
19025 7月6日 曇 重 （1中京3） 第3日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時00分 （芝・左）

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
1：08．5
1：07．8

良
良

89 テーオーマルクス 牡2鹿 54
51 ▲斎藤 新小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 474± 01：09．6 4．6�

77 ミーアシャム 牝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 446± 01：09．81� 2．5�
88 プリティユニバンス 牝2黒鹿54 小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 428－101：10．11� 79．3�
33 リインフォース 牡2黒鹿54 和田 竜二ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 444－ 2 〃 クビ 2．5�
44 ネクサスアルカナム 牡2栗 54 幸 英明吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：10．31� 17．5	
22 グートエーデル 牝2芦 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 村上 雅規 420－ 2 〃 クビ 67．5

55 シゲルミズガメザ 牡2栗 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 434± 01：10．4� 13．7�
11 イッツマイビジネス 牡2栗 54

53 ☆川又 賢治清水 義德氏 吉田 直弘 新ひだか 前田ファーム 434＋ 41：10．5� 26．8�
66 オウサマプリン 牡2黒鹿54 水口 優也田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 南部 功 480± 01：11．99 151．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，939，700円 複勝： 35，216，500円 枠連： 6，250，800円
馬連： 36，902，800円 馬単： 24，384，700円 ワイド： 26，040，900円
3連複： 48，600，600円 3連単： 98，479，200円 計： 303，815，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 110円 � 770円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，880円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 7，010円 3 連 単 ��� 27，800円

票 数

単勝票数 計 279397 的中 � 49932（3番人気）
複勝票数 計 352165 的中 � 41047（3番人気）� 150493（1番人気）� 5900（7番人気）
枠連票数 計 62508 的中 （7－8） 8556（2番人気）
馬連票数 計 369028 的中 �� 50079（2番人気）
馬単票数 計 243847 的中 �� 18054（3番人気）
ワイド票数 計 260409 的中 �� 32302（2番人気）�� 2054（21番人気）�� 2657（18番人気）
3連複票数 計 486006 的中 ��� 5193（18番人気）
3連単票数 計 984792 的中 ��� 2568（79番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．7―46．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーマルクス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．6．1 阪神4着

2017．3．5生 牡2鹿 母 パープルストック 母母 パープルホワイト 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19026 7月6日 曇 重 （1中京3） 第3日 第2競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走10時35分 （ダート・左）
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

11 タガノファジョーロ 牡3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B448± 01：52．9 6．3�

23 エイシンボールディ 牡3栗 56
55 ☆川又 賢治�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 438＋ 21：53．11� 5．8�

510	 シブヤクロッシング 牡3鹿 56 中谷 雄太W．ギャロー氏 矢作 芳人 米
Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

B538± 01：53．31
 11．3�
48 ア イ タ イ 牡3栗 56 M．デムーロ平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 510－ 21：53．4
 6．6�
47 コバルトブルー 牡3栗 56

53 ▲斎藤 新青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458 ―1：53．72 21．9�
611 キモンボーイ 牡3鹿 56

54 △西村 淳也小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 498－ 21：53．91� 28．0	
36 メイショウドウダン 牡3黒鹿56 �島 克駿松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 438＋ 61：54．53
 108．7

12 ブルベアペスカ 牡3栗 56 秋山真一郎 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 478－ 41：54．6� 52．3�
714 ワンダータジャム 牡3黒鹿56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 藤春 修二 482＋141：54．81� 52．8�
816	 スマートネフィリム 牡3栗 56 小崎 綾也大川 徹氏 大久保龍志 米 Scott Pierce &

Debbie Pierce 532＋ 61：55．11� 30．1
713	 ベイズンストリート 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 斉藤 崇史 米 Dixiana

Farms LLC 540－ 6 〃 アタマ 2．1�
24 ブルベアカーキ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 木原 一良 新ひだか 沼田 照秋 538＋ 61：55．95 198．8�
815 ブルベアヴェルデ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗 �ブルアンドベア 高橋 康之 浦河 谷口牧場 B460＋ 31：56．32
 93．1�
59 アヴァターラ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �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 520＋181：57．04 33．2�
612 エイユーミッション 牡3栗 56 酒井 学笹部 和子氏 森田 直行 新冠 上井農場 532－ 21：57．42
 384．7�
35 	 フィアボルグ 牡3鹿 56 川須 栄彦窪田 芳郎氏 矢作 芳人 米 Audley Farm

Equine, LLC 506－ 22：00．8大差 230．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，393，000円 複勝： 42，800，000円 枠連： 12，046，100円
馬連： 50，171，900円 馬単： 26，949，600円 ワイド： 41，763，900円
3連複： 79，745，600円 3連単： 95，981，500円 計： 379，851，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 210円 � 240円 枠 連（1－2） 1，290円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 490円 �� 880円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 17，970円

票 数

単勝票数 計 303930 的中 � 38194（3番人気）
複勝票数 計 428000 的中 � 44475（5番人気）� 56424（2番人気）� 44703（4番人気）
枠連票数 計 120461 的中 （1－2） 7191（5番人気）
馬連票数 計 501719 的中 �� 30660（5番人気）
馬単票数 計 269496 的中 �� 8471（9番人気）
ワイド票数 計 417639 的中 �� 23026（5番人気）�� 11841（8番人気）�� 13953（6番人気）
3連複票数 計 797456 的中 ��� 15573（9番人気）
3連単票数 計 959815 的中 ��� 3871（44番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．6―12．6―12．3―12．6―12．9―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．7―50．3―1：02．6―1：15．2―1：28．1―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノファジョーロ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．9．17 阪神4着

2016．4．4生 牡3鹿 母 ラヴソレイユ 母母 ヴァイオレットラブ 7戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィアボルグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月6日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 アヴァターラ号・エイユーミッション号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月6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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ナリタブルグ号・バンプファイア号

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３日

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 1日第 3競走）
〔その他〕　　タガノダンシング号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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。



19027 7月6日 曇 重 （1中京3） 第3日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

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
1：10．0
1：08．7

重
重

713 メイショウカササギ 牝3鹿 54
51 ▲岩田 望来松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 464＋ 41：11．4 9．6�

23 ク リ ー 牡3鹿 56 幸 英明サン 安達 昭夫 日高 滝本 健二 466－ 21：11．71� 3．3�
48 クリノビッグサージ 牝3栗 54 和田 竜二栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 498± 01：12．12� 6．6�
24 ロードオヒア 牡3鹿 56 北村 友一 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 486＋ 41：12．31� 19．0�
36 グーテンモルゲン 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 508 ― 〃 ハナ 33．7�
47 デンコウブレイブ 牡3黒鹿56 国分 優作田中 康弘氏 坂口 智康 新ひだか 田原橋本牧場 460± 01：12．4クビ 6．0	
11 ノーブルクロノス 牡3栗 56

53 ▲斎藤 新吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 536± 0 〃 クビ 25．2

59 テ キ ー ラ 牡3栗 56 川須 栄彦芹澤 精一氏 作田 誠二 安平 追分ファーム 540 ―1：12．5� 90．9�
714 エーティーキンセイ 牡3鹿 56 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新冠 川島牧場 484＋ 61：12．6� 46．8�
12 キンショービコー 牡3栗 56 �島 良太礒野日出夫氏 長谷川浩大 新ひだか 三石ファーム 456－ 6 〃 アタマ 6．8
35 スマートマウアー 牡3鹿 56 福永 祐一大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 静内山田牧場 498－ 61：13．02� 7．5�
612 タガノビーダッシュ �3鹿 56 藤懸 貴志八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 八木牧場 464＋ 21：13．1クビ 164．8�
815 ピエナキャプテン 牡3芦 56 秋山真一郎本谷 兼三氏 武 英智 千歳 社台ファーム 460＋ 61：13．2� 40．1�
816 メイショウベリー 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希松本 好�氏 松永 昌博 日高 道見牧場 440－ 41：13．41 233．6�
611 スズカモンド 牡3栗 56 松若 風馬永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 454± 01：13．72 171．3�
510 ダイシンリカール 牡3鹿 56 松山 弘平大八木信行氏 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 B496＋ 21：15．18 18．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，866，600円 複勝： 45，661，900円 枠連： 14，013，900円
馬連： 52，291，100円 馬単： 24，360，800円 ワイド： 42，446，100円
3連複： 78，576，500円 3連単： 86，815，800円 計： 372，032，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 160円 � 220円 枠 連（2－7） 1，400円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，080円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 28，770円

票 数

単勝票数 計 278666 的中 � 23134（6番人気）
複勝票数 計 456619 的中 � 32855（6番人気）� 90395（1番人気）� 52881（5番人気）
枠連票数 計 140139 的中 （2－7） 7703（7番人気）
馬連票数 計 522911 的中 �� 18840（9番人気）
馬単票数 計 243608 的中 �� 3679（21番人気）
ワイド票数 計 424461 的中 �� 12249（11番人気）�� 9754（12番人気）�� 22432（4番人気）
3連複票数 計 785765 的中 ��� 15159（8番人気）
3連単票数 計 868158 的中 ��� 2187（77番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．8―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカササギ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．10．27 京都3着

2016．3．9生 牝3鹿 母 フラワーガイア 母母 フラワーキャット 8戦1勝 賞金 11，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウベリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月6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 キングアーサー号・チョウビックリ号・ラフィティ号

19028 7月6日 曇 重 （1中京3） 第3日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・左）

牝；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
1：32．3
1：30．5

良
良

12 サドキンザン 牝3鹿 54 北村 友一ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋101：35．7 23．8�

612 スノーユニバンス 牝3芦 54 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－ 41：35．8� 2．6�
23 マイマーベラスワン 牝3栗 54 藤懸 貴志五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 416＋ 41：36．11� 81．3�
611 ルージュオブグレイ 牝3栗 54

52 △西村 淳也 Him Rock Racing
ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 404－10 〃 クビ 67．5�

36 ストラトスフィア 牝3鹿 54 松若 風馬�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ
ファーム 460－ 21：36．41� 20．8�

11 スパークルガール 牝3黒鹿 54
51 ▲斎藤 新 	社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 410＋101：36．5� 27．6


35 モズコールズ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 402－ 41：36．6� 11．2�
815 オーミハルカゼ 牝3鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 440＋ 8 〃 クビ 17．1�
48 トラピッチェ 牝3鹿 54 川田 将雅青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 420± 01：36．81 2．3
59 セラールネイジュ 牝3芦 54 秋山真一郎ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 新ひだか チャンピオンズファーム 440± 01：37．11� 54．6�
47 キャルグリーン 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治里見 治紀氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 444＋141：37．42 200．7�
713 レディポワソン 牝3鹿 54 酒井 学近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか カタオカフアーム 492－101：37．5クビ 90．6�
24 スズカルージュ 牝3栗 54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 460－ 21：37．92� 46．5�
510 ユキエチャン 牝3黒鹿54 松山 弘平大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：38．64 11．2�
714 ワンダータビアット 牝3黒鹿54 小崎 綾也山本 能成氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 456＋ 41：38．91� 308．9�
816 ウォーターベルバラ 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 木村牧場 396－151：39．96 362．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，384，400円 複勝： 38，967，400円 枠連： 13，033，200円
馬連： 51，713，700円 馬単： 27，386，700円 ワイド： 42，953，000円
3連複： 69，675，600円 3連単： 94，225，700円 計： 366，339，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 550円 � 150円 � 1，660円 枠 連（1－6） 1，980円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 8，190円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 11，360円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 47，330円 3 連 単 ��� 299，620円

票 数

単勝票数 計 283844 的中 � 9520（7番人気）
複勝票数 計 389674 的中 � 15234（7番人気）� 96738（2番人気）� 4595（13番人気）
枠連票数 計 130332 的中 （1－6） 5088（8番人気）
馬連票数 計 517137 的中 �� 13214（9番人気）
馬単票数 計 273867 的中 �� 2506（25番人気）
ワイド票数 計 429530 的中 �� 10600（9番人気）�� 949（59番人気）�� 3404（28番人気）
3連複票数 計 696756 的中 ��� 1104（99番人気）
3連単票数 計 942257 的中 ��� 228（579番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．4―47．6―1：00．0―1：11．9―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

サドキンザン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Authorized デビュー 2019．1．5 京都7着

2016．3．14生 牝3鹿 母 サ マ ナ ケ イ 母母 Tessa Reef 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 セラールネイジュ号の騎手秋山真一郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて令和元年7月13日から令和元年7月

21日まで騎乗停止。（被害馬：13番）
サドキンザン号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーターベルバラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月6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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ステップシー号・テイルオブゴールド号・プロポーズ号・ラハイナヌーン号



19029 7月6日 曇 重 （1中京3） 第3日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左）

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

45 シ ャ レ ー ド 牝2栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482 ―1：22．5 1．4�
44 シゲルカセイ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：23．13� 37．5�
710 プロークルサートル 牡2鹿 54 和田 竜二前田 幸貴氏 佐々木晶三 浦河 上山牧場 486 ―1：23．31� 20．7�
813 セイウンジュリア 牝2黒鹿54 M．デムーロ西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 鉄也 470 ―1：23．72� 10．0�
68 ウインサンフラワー 牡2鹿 54

51 ▲斎藤 新�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 430 ―1：23．8� 65．3�
57 ナオミラフィネ 牝2栗 54 北村 友一塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 438 ―1：23．9� 21．9	
711 ホウオウエインセル 牝2芦 54 川田 将雅小笹 芳央氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ―1：24．11� 7．8

56 サウンドサンビーム 牡2黒鹿54 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 472 ―1：24．31 25．9�
33 ラフマニノフ 牡2鹿 54 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 クビ 10．3�
69 アイファーパープル 牡2黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 418 ― 〃 ハナ 112．5
812 ロックアビリティ 牡2鹿 54 水口 優也中西 功氏 服部 利之 安平 吉田牧場 502 ―1：24．72� 125．3�
22 デンコウリジエール 牡2鹿 54

52 △西村 淳也田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 458 ― 〃 アタマ 165．3�
11 ベアトリーチェ 牝2鹿 54 藤井勘一郎ニューワールドレー

シング� 武 英智 浦河 宮内牧場 410 ―1：25．23 117．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，580，000円 複勝： 98，459，800円 枠連： 14，143，800円
馬連： 53，549，400円 馬単： 35，516，400円 ワイド： 41，140，300円
3連複： 73，121，600円 3連単： 109，798，600円 計： 476，309，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 420円 � 270円 枠 連（4－4） 2，100円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 750円 �� 420円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 16，460円

票 数

単勝票数 計 505800 的中 � 279143（1番人気）
複勝票数 計 984598 的中 � 698889（1番人気）� 18383（8番人気）� 32213（5番人気）
枠連票数 計 141438 的中 （4－4） 5219（8番人気）
馬連票数 計 535494 的中 �� 20801（7番人気）
馬単票数 計 355164 的中 �� 10568（9番人気）
ワイド票数 計 411403 的中 �� 13999（7番人気）�� 26973（4番人気）�� 4181（25番人気）
3連複票数 計 731216 的中 ��� 10562（19番人気）
3連単票数 計1097986 的中 ��� 4835（54番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―11．9―11．5―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―47．3―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 ・（1，10）（11，12）（3，13，5）（4，8）9－6－7＝2 4 ・（1，11，10）12（3，13，5）（4，9，8）－6－7＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シ ャ レ ー ド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Azamour 初出走

2017．2．10生 牝2栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19030 7月6日 曇 重 （1中京3） 第3日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時55分 （ダート・左）
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
1：24．3
1：23．0

良
重

612 ファシネートゼット 牝2栗 54 松若 風馬高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456 ―1：25．2 3．8�
35 ホットミスト 牝2鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452 ―1：25．3� 3．0�
36 テーオープライム 牝2栗 54

52 △西村 淳也小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 418 ―1：26．47 16．4�
815 スマートラビリンス 牝2栗 54 福永 祐一大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス

マート 460 ―1：27．03� 7．8�
12 コパノライダー 牡2青鹿 54

51 ▲斎藤 新小林 照弘氏 斎藤 誠 新ひだか へいはた牧場 446 ―1：27．21� 86．5�
11 シーハーハー 牝2黒鹿54 M．デムーロ長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 452 ―1：27．51� 5．5�
47 アイファーブルー 牡2栗 54 小牧 太中島 稔氏 西橋 豊治 新冠 川上 悦夫 438 ―1：28．45 105．0	
59 アポロファントム 牡2鹿 54 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 460 ―1：28．72 14．0

24 タマモゼーゼマン 牡2鹿 54 酒井 学タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 440 ―1：28．8� 40．4�
48 エルファルコン 牡2鹿 54 幸 英明三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 444 ―1：28．9� 25．1�
611 マーキュリーセブン 牡2黒鹿54 	島 克駿ライオンレースホース� 高橋 義忠 浦河 浦河日成牧場 440 ―1：29．43 112．7�
714 セイカアーナンダイ 牡2栗 54 北村 友一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 448 ―1：30．46 157．4�
510 サマーソルト 牡2栗 54 中井 裕二宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 480 ―1：30．82� 57．1�
23 リリーミニスター 牡2芦 54 秋山真一郎土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 472 ―1：31．12 39．7�
816 ラブリーエンジェル 牝2栗 54 太宰 啓介長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 434 ―1：31．2クビ 59．6�
713 プ ル ル ス 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治杉浦 和也氏 加藤士津八 日高 シグラップファーム 434 ―1：31．62� 215．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，102，800円 複勝： 43，601，700円 枠連： 14，333，100円
馬連： 56，702，300円 馬単： 26，742，400円 ワイド： 40，229，400円
3連複： 74，276，000円 3連単： 84，100，400円 計： 378，088，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 130円 � 280円 枠 連（3－6） 500円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 300円 �� 680円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 7，820円

票 数

単勝票数 計 381028 的中 � 83232（2番人気）
複勝票数 計 436017 的中 � 88918（2番人気）� 106760（1番人気）� 27858（6番人気）
枠連票数 計 143331 的中 （3－6） 21975（1番人気）
馬連票数 計 567023 的中 �� 73657（1番人気）
馬単票数 計 267424 的中 �� 14958（2番人気）
ワイド票数 計 402294 的中 �� 38753（1番人気）�� 14261（6番人気）�� 13393（8番人気）
3連複票数 計 742760 的中 ��� 27181（4番人気）
3連単票数 計 841004 的中 ��� 7788（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．4―36．6―49．0―1：01．7―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファシネートゼット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．1．17生 牝2栗 母 ファシネートダイア 母母 ト コ ア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 シーハーハー号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカアーナンダイ号・サマーソルト号・リリーミニスター号・ラブリーエンジェル号・プルルス号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月6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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイムポッシブル号・シゲルアマノガワ号

追 加 記 事（第 3回中京競馬第 1日第 6競走）
〔その他〕　　マーストグロス号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折及び右第３手根骨々折〕

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。



19031 7月6日 曇 稍重 （1中京3） 第3日 第7競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走13時25分 （芝・左）
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

23 ビスタストリカ 牝3鹿 54
52 △西村 淳也 �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 460－ 22：03．0 10．0�
818 ブルーエクセレンス 牡3青鹿56 松山 弘平ゴドルフィン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 6 〃 クビ 5．2�
24 ジュベルハフィート 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 430－122：03．21� 7．7�
36 アドマイヤジョイ 牝3芦 54 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 02：03．62� 16．7�
12 ルッチョーラ 牡3青 56 幸 英明畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 480＋ 4 〃 クビ 11．4�
48 ダンディズム 牡3黒鹿56 福永 祐一 	カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B464－ 4 〃 アタマ 4．6

816 グレートベースン 牡3青鹿56 川田 将雅桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 512＋ 4 〃 ハナ 2．8�
11 ブラックアイドタフ 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448－102：03．81 42．6
510 ホ ウ サ ク 	3栗 56

53 ▲岩田 望来林 正道氏 森田 直行 新冠 秋田牧場 440－ 4 〃 クビ 41．1�
35 パ ワ ー ロ ワ 牡3鹿 56 川須 栄彦�まの 大橋 勇樹 新冠 村上牧場 418－ 62：03．9� 203．9�
59 オノーレペスカ 牝3青 54 藤井勘一郎ユーモード 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 426＋282：04．0
 120．8�
612 ダイシンラッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人大八木信行氏 梅田 智之 新冠 隆栄牧場 416＋122：04．1
 314．6�
817 アビトレイタ 牡3鹿 56 酒井 学加藤 誠氏 森田 直行 浦河 小島牧場 508－ 8 〃 同着 227．0�
713� プリンシパル 牡3鹿 56 高倉 稜ゴドルフィン 矢作 芳人 英 Cheveley Park

Stud Ltd B490－102：04．2� 49．1�
47 スズカコンパス 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 424＋ 22：04．41� 95．1�
611 ゴールデンラン 牝3黒鹿54 太宰 啓介小島 將之氏 安達 昭夫 新ひだか 竹内 良一 444± 02：05．99 333．5�
714 マ ッ テ オ 牡3栗 56 中井 裕二門野 重雄氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 464－ 62：08．7大差 396．2�
715 キャスノワゼット 牝3黒鹿54 �島 克駿	G1レーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム B462－ 22：14．1大差 138．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，772，000円 複勝： 52，642，000円 枠連： 19，763，100円
馬連： 64，701，400円 馬単： 30，569，600円 ワイド： 47，760，800円
3連複： 88，282，200円 3連単： 105，971，200円 計： 444，462，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 260円 � 200円 � 260円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，140円 �� 960円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 49，430円

票 数

単勝票数 計 347720 的中 � 27641（5番人気）
複勝票数 計 526420 的中 � 50454（5番人気）� 73794（3番人気）� 51193（4番人気）
枠連票数 計 197631 的中 （2－8） 31318（2番人気）
馬連票数 計 647014 的中 �� 20050（10番人気）
馬単票数 計 305696 的中 �� 4331（21番人気）
ワイド票数 計 477608 的中 �� 14122（10番人気）�� 10697（14番人気）�� 12791（11番人気）
3連複票数 計 882822 的中 ��� 8085（26番人気）
3連単票数 計1059712 的中 ��� 1554（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．2―49．4―1：02．7―1：15．5―1：27．8―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ビスタストリカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．1 中京6着

2016．1．17生 牝3鹿 母 イストワール 母母 アピーリングストーリー 8戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャスノワゼット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月6日まで平地競

走に出走できない。
マッテオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月6日まで平地競走に出
走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ゴールデンラン号・ダイシンラッシュ号・マッテオ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月
6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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンマルフラッシュ号・マイサンシャイン号

19032 7月6日 曇 稍重 （1中京3） 第3日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・左）（500万円以下）

牝；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
1：32．3
1：30．5

良
良

510 ブランノワール 牝3鹿 52 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：34．2 3．1�
23 リ ャ ス ナ 牝3鹿 52 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：34．41� 7．9�
11 � ブルーメンクローネ 牝4鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 4．0�
612 コ ス タ ネ ラ 牝4栗 55

52 ▲岩田 望来 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 448－ 41：34．82� 34．5�
12 キャンディストーム 牝5鹿 55 M．デムーロゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 21：34．9� 23．9�
35 メトロポール 牝3黒鹿52 和田 竜二ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 480＋ 2 〃 クビ 4．0	
24 ハ ナ ソ メ イ 牝4黒鹿 55

53 △西村 淳也林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 444＋141：35．53� 54．5

48 プリヴェット 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治下河邉俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 484＋ 41：35．71� 73．4�
713 プリンセスルーラー 牝5黒鹿55 幸 英明大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 	川 啓一 472± 01：35．8
 30．2�
36 ジュンサロベツ 牝3黒鹿52 小崎 綾也河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 41：35．9クビ 29．2
714 ピ ッ パ 牝4栗 55 松若 風馬飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 452－24 〃 ハナ 155．1�
47 マイエンフェルト 牝3鹿 52 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋12 〃 クビ 9．3�
59 エイシンネメシス 牝4青鹿55 	島 克駿�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 484＋ 21：36．32� 110．8�
815 ミッドナイトラヴ 牝3黒鹿52 秋山真一郎 �社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム 462＋ 41：36．93� 97．2�
611 アルマアノン 牝4青鹿 55

52 ▲斎藤 新コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 460＋ 41：37．75 339．4�
816 ダンツクレイオー 牝4鹿 55 藤懸 貴志山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 482＋ 41：39．19 182．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，940，700円 複勝： 61，949，300円 枠連： 17，826，100円
馬連： 82，132，800円 馬単： 35，840，300円 ワイド： 57，317，400円
3連複： 113，171，800円 3連単： 131，549，800円 計： 544，728，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 160円 枠 連（2－5） 1，160円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 470円 �� 350円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 9，320円

票 数

単勝票数 計 449407 的中 � 115459（1番人気）
複勝票数 計 619493 的中 � 139858（1番人気）� 57137（5番人気）� 102317（2番人気）
枠連票数 計 178261 的中 （2－5） 11849（4番人気）
馬連票数 計 821328 的中 �� 55499（4番人気）
馬単票数 計 358403 的中 �� 12965（7番人気）
ワイド票数 計 573174 的中 �� 31248（5番人気）�� 43847（2番人気）�� 22075（8番人気）
3連複票数 計1131718 的中 ��� 47790（2番人気）
3連単票数 計1315498 的中 ��� 10229（18番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―11．8―12．0―12．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．7―46．5―58．5―1：10．7―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ブランノワール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Singspiel デビュー 2018．10．20 京都3着

2016．2．15生 牝3鹿 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 6戦2勝 賞金 23，110，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツクレイオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月6日まで平地競

走に出走できない。



19033 7月6日 晴 稍重 （1中京3） 第3日 第9競走 ��2，200�
ちゃうすやまこうげん

茶臼山高原特別
発走14時25分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

88 カセドラルベル 牝3鹿 52 西村 淳也吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 522＋ 82：15．1 2．5�
55 アドマイヤジョラス 牡5黒鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 492＋20 〃 クビ 7．1�
77 ブラックバッジ 牡3鹿 54 M．デムーロ市川 義美氏 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム B486± 02：15．41� 5．7�
44 サトノソロモン 牡3鹿 54 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 552＋ 22：15．71� 2．0�
22 レオビヨンド 牡3鹿 54 高倉 稜�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 468＋ 62：15．91	 117．3�
33 ジュンテオドーラ 牝5鹿 55 小崎 綾也河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 62：16．0� 52．8	
11 メイショウバンカラ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B516－ 42：16．1クビ 111．1

66 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 
島 克駿八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B464－ 62：16．31� 34．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 46，347，400円 複勝： 73，284，300円 枠連： 発売なし
馬連： 72，732，200円 馬単： 43，312，400円 ワイド： 36，033，100円
3連複： 71，803，100円 3連単： 224，966，500円 計： 568，479，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 310円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 330円 �� 250円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 5，600円

票 数

単勝票数 計 463474 的中 � 143998（2番人気）
複勝票数 計 732843 的中 � 270838（2番人気）� 41318（4番人気）� 58012（3番人気）
馬連票数 計 727322 的中 �� 46346（5番人気）
馬単票数 計 433124 的中 �� 17891（8番人気）
ワイド票数 計 360331 的中 �� 27393（5番人気）�� 39389（3番人気）�� 19162（6番人気）
3連複票数 計 718031 的中 ��� 42684（5番人気）
3連単票数 計2249665 的中 ��� 29101（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．1―35．7―49．3―1：02．7―1：15．5―1：28．0―1：40．4―1：52．2―2：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7
1
3
5－7（3，8，4）6－2，1・（5，7）（3，8，4）（6，2）1

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

勝馬の
紹 介

カセドラルベル �

父 ハーツクライ �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．8．25 小倉2着

2016．2．13生 牝3鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 5戦2勝 賞金 25，207，000円

19034 7月6日 晴 重 （1中京3） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

の う び

濃 尾 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

24 スペリオルシチー 牡5鹿 57 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B476＋ 41：50．6 19．3�

612 ワンダーウマス 牡5鹿 57 北村 友一山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 486－ 4 〃 ハナ 7．4�
714 キーフラッシュ 牡4栗 57 西村 淳也北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 478± 01：50．81� 10．4�
48 サクラアリュール 牡4栗 57 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B470－ 81：50．9	 5．6�
816 キコクイーン 牝3青 52 
島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 432＋ 4 〃 クビ 8．6�
713 オーケストラ 牡4鹿 57 斎藤 新原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B486－ 61：51．11� 54．2	
11 テイエムチューハイ 牡5黒鹿57 福永 祐一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B450－ 41：51．31	 4．5

23 マンハッタンロック 牡5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 458＋ 41：51．4アタマ 24．4�
36 スズカロング 牡5鹿 57 藤井勘一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 41：51．71� 31．3
47 アスターストーリー 牝5鹿 55 幸 英明加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 460＋ 61：51．8	 36．3�
12 オールウェイズゼア 牡5黒鹿57 酒井 学グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 484＋ 4 〃 ハナ 59．3�
815 レ ン ト ラ ー 7黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 15．5�
59 � ベストマイウェイ 牡4鹿 57 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

536＋ 61：52．43	 96．3�
611 ギガバッケン 牡4鹿 57 小崎 綾也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 544－ 61：52．71	 40．3�
35 ライデンバローズ 牡5芦 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B538＋ 61：53．76 7．7�
510 タガノアンピール 牡5黒鹿57 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム B544－101：53．8	 11．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，948，400円 複勝： 85，478，700円 枠連： 34，143，100円
馬連： 141，800，200円 馬単： 50，905，200円 ワイド： 97，119，100円
3連複： 216，522，600円 3連単： 234，224，600円 計： 911，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 500円 � 270円 � 310円 枠 連（2－6） 3，670円

馬 連 �� 6，940円 馬 単 �� 14，850円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 2，790円 �� 870円

3 連 複 ��� 19，590円 3 連 単 ��� 132，660円

票 数

単勝票数 計 509484 的中 � 21065（9番人気）
複勝票数 計 854787 的中 � 40486（9番人気）� 89112（3番人気）� 73306（5番人気）
枠連票数 計 341431 的中 （2－6） 7203（23番人気）
馬連票数 計1418002 的中 �� 15821（29番人気）
馬単票数 計 509052 的中 �� 2570（63番人気）
ワイド票数 計 971191 的中 �� 11382（28番人気）�� 8750（36番人気）�� 29739（6番人気）
3連複票数 計2165226 的中 ��� 8288（72番人気）
3連単票数 計2342246 的中 ��� 1280（479番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．2―12．7―12．3―12．3―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．9―49．6―1：01．9―1：14．2―1：26．2―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペリオルシチー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Bernardini デビュー 2016．11．12 東京3着

2014．3．8生 牡5鹿 母 ハタノボニート 母母 Shine Again 22戦4勝 賞金 67，753，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノヴィクトリア号・スズカスマート号・テイエムテツジン号



19035 7月6日 曇 稍重 （1中京3） 第3日 第11競走 ��
��1，400�

とよあけ

豊明ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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

豊明市長賞（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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 トロワゼトワル 牝4鹿 55 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 466＋ 41：20．3 2．2�
55 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 57 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510－ 21：20．51� 11．6�
44 アダムバローズ 牡5黒鹿57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 512＋ 21：20．81	 2．4�
88 キアロスクーロ 
6黒鹿57 幸 英明水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498－10 〃 クビ 8．8�
77 カネトシブレス 牝6鹿 55 森 裕太朗兼松 昌男氏 寺島 良 新冠 武田 寛治 446－ 21：20．9� 63．1�
33 ブラッククローバー 牡7黒鹿57 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490＋ 21：21．53� 47．2	
66 テルメディカラカラ 牝7黒鹿55 秋山真一郎小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 476± 01：21．6� 42．8

22 ディーパワンサ 牝5栗 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 458± 01：21．81� 7．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 66，540，700円 複勝： 62，182，700円 枠連： 発売なし
馬連： 159，066，200円 馬単： 77，933，500円 ワイド： 70，046，400円
3連複： 176，321，700円 3連単： 455，610，900円 計： 1，067，702，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 300円 �� 150円 �� 230円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 665407 的中 � 233772（1番人気）
複勝票数 計 621827 的中 � 208756（1番人気）� 56613（4番人気）� 191744（2番人気）
馬連票数 計1590662 的中 �� 114903（5番人気）
馬単票数 計 779335 的中 �� 39255（5番人気）
ワイド票数 計 700464 的中 �� 49577（6番人気）�� 150471（1番人気）�� 71532（2番人気）
3連複票数 計1763217 的中 ��� 229150（2番人気）
3連単票数 計4556109 的中 ��� 95935（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．7―45．1―56．6―1：08．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロワゼトワル �

父 ロードカナロア �


母父 ハーツクライ デビュー 2017．7．2 中京1着

2015．2．28生 牝4鹿 母 セコンドピアット 母母 エービーヌードル 13戦4勝 賞金 81，613，000円

19036 7月6日 曇 重 （1中京3） 第3日 第12競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走16時15分 （500万円以下） （ダート・左）
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
1：10．0
1：08．7

重
重

713� マラードザレコード 	5青鹿57 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd B460± 01：10．4 2．5�

36 ヒロシゲグローリー 牡5鹿 57 田中 健阿尾 浩和氏 北出 成人 新ひだか 谷岡スタット 484－261：10．72 92．7�
816 メイショウアマギ 牡3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 21：10．91
 12．9�
714 クインズカトレア 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治亀田 和弘氏 宮本 博 新ひだか 佐竹 学 438＋ 41：11．0クビ 13．1�
23 メイショウヤシャ 牡3栗 54

52 △西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468－ 41：11．21
 6．2�
48 メ デ ィ ク ス 牡3栗 54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 452－ 21：11．3
 8．7	
47 テイエムストーン 牝3鹿 52 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋ 41：11．51 29．2

35 モ ア イ 牡4黒鹿57 松山 弘平青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 460－ 21：11．6
 39．5�
59 � メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 478－101：11．7
 17．7�
815 ルクスムンディー 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 516＋ 4 〃 ハナ 7．6
12 � ノーブルレゼル 牡4鹿 57 藤懸 貴志 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 470＋ 71：11．8
 91．3�
510 シ ャ テ ー ヌ 牝4栗 55 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 4 〃 クビ 15．2�
24 � ツブラナヒトミ 牡4栗 57 秋山真一郎加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 490－ 61：12．11
 52．6�
611 トウケイゴコウ 牝4鹿 55 小崎 綾也木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 道見牧場 436＋ 61：12．31
 151．4�
612 レ サ イ ヤ 牡3黒鹿54 北村 友一落合 稔氏 今野 貞一 厚真 阿部 栄乃進 474－ 61：12．51 18．8�
11 ウインクルチェリー 牝5鹿 55

52 ▲三津谷隼人塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 512± 0 〃 クビ 54．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，351，400円 複勝： 85，165，200円 枠連： 37，233，300円
馬連： 138，882，800円 馬単： 57，058，600円 ワイド： 97，550，700円
3連複： 234，485，300円 3連単： 281，073，200円 計： 990，800，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 1，310円 � 330円 枠 連（3－7） 3，460円

馬 連 �� 17，920円 馬 単 �� 22，580円

ワ イ ド �� 4，900円 �� 660円 �� 20，430円

3 連 複 ��� 67，400円 3 連 単 ��� 372，530円

票 数

単勝票数 計 593514 的中 � 185764（1番人気）
複勝票数 計 851652 的中 � 204965（1番人気）� 12447（13番人気）� 59300（6番人気）
枠連票数 計 372333 的中 （3－7） 8324（13番人気）
馬連票数 計1388828 的中 �� 6005（48番人気）
馬単票数 計 570586 的中 �� 1895（72番人気）
ワイド票数 計 975507 的中 �� 4966（50番人気）�� 40931（5番人気）�� 1178（96番人気）
3連複票数 計2344853 的中 ��� 2609（161番人気）
3連単票数 計2810732 的中 ��� 547（884番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―11．0―11．8―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．4―33．4―45．2―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．0
3 ・（6，13）－（11，14）12（1，7，15）9（5，10）16，8，2，3－4 4 ・（6，13）－（11，14）（7，12）（1，9，15）－（5，10）（16，8）2，3－4

勝馬の
紹 介

�マラードザレコード �
�
父 Pivotal �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2016．7．31 小倉11着

2014．4．1生 	5青鹿 母 Cape Elizabeth 母母 Maine Lobster 17戦2勝 賞金 29，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エヴァキュアン号・シャドウハンター号・フィールブリーズ号・ホクリュウオウ号



（1中京3）第3日 7月6日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 168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

186，220，000円
3，800，000円
22，510，000円
1，090，000円
20，530，000円
68，109，500円
4，342，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
506，167，100円
725，409，500円
182，786，500円
960，646，800円
460，960，200円
640，401，100円
1，324，582，600円
2，002，797，400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 6，803，751，200円

総入場人員 11，606名 （有料入場人員 10，297名）
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