
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
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19049 7月13日 曇 稍重 （1中京3） 第5日 第1競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利
発走10時00分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

79 ボ ナ パ ル ト 牡5鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社
吉田ファーム 506＋ 43：17．0 1．3�

67 タイセイアプローズ 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 488＋ 23：18．59 10．2�
811 ニシノエアレス 牝5栗 58 森 一馬西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 480＋ 43：19．24 18．9�
44 エスケークラウン 牡5青 60 北沢 伸也菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 516＋123：19．62� 13．7�
810� アイファーヴリル 牡6栗 60 田村 太雅中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 476＋ 23：19．7� 12．6�
33 � スズカノーチラス 牡7鹿 60 佐久間寛志永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 442－ 23：19．8� 46．2�
55 トレクァルティスタ 	8黒鹿60 五十嵐雄祐 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋103：20．11� 8．1

11 ウインインペリアル 牡4栗 60 高田 潤�ウイン 
島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 63：23．2大差 37．2�
78 エ イ ム 	6青鹿60 金子 光希ライオンレースホース� 根本 康広 日高 モリナガファーム 464－ 83：23．3� 148．2
22 ヨコスカダンディー 牡3栗 58 草野 太郎 	高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 464＋ 63：26．1大差 200．1�
66 � メイショウカロッタ 牡7鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 520＋183：28．1大差 65．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，592，600円 複勝： 68，877，800円 枠連： 7，617，200円
馬連： 24，631，600円 馬単： 19，313，900円 ワイド： 21，054，300円
3連複： 44，156，600円 3連単： 79，973，500円 計： 285，217，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 170円 � 240円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 240円 �� 390円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 3，730円

票 数

単勝票数 計 195926 的中 � 117574（1番人気）
複勝票数 計 688778 的中 � 552300（1番人気）� 27751（2番人気）� 14993（6番人気）
枠連票数 計 76172 的中 （6－7） 14111（2番人気）
馬連票数 計 246316 的中 �� 35581（2番人気）
馬単票数 計 193139 的中 �� 22636（1番人気）
ワイド票数 計 210543 的中 �� 25162（2番人気）�� 13450（5番人気）�� 4928（13番人気）
3連複票数 計 441566 的中 ��� 21242（7番人気）
3連単票数 計 799735 的中 ��� 15531（12番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 52．2－3F 39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
9＝7，6，10（4，11）（3，8）－（5，1）＝2
9＝7，10，11－（6，3）4－1（8，5）＝2

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

勝馬の
紹 介

ボ ナ パ ル ト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．17 函館2着

2014．3．30生 牡5鹿 母 ワイドサファイア 母母 クイーンソネット 障害：3戦1勝 賞金 14，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19050 7月13日 曇 重 （1中京3） 第5日 第2競走 ��1，900�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
1：57．7
1：53．7

良
不良

12 スキッピングロック 牡3鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 450－ 62：00．3 24．7�
35 オーロペスカ 牡3栗 56 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 492－ 42：00．83 74．9�
11 メメランタン 牡3芦 56 M．デムーロ本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 518－ 4 〃 ハナ 7．6�
36 ニホンピロハビアー 牡3黒鹿56 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 504± 02：01．22� 4．2�
47 キタサンチャンドラ 牡3鹿 56

54 △西村 淳也�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 2 〃 ハナ 1．9�
611 メ ド ッ ク 牡3鹿 56 松山 弘平 	カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 桜井牧場 500＋ 22：02．15 64．5

510 サイベリアン 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来下河邉俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 438＋ 6 〃 クビ 58．6�
612 メイショウモチヅキ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 480± 02：02．2� 8．4�
713 アドマイヤコースト 牡3黒鹿56 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－162：02．94 18．8
59 ヴァリオブキングズ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B464＋ 2 〃 ハナ 200．8�

24 ヒラボクメルロー 牝3黒鹿54 小崎 綾也	平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 456－ 82：03．21� 47．0�
714 ローザジルベルト 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 440± 02：04．58 172．6�
815 セイウンカイドウ 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 478－12 〃 アタマ 548．2�
23 オーミサルーテ 牡3鹿 56 国分 優作岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 484＋ 62：04．6� 375．8�
816 バンプファイア 牡3青鹿56 松若 風馬村上 憲政氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 494± 02：06．210 83．2�
48 スパニッシュレディ 牝3栗 54 福永 祐一ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 82：08．1大差 12．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，167，000円 複勝： 57，035，600円 枠連： 15，054，500円
馬連： 55，438，800円 馬単： 27，625，900円 ワイド： 45，949，600円
3連複： 87，169，900円 3連単： 106，193，900円 計： 427，635，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 700円 � 1，900円 � 280円 枠 連（1－3） 1，080円

馬 連 �� 30，290円 馬 単 �� 67，930円

ワ イ ド �� 7，200円 �� 1，890円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 73，780円 3 連 単 ��� 570，300円

票 数

単勝票数 計 331670 的中 � 10719（7番人気）
複勝票数 計 570356 的中 � 20442（7番人気）� 6997（11番人気）� 63205（3番人気）
枠連票数 計 150545 的中 （1－3） 10750（4番人気）
馬連票数 計 554388 的中 �� 1418（46番人気）
馬単票数 計 276259 的中 �� 305（99番人気）
ワイド票数 計 459496 的中 �� 1627（47番人気）�� 6378（15番人気）�� 2557（36番人気）
3連複票数 計 871699 的中 ��� 886（125番人気）
3連単票数 計1061939 的中 ��� 135（777番人気）

ハロンタイム 7．4―11．0―11．4―13．3―13．3―12．8―12．5―13．0―12．7―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．4―29．8―43．1―56．4―1：09．2―1：21．7―1：34．7―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

スキッピングロック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．10．28 京都3着

2016．4．4生 牡3鹿 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 7戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 オーロペスカ号の騎手藤井勘一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

ローザジルベルト号の騎手斎藤新は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔その他〕 バンプファイア号は，4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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパニッシュレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月13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〕 オーミサルーテ号・ヴァリオブキングズ号・セイウンカイドウ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和元年9月13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。
（非当選馬） 1頭 ゼットセントラル号

第３回 中京競馬 第５日



19051 7月13日 曇 重 （1中京3） 第5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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

11 オースミムテキ 牡3黒鹿56 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 464－ 41：11．4 1．8�
612 ミキノモンテカルロ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 460＋ 21：11．82� 35．3�
510 フォリオール 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B530＋ 61：12．12 8．0�
611 ジョートラジャ 牡3芦 56 川須 栄彦上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 536＋ 41：12．63 84．8�
816 ショウナンマンカイ 牝3栗 54 和田 竜二国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 480－ 21：12．7クビ 7．5�
48 ヒロシゲウェーブ 牡3栗 56 幸 英明阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 義浩 430± 0 〃 ハナ 5．7	
714� アポロナッシュビル 牡3鹿 56 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Frank

Hutchinson 470± 0 〃 アタマ 90．4

713 グーテンモルゲン 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 518＋101：12．8� 15．5�
815 クリノワンダフル 牡3栗 56 中谷 雄太栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 メイプルファーム 420＋ 41：13．22� 535．2�
12 ブルベアベージュ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �ブルアンドベア 千田 輝彦 新ひだか 小河 豊水 466± 01：13．41 192．3
47 メイショウハヤナリ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 B464＋ 41：13．61� 89．0�
23 マ ナ カ 牝3栗 54 小崎 綾也山口 敦広氏 飯田 祐史 新ひだか 落合 一巳 494＋ 61：13．81 7．5�
24 メイショウプルーム 牡3鹿 56 田中 健松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 516 ―1：13．9� 150．1�
36 メモリーハイル 牡3鹿 56 	島 良太�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 498－ 61：14．0
 289．4�
35 ハトマークタイガー 牡3鹿 56 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 484－ 21：14．53 173．8�
59 キングアーサー 牡3鹿 56 	島 克駿中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 552± 01：15．13� 190．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，991，700円 複勝： 61，980，400円 枠連： 11，635，900円
馬連： 50，599，900円 馬単： 29，211，700円 ワイド： 42，155，100円
3連複： 75，241，400円 3連単： 105，354，800円 計： 411，170，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 570円 � 190円 枠 連（1－6） 1，530円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 370円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 17，770円

票 数

単勝票数 計 349917 的中 � 149804（1番人気）
複勝票数 計 619804 的中 � 253207（1番人気）� 15402（7番人気）� 64627（5番人気）
枠連票数 計 116359 的中 （1－6） 5860（6番人気）
馬連票数 計 505999 的中 �� 14118（9番人気）
馬単票数 計 292117 的中 �� 5850（10番人気）
ワイド票数 計 421551 的中 �� 10051（12番人気）�� 32899（4番人気）�� 4165（22番人気）
3連複票数 計 752414 的中 ��� 13083（13番人気）
3連単票数 計1053548 的中 ��� 4296（52番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．2―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オースミムテキ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．12．2 阪神2着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 シンメイスバル 母母 ハイウェイトゥグローリー 6戦1勝 賞金 13，100，000円
〔制裁〕 ハトマークタイガー号の騎手小坂忠士は，3コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）
〔3走成績による出走制限〕 キングアーサー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月13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 メイショウシンシン号

19052 7月13日 曇 稍重 （1中京3） 第5日 第4競走 ��3，330�障害3歳以上オープン
発走11時35分 （ 芝 ）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 � コースレコード3：37．4良

33 クリュティエ 牝5鹿 58 山本 康志 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 466－ 23：39．7 5．5�

66 ブレイクスピアー 牡4青鹿60 熊沢 重文前田 葉子氏 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 490－ 2 〃 クビ 3．2�
44 シゲルボブキャット 牡5栗 62 白浜 雄造森中 蕃氏 上村 洋行 新ひだか 三石川上牧場 454＋ 23：40．44 2．4�
55 ダンツペンダント 牝6黒鹿58 平沢 健治山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 530＋103：40．93 3．0�
11 クリノキングムーン 牡8黒鹿62 佐久間寛志栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 436± 0 （競走中止） 30．6�

（5頭）
22 ロードショー 牡4鹿 60 石神 深一	キーウエスト 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 488＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 14，937，000円 複勝： 12，617，800円 枠連： 発売なし
馬連： 12，579，600円 馬単： 9，591，600円 ワイド： 7，981，500円
3連複： 12，822，300円 3連単： 41，727，000円 計： 112，256，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 160円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 差引計 149370（返還計 23100） 的中 � 21341（4番人気）
複勝票数 差引計 126178（返還計 17110） 的中 � 24972（4番人気）� 33314（1番人気）
馬連票数 差引計 125796（返還計 69076） 的中 �� 14212（6番人気）
馬単票数 差引計 95916（返還計 51607） 的中 �� 4841（11番人気）
ワイド票数 差引計 79815（返還計 29191） 的中 �� 8504（6番人気）�� 9685（5番人気）�� 14436（1番人気）
3連複票数 差引計 128223（返還計111085） 的中 ��� 17788（4番人気）
3連単票数 差引計 417270（返還計372047） 的中 ��� 8612（24番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 51．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
5，6，4，3，1・（5，6）（3，1）4

�
�
5－6－4（3，1）
6（5，3）－4

勝馬の
紹 介

クリュティエ 

�
父 マツリダゴッホ 


�
母父 オペラハウス デビュー 2017．1．29 東京4着

2014．2．1生 牝5鹿 母 キョウエイハツラツ 母母 ケイシュウハーブ 障害：11戦2勝 賞金 28，100，000円
〔競走除外〕 ロードショー号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔競走中止〕 クリノキングムーン号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



19053 7月13日 小雨 稍重 （1中京3） 第5日 第5競走 ��
��1，600�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
1：34．2
1：32．3

良
良

79 ギルデッドミラー 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 472 ―1：36．6 2．0�
78 ステラドーロ 牝2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 442 ― 〃 クビ 87．1�
810 ヴィクターバローズ 牡2鹿 54 M．デムーロ猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 ハナ 3．8�
33 サマービート 牡2鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：37．13 3．5�
11 ウインヴェルメリオ 牝2鹿 54 松若 風馬�ウイン 飯田 雄三 日高 戸川牧場 458 ―1：37．52� 36．7	
811 ダイメイコリーダ 牡2栗 54

52 △西村 淳也宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 450 ―1：37．71� 63．4

22 タガノカスターニャ 牡2栗 54 松山 弘平八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492 ―1：37．8� 28．6�
66 シャムロックヒル 牝2芦 54 浜中 俊 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 15．3�
55 メイショウカムロ 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 436 ―1：38．65 211．0
44 ワンモアエフォート 牡2栗 54

53 ☆川又 賢治内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 484 ―1：38．91	 260．8�
67 アイファーサイアン 牡2鹿 54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 386 ―1：40．07 317．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，443，700円 複勝： 47，034，900円 枠連： 9，450，300円
馬連： 56，403，200円 馬単： 36，185，100円 ワイド： 38，453，300円
3連複： 73，071，600円 3連単： 131，333，300円 計： 447，375，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 760円 � 140円 枠 連（7－7） 4，730円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 240円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 31，030円

票 数

単勝票数 計 554437 的中 � 222223（1番人気）
複勝票数 計 470349 的中 � 183016（1番人気）� 7677（8番人気）� 83386（3番人気）
枠連票数 計 94503 的中 （7－7） 1546（13番人気）
馬連票数 計 564032 的中 �� 6548（16番人気）
馬単票数 計 361851 的中 �� 3349（22番人気）
ワイド票数 計 384533 的中 �� 4984（17番人気）�� 50989（3番人気）�� 3765（21番人気）
3連複票数 計 730716 的中 ��� 11327（14番人気）
3連単票数 計1313333 的中 ��� 3068（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．9―37．0―49．6―1：02．0―1：14．1―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ギルデッドミラー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tiznow 初出走

2017．2．19生 牝2鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ワンモアエフォート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19054 7月13日 小雨 重 （1中京3） 第5日 第6競走 ��1，400�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

47 カルカリーナ 牝3栗 54 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 422－ 61：24．6 15．6�
36 アッフェルマーレ 牝3鹿 54 中井 裕二下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B460＋ 21：24．92 38．6�
612 バ ッ カ ー ノ 牝3栗 54

51 ▲岩田 望来泉 一郎氏 鈴木 孝志 浦河 岡本牧場 458 ―1：25．32 145．4�
（ジョーリクフレンズ）

611 ア ル ポ ル ト 牝3青鹿54 藤井勘一郎�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450－ 61：25．4� 3．8�
59 メイショウカスガ 牝3栗 54 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 464＋ 61：25．61� 2．0�
11 エイシントドロキ 牝3栗 54 小崎 綾也	栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 422－ 21：25．81 11．5

815 メイショウミチノク 牝3芦 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 464± 01：26．01� 11．6�
12 ミンミンルフィーナ 牝3鹿 54 水口 優也グリーンスウォード大根田裕之 浦河 富菜牧場 478－ 41：26．1� 19．7�
816 ラ フ ィ テ ィ 牝3栗 54 小牧 太中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 426－ 61：26．31 47．9
713 トーアディアナ 牝3栗 54 藤懸 貴志高山ランド	 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 410± 01：26．72� 249．1�
714 バリエンテドンナ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新佐藤 理氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 484－ 81：28．310 14．8�
23 ナ リ タ ニ ケ 牝3青鹿 54

51 ▲服部 寿希	オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 394± 01：29．04 229．5�
24 スマートサンドラ 牝3栗 54 酒井 学大川 徹氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 428± 01：29．53 194．3�
510 ハートビートダンス 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也 	グリーンファーム音無 秀孝 平取 坂東牧場 B456＋ 61：30．45 68．3�
48 プルメリアグレース 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治藤田 好紀氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 454＋ 61：30．61� 134．6�
35 エイシントロイ 牝3鹿 54 幸 英明	栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 422± 0 〃 ハナ 19．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，523，500円 複勝： 39，586，200円 枠連： 14，423，500円
馬連： 53，779，400円 馬単： 29，991，500円 ワイド： 44，542，800円
3連複： 80，071，300円 3連単： 100，617，800円 計： 391，536，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 440円 � 1，220円 � 2，780円 枠 連（3－4） 7，760円

馬 連 �� 44，760円 馬 単 �� 92，180円

ワ イ ド �� 8，220円 �� 19，280円 �� 37，240円

3 連 複 ��� 1，035，400円 3 連 単 ��� 6，078，990円

票 数

単勝票数 計 285235 的中 � 14612（6番人気）
複勝票数 計 395862 的中 � 26334（4番人気）� 8313（10番人気）� 3528（12番人気）
枠連票数 計 144235 的中 （3－4） 1439（22番人気）
馬連票数 計 537794 的中 �� 931（59番人気）
馬単票数 計 299915 的中 �� 244（111番人気）
ワイド票数 計 445428 的中 �� 1405（51番人気）�� 596（73番人気）�� 308（97番人気）
3連複票数 計 800713 的中 ��� 58（431番人気）
3連単票数 計1006178 的中 ��� 12（2388番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．0―12．7―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．6―46．6―59．3―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．0
3 ・（5，6）（7，11）16，9，12，4（2，14）（8，15）（13，3，10）1 4 ・（5，6）（7，11）（9，16）－12（4，2）（13，14，15）1，3－（8，10）

勝馬の
紹 介

カルカリーナ �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．3．23 中京4着

2016．3．2生 牝3栗 母 ジェネスタキオン 母母 コ ミ ラ ス 2戦1勝 賞金 5，750，000円
〔その他〕 ハートビートダンス号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナリタニケ号・スマートサンドラ号・プルメリアグレース号・エイシントロイ号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，令和元年8月13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〕 スマートサンドラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月13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 サイモンオーキッド号・タマモキラメキ号・ラストシーン号



19055 7月13日 小雨 稍重 （1中京3） 第5日 第7競走 ��
��2，200�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
2：09．9
2：09．7

良
良

815 ボ ン ベ ー ル 牡3鹿 56 浜中 俊木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 454± 02：19．2 4．9�
47 ル デ ュ ッ ク 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 18．4�
11 ゴ ー ス ト �3芦 56 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 アタマ 30．2�
510 スペシャルワン 牡3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 452－ 22：19．3	 16．8�
611 ア ル ベ ニ ス 牡3栗 56 岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 448 ―2：19．51
 43．1�
816 アテンポラル 牡3栗 56 和田 竜二	G1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 510± 02：19．6	 3．2

612 ケルンキングダム �3鹿 56

53 ▲岩田 望来谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 422－122：19．7	 30．4�

24 ヤマカツマッハ 牡3黒鹿56 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 500－12 〃 クビ 91．4�
48 ディオーネプリンス 牡3鹿 56

54 △西村 淳也齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 468＋ 42：19．8� 34．5
35 ダノングレーター 牡3黒鹿56 松若 風馬	ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482 ―2：19．9� 15．4�
36 シャドウアロング 牡3鹿 56 福永 祐一飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468－ 42：20．0クビ 3．2�
714 ロードラウレア 牡3黒鹿56 酒井 学 	ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 460－ 4 〃 アタマ 54．1�
23 エイシンフォーラン 牡3栗 56 幸 英明	栄進堂 上村 洋行 浦河 栄進牧場 482－ 6 〃 ハナ 12．0�
12 アスターブリザード 牡3鹿 56 高田 潤加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476－ 22：20．1	 435．9�
817 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 466＋ 2 〃 ハナ 196．5�
713 セラールネイジュ 牝3芦 54 小牧 太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 436－ 42：20．52	 180．4�
59 オルディーインラヴ 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治ニューワールドレー
シング	 的場 均 様似 様似渡辺牧場 504＋ 8 〃 クビ 275．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 30，736，200円 複勝： 43，753，100円 枠連： 19，490，500円
馬連： 61，517，000円 馬単： 25，794，600円 ワイド： 45，323，500円
3連複： 89，420，900円 3連単： 95，110，700円 計： 411，146，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 400円 � 600円 枠 連（4－8） 1，020円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 2，480円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 31，700円 3 連 単 ��� 134，940円

票 数

単勝票数 計 307362 的中 � 50124（3番人気）
複勝票数 計 437531 的中 � 71296（3番人気）� 26605（6番人気）� 16563（9番人気）
枠連票数 計 194905 的中 （4－8） 14784（3番人気）
馬連票数 計 615170 的中 �� 11925（12番人気）
馬単票数 計 257946 的中 �� 2907（22番人気）
ワイド票数 計 453235 的中 �� 8401（14番人気）�� 4698（29番人気）�� 2818（38番人気）
3連複票数 計 894209 的中 ��� 2115（90番人気）
3連単票数 計 951107 的中 ��� 511（374番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．8―14．0―13．8―13．6―13．2―12．9―11．7―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．6―37．4―51．4―1：05．2―1：18．8―1：32．0―1：44．9―1：56．6―2：07．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ボ ン ベ ー ル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．10．21 東京4着

2016．4．11生 牡3鹿 母 ワイルドアフリカ 母母 タカノルージュ 11戦1勝 賞金 10，150，000円
〔制裁〕 ゴースト号の騎手�島克駿は，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30，000円。（被害馬：4番）
〔3走成績による出走制限〕 セラールネイジュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月13日まで平地競走に出走で

きない。

19056 7月13日 小雨 稍重 （1中京3） 第5日 第8競走 ��2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

611 タ ン タ ラ ス 牝3鹿 52 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 B470＋ 62：00．8 6．6�
11 モアナアネラ 牝3黒鹿52 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424＋ 42：00．9� 7．1�
47 エイシンロード 牝3黒鹿52 松山 弘平�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 478± 02：01．0クビ 12．0�
815 アドマイヤローザ 牝5芦 55 松若 風馬近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462－ 62：01．21� 48．5�
35 エリンズロマーネ 牝4栗 55 �島 克駿吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 24．7	
712 ウインラナキラ 牝4鹿 55 和田 竜二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 416± 0 〃 ハナ 19．7

46 ミリオンドリームズ 牝3鹿 52

49 ▲木幡 育也飯田 正剛氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 520± 02：01．52 3．0�
22 レッドアルジーヌ 牝4芦 55

54 ☆川又 賢治 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 458－ 42：01．6	 121．1�
610 サムシングジャスト 牝3黒鹿 52

49 ▲斎藤 新 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 488＋ 22：01．7	 5．9

23 アスタービーナス 牝4鹿 55 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 426＋262：01．8	 12．4�
34 レディーキティ 牝4鹿 55 藤井勘一郎廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 416＋ 8 〃 ハナ 145．6�
58 ヴィルトゥース 牝4鹿 55

53 △西村 淳也 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 404＋ 2 〃 クビ 46．1�
814 メロディーレーン 牝3鹿 52

49 ▲岩田 望来岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 336－ 42：02．22 7．8�
713
 マーブルフレンテ 牝6鹿 55 酒井 学下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 522＋ 42：02．62	 79．9�
59 ブリリアントリリー 牝4鹿 55

54 ☆森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 42：02．7	 121．8�
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売 得 金
単勝： 42，160，200円 複勝： 62，064，500円 枠連： 19，545，900円
馬連： 74，280，000円 馬単： 31，695，800円 ワイド： 58，073，100円
3連複： 108，464，400円 3連単： 114，875，700円 計： 511，159，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 250円 � 320円 枠 連（1－6） 1，320円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，560円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 48，900円

票 数

単勝票数 計 421602 的中 � 50806（3番人気）
複勝票数 計 620645 的中 � 76867（2番人気）� 64687（4番人気）� 46679（7番人気）
枠連票数 計 195459 的中 （1－6） 11418（5番人気）
馬連票数 計 742800 的中 �� 25436（7番人気）
馬単票数 計 316958 的中 �� 4955（16番人気）
ワイド票数 計 580731 的中 �� 19692（6番人気）�� 9438（20番人気）�� 8893（22番人気）
3連複票数 計1084644 的中 ��� 8349（32番人気）
3連単票数 計1148757 的中 ��� 1703（154番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．6―12．6―12．0―12．2―12．0―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．9―49．5―1：01．5―1：13．7―1：25．7―1：37．2―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ ン タ ラ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．8 京都9着

2016．2．16生 牝3鹿 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 5戦2勝 賞金 16，564，000円



19057 7月13日 小雨 稍重 （1中京3） 第5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，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

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 � トップソリスト 牝3鹿 52 福永 祐一�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-
ston & Wynatt 462± 01：08．8 2．4�

44 ヴィルデローゼ 牝5黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：09．01	 4．6�
33 ブルベアオーロ 牡3黒鹿54 
島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 452＋ 81：09．21� 8．2�
55 � マルカテノール 牡5鹿 57 和田 竜二日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 474－ 21：09．41� 68．3�
22 ベルアーシュ 牝4芦 55 高倉 稜矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B470－121：09．5	 126．6	
79 � メイショウトコシエ 牡5栗 57 岡田 祥嗣松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 456－ 21：09．6 134．1

68 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 水口 優也�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 ハナ 301．8�
811 エイシンゾーン 牝3鹿 52 M．デムーロ�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 430＋ 4 〃 クビ 2．8�
710 タガノカルラ 牡3鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 21：09．7	 13．9
812 アドマイヤロマン 牡6栗 57 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 498－ 21：09．91� 50．0�
67 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 松山 弘平東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 B490－ 61：10．21 37．0�
56 � アイファーブレーヴ 牡4黒鹿57 西村 淳也中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 466＋ 71：10．62	 191．2�
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売 得 金
単勝： 41，467，000円 複勝： 42，931，000円 枠連： 14，095，300円
馬連： 77，622，500円 馬単： 39，419，500円 ワイド： 44，595，700円
3連複： 103，100，500円 3連単： 177，366，700円 計： 540，598，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（1－4） 580円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 260円 �� 310円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 414670 的中 � 135295（1番人気）
複勝票数 計 429310 的中 � 133185（1番人気）� 57455（3番人気）� 50688（4番人気）
枠連票数 計 140953 的中 （1－4） 18796（2番人気）
馬連票数 計 776225 的中 �� 110767（2番人気）
馬単票数 計 394195 的中 �� 33204（3番人気）
ワイド票数 計 445957 的中 �� 46715（2番人気）�� 37508（3番人気）�� 18995（8番人気）
3連複票数 計1031005 的中 ��� 59278（4番人気）
3連単票数 計1773667 的中 ��� 30681（12番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―11．5―11．2―11．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 1，4，5（6，7）（2，3）（8，12）（9，10，11） 4 1，4（5，7）（2，3）（8，6，12）（9，10，11）

勝馬の
紹 介

�トップソリスト �
�
父 War Front �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．21 京都2着

2016．3．5生 牝3鹿 母 Moth 母母 Pieds de Plume 11戦2勝 賞金 31，737，000円

19058 7月13日 小雨 重 （1中京3） 第5日 第10競走 ��
��1，900�インディアトロフィー

発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．7．14以降1．7．7まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

ターフオーソリティーオブインディア賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．7
1：53．7

良
不良

714 ブラックウォーリア 牡3鹿 53 和田 竜二佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 494－101：57．6レコード 4．7�
35 アオイテソーロ 牝5黒鹿52 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 496± 01：57．81� 10．1�
36 ロフティネス 牡3鹿 53 岩田 望来吉澤 克己氏 音無 秀孝 新冠 村上牧場 462± 01：58．22� 5．2�
59 キングフォルテ 牡4鹿 54 小牧 太平口 信行氏 加用 正 浦河 大柳ファーム 522－101：58．62� 37．3�
48 オ ノ リ ス 牡4黒鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 3．3	
612 レッドゼノン 牡5黒鹿55 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B466－ 21：58．7クビ 12．2

11 オ ク ラ ホ マ 牡5栗 55 松山 弘平馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B506＋ 61：58．91� 8．5�
611 スピンドクター 	4黒鹿54 小崎 綾也ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B464± 01：59．11 32．2�
12 キタサンヴィクター 牡4鹿 54 松若 風馬�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 498－ 41：59．2
 30．6
47 � スズカマサル 牡6鹿 53 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 452＋ 61：59．83� 23．3�
24 ヒルノアトラーニ 牡5青鹿54 酒井 学�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 520－ 22：00．11
 34．2�
816 クリノヴィクトリア 牝5栗 52 森 裕太朗栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 452＋ 2 〃 クビ 27．4�
815 オペラハット 牡8鹿 53 川又 賢治小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 470± 02：00．31� 116．0�
23 ウォーターマーズ 	5芦 54 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 530＋ 42：00．61
 36．4�
713 ダイシンカローリ 牡4栗 53 中谷 雄太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 520＋ 82：00．81 93．3�
510 スワンボート 牡9鹿 50 畑端 省吾田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 480－ 62：01．75 318．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，075，200円 複勝： 64，934，600円 枠連： 27，230，100円
馬連： 113，165，300円 馬単： 46，003，900円 ワイド： 75，720，300円
3連複： 166，393，200円 3連単： 199，988，400円 計： 737，511，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 260円 � 200円 枠 連（3－7） 790円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 600円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 23，680円

票 数

単勝票数 計 440752 的中 � 74851（2番人気）
複勝票数 計 649346 的中 � 102912（2番人気）� 56462（5番人気）� 87918（3番人気）
枠連票数 計 272301 的中 （3－7） 26514（3番人気）
馬連票数 計1131653 的中 �� 33857（10番人気）
馬単票数 計 460039 的中 �� 8925（11番人気）
ワイド票数 計 757203 的中 �� 18376（10番人気）�� 33305（4番人気）�� 20494（9番人気）
3連複票数 計1663932 的中 ��� 28794（10番人気）
3連単票数 計1999884 的中 ��� 6121（53番人気）

ハロンタイム 7．4―10．9―11．3―13．2―13．0―12．5―11．9―12．6―12．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．3―29．6―42．8―55．8―1：08．3―1：20．2―1：32．8―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックウォーリア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アーミジャー デビュー 2018．7．8 函館5着

2016．5．12生 牡3鹿 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル 13戦3勝 賞金 46，336，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アロマティカス号・ショーカノン号・スズカスマート号・テイエムテツジン号



19059 7月13日 小雨 稍重 （1中京3） 第5日 第11競走 ��
��2，000�マレーシアカップ

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，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

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

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

33 カ ヴ ァ ル 牡4青鹿57 福永 祐一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋ 82：00．8 5．1�

66 メサルティム 牝4鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 438－ 8 〃 クビ 14．0�
77 マイネルネーベル 牡7鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 22：00．9� 81．7�
44 アフリカンゴールド 	4栗 57 川田 将雅ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 4 〃 ハナ 3．6�
11 レイズアベール 牝5鹿 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 446－14 〃 ハナ 20．4	
78 バレーノロッソ 牡4栗 57 和田 竜二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 496－ 62：01．53
 14．5

55 サトノソルタス 牡4芦 57 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 ハナ 2．6�
89 ゴールドフラッグ 牡4黒鹿57 藤井勘一郎合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B500－ 4 〃 クビ 77．5�
22 アロハリリー 牝4青鹿55 中谷 雄太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 5．5
810 スズカルパン 牡10鹿 57 幸 英明永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 460－ 22：01．6クビ 104．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 86，969，300円 複勝： 98，090，900円 枠連： 31，465，400円
馬連： 219，781，600円 馬単： 96，819，000円 ワイド： 114，251，900円
3連複： 295，257，200円 3連単： 521，754，100円 計： 1，464，389，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 360円 � 1，310円 枠 連（3－6） 3，290円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 4，250円 �� 7，410円

3 連 複 ��� 53，060円 3 連 単 ��� 253，530円

票 数

単勝票数 計 869693 的中 � 134775（3番人気）
複勝票数 計 980909 的中 � 156172（3番人気）� 69112（6番人気）� 16013（8番人気）
枠連票数 計 314654 的中 （3－6） 7412（12番人気）
馬連票数 計2197816 的中 �� 50318（15番人気）
馬単票数 計 968190 的中 �� 12624（21番人気）
ワイド票数 計1142519 的中 �� 28622（15番人気）�� 6824（31番人気）�� 3882（36番人気）
3連複票数 計2952572 的中 ��� 4173（80番人気）
3連単票数 計5217541 的中 ��� 1492（345番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．5―50．4―1：02．7―1：14．8―1：26．8―1：38．0―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．0
1
3
7，8（6，4）2，1，5，3－10－9・（7，8）（6，4）（1，2）5，3，10－9

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

勝馬の
紹 介

カ ヴ ァ ル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．15 東京2着

2015．2．8生 牡4青鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 12戦4勝 賞金 51，760，000円

19060 7月13日 小雨 重 （1中京3） 第5日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 ダイシンクローバー 牡3黒鹿54 川田 将雅大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 470－ 21：23．5 2．8�
47 ミトノブラック 牡4青鹿57 松山 弘平ロイヤルパーク 杉山 晴紀 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B452－10 〃 クビ 33．9�
12 ブライトエンパイア 牡4鹿 57 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448＋ 81：24．03 17．0�
510 テルモードーサ 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 514－ 21：24．32 4．7�
23 � ネクストステップ 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 530± 01：24．4クビ 200．5�
612 ショウナンアンビル 牡4栗 57 松若 風馬国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 440－ 41：24．5� 42．9�
36 メイショウオオヅツ 牡5鹿 57

54 ▲服部 寿希松本 好雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 514－14 〃 クビ 34．6	
59 � ブライトパス 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新 
サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 41：24．81� 19．0�
815 ショウナンサニー 牡5鹿 57 藤井勘一郎国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 466－10 〃 ハナ 144．9�
611 ハクユウフライヤー 牡3芦 54 小崎 綾也 H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 B440＋ 21：25．11	 321．4�
24 グランセノーテ 牡6栗 57

55 △西村 淳也安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 522－ 2 〃 ハナ 11．4�
48 メイショウバンダイ 牡6栗 57 酒井 学松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 454－ 71：25．2	 258．7�
35 メ ラ ン 牡3黒鹿54 浜中 俊中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 502＋101：25．3	 3．9�
714 ウインアライバル 牡3栗 54 高倉 稜ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 460－ 21：25．51 42．4�
713 グローバルビジネス 牡4鹿 57 水口 優也窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 488－101：26．13	 263．2�
816 シンゼンマックス 牡3栗 54 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 476－ 41：26．84 8．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，666，400円 複勝： 77，963，300円 枠連： 31，947，600円
馬連： 131，248，800円 馬単： 55，686，200円 ワイド： 88，051，300円
3連複： 202，457，300円 3連単： 255，474，500円 計： 901，495，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 620円 � 300円 枠 連（1－4） 2，390円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 6，780円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 570円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 11，860円 3 連 単 ��� 48，700円

票 数

単勝票数 計 586664 的中 � 161899（1番人気）
複勝票数 計 779633 的中 � 184383（1番人気）� 24960（8番人気）� 60129（6番人気）
枠連票数 計 319476 的中 （1－4） 10323（11番人気）
馬連票数 計1312488 的中 �� 23192（14番人気）
馬単票数 計 556862 的中 �� 6152（24番人気）
ワイド票数 計 880513 的中 �� 16466（15番人気）�� 42281（4番人気）�� 5685（41番人気）
3連複票数 計2024573 的中 ��� 12801（43番人気）
3連単票数 計2554745 的中 ��� 3803（150番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．8―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．0―45．8―58．2―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシンクローバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．7．29 札幌6着

2016．4．9生 牡3黒鹿 母 ヒシディーバ 母母 Hishi Natalie 9戦2勝 賞金 22，200，000円
〔制裁〕 ショウナンサニー号の騎手藤井勘一郎は，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10，000円。（被害馬：16

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンブルーベル号



（1中京3）第5日 7月13日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 161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

202，450，000円
5，180，000円
14，920，000円
1，210，000円
19，650，000円
64，832，000円
5，117，200円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
490，729，800円
676，870，100円
201，956，200円
931，047，700円
447，338，700円
626，152，400円
1，337，626，600円
1，929，770，400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 6，641，491，900円

総入場人員 12，699名 （有料入場人員 11，431名）
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