
19013 7月1日 晴 良 （30中京3）第2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

66 ハッピーアワー 牡2鹿 54 秋山真一郎髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社
吉田ファーム 442＋ 61：21．7 1．1�

55 イッツクール 牡2栗 54 松田 大作久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 444－ 41：21．8� 19．4�

44 マルモネオフォース 牝2鹿 54
52 △富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 484－ 41：21．9� 6．5�

33 コスモスターリング 牡2栗 54 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 460＋ 21：22．85 8．2�
88 ブルベアボルド 牡2鹿 54

53 ☆荻野 極 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 482－ 81：23．11� 78．5	
11 マイネルリサイタル 牡2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 21：23．63 60．7

77 ゴールドウエイ 牝2黒鹿54 松若 風馬加藤 充彦氏 坂口 正則 浦河 宮内牧場 420± 01：24．23� 59．3�
22 ウチュウセンカン 牡2鹿 54 	島 克駿三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 増本 良孝 456－ 61：26．1大差 121．0�
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売 得 金
単勝： 33，614，500円 複勝： 77，843，800円 枠連： 発売なし
馬連： 31，999，200円 馬単： 31，030，300円 ワイド： 22，126，000円
3連複： 41，805，200円 3連単： 135，936，000円 計： 374，355，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 160円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 250円 �� 160円 �� 500円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，030円

票 数

単勝票数 計 336145 的中 � 228688（1番人気）
複勝票数 計 778438 的中 � 639634（1番人気）� 23271（4番人気）� 37267（3番人気）
馬連票数 計 319992 的中 �� 35316（3番人気）
馬単票数 計 310303 的中 �� 27637（3番人気）
ワイド票数 計 221260 的中 �� 22058（3番人気）�� 41638（2番人気）�� 8914（5番人気）
3連複票数 計 418052 的中 ��� 52610（3番人気）
3連単票数 計1359360 的中 ��� 48434（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．8―46．8―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーアワー 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．6．3 阪神2着

2016．3．18生 牡2鹿 母 サクセスシルエット 母母 フェアレストケープ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウチュウセンカン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 コルツァ号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）

19014 7月1日 晴 良 （30中京3）第2日 第2競走 ��1，600�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 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
1：32．7
1：30．7

良
良

12 タイセイトレンディ 牡3青鹿56 M．デムーロ田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 476＋121：34．1 2．4�
47 サトノエターナル 牡3鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：34．2� 4．7�
612 クリノアリエル 牝3青 54 武 豊栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 418± 01：34．83� 3．0�
510 ナリタブルー 牡3栗 56 和田 竜二�オースミ 松元 茂樹 浦河 大北牧場 482＋ 41：35．01� 24．6�
35 ロードヴォラーレ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 4 〃 ハナ 9．2�
11 ジョーマキアート 牝3芦 54 高倉 稜上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 480＋ 81：35．1クビ 46．5	
713 ダノンテアトロ 牡3鹿 56 幸 英明�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 460－141：35．31� 37．4

714 スズカノルナ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 456＋101：35．4� 74．3�
59 ヒ ダ ザ ク ラ 牝3黒鹿54 松若 風馬日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 ハナ 230．6�
23 ヤマニンフェイト �3青鹿56 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 392＋161：35．82� 277．6
36 ショウナンパシスタ 牝3黒鹿54 国分 優作国本 哲秀氏 吉村 圭司 熊本 本田 土寿 428－ 81：35．9クビ 269．8�
611 エターナルソウル 牡3鹿 56

54 △富田 暁 �グリーンファーム藤岡 健一 新ひだか 前田ファーム 450 ―1：36．0� 225．5�
24 エイシンセレクト 牡3黒鹿56 太宰 啓介平井 泰男氏 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 432 ―1：36．21� 312．6�
48 ショウナンラヴィ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 井高牧場 458＋ 2 〃 アタマ 27．9�
816 クールアイランド 牝3青鹿54 �島 克駿�下河辺牧場 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 478 ―1：37．69 23．5�
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815 イリアンソス 牝3青鹿54 福永 祐一ザ・ヒルズ 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 420－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，566，100円 複勝： 44，976，900円 枠連： 12，922，400円
馬連： 51，858，000円 馬単： 28，061，400円 ワイド： 37，754，500円
3連複： 78，485，700円 3連単： 103，716，700円 計： 386，341，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－4） 430円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 200円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 差引計 285661（返還計 3070） 的中 � 91703（1番人気）
複勝票数 差引計 449769（返還計 6799） 的中 � 119984（1番人気）� 80512（3番人気）� 109636（2番人気）
枠連票数 差引計 129224（返還計 284） 的中 （1－4） 22926（2番人気）
馬連票数 差引計 518580（返還計 14782） 的中 �� 78333（2番人気）
馬単票数 差引計 280614（返還計 7755） 的中 �� 23879（3番人気）
ワイド票数 差引計 377545（返還計 15242） 的中 �� 45289（2番人気）�� 65559（1番人気）�� 39469（3番人気）
3連複票数 差引計 784857（返還計 49412） 的中 ��� 153085（1番人気）
3連単票数 差引計1037167（返還計 59866） 的中 ��� 39617（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．8―12．2―11．9―11．5―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．7―47．9―59．8―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイトレンディ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．4．8 阪神4着

2015．4．18生 牡3青鹿 母 ルナフェリーナ 母母 Reach for the Moon 5戦1勝 賞金 11，750，000円
〔騎手変更〕 ヒダザクラ号の騎手小牧太は，第1日第6競走での落馬負傷のため松若風馬に変更。
〔競走除外〕 イリアンソス号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔発走状況〕 エイシンセレクト号は，発進不良〔出遅れ〕。

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２日



19015 7月1日 晴 良 （30中京3）第2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 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
1：48．9
1：47．8

重
重

612 サ イ ン 牡3芦 56 和田 竜二�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 21：54．8 9．6�

11 シーダークィーン 牝3鹿 54
53 ☆荻野 極杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 440－ 4 〃 クビ 5．1�

611 デイジーブリランテ 牝3黒鹿54 秋山真一郎�三嶋牧場 �島 一歩 浦河 三嶋牧場 458＋ 61：55．22� 48．3�
12 アルマトップエンド 牡3栗 56

54 △森 裕太朗コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 482± 01：55．51� 7．6�
714 オーラロード 牡3青鹿56 �島 克駿吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 486＋ 41：55．6� 14．4	
59 クレスコセイラン 牡3鹿 56

54 △富田 暁堀川 三郎氏 木原 一良 登別 青藍牧場 480－ 21：56．02� 3．8

815 メイショウヤシチ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 新冠 柏木 一則 468－ 21：56．42� 39．1�
35 オースミバレル 牡3芦 56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 510－ 61：56．82� 13．1�
816 マ エ ガ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木戸口牧場 412－ 61：57．01� 196．2
47 アフラマズダー 牡3鹿 56 岩崎 翼田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 504＋ 21：57．1クビ 6．1�
713 アドベントサンデー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 ハナ 5．9�
36 ダイチョウセブン 牡3青鹿56 高倉 稜長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 474＋ 4 〃 クビ 61．3�
24 シゲルゴボウ 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 大滝 康晴 452＋ 61：57．31� 179．7�
23 アイラブハー 牡3鹿 56 �島 良太薪浦 亨氏 中竹 和也 安平 吉田 三郎 442－ 81：57．4クビ 270．2�
48 タンバコージン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣荻野 憲夫氏 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 502－ 82：00．7大差 197．2�
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510 ビップヴァリアント 牡3黒鹿56 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，711，100円 複勝： 37，088，500円 枠連： 15，522，900円
馬連： 50，242，800円 馬単： 22，444，300円 ワイド： 34，780，900円
3連複： 71，465，300円 3連単： 79，435，600円 計： 336，691，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 340円 � 200円 � 1，160円 枠 連（1－6） 1，540円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 6，160円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 53，650円 3 連 単 ��� 226，730円

票 数

単勝票数 差引計 257111（返還計 869） 的中 � 21305（6番人気）
複勝票数 差引計 370885（返還計 904） 的中 � 27748（6番人気）� 58946（2番人気）� 6835（11番人気）
枠連票数 差引計 155229（返還計 91） 的中 （1－6） 7797（6番人気）
馬連票数 差引計 502428（返還計 3776） 的中 �� 11555（13番人気）
馬単票数 差引計 224443（返還計 1247） 的中 �� 2642（28番人気）
ワイド票数 差引計 347809（返還計 1787） 的中 �� 7290（14番人気）�� 1430（45番人気）�� 1983（36番人気）
3連複票数 差引計 714653（返還計 8772） 的中 ��� 999（111番人気）
3連単票数 差引計 794356（返還計 9814） 的中 ��� 254（510番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．9―51．0―1：03．3―1：15．6―1：28．4―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．2
1
3
11（6，14）－1，7，13（12，16）9，4－2（3，5）－15，8
11，14，6，13－（12，1）－（7，9）－4（16，3）－（5，2）－15＝8

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

勝馬の
紹 介

サ イ ン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 タマモクロス デビュー 2017．9．30 阪神10着

2015．4．24生 牡3芦 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ビップヴァリアント号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 メイショウヤシチ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウヤシチ号は，平成30年7月2日から平成30年7月22日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タンバコージン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月1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 スリースプリング号・バードランド号・ミストレスメジャー号

19016 7月1日 晴 良 （30中京3）第2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 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
1：58．3
1：56．1

良
良

715 タイセイグランツ 牡3黒鹿56 浜中 俊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522－ 42：01．2 18．9�
510 ウインイノベーター 牡3鹿 56 川田 将雅�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 444－10 〃 クビ 20．0�
35 ソ ー グ レ ア 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 464－ 42：01．3クビ 6．1�
818 ピボットポイント 牡3鹿 56 M．デムーロ �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 2．2�
48 ア ク シ ス 牡3黒鹿56 三浦 皇成�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454± 0 〃 ハナ 9．8	
816 デサフィアンテ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 ハナ 5．6

713 ミ ル コ メ ダ 牡3黒鹿56 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462－ 62：01．51� 79．6�
714 ヒ ナ マ ツ リ 牝3鹿 54 岩崎 翼西尾誠一郎氏 村山 明 日高 下河辺牧場 404＋ 22：01．6� 311．1�
24 ムーンライトクーラ 牝3黒鹿54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 394－ 8 〃 アタマ 193．0
47 イッツパーフェクト 	3鹿 56 
島 克駿中村 祐子氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 512－ 42：01．7� 226．9�
59 マ ル ル ー 牝3鹿 54

53 ☆義 英真吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 474＋ 62：01．8� 40．8�
612 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56 和田 竜二林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 486＋ 2 〃 同着 68．6�
23 トウシンゴールド 牡3栗 56

54 △森 裕太朗�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 504± 02：02．01 134．2�
817 ハートランドシチー 牡3青鹿56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 424－ 62：02．31� 40．5�
611 サツマノクロジョカ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣山下 良子氏 作田 誠二 新冠 ヤマタケ牧場 466＋10 〃 クビ 82．4�
11 ショウザドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 B426－ 42：02．62 253．2�

36 レイヴンウイングス 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512 ―2：04．3大差 34．2�

12 ゼットジガンテ 牡3鹿 56 幸 英明�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B452－10 （競走中止） 8．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，546，000円 複勝： 54，239，400円 枠連： 18，338，000円
馬連： 58，278，100円 馬単： 30，183，800円 ワイド： 45，433，200円
3連複： 84，469，700円 3連単： 102，774，200円 計： 429，262，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 460円 � 560円 � 230円 枠 連（5－7） 7，390円

馬 連 �� 18，830円 馬 単 �� 34，610円

ワ イ ド �� 4，510円 �� 1，640円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 32，840円 3 連 単 ��� 226，470円

票 数

単勝票数 計 355460 的中 � 14978（6番人気）
複勝票数 計 542394 的中 � 28950（6番人気）� 22793（7番人気）� 72986（2番人気）
枠連票数 計 183380 的中 （5－7） 1921（18番人気）
馬連票数 計 582781 的中 �� 2398（38番人気）
馬単票数 計 301838 的中 �� 654（75番人気）
ワイド票数 計 454332 的中 �� 2560（38番人気）�� 7262（16番人気）�� 5155（22番人気）
3連複票数 計 844697 的中 ��� 1929（84番人気）
3連単票数 計1027742 的中 ��� 329（539番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．6―12．6―12．3―12．7―12．1―11．4―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―23．7―36．3―48．9―1：01．2―1：13．9―1：26．0―1：37．4―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2
1
3

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

2，7（4，11）（10，8）（3，5）（1，12，14）9（13，15）16，17－6－18・（7，11）8（4，10，5）－（3，14）－15（9，12）16，13（1，18）17－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイグランツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．10．29 東京8着

2015．3．5生 牡3黒鹿 母 ミッキーパール 母母 エヴリウィスパー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ワイズワン号の騎手小牧太は，第1日第6競走での落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔競走中止〕 ゼットジガンテ号は，競走中に疾病〔左第3中足骨開放骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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 ワイプティアーズ号



19017 7月1日 晴 良 （30中京3）第2日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・左）

牝，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
1：34．2
1：32．3

良
良

55 エイシンゾーン 牝2鹿 54 幸 英明�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 426 ―1：35．3 19．5�
22 トロイメント 牝2青 54 浜中 俊�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 430 ― 〃 クビ 7．9�
11 オーシャンスケイプ 牝2黒鹿54 松若 風馬 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 408 ―1：35．61� 24．4�
44 プールヴィル 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 418 ―1：35．81� 4．2�
88 コハルビヨリ 牝2鹿 54 和田 竜二飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 478 ― 〃 クビ 3．2	
66 ビスタストリカ 牝2鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：36．22� 7．0

33 サトノボヌール 牝2芦 54 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 416 ―1：36．3� 3．7�
77 ロイヤルヴィザージ 牝2鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 452 ―1：37．36 53．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，887，200円 複勝： 38，436，600円 枠連： 発売なし
馬連： 51，974，900円 馬単： 27，204，100円 ワイド： 27，537，900円
3連複： 54，058，700円 3連単： 108，330，900円 計： 346，430，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 340円 � 240円 � 570円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 10，840円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 2，670円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 12，110円 3 連 単 ��� 116，010円

票 数

単勝票数 計 388872 的中 � 16899（6番人気）
複勝票数 計 384366 的中 � 28972（6番人気）� 47880（5番人気）� 15798（7番人気）
馬連票数 計 519749 的中 �� 7611（17番人気）
馬単票数 計 272041 的中 �� 1881（34番人気）
ワイド票数 計 275379 的中 �� 4509（18番人気）�� 2635（22番人気）�� 3622（20番人気）
3連複票数 計 540587 的中 ��� 3347（38番人気）
3連単票数 計1083309 的中 ��� 677（255番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．0―48．4―1：00．7―1：12．4―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

エイシンゾーン 
�
父 ジャスタウェイ 

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．4．2生 牝2鹿 母 エーシンブランシュ 母母 セントルイスガール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 エールヴォア号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

19018 7月1日 晴 良 （30中京3）第2日 第6競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

710 ブルスクーロ 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 502 ―1：22．1 3．2�
67 ヴ ェ ル 牝2鹿 54 松田 大作�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 418 ― 〃 クビ 12．0�
79 ヴァニラアイス 牝2鹿 54 松若 風馬�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 442 ―1：22．63 17．3�
68 トーセンアミ 牝2黒鹿54 福永 祐一島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 446 ―1：22．7� 3．4�
44 ベストタッチダウン 牡2鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 434 ―1：23．33� 14．3	
811 メイショウフナカジ 牡2鹿 54

52 △森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 424 ― 〃 クビ 87．4

812 メテオスウォーム 牡2黒鹿54 武 豊 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 482 ―1：23．61� 6．1�
55 マ ー ニ 牡2黒鹿54 秋山真一郎岡 浩二氏 	島 一歩 浦河 日進牧場 440 ―1：23．81� 58．8�
56 スマッシングハーツ 牡2鹿 54 	島 克駿ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482 ―1：24．22� 14．7�
22 テイエムフガエゾ 牡2黒鹿 54

52 △富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 418 ―1：24．41
 153．7�
33 ショウナンパンサー 牡2鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 492 ―1：24．82� 10．5�
11 シンボリサージュ 牝2栗 54

53 ☆荻野 極シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 444 ―1：25．33 74．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，457，000円 複勝： 40，242，300円 枠連： 12，925，600円
馬連： 54，467，600円 馬単： 27，482，900円 ワイド： 35，512，500円
3連複： 69，424，500円 3連単： 92，120，200円 計： 371，632，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 280円 � 360円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 620円 �� 830円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 21，620円

票 数

単勝票数 計 394570 的中 � 101410（1番人気）
複勝票数 計 402423 的中 � 88478（1番人気）� 32879（5番人気）� 24077（8番人気）
枠連票数 計 129256 的中 （6－7） 26682（1番人気）
馬連票数 計 544676 的中 �� 22751（6番人気）
馬単票数 計 274829 的中 �� 7454（8番人気）
ワイド票数 計 355125 的中 �� 15176（6番人気）�� 11022（10番人気）�� 5905（23番人気）
3連複票数 計 694245 的中 ��� 10670（15番人気）
3連単票数 計 921202 的中 ��� 3089（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―47．5―59．0―1：10．4

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

勝馬の
紹 介

ブルスクーロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Out of Place 初出走

2016．2．23生 牡2鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 1戦1勝 賞金 7，000，000円



19019 7月1日 晴 良 （30中京3）第2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）

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
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 ワンダーレアリサル 牝4鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 480－ 61：23．8 30．3�
611 クリノアントニヌス 牡4栗 57 �島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 528± 01：24．01� 83．1�
816 マッカートニー 牡5栗 57 武 豊薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 476－ 21：24．1� 4．4�
59 ホイールバーニング 牡5栗 57 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 532＋10 〃 クビ 6．2�
35 メイショウナガマサ 牡6鹿 57

54 ▲服部 寿希松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 41：24．2� 42．9�
23 ブラックランナー 牡4鹿 57 秋山真一郎 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 460－12 〃 ハナ 21．9	
612 ジュエアトゥー 	4栗 57 松若 風馬首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 516＋ 21：24．41� 2．7

47 キングレイスター 牡4鹿 57

55 △富田 暁伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B482－ 41：24．5� 117．2�
36 
 キングヴァラール 牡6黒鹿57 国分 優作阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 500－181：24．71� 74．2�
815 キングディグニティ 牡4黒鹿 57

56 ☆荻野 極 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 462－ 6 〃 ハナ 22．0
48 クリノケンリュウ 牡4栗 57

55 △森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 468－ 81：24．9� 35．0�
24 チャーチタウン 牡3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 504＋ 21：25．21� 12．3�
713 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿57 和田 竜二奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 478± 01：25．73 18．9�
11 メイショウテンモン 牡3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 504－ 2 〃 クビ 7．0�
510 カ ク リ ョ ウ 牡3黒鹿54 三浦 皇成重松 國建氏 安田 翔伍 浦河 山口 義彦 464－121：25．8� 249．5�
714 シ ー レ ー ン 牡3鹿 54 松田 大作谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470＋ 81：25．9� 153．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，833，700円 複勝： 55，286，700円 枠連： 20，059，700円
馬連： 82，451，000円 馬単： 34，887，000円 ワイド： 57，278，400円
3連複： 117，863，800円 3連単： 130，065，800円 計： 536，726，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 740円 � 1，730円 � 210円 枠 連（1－6） 790円

馬 連 �� 74，910円 馬 単 �� 110，400円

ワ イ ド �� 16，500円 �� 1，830円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 68，840円 3 連 単 ��� 659，420円

票 数

単勝票数 計 388337 的中 � 10236（9番人気）
複勝票数 計 552867 的中 � 17515（9番人気）� 7078（13番人気）� 89719（2番人気）
枠連票数 計 200597 的中 （1－6） 19577（2番人気）
馬連票数 計 824510 的中 �� 853（85番人気）
馬単票数 計 348870 的中 �� 237（149番人気）
ワイド票数 計 572784 的中 �� 880（87番人気）�� 8204（21番人気）�� 4256（38番人気）
3連複票数 計1178638 的中 ��� 1284（166番人気）
3連単票数 計1300658 的中 ��� 143（1210番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．1―12．2―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーレアリサル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 イ ナ リ ワ ン デビュー 2017．3．19 阪神2着

2014．3．28生 牝4鹿 母 ワンダーアロマ 母母 ラブリースター 7戦2勝 賞金 18，300，000円
〔騎手変更〕 ワンダーレアリサル号の騎手小牧太は，第1日第6競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 スリーヘリオス号・ヒルノケープタウン号・ファントムメナス号・マコトモンジョワ号

19020 7月1日 晴 良 （30中京3）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：06．7
1：06．5

良
良

48 ミトノレインボー 牝3鹿 52 和田 竜二ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新ひだか 木村 秀則 466＋ 21：08．2 6．8�
47 スリーケープマンボ 牡3鹿 54 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 486－ 81：08．3� 20．5�
611 クルークヴァール 牡3鹿 54 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460－ 61：08．4� 15．3�
24 ワールドフォーラブ 牝4黒鹿55 武 豊吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 452＋121：08．61	 4．1�
612 キョウワヒラリー 牝4鹿 55 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B500＋16 〃 ハナ 20．2	
714 テイエムイキオイ 牡4青鹿 57

56 ☆荻野 極竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 472＋ 21：08．7� 75．0

818 バルコラベーロ 牡4栗 57 国分 優作 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482－ 41：09．12� 59．9�
36 タイセイブレーク 
4栗 57 M．デムーロ田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 490± 0 〃 クビ 1．9�
11 ゲンパチケンシン 牡4芦 57

55 △富田 暁平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 474＋ 4 〃 ハナ 18．3
816� スターゲイザー 牡4鹿 57 高倉 稜野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 452－ 41：09．2クビ 51．1�
35 フランシスコダイゴ 牡3鹿 54 三浦 皇成 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 444－18 〃 アタマ 66．9�
59 ミルトドリーム 牡4鹿 57 太宰 啓介永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 518－ 41：09．3� 203．6�
23 サウンドドゥイット 牡6鹿 57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 448－ 6 〃 クビ 125．0�
12 ス ワ ニ ル ダ 牝5芦 55 �島 良太服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 21：09．4クビ 403．5�
713 ニコルハイウェイ 牡3鹿 54 幸 英明杉浦 和也氏 寺島 良 鹿児島 服部 文明 454＋ 41：09．5� 36．8�
715 トウカイクローネ 牡6青鹿57 熊沢 重文内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 480＋ 21：09．71� 236．2�
510� ベストティアラ 牝5青 55

54 ☆義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 むかわ 上水牧場 492－ 8 〃 ハナ 239．7�

817� ミーヤリープリー 牝4鹿 55
53 △森 裕太朗臺 佳彦氏 渡辺 薫彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 418＋121：10．87 504．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 46，005，200円 複勝： 62，558，000円 枠連： 20，466，900円
馬連： 80，011，700円 馬単： 42，396，800円 ワイド： 54，259，900円
3連複： 111，960，600円 3連単： 163，165，600円 計： 580，824，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 630円 � 380円 枠 連（4－4） 6，330円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 9，230円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，110円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 19，280円 3 連 単 ��� 97，520円

票 数

単勝票数 計 460052 的中 � 54109（3番人気）
複勝票数 計 625580 的中 � 80183（3番人気）� 23046（7番人気）� 42149（4番人気）
枠連票数 計 204669 的中 （4－4） 2502（19番人気）
馬連票数 計 800117 的中 �� 12137（15番人気）
馬単票数 計 423968 的中 �� 3445（26番人気）
ワイド票数 計 542599 的中 �� 8782（16番人気）�� 12867（9番人気）�� 4349（29番人気）
3連複票数 計1119606 的中 ��� 4354（51番人気）
3連単票数 計1631656 的中 ��� 1213（238番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．3―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．1―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．4
3 8，11（7，12）（1，4，18）（3，10，9）14（5，16）2（15，17）13，6 4 8，11（7，12）（1，4，18）9（3，10，14）（5，16）（2，17）15，13，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミトノレインボー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．14 京都2着

2015．2．4生 牝3鹿 母 ラズベリータイム 母母 レディストロベリー 8戦2勝 賞金 23，032，000円
〔騎手変更〕 テイエムイキオイ号の騎手小牧太は，第1日第6競走での落馬負傷のため荻野極に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホッコーカゲムシャ号
（非抽選馬） 1頭 ティーエスバラ号



19021 7月1日 晴 良 （30中京3）第2日 第9競走 ��
��2，200�

き そ が わ

木 曽 川 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

66 ダノンマジェスティ 牡3鹿 53 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋102：10．8 3．6�
22 パリンジェネシス 牡4黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510± 02：10．9	 2．4�
77 フォイヤーヴェルク 牡5青鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：11．11	 5．3�

78 ララエクラテール 牡6鹿 57 三浦 皇成フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B432＋ 42：11．31
 25．3�
（法942）

810 グラットシエル 牡4黒鹿57 福永 祐一 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 506＋142：11．4� 5．0	
89 レッドアルティスタ �6鹿 57 松若 風馬 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462－ 62：12．35 70．5

44 ヒ シ マ サ ル 牡4黒鹿57 幸 英明阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 10．7�
33 リングオブハピネス 牝5栗 55 太宰 啓介五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 464－ 42：13．04 186．4�
11  スリーマキシマム 牡7鹿 57 浜中 俊永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 498－ 82：13．1	 52．3
55 コスモボアソルテ 牡6芦 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 512＋ 42：14．37 294．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，895，600円 複勝： 58，587，900円 枠連： 17，469，900円
馬連： 102，062，700円 馬単： 52，834，500円 ワイド： 56，343，900円
3連複： 123，388，200円 3連単： 228，754，800円 計： 696，337，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 230円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 568956 的中 � 124427（2番人気）
複勝票数 計 585879 的中 � 95972（4番人気）� 166827（1番人気）� 104445（2番人気）
枠連票数 計 174699 的中 （2－6） 28422（1番人気）
馬連票数 計1020627 的中 �� 201609（1番人気）
馬単票数 計 528345 的中 �� 44179（2番人気）
ワイド票数 計 563439 的中 �� 69635（1番人気）�� 39979（5番人気）�� 64212（3番人気）
3連複票数 計1233882 的中 ��� 115728（2番人気）
3連単票数 計2287548 的中 ��� 49186（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．3―12．5―12．2―12．3―11．9―11．8―11．9―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．7―35．0―47．5―59．7―1：12．0―1：23．9―1：35．7―1：47．6―1：59．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマジェスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2017．12．24 阪神1着

2015．4．20生 牡3鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 5戦3勝 賞金 32，462，000円
〔制裁〕 ダノンマジェスティ号の騎手和田竜二は，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100，000円。（被害馬：4

番・1番）

19022 7月1日 晴 良 （30中京3）第2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

510 ビックリシタナモー 牡4黒鹿57 M．デムーロ小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 508－ 41：23．4 1．8�
714 ブライスガウ 牝5栗 55 和田 竜二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 488＋ 2 〃 ハナ 14．6�
47 ミッキーグッドネス 牝5鹿 55 浜中 俊野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 416－ 21：23．61� 10．1�
48 エ ニ グ マ 牡4鹿 57 三浦 皇成石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 482－ 81：23．7クビ 3．6�
612 メイプルキング 牡5鹿 57 森 裕太朗節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 466＋ 4 〃 ハナ 27．3�
611 ロードヴォルケーノ 牡7鹿 57 	島 克駿 �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 486－ 2 〃 クビ 72．0	
24 ペイシャエヴァー 牡4鹿 57 幸 英明北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 490－ 21：23．8クビ 7．0

36 サンビショップ 
6栗 57 	島 良太�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 464－ 2 〃 ハナ 135．6�
35 シゲルメジロザメ 牝5鹿 55 義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 456＋ 41：24．11� 244．0
23 ブリンディス 牡6青鹿57 松田 大作新木 鈴子氏 小崎 憲 浦河 ヒダカフアーム 508－101：24．31� 69．3�
12 キングソング 牡8鹿 57 国分 優作松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 436－ 21：24．51 243．1�
815 テキスタイルアート 
6青鹿57 岩崎 翼岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 アタマ 168．9�
59 オールスマイル 牝5青鹿55 福永 祐一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 0 〃 ハナ 21．3�
713 トモジャポルックス 牡5芦 57 秋山真一郎吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 470－141：25．24 270．8�

（14頭）
11 タガノカトレア 牝4鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442＋ 6 （競走除外）

816 テイエムグッドマン 牡4鹿 57 武 豊竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 476－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，976，500円 複勝： 64，845，400円 枠連： 32，762，200円
馬連： 63，988，800円 馬単： 26，914，600円 ワイド： 42，275，000円
3連複： 56，338，300円 3連単： 72，261，700円 計： 401，362，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 280円 � 240円 枠 連（5－7） 2，470円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 560円 �� 430円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 12，940円

票 数

単勝票数 差引計 419765（返還計192264） 的中 � 178048（1番人気）
複勝票数 差引計 648454（返還計281221） 的中 � 215066（1番人気）� 43464（5番人気）� 55447（4番人気）
枠連票数 差引計 327622（返還計 1640） 的中 （5－7） 10278（9番人気）
馬連票数 差引計 639888（返還計920252） 的中 �� 32164（5番人気）
馬単票数 差引計 269146（返還計372122） 的中 �� 9246（8番人気）
ワイド票数 差引計 422750（返還計463306） 的中 �� 19566（5番人気）�� 26847（4番人気）�� 9598（12番人気）
3連複票数 差引計 563383（返還計1546924） 的中 ��� 14835（10番人気）
3連単票数 差引計 722617（返還計2141204） 的中 ��� 4047（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．0―46．9―59．0―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビックリシタナモー �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 中京11着

2014．3．31生 牡4黒鹿 母 ノ ン キ 母母 シ ェ リ ー ザ 31戦4勝 賞金 70，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ブリンディス号の騎手小牧太は，第1日第6競走での落馬負傷のため松田大作に変更。
〔競走除外〕 タガノカトレア号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

テイエムグッドマン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 トモジャポルックス号の騎手秋山真一郎は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・2番）
※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） 1頭 ケルティックソード号
（非抽選馬） 5頭 アシャカセルクル号・アバンサル号・スズカコーズライン号・ハングリーベン号・ヒルノデンハーグ号

１レース目



19023 7月1日 晴 良 （30中京3）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第54回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，29．7．1以降30．6．24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

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

48 アレスバローズ 牡6黒鹿54 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 490－ 21：07．0 9．1�
510 ナガラフラワー 牝6鹿 52 高倉 稜長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 476＋ 61：07．21� 20．7�
59 セカンドテーブル 牡6栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 482－101：07．3� 14．0�
818	 アサクサゲンキ 牡3鹿 53 武 豊田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

458± 01：07．4� 6．7�
23 レーヴムーン 牡5黒鹿53 荻野 極ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 470－ 8 〃 クビ 74．6�
11 トーキングドラム 牡8鹿 55 松若 風馬下河	美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B482－ 2 〃 アタマ 104．4

12 トウショウピスト 牡6鹿 56 幸 英明トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480± 0 〃 ハナ 23．9�
714 フミノムーン 牡6栗 55 国分 優作谷 迪氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 454＋ 4 〃 ハナ 43．2�
47 ダイメイプリンセス 牝5黒鹿54 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 498＋ 21：07．5クビ 12．7
24 コウエイタケル 牡7鹿 54 松田 大作伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 500＋ 4 〃 クビ 93．7�
612 ダイメイフジ 牡4鹿 56 M．デムーロ宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 508－ 41：07．6クビ 3．7�
611 スノードラゴン 牡10芦 58 和田 竜二岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 512－ 6 〃 クビ 49．1�
715 ワンスインナムーン 牝5鹿 54 浜中 俊諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：07．7クビ 13．0�
817 ト シ ザ キ ミ 牝7鹿 48 畑端 省吾上村 利幸氏 
島 一歩 浦河 浦河小林牧場 494－ 2 〃 クビ 226．4�
816 ペイシャフェリシタ 牝5黒鹿54 三浦 皇成北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 492＋ 2 〃 ハナ 4．5�
36 アクティブミノル 牡6黒鹿56 福永 祐一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484－ 41：07．8クビ 10．7�
713 ナリタスターワン 牡6鹿 55 太宰 啓介�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462－ 8 〃 ハナ 180．8�
35 グレイトチャーター 牡6鹿 54 
島 克駿�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 41：07．9� 178．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 187，525，300円 複勝： 269，065，700円 枠連： 161，029，900円
馬連： 685，192，900円 馬単： 248，560，300円 ワイド： 357，339，600円
3連複： 1，172，902，300円 3連単： 1，548，429，400円 計： 4，630，045，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 330円 � 530円 � 390円 枠 連（4－5） 1，710円

馬 連 �� 7，910円 馬 単 �� 12，560円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 1，930円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 28，250円 3 連 単 ��� 166，090円

票 数

単勝票数 計1875253 的中 � 164457（4番人気）
複勝票数 計2690657 的中 � 224871（4番人気）� 126274（9番人気）� 183055（6番人気）
枠連票数 計1610299 的中 （4－5） 72826（8番人気）
馬連票数 計6851929 的中 �� 67057（33番人気）
馬単票数 計2485603 的中 �� 14836（51番人気）
ワイド票数 計3573396 的中 �� 39090（31番人気）�� 47921（22番人気）�� 31461（39番人気）
3連複票数 計11729023 的中 ��� 31130（96番人気）
3連単票数 計15484294 的中 ��� 6759（553番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．5―10．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―32．7―43．6―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F34．3
3 15，9（2，13）3，16（1，6，14）8，10（5，17）12（4，7，18）11 4 15，9（2，13）3，16，1（8，6）（10，14）5，17（4，7，12）18，11

勝馬の
紹 介

アレスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．12．6 阪神2着

2012．5．14生 牡6黒鹿 母 タイセイエトワール 母母 エンスラーリング 26戦6勝 賞金 142，957，000円
〔騎手変更〕 コウエイタケル号の騎手小牧太は，第1日第6競走での落馬負傷のため松田大作に変更。
※レーヴムーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19024 7月1日 晴 良 （30中京3）第2日 第12競走 ��
��1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

47 アドマイヤビクター 牡3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512－ 61：58．7 2．3�
58 エ イ コ ー ン 牡3鹿 54 浜中 俊西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 454± 01：58．91� 7．3�
22 サンライズセナ 牡3栗 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 494＋ 41：59．0	 8．8�
23 ダノンフォワード 牡3栗 54 岡田 祥嗣�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B444－ 61：59．1	 4．4�
713 ジョースターライト 牡5青鹿57 
島 克駿上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B464－ 61：59．52� 16．1�
59 マンハッタンロック 牡4鹿 57 秋山真一郎 	サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 41：59．6クビ 14．6

46 スズカガルチ 牡4栗 57

54 ▲服部 寿希永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B516＋ 21：59．92 28．3�
814 ランドジュピター 牡4鹿 57

56 ☆義 英真木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 456－ 42：00．21	 633．0�
610 キングスクロス 牡3黒鹿54 和田 竜二落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468＋ 12：00．3クビ 75．0
11 オ ク ラ ホ マ 牡4栗 57 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 クビ 7．1�
712� ワンダーラジャ 牡4栗 57 幸 英明山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 502＋ 82：00．4クビ 64．2�
34 ミスズフリオーソ 牡3栗 54

52 △富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 日高 前野牧場 482－ 6 〃 アタマ 101．0�
611 セレブレイトソング 6栗 57

56 ☆荻野 極 	キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 アタマ 246．2�
815 ワイドコマンダー 牡4鹿 57 三浦 皇成幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 520－ 22：02．010 287．6�
35 ブ ー ス タ ー 牡3鹿 54

52 △森 裕太朗吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム B508－ 42：06．6大差 148．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 83，879，200円 複勝： 111，087，800円 枠連： 45，119，700円
馬連： 187，790，000円 馬単： 81，208，400円 ワイド： 116，514，600円
3連複： 263，575，200円 3連単： 388，561，900円 計： 1，277，736，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 210円 枠 連（4－5） 640円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 350円 �� 450円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 7，550円

票 数

単勝票数 計 838792 的中 � 279698（1番人気）
複勝票数 計1110878 的中 � 270422（1番人気）� 157123（2番人気）� 116295（5番人気）
枠連票数 計 451197 的中 （4－5） 54468（2番人気）
馬連票数 計1877900 的中 �� 137694（3番人気）
馬単票数 計 812084 的中 �� 43281（3番人気）
ワイド票数 計1165146 的中 �� 90017（2番人気）�� 65181（4番人気）�� 46593（7番人気）
3連複票数 計2635752 的中 ��� 93085（4番人気）
3連単票数 計3885619 的中 ��� 37312（12番人気）

ハロンタイム 7．3―10．6―11．2―13．8―13．6―12．1―12．5―12．9―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―17．9―29．1―42．9―56．5―1：08．6―1：21．1―1：34．0―1：46．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤビクター �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．6．25 阪神4着

2015．2．8生 牡3鹿 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 3戦2勝 賞金 13，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブースター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月1日まで平地競走に

出走できない。

４レース目



（30中京3）第2日 7月1日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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
厩務員出走奨励金

239，550，000円
7，780，000円
20，210，000円
1，750，000円
28，020，000円
68，632，500円
4，648，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
656，897，400円
914，259，000円
356，617，200円
1，500，317，700円
653，208，400円
887，156，400円
2，245，737，500円
3，153，552，800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 10，367，746，400円

総入場人員 17，424名 （有料入場人員 15，785名）
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