510，100円 馬単： 25，047，800円 ワイド： 29，176，300円
3連複： 61，385，900円 3連単： 88，520，900円 計： 325，890，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 210円 � 130円 � 120円 枠 連（1－5） 380円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 560円 �� 440円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 11，030円

票 数

単勝票数 計 282828 的中 � 23232（4番人気）
複勝票数 計 341662 的中 � 28543（4番人気）� 69541（2番人気）� 97401（1番人気）
枠連票数 計 168001 的中 （1－5） 33658（2番人気）
馬連票数 計 425101 的中 �� 18144（6番人気）
馬単票数 計 250478 的中 �� 4273（14番人気）
ワイド票数 計 291763 的中 �� 11336（7番人気）�� 15231（4番人気）�� 49567（1番人気）
3連複票数 計 613859 的中 ��� 39755（2番人気）
3連単票数 計 885209 的中 ��� 5815（20番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―10．9―11．7―11．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．0―45．7―57．3―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョンブリアン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Zafonic デビュー 2016．2．20 小倉9着

2013．2．19生 牝3黒鹿 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig 3戦1勝 賞金 4，800，000円
〔その他〕 トウカイミーロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 トウカイミーロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月23日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サダムノンノ号
（非抽選馬） 1頭 ダイシンザーゲ号
※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。



19077 7月23日 曇 良 （28中京3）第7日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

510 ヴゼットジョリー 牝2黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 466 ―1：22．6 5．2�
23 ラニカイサンデー 牡2鹿 54 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 438 ―1：22．81� 4．7�
611 ハ ム レ ッ ト 牡2鹿 54 M．デュプレシス �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 404 ― 〃 クビ 29．9�

（新）

713 ノ ゾ ミ 牝2黒鹿 54
51 ▲荻野 極平川 浩之氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：23．54 71．7�

816 ビートフォーセール 牝2鹿 54 D．ホワイト �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456 ―1：23．6� 6．3	
（香港）

24 スターペスマリア 牝2栗 54 武 豊河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 462 ― 〃 クビ 3．1

35 ショウナンサニー 牡2鹿 54 中谷 雄太国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 462 ―1：24．02� 38．6�
59 ビーカーリー 牝2黒鹿54 和田 竜二馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 456 ―1：24．21� 72．0�
12 マイネルハドソン 牡2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 494 ―1：24．41� 27．7
47 ステラポラーレ 牡2栗 54

52 △義 英真藤田 孟司氏 大根田裕之 新ひだか 加野牧場 444 ― 〃 アタマ 315．4�
817 ビックリシタナモー 牡2黒鹿54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 490 ― 〃 ハナ 48．3�
11 リッカゴールド 牡2栗 54 幸 英明立花 幸雄氏 日吉 正和 新ひだか 原口牧場 418 ―1：24．6	 75．3�
818 ナムラララバイ 牝2青鹿54 藤岡 康太奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 506 ―1：24．91	 53．5�
612 メイクミーハッピー 牡2栗 54

53 ☆
島 克駿大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 432 ―1：25．0� 121．5�
36 ディストワリリー 牝2黒鹿54 松田 大作西川 茂樹氏 北出 成人 新ひだか 高橋フアーム 432 ―1：25．42� 160．8�
48 ダノンキラメキ 牝2黒鹿54 福永 祐一�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 クビ 23．0�
714 クラリティダイヤ 牝2鹿 54 C．ルメール 杉山 忠国氏 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 446 ―1：25．82� 25．2�
715 ライスエイト 牝2黒鹿54 国分 優作�髙昭牧場 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 450 ―1：25．9	 31．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，177，200円 複勝： 34，853，300円 枠連： 16，581，900円
馬連： 44，602，400円 馬単： 23，430，100円 ワイド： 27，406，200円
3連複： 59，409，400円 3連単： 74，970，900円 計： 313，431，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 170円 � 550円 枠 連（2－5） 490円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，900円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 9，250円 3 連 単 ��� 37，430円

票 数

単勝票数 計 321772 的中 � 52485（3番人気）
複勝票数 計 348533 的中 � 52115（3番人気）� 63817（2番人気）� 12420（9番人気）
枠連票数 計 165819 的中 （2－5） 26091（2番人気）
馬連票数 計 446024 的中 �� 25029（4番人気）
馬単票数 計 234301 的中 �� 6423（8番人気）
ワイド票数 計 274062 的中 �� 13784（4番人気）�� 3589（18番人気）�� 2797（27番人気）
3連複票数 計 594094 的中 ��� 4814（25番人気）
3連単票数 計 749709 的中 ��� 1452（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．1―47．2―58．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴゼットジョリー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．2．28生 牝2黒鹿 母 フレンチビキニ 母母 フ ェ ン ジ ー 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ファームフェイス号・ポッドガビ号・ワラッチャウヨネ号
※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。

19078 7月23日 曇 良 （28中京3）第7日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走12時55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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

11 グランセノーテ 牡3栗 56 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 512－122：01．7 5．7�
57 ウォーターレスター 牡3黒鹿56 武 豊山岡 良一氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 526－ 62：01．91� 7．1�
58 サトノアルカディア 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム B524＋ 62：02．11� 43．6�
712 メイショウミツタダ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 504－ 82：02．31� 3．9�
46 カレンジラソーレ 牡3栗 56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 480－ 42：02．4� 2．6�
34 ゼンノリボーン 牡3栗 56 太宰 啓介大迫久美子氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 486－ 6 〃 アタマ 89．1�
814 スズカウエーブ 牡3栗 56

54 △義 英真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 458－ 62：02．61� 186．2	
33 ハギノグランコート 牡3栗 56 M．デュプレシス 日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B500± 02：02．7クビ 15．7

（新）

22 ヤマカツリーダー �3黒鹿56 酒井 学山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 62：03．02 29．3�
813 ジュメイラリーフ 牡3鹿 56 松田 大作 �シルクレーシング 松田 国英 新ひだか タイヘイ牧場 476± 02：03．1� 26．0
45 ドリームフォー 牡3芦 56 内田 博幸�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B484± 02：03．52� 15．7�
711 スリープレッピー �3黒鹿56 幸 英明永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 426－ 22：03．6� 43．7�
69 トリデカゴン 牡3青鹿 56

53 ▲荻野 極一村 哲也氏 高橋 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 476－ 62：03．81 28．2�

610 デッセシャテーヌ 牝3栗 54
53 ☆�島 克駿篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 484＋ 62：04．33 136．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，515，800円 複勝： 38，397，900円 枠連： 11，101，300円
馬連： 47，091，700円 馬単： 24，803，900円 ワイド： 29，331，100円
3連複： 66，862，100円 3連単： 90，436，800円 計： 332，540，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 230円 � 1，230円 枠 連（1－5） 2，030円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 820円 �� 4，940円 �� 5，310円

3 連 複 ��� 38，750円 3 連 単 ��� 147，010円

票 数

単勝票数 計 245158 的中 � 34363（3番人気）
複勝票数 計 383979 的中 � 47856（3番人気）� 47321（4番人気）� 6524（10番人気）
枠連票数 計 111013 的中 （1－5） 4222（8番人気）
馬連票数 計 470917 的中 �� 17142（7番人気）
馬単票数 計 248039 的中 �� 4435（16番人気）
ワイド票数 計 293311 的中 �� 9679（8番人気）�� 1491（39番人気）�� 1385（42番人気）
3連複票数 計 668621 的中 ��� 1294（94番人気）
3連単票数 計 904368 的中 ��� 446（393番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．8―30．6―44．3―57．2―1：10．1―1：22．9―1：35．5―1：48．3

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

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

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

勝馬の
紹 介

グランセノーテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Miswaki デビュー 2016．1．9 京都6着

2013．5．4生 牡3栗 母 コーディーライン 母母 Private Encore 5戦1勝 賞金 6，820，000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。



19079 7月23日 曇 良 （28中京3）第7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 4，800，000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
1：58．4
1：56．1

良
良

816 ルックトゥワイス 牡3鹿 56 福永 祐一飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 436＋ 22：01．7 3．6�
35 エディンバラ 牝3黒鹿54 秋山真一郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 424－ 42：02．02 9．4�
510 ゴッドテンス 牡3芦 56 柴田 善臣窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506＋ 42：02．21� 66．9�
48 クーパーズヒル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 424＋ 6 〃 ハナ 69．9�
12 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 494－ 22：02．3� 7．9�
36 ラ プ ル ー ズ 牡3鹿 56 C．ルメール 西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 484± 02：02．4� 1．9�
59 ロードアルペジオ 牡3栗 56 松若 風馬 	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 488 ―2：02．71	 47．4

714 マジックダイオウ 牡3栗 56

54 △義 英真�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 454－ 62：02．8	 251．6�
815 スイフトアタック 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極	ノースヒルズ 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 506－ 82：03．01 13．1
47 アインザッツ 牡3鹿 56 幸 英明 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 458－ 62：03．85 14．1�
713 ホーリーアーマー 牡3鹿 56 松山 弘平天堀 忠博氏 橋田 満 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 462－ 62：05．410 233．5�
11 ソフィアエレガンテ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼名古屋競馬	 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 426＋ 22：05．5クビ 212．8�
612 ミッキーチェリー 牝3黒鹿 54

53 ☆
島 克駿野田みづき氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 476－ 22：06．88 95．9�
（13頭）

23 ショウナンラテール 牡3鹿 56 川田 将雅国本 哲秀氏 中村 均 安平 追分ファーム 446＋ 2 （競走除外）

24 ワンダラーズ 牡3鹿 56 M．デュプレシス 石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 富田牧場 504－ 6 （競走除外）
（新）

611 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 498± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，270，600円 複勝： 29，774，800円 枠連： 11，782，500円
馬連： 30，955，300円 馬単： 16，095，700円 ワイド： 17，292，000円
3連複： 25，817，100円 3連単： 35，175，000円 計： 189，163，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 270円 � 1，010円 枠 連（3－8） 330円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，510円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 24，820円 3 連 単 ��� 89，480円

票 数

単勝票数 差引計 222706（返還計 78085） 的中 � 48460（2番人気）
複勝票数 差引計 297748（返還計 94674） 的中 � 57472（2番人気）� 28448（4番人気）� 5902（8番人気）
枠連票数 差引計 117825（返還計 31894） 的中 （3－8） 27624（1番人気）
馬連票数 差引計 309553（返還計287729） 的中 �� 15483（6番人気）
馬単票数 差引計 160957（返還計149023） 的中 �� 4830（9番人気）
ワイド票数 差引計 172920（返還計154307） 的中 �� 7344（8番人気）�� 1730（20番人気）�� 919（30番人気）
3連複票数 差引計 258171（返還計523012） 的中 ��� 780（54番人気）
3連単票数 差引計 351750（返還計710467） 的中 ��� 285（217番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．3―12．0―12．1―12．5―12．4―12．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．2―48．2―1：00．3―1：12．8―1：25．2―1：37．5―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルックトゥワイス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2016．2．21 東京6着

2013．4．2生 牡3鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar 2戦1勝 賞金 4，800，000円
〔競走除外〕 ショウナンラテール号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

メイショウオニマル号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
ワンダラーズ号は，発走地点で放馬。疲労が著しいため競走除外。

〔発走状況〕 ルックトゥワイス号は，枠入り不良。
発走時刻8分遅延。

〔調教再審査〕 ルックトゥワイス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーチェリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月23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。

19080 7月23日 曇 良 （28中京3）第7日 第8競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

12 カフェブリッツ 牡3鹿 54 D．ホワイト 西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 548－101：53．4 23．0�
（香港）

59 サンライズレーヴ 牡5栗 57
55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476－ 41：53．5� 40．2�
714 キタサンコンサート 牡4芦 57 �島 良太�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B478± 01：53．6� 5．4�
48 アナザープラネット 牡3鹿 54 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 472－ 61：53．7� 3．1�
815 タマモアタック 牡4鹿 57 内田 博幸タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474－101：54．65 14．4	
35 フレグラントブレス 牝3芦 52

51 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：54．7� 17．8

36 ワールドダンス 牡5栗 57

54 ▲荻野 極杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 480＋ 4 〃 アタマ 10．1�
816 トウカイパイロ 牡4黒鹿57 松若 風馬内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 472± 01：54．8� 43．8�
47 	 スリーケーザル 
5栗 57 藤岡 康太永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 466＋ 21：55．22� 324．2
11 フォンターナリーリ 牝3鹿 52 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486＋101：55．3クビ 3．5�
23 セフティーエムアイ 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 470＋ 41：55．4� 241．8�
24 メイショウサルーテ 牝5鹿 55 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 514＋ 61：56．35 33．8�
611 ビバハイタッチ 牡5栗 57 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 486－ 61：56．4� 198．9�
612 キングルアウ 牡4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 514＋101：56．5クビ 10．0�
713 ジョースターライト 牡3青鹿54 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B462＋ 61：56．71� 80．2�
510	 ジャストヴィークル 牡5鹿 57 M．デュプレシス 大塚 亮一氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 532＋ 42：01．6大差 238．8�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，343，300円 複勝： 53，252，600円 枠連： 16，473，300円
馬連： 77，663，500円 馬単： 34，589，400円 ワイド： 44，956，000円
3連複： 104，919，200円 3連単： 137，105，600円 計： 504，302，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，300円 複 勝 � 610円 � 580円 � 230円 枠 連（1－5） 5，750円

馬 連 �� 30，120円 馬 単 �� 59，220円

ワ イ ド �� 4，990円 �� 2，240円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 55，410円 3 連 単 ��� 414，170円

票 数

単勝票数 計 353433 的中 � 12264（8番人気）
複勝票数 計 532526 的中 � 20808（9番人気）� 22063（8番人気）� 72746（3番人気）
枠連票数 計 164733 的中 （1－5） 2218（20番人気）
馬連票数 計 776635 的中 �� 1998（51番人気）
馬単票数 計 345894 的中 �� 438（110番人気）
ワイド票数 計 449560 的中 �� 2289（45番人気）�� 5183（25番人気）�� 6430（21番人気）
3連複票数 計1049192 的中 ��� 1420（127番人気）
3連単票数 計1371056 的中 ��� 240（821番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．2―50．2―1：02．6―1：14．9―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェブリッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2016．3．19 阪神6着

2013．5．24生 牡3鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 4戦2勝 賞金 12，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャストヴィークル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月23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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ウインユニファイド号
※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。



19081 7月23日 曇 良 （28中京3）第7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 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．7
1：32．3

稍重
良

77 ディーパワンサ 牝2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 422－ 21：35．0 3．4�
88 エントリーチケット 牝2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 61：35．1� 6．2�
89 アンノートル 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 466± 01：35．2	 7．8�
22 ジュンヴァリアス 牡2鹿 54 福永 祐一河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 432－ 21：35．41
 10．3�
44 サトノクロノス 牡2青鹿54 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 シンボリ牧場 436＋ 21：35．61
 2．2	
33 シーハリケーン 牡2鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 474＋ 41：35．92 27．5

55 インフルエンサー 牡2鹿 54 松若 風馬中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 432＋ 21：37．17 95．5�
66 ユメニカケル 牝2鹿 54 藤岡 康太�ビリオンスター田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 416± 01：37．73� 150．7�
11 キュイラッサ 牝2栗 54 小牧 太一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか 嶋田牧場 438－ 81：38．01	 115．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，908，600円 複勝： 45，180，200円 枠連： 12，294，900円
馬連： 64，974，700円 馬単： 43，871，700円 ワイド： 32，976，300円
3連複： 80，911，900円 3連単： 213，176，500円 計： 542，294，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 220円 � 190円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 410円 �� 410円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 6，510円

票 数

単勝票数 計 489086 的中 � 119525（2番人気）
複勝票数 計 451802 的中 � 104076（2番人気）� 43906（5番人気）� 57472（3番人気）
枠連票数 計 122949 的中 （7－8） 15767（3番人気）
馬連票数 計 649747 的中 �� 44091（5番人気）
馬単票数 計 438717 的中 �� 17057（6番人気）
ワイド票数 計 329763 的中 �� 20780（5番人気）�� 20580（6番人気）�� 16364（8番人気）
3連複票数 計 809119 的中 ��� 33147（8番人気）
3連単票数 計2131765 的中 ��� 23721（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．8―48．0―1：00．1―1：12．0―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ディーパワンサ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Rahy デビュー 2016．7．3 中京1着

2014．2．7生 牝2栗 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 2戦2勝 賞金 23，196，000円

19082 7月23日 曇 良 （28中京3）第7日 第10競走 ��
��1，600�

な が く て

長 久 手 特 別
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

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

11 バンドワゴン 牡5黒鹿57 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 544＋ 21：34．1 3．5�
610 トーセンデューク 牡5鹿 57 内田 博幸島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452－ 41：34．31� 14．6�
813 ブ リ ク ス ト 牡4黒鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 クビ 8．9�
58 マサハヤドリーム 牡4鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466± 01：34．51� 5．5�
33 ナイトオブナイツ 牡3栗 54 松山 弘平市川義美ホール

ディングス	 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 438± 01：34．6	 12．6

69 アッシュゴールド 牡4栗 57 D．ホワイト �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 0 〃 クビ 36．5�
（香港）

814 ジョーウォルター 牡5鹿 57 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 470± 01：34．7クビ 75．0�
34 エイシンペペラッツ 牡5栗 57 武 豊	栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 472－ 2 〃 クビ 35．5
46 ゼウスバローズ 牡5鹿 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム B462± 01：34．8
 25．0�
57 ハクサンルドルフ 牡3黒鹿54 M．デムーロ河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 81：34．9
 2．5�
45 タガノリバレンス 牡7鹿 57 秋山真一郎八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 81：35．0クビ 167．4�
711 メイショウヤマホコ 牡6黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 460－101：35．1	 258．3�
712 ナインテイルズ 牡5栗 57 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 472± 01：35．31� 136．3�
22 デンコウリキ 牡6黒鹿57 武 幸四郎田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 516± 0 〃 アタマ 110．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，341，900円 複勝： 65，075，600円 枠連： 27，182，900円
馬連： 124，395，600円 馬単： 58，375，400円 ワイド： 60，173，300円
3連複： 163，916，500円 3連単： 254，381，000円 計： 806，842，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 220円 � 320円 � 250円 枠 連（1－6） 2，690円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 980円 �� 610円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 26，770円

票 数

単勝票数 計 533419 的中 � 121603（2番人気）
複勝票数 計 650756 的中 � 83984（3番人気）� 48185（6番人気）� 69358（4番人気）
枠連票数 計 271829 的中 （1－6） 7814（9番人気）
馬連票数 計1243956 的中 �� 34170（12番人気）
馬単票数 計 583754 的中 �� 10966（14番人気）
ワイド票数 計 601733 的中 �� 15603（12番人気）�� 26471（6番人気）�� 11561（16番人気）
3連複票数 計1639165 的中 ��� 20316（18番人気）
3連単票数 計2543810 的中 ��� 6887（84番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．5―11．7―12．0―11．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．1―47．8―59．8―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バンドワゴン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．9．28 阪神1着

2011．2．18生 牡5黒鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 5戦3勝 賞金 47，097，000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。



19083 7月23日 晴 良 （28中京3）第7日 第11競走 ��
��1，400�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走15時35分 （ダート・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

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

36 ブラゾンドゥリス 牡4鹿 57 福永 祐一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 510± 01：23．4 4．0�

48 サウススターマン 牡5黒鹿57 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 506＋ 61：23．72 3．8�
510 サ ン レ ー ン 牝6鹿 55 武 豊 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 492－ 2 〃 クビ 8．4�
611 アールプロセス 牡5鹿 57 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 520＋ 81：23．91 4．9�
23 サクセスグローリー 牡5黒鹿57 内田 博幸髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 554－ 41：24．21� 8．0�
11 ニットウスバル 牡4鹿 57 柴田 善臣	日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 524＋ 21：24．3クビ 8．2

12 ラストダンサー 牡5青鹿57 M．デムーロ草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 452＋ 2 〃 ハナ 11．5�
35 メイショウアイアン 牡6鹿 57 	島 克駿松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 496－141：24．4
 251．5�
714 ク ロ ス ボ ウ 牡6黒鹿57 高倉 稜 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 514－ 81：24．5
 64．7
816 パイメイメイ 牝5鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B490± 01：24．6
 77．3�
815 ナリタモード 牝5栗 55 酒井 学�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 460＋ 2 〃 ハナ 196．1�
612 スズカシャーマン 牝5芦 55 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 460＋ 4 〃 ハナ 75．7�
47 ランドマーキュリー 牡6栗 57 太宰 啓介木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 522＋ 21：24．7� 157．2�
24 アビリティラヴ 牡6鹿 57 松田 大作本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 486± 01：25．12
 76．8�
713 ウエスタンレベッカ 牝6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 460＋ 21：25．73
 118．2�
59 シャトーウインド 牡6黒鹿57 M．デュプレシス 円城 幸男氏 松下 武士 日高 宝寄山 忠則 460＋ 21：26．02 57．1�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，885，900円 複勝： 120，510，000円 枠連： 52，799，200円
馬連： 252，491，000円 馬単： 101，470，800円 ワイド： 108，201，700円
3連複： 353，925，800円 3連単： 527，572，800円 計： 1，589，857，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 140円 � 210円 枠 連（3－4） 930円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 410円 �� 790円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 10，110円

票 数

単勝票数 計 728859 的中 � 143140（2番人気）
複勝票数 計1205100 的中 � 186794（3番人気）� 262357（1番人気）� 124591（4番人気）
枠連票数 計 527992 的中 （3－4） 43804（3番人気）
馬連票数 計2524910 的中 �� 206705（2番人気）
馬単票数 計1014708 的中 �� 42483（3番人気）
ワイド票数 計1082017 的中 �� 70374（2番人気）�� 33100（11番人気）�� 52823（4番人気）
3連複票数 計3539258 的中 ��� 111737（6番人気）
3連単票数 計5275728 的中 ��� 37801（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．2―46．0―58．1―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラゾンドゥリス �
�
父 ノボジャック �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2014．12．20 中京6着

2012．6．2生 牡4鹿 母 ブライアンズソノ 母母 シスターソノ 12戦5勝 賞金 71，516，000円
※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。
（非当選馬） 9頭 イクラトロ号・ガッサンプレイ号・グランフィデリオ号・グレナディアーズ号・ゴーインググレート号・

サトノネプチューン号・サンライズネオ号・ダテノハクトラ号・パーティードレス号
※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。

19084 7月23日 晴 良 （28中京3）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

24 ロワアブソリュー 牡3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：34．1 2．3�
815 イレイション 牡4栗 57 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 2 〃 アタマ 3．1�
816 フロレットアレー 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 424＋ 21：34．41� 41．5�
612 オブリゲーション 牡3鹿 54 和田 竜二�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 458＋ 2 〃 クビ 39．0�
714 ウインハートビート 牡3栗 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 61：34．93 106．0	
510 テイエムダンシング 牡4鹿 57

55 △義 英真竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 488＋161：35．0クビ 88．8

36 セイントバローズ 牡4鹿 57 武 豊猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 470－ 4 〃 クビ 8．6�
11 スリーカラーナンゴ 牡5鹿 57

54 ▲荻野 極永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 462＋ 21：35．21 195．0�
23 オ デ ッ タ 牝4黒鹿55 松田 大作近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 450－ 2 〃 ハナ 65．8
713 ラテラルアーク 	5栗 57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 470－16 〃 ハナ 80．2�
59 ラ イ ザ ン 牡5青鹿57 M．デュプレシス 林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456－ 41：35．51� 166．9�

（新）

35 
 ネオアトラクション 牡4鹿 57 福永 祐一林 正道氏 角居 勝彦 英 Floors
Farming 490＋ 2 〃 ハナ 16．3�

611 タイガーボス 牡4鹿 57 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 462－ 21：35．81� 319．6�
47 ダノンスパーク 牡3鹿 54 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522－ 61：35．9� 5．5�
12 モウカッテル 牡3鹿 54 内田 博幸田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 442－ 61：36．11� 31．5�
48 � アイファーハート 牝4黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 440－ 4 （競走中止） 469．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，433，300円 複勝： 64，913，900円 枠連： 27，060，100円
馬連： 124，240，000円 馬単： 61，413，400円 ワイド： 60，940，600円
3連複： 170，514，500円 3連単： 294，683，300円 計： 853，199，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 450円 枠 連（2－8） 300円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，110円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 494333 的中 � 170640（1番人気）
複勝票数 計 649139 的中 � 218438（1番人気）� 131174（2番人気）� 20100（8番人気）
枠連票数 計 270601 的中 （2－8） 68442（1番人気）
馬連票数 計1242400 的中 �� 285626（1番人気）
馬単票数 計 614134 的中 �� 80109（1番人気）
ワイド票数 計 609406 的中 �� 119623（1番人気）�� 11546（12番人気）�� 12310（11番人気）
3連複票数 計1705145 的中 ��� 45365（7番人気）
3連単票数 計2946833 的中 ��� 27745（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―35．8―47．5―59．3―1：10．8―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ロワアブソリュー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2015．12．12 阪神1着

2013．4．10生 牡3鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 7戦2勝 賞金 36，265，000円
〔競走中止〕 アイファーハート号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。



（28中京3）第7日 7月23日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

190，570，000円
10，220，000円
1，230，000円
19，560，000円
68，598，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
440，622，800円
667，604，200円
229，043，800円
945，703，600円
472，601，600円
501，326，900円
1，294，452，300円
2，008，841，100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 6，560，196，300円

総入場人員 11，817名 （有料入場人員 10，777名）
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