
19061 7月14日 曇 不良 （1中京3） 第6日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走9時50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
1：21．5
1：20．3

良
良

44 アサケエース 牡2鹿 54
52 △西村 淳也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 418＋ 21：23．7 7．9�

33 メイショウマサヒメ 牝2青鹿54 和田 竜二松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 460－ 4 〃 クビ 6．3�
89 ダイヤモンドライフ 牡2黒鹿 54

53 ☆川又 賢治大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 490± 01：24．55 15．6�
22 カップッチョ 牡2鹿 54 川須 栄彦�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 438－ 21：24．81� 79．6�
77 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 492－101：25．33 97．9	
66 ビップリバプール 牡2栗 54 松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 470± 01：25．62 2．3

11 サイクロトロン 牡2鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502－ 81：26．23� 3．8�
55 ア リ シ ア 牝2青鹿54 浜中 俊前田 葉子氏 高野 友和 新ひだか 矢野牧場 434＋ 21：27．69 7．3
88 コンカーワン 牡2黒鹿54 中井 裕二 �CHEVAL AT-

TACHE 加用 正 新ひだか 木村 秀則 B468－ 61：29．210 105．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，641，400円 複勝： 35，733，800円 枠連： 5，646，700円
馬連： 38，795，200円 馬単： 23，263，200円 ワイド： 28，602，700円
3連複： 53，981，100円 3連単： 96，994，000円 計： 309，658，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 180円 � 310円 枠 連（3－4） 2，330円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 550円 �� 990円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 25，140円

票 数

単勝票数 計 266414 的中 � 28071（5番人気）
複勝票数 計 357338 的中 � 46141（4番人気）� 57115（3番人気）� 25547（6番人気）
枠連票数 計 56467 的中 （3－4） 1874（13番人気）
馬連票数 計 387952 的中 �� 15806（10番人気）
馬単票数 計 232632 的中 �� 4625（19番人気）
ワイド票数 計 286027 的中 �� 13756（9番人気）�� 7083（14番人気）�� 12265（11番人気）
3連複票数 計 539811 的中 ��� 9125（17番人気）
3連単票数 計 969940 的中 ��� 2797（95番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．7―12．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．3―58．3―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．4
3 9，5（1，4）8（3，7）（2，6） 4 9，5（1，4）（3，8）（2，7）6

勝馬の
紹 介

アサケエース �
�
父 ワールドエース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．6．30 中京4着

2017．3．18生 牡2鹿 母 エスジーナミ 母母 フェルメールブルー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリシア号・コンカーワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14日ま

で平地競走に出走できない。

19062 7月14日 曇 不良 （1中京3） 第6日 第2競走 ��2，000�3歳未勝利
発走10時25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
1：58．3
1：56．1

良
良

812 トレミエール 牝3鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 02：05．9 19．5�

67 メイショウオウギ 牝3芦 54 和田 竜二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 422－ 42：06．21� 3．0�
22 ラバーズケープ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 安田 隆行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋122：06．41� 3．4�
811 リアオリヴィア 牝3青鹿 54

51 ▲岩田 望来 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B436－ 2 〃 クビ 15．0�
79 ジュンヴァルボンヌ 牝3鹿 54 �島 克駿河合 裕明氏 安田 翔伍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 418＋ 42：06．71� 106．6	
56 クレスコマリン 牝3鹿 54 水口 優也堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 浦河 笠松牧場 458± 0 〃 クビ 166．4

710 モ モ コ 牝3鹿 54 酒井 学ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋ 42：06．8クビ 20．2�
11 フェータルイヴ 牝3黒鹿 54

52 △西村 淳也兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 440＋122：07．01� 5．1�
44 スパークルガール 牝3黒鹿 54

53 ☆川又 賢治 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 414＋ 4 〃 ハナ 19．8
55 スリーヘブン 牝3鹿 54 藤井勘一郎永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 446 ―2：07．31� 59．4�
33 ドンドンキードン 牝3鹿 54 浜中 俊大原 孝治氏 野中 賢二 新冠 パカパカ

ファーム 466－ 62：07．51� 6．5�
68 ダ ズ リ ン 牝3鹿 54 松若 風馬手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B468＋ 42：08．45 37．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，943，900円 複勝： 37，041，200円 枠連： 9，576，000円
馬連： 45，283，000円 馬単： 22，586，100円 ワイド： 35，363，400円
3連複： 69，214，900円 3連単： 86，960，500円 計： 333，969，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 330円 � 130円 � 150円 枠 連（6－8） 840円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，140円 �� 290円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 39，280円

票 数

単勝票数 計 279439 的中 � 11460（6番人気）
複勝票数 計 370412 的中 � 20136（7番人気）� 87788（1番人気）� 67714（2番人気）
枠連票数 計 95760 的中 （6－8） 8788（3番人気）
馬連票数 計 452830 的中 �� 11417（11番人気）
馬単票数 計 225861 的中 �� 2236（29番人気）
ワイド票数 計 353634 的中 �� 9707（10番人気）�� 7258（16番人気）�� 36101（1番人気）
3連複票数 計 692149 的中 ��� 14347（10番人気）
3連単票数 計 869605 的中 ��� 1605（131番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．2―13．5―13．4―12．8―12．6―12．0―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―37．6―51．1―1：04．5―1：17．3―1：29．9―1：41．9―1：53．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トレミエール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2019．2．11 東京10着

2016．2．20生 牝3鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 モモコ号の騎手酒井学は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

ジュンヴァルボンヌ号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（被害馬：4番・6番）
〔3走成績による出走制限〕 ダズリン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月14日まで平地競走に出走できない。

第３回 中京競馬 第６日
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



19063 7月14日 曇 不良 （1中京3） 第6日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時55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

47 レシプロケイト 牡3栗 56 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508＋ 41：51．2 1．5�

24 マイサンシャイン 牡3栗 56
54 △西村 淳也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 472± 01：51．51� 6．3�

11 サンライズアカシア 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 478＋ 61：52．13� 5．7�
611 キーシグナル 牡3鹿 56 岩崎 翼北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 中本牧場 456± 01：52．42 10．9�
816 メイショウハナモリ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 494－ 61：52．5� 17．2�
510 プ カ ナ ラ 牡3青鹿56 小崎 綾也�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 452－ 61：52．6� 37．7	
59 クリノイカズチオー 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 410－ 21：52．7� 315．6

12 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 中井 裕二 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B548± 01：53．23 52．3�
36 オーマイラヴ 牝3黒鹿54 �島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 浦河 市川牧場 446＋ 41：53．3� 112．1�
612 スマートエルピス 牡3青 56

53 ▲岩田 望来大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 前田ファーム 488－ 41：53．51	 195．9
35 ナリタブルグ 牡3鹿 56 川須 栄彦�オースミ 中尾 秀正 浦河 バンブー牧場 500－ 41：53．81� 273．6�
815 シエテアレグリア 牡3栗 56 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 430 ―1：54．11� 180．4�
714 アイファーメンバー 牡3鹿 56 藤井勘一郎中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 480－ 21：54．42 68．1�
713 シゲルブルーダイヤ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 杵臼牧場 480± 01：56．010 109．2�
48 ル ノ ワ ー ル 牡3栗 56 �島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 岡田牧場 B500± 02：00．2大差 37．5�
（15頭）

23 セデックカズマ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，275，800円 複勝： 83，890，300円 枠連： 10，992，500円
馬連： 52，016，300円 馬単： 31，210，100円 ワイド： 38，176，300円
3連複： 78，782，300円 3連単： 115，499，000円 計： 448，842，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（2－4） 510円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 270円 �� 240円 �� 490円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，720円

票 数

単勝票数 計 382758 的中 � 197933（1番人気）
複勝票数 計 838903 的中 � 558643（1番人気）� 53794（4番人気）� 64621（2番人気）
枠連票数 計 109925 的中 （2－4） 16633（2番人気）
馬連票数 計 520163 的中 �� 73796（2番人気）
馬単票数 計 312101 的中 �� 29153（2番人気）
ワイド票数 計 381763 的中 �� 36800（3番人気）�� 44197（2番人気）�� 17333（5番人気）
3連複票数 計 787823 的中 ��� 68493（1番人気）
3連単票数 計1154990 的中 ��� 30781（2番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―12．3―12．5―12．5―12．6―12．3―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．2―35．5―48．0―1：00．5―1：13．1―1：25．4―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レシプロケイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．4．7 福島5着

2016．3．5生 牡3栗 母 アフェクショネット 母母 Loving Kindness 6戦1勝 賞金 11，500，000円
〔出走取消〕 セデックカズマ号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルノワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14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〕 ルノワール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月14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。
（非当選馬） 4頭 イマジンラヴ号・ジャングリオン号・ブルーコンパクタ号・リヴィエラ号

19064 7月14日 曇 不良 （1中京3） 第6日 第4競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走11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
1：32．3
1：30．5

良
良

36 ベストクィーン 牝3栗 54 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 412－ 61：36．4 8．7�
816 ファストフォース 牡3黒鹿56 松若 風馬安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 506± 01：36．93 5．6�
11 プラネットアース 牡3鹿 56

54 △西村 淳也吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：37．11� 3．4�
47 � サトノソレイユ 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英

Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

474＋ 61：37．41	 3．7�
12 ラハイナヌーン 牝3黒鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 8 〃 ハナ 10．5�
24 スピッツァー 牡3鹿 56 小崎 綾也 	キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 518 ―1：37．5
 17．7

713 プ ロ ポ ー ズ 牝3青鹿54 太宰 啓介前田 亘輝氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 440＋ 8 〃 クビ 116．2�
23 ア ル セ ー ヌ 牡3青鹿56 �島 克駿名古屋友豊� 木原 一良 日高 戸川牧場 446－ 61：37．6
 51．4�
611 ステップシー 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 440＋121：38．23
 80．7
714 リッカローズ 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人立花 幸雄氏 �島 一歩 新ひだか 西村 和夫 470± 01：38．3	 17．8�
48 ロングファイナリー �3鹿 56 �島 良太中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 B454－ 61：38．51 29．8�
510 サツキシェラザード 牝3青 54

51 ▲岩田 望来小野 博郷氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡田スタツド 424± 01：39．03 174．7�
815 グレーフィンソニア 牝3黒鹿54 酒井 学村上 稔氏 本田 優 新ひだか 土田農場 460－ 21：39．1クビ 32．0�
59 ダンツベスト 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希山元 哲二氏 本田 優 浦河 中神牧場 474－ 21：39．2	 229．9�
612 ヒロシゲヨッシー 牡3黒鹿56 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 新ひだか 矢野牧場 438＋121：40．15 15．1�
35 メイショウコスイ 牝3栗 54 藤岡 佑介松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 村下 明博 462－ 61：40．63 109．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，863，800円 複勝： 40，867，600円 枠連： 15，078，200円
馬連： 54，343，400円 馬単： 24，922，000円 ワイド： 40，244，300円
3連複： 83，209，100円 3連単： 93，768，200円 計： 382，296，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 200円 � 160円 枠 連（3－8） 2，640円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 530円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 29，970円

票 数

単勝票数 計 298638 的中 � 27412（4番人気）
複勝票数 計 408676 的中 � 42568（4番人気）� 50883（3番人気）� 73798（2番人気）
枠連票数 計 150782 的中 （3－8） 4425（12番人気）
馬連票数 計 543434 的中 �� 12897（11番人気）
馬単票数 計 249220 的中 �� 2687（25番人気）
ワイド票数 計 402443 的中 �� 8588（13番人気）�� 20145（2番人気）�� 17325（5番人気）
3連複票数 計 832091 的中 ��� 16232（9番人気）
3連単票数 計 937682 的中 ��� 2268（85番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．4―12．6―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．3―1：00．9―1：12．6―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ベストクィーン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2018．7．29 小倉4着

2016．2．26生 牝3栗 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 9戦1勝 賞金 9，900，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ステップシー号の騎手森裕太朗は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウコスイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14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〕 メイショウコスイ号・サツキシェラザード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月14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 オーミハルカゼ号・スズカルージュ号・パワーロワ号・フルオブドリームズ号



19065 7月14日 曇 重 （1中京3） 第6日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時15分 （芝・左）

牝；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 クリアサウンド 牝2黒鹿54 松山 弘平杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 468 ―1：23．7 4．1�
57 ビ ア イ 牝2青鹿 54

52 △西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 472 ―1：24．23 16．3�
813 シホノレジーナ 牝2栗 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 488 ―1：24．3� 8．2�
44 ワイドディスボン 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治幅田 昌伸氏 笹田 和秀 日高 浦新 徳司 490 ―1：24．61� 52．3�
56 ムーンライト 牝2青 54 M．デムーロ石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 452 ―1：24．7� 8．3�
69 ミヤコシスター 牝2鹿 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 476 ― 〃 ハナ 13．3�
812 ヤマカツマーメイド 牝2鹿 54 酒井 学山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466 ―1：25．01� 4．8	
11 ナムラパフィン 牝2鹿 54 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 426 ― 〃 クビ 46．7

45 ヒ メ サ マ 牝2鹿 54

51 ▲岩田 望来廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 420 ―1：25．1クビ 35．7�
68 マリスドランジュ 牝2黒鹿54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 440 ― 〃 クビ 34．8
22 メイジュシンワ 牝2鹿 54 松若 風馬荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 462 ―1：25．63 100．7�
711 ビオグラフィー 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 452 ―1：25．7クビ 4．1�
33 イチザフローラ 牝2黒鹿54 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 浦河 杵臼牧場 432 ―1：26．55 57．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，044，000円 複勝： 45，531，800円 枠連： 17，426，900円
馬連： 57，310，500円 馬単： 27，864，700円 ワイド： 43，309，900円
3連複： 82，868，200円 3連単： 96，746，900円 計： 411，102，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 360円 � 240円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 690円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 8，850円 3 連 単 ��� 45，690円

票 数

単勝票数 計 400440 的中 � 81149（2番人気）
複勝票数 計 455318 的中 � 86788（1番人気）� 26938（7番人気）� 48758（4番人気）
枠連票数 計 174269 的中 （5－7） 20096（2番人気）
馬連票数 計 573105 的中 �� 12396（15番人気）
馬単票数 計 278647 的中 �� 3869（23番人気）
ワイド票数 計 433099 的中 �� 10836（15番人気）�� 16606（6番人気）�� 6437（20番人気）
3連複票数 計 828682 的中 ��� 7018（29番人気）
3連単票数 計 967469 的中 ��� 1535（153番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．2―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．9―48．1―59．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリアサウンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Smart Strike 初出走

2017．2．5生 牝2黒鹿 母 アンコンソールド 母母 Uforia 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19066 7月14日 曇 重 （1中京3） 第6日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時45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
1：08．5
1：07．8

良
良

88 ダンツウィザード 牡2鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 458 ―1：11．4 5．7�
33 スマートアペックス 牡2青鹿54 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 442 ―1：11．61� 10．2�
66 メイショウシュート 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 456 ―1：12．45 44．3�
44 アイムポッシブル 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 456 ―1：12．71� 5．8�
22 メイショウサフラン 牡2栗 54

51 ▲岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 438 ―1：13．12� 25．1�
11 ローヌグレイシア 牝2芦 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 502 ―1：13．52� 1．5	
77 サワーソップ 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治�三嶋牧場 高柳 大輔 日高 白井牧場 430 ―1：13．6� 93．0

89 ナンゴクエアーギル 牡2青鹿 54

52 △西村 淳也渡 義光氏 田所 秀孝 日高 春木ファーム 454 ―1：13．81� 41．4�
55 タイセイノーヴァ 牡2栗 54 浜中 俊田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：17．1大差 30．2�
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売 得 金
単勝： 37，308，300円 複勝： 60，431，100円 枠連： 7，201，500円
馬連： 42，018，200円 馬単： 32，464，300円 ワイド： 29，694，100円
3連複： 52，755，400円 3連単： 124，074，200円 計： 385，947，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 350円 � 480円 � 1，640円 枠 連（3－8） 1，780円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，820円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 12，350円 3 連 単 ��� 62，120円

票 数

単勝票数 計 373083 的中 � 54680（2番人気）
複勝票数 計 604311 的中 � 49396（2番人気）� 33667（4番人気）� 8740（8番人気）
枠連票数 計 72015 的中 （3－8） 3118（7番人気）
馬連票数 計 420182 的中 �� 14905（8番人気）
馬単票数 計 324643 的中 �� 5381（13番人気）
ワイド票数 計 296941 的中 �� 13976（7番人気）�� 4073（19番人気）�� 3764（21番人気）
3連複票数 計 527554 的中 ��� 3202（34番人気）
3連単票数 計1240742 的中 ��� 1448（150番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．1―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
13．0―24．3―36．4―48．0―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 8－3－（2，6）（4，1）－9－7，5 4 8，3－（2，6）（4，1）＝9－7－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツウィザード 
�
父 マジェスティックウォリアー 

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．3．26生 牡2鹿 母 ミヤジレイナ 母母 パッショナルダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイノーヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14日まで平地競

走に出走できない。



19067 7月14日 曇 重 （1中京3） 第6日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・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
1：48．9
1：47．8

重
重

44 グレースゼット 牝3芦 52 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 502－ 61：49．3 6．7�
67 メモリーコバルト 牝4栗 55 和田 竜二�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 464－ 61：50．36 3．4�
56 タニノマイカ 牝3黒鹿 52

49 ▲岩田 望来谷水 雄三氏 寺島 良 新ひだか 西村 和夫 466－ 21：50．83 4．2�
55 エターナルディーバ 牝3栗 52 松山 弘平 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 442＋141：51．12 6．5�
710 ワインレッドローズ 牝3黒鹿52 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：51．2� 10．6	
11 ロ ッ タ ラ ブ 牝5芦 55 岩崎 翼吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 482＋ 21：51．3� 70．3

22 � イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 460＋ 21：51．83 42．4�
79 ペプチドフシチョウ 牝3鹿 52

51 ☆川又 賢治沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 450＋ 41：52．12 10．6�
812 エイシンエレガンス 牝4青鹿55 �島 克駿�栄進堂 石坂 公一 浦河 栄進牧場 428＋ 81：52．31	 63．6
68 ウエスタンヒューズ 牝4黒鹿55 松若 風馬西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 484－ 21：52．93� 10．5�
33 メジャーマジック 牝4鹿 55

53 △西村 淳也 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム B508＋ 41：53．64 15．8�
811 サ ン ク ラ ラ 牝5栗 55 藤井勘一郎�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 442－ 2 （競走中止） 38．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，384，000円 複勝： 44，964，900円 枠連： 16，268，500円
馬連： 62，075，200円 馬単： 27，310，000円 ワイド： 48，574，200円
3連複： 90，544，500円 3連単： 106，831，400円 計： 425，952，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 220円 � 140円 � 170円 枠 連（4－6） 1，000円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 550円 �� 600円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 9，840円

票 数

単勝票数 計 293840 的中 � 34843（4番人気）
複勝票数 計 449649 的中 � 45298（4番人気）� 96930（1番人気）� 66735（2番人気）
枠連票数 計 162685 的中 （4－6） 12608（5番人気）
馬連票数 計 620752 的中 �� 35598（3番人気）
馬単票数 計 273100 的中 �� 7101（9番人気）
ワイド票数 計 485742 的中 �� 21756（3番人気）�� 19778（6番人気）�� 38203（1番人気）
3連複票数 計 905445 的中 ��� 37970（2番人気）
3連単票数 計1068314 的中 ��� 7864（10番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．6―12．6―12．2―12．2―12．0―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．8―48．4―1：00．6―1：12．8―1：24．8―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレースゼット �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2019．4．20 京都13着

2016．2．16生 牝3芦 母 アトムチェリー 母母 アトムプリンセス 4戦2勝 賞金 12，500，000円
〔競走中止〕 サンクララ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 メジャーマジック号の騎手西村淳也は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

19068 7月14日 小雨 重 （1中京3） 第6日 第8競走 ��
��1，900�3歳以上1勝クラス

発走13時45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
1：57．6
1：53．7

重
不良

59 ロードリバーサル 牡3鹿 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 490－ 21：55．9レコード 6．5�
23 ウラノメトリア �3鹿 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484± 01：56．0	 7．2�
714 シホノフォルテ 牡3鹿 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞
湖 レイクヴィラファーム 516－ 21：56．53 2．6�
713� ワンダーラジャ 牡5栗 57 松山 弘平山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 506＋ 81：57．67 4．4�
36 ブ ン ゴ 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 498＋ 6 〃 クビ 99．0	
816 シャンパンクーペ 牡3鹿 54 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B520－ 21：57．7クビ 65．5

612 シュッドヴァデル 牡3鹿 54 藤井勘一郎河合 裕明氏 友道 康夫 新冠 マリオステー

ブル 500－ 21：58．12� 29．9�
815 テイエムギフテッド 牡4黒鹿 57

56 ☆川又 賢治竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 462± 01：58．31� 20．8�
24 イージーマネー 牡5芦 57 島 克駿丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 87．2
48 ミラクルユニバンス 牡6栗 57 小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 440± 01：58．51 341．5�
510 ハイオソラール 牡3鹿 54 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 500＋ 81：58．6	 171．7�
611 アールジオール 牡3栗 54 松若 風馬前原 敏行氏 角居 勝彦 新ひだか チャンピオンズファーム B496－141：58．7� 33．7�
35 ワ イ ズ ワ ン 牡4鹿 57

55 △西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B500± 01：58．91� 15．8�
47 ブルベアジネンジョ 牡4栗 57 酒井 学 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 新ひだか 田湯牧場 B458± 01：59．53� 40．3�
11 トゥプエデス 牡3黒鹿54 M．デムーロ佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B436－ 21：59．71� 20．2�
12 スターリーパレード 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B486＋ 22：01．18 14．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，785，500円 複勝： 65，005，200円 枠連： 23，313，000円
馬連： 94，600，100円 馬単： 37，397，300円 ワイド： 65，056，200円
3連複： 129，640，700円 3連単： 144，221，500円 計： 604，019，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 220円 � 140円 枠 連（2－5） 2，500円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 860円 �� 440円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 21，140円

票 数

単勝票数 計 447855 的中 � 54780（3番人気）
複勝票数 計 650052 的中 � 75730（3番人気）� 68226（4番人気）� 147761（1番人気）
枠連票数 計 233130 的中 （2－5） 7200（9番人気）
馬連票数 計 946001 的中 �� 28248（8番人気）
馬単票数 計 373973 的中 �� 5660（14番人気）
ワイド票数 計 650562 的中 �� 18367（9番人気）�� 38976（2番人気）�� 33418（3番人気）
3連複票数 計1296407 的中 ��� 36100（4番人気）
3連単票数 計1442215 的中 ��� 4945（43番人気）

ハロンタイム 7．4―10．8―11．5―13．6―13．1―11．7―11．9―12．1―11．8―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．2―29．7―43．3―56．4―1：08．1―1：20．0―1：32．1―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードリバーサル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．8．19 札幌5着

2016．2．7生 牡3鹿 母 エルテアトロ 母母 ステラマドリッド 8戦2勝 賞金 15，770，000円
〔制裁〕 ウラノメトリア号の騎手川須栄彦は，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。
〔その他〕 スターリーパレード号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コパノカーリング号
（非抽選馬） 1頭 キングサムソン号



19069 7月14日 小雨 重 （1中京3） 第6日 第9競走 ��
��2，000�タイランドカップ

発走14時15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

ロイヤルバンコックスポーツクラブ賞（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

33 ヒンドゥタイムズ 牡3鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：03．2 1．6�
44 シャフトオブライト 牡4栗 57 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 22：03．3� 44．9�
55 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 02：03．83 7．0�
79 	 ス テ ィ ー ン 牡3鹿 54 松山 弘平ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 474＋ 42：04．11
 5．3�
11 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿57 西村 淳也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482－ 22：04．2
 15．2�
810 セグレドスペリオル 牡3鹿 54 川又 賢治名古屋友豊	 宮本 博 安平 ノーザンファーム 468± 02：04．51� 5．3

67 カヌメラビーチ 牡3芦 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス	 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 22：04．82 33．1�
22 � ダノングローリア 牡5鹿 57 松若 風馬	ダノックス 村山 明 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 72：05．01 112．1�
78 メイショウダブル 牡4黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 506＋ 4 〃 クビ 168．8
66 � トウシンアサヒ 牡5鹿 57 小崎 綾也	サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 B452－ 42：05．85 222．8�
811 ス テ フ ィ ン 牡5鹿 57 和田 竜二手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470＋ 22：06．12 117．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，463，900円 複勝： 69，331，500円 枠連： 13，489，900円
馬連： 81，758，300円 馬単： 45，893，300円 ワイド： 51，018，400円
3連複： 110，151，600円 3連単： 216，354，300円 計： 633，461，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 440円 � 190円 枠 連（3－4） 2，210円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 850円 �� 320円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 16，330円

票 数

単勝票数 計 454639 的中 � 214596（1番人気）
複勝票数 計 693315 的中 � 327599（1番人気）� 20462（7番人気）� 66853（4番人気）
枠連票数 計 134899 的中 （3－4） 4713（9番人気）
馬連票数 計 817583 的中 �� 25039（9番人気）
馬単票数 計 458933 的中 �� 9352（13番人気）
ワイド票数 計 510184 的中 �� 14674（11番人気）�� 46152（3番人気）�� 5620（18番人気）
3連複票数 計1101516 的中 ��� 20923（13番人気）
3連単票数 計2163543 的中 ��� 9600（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．2―38．2―50．9―1：03．4―1：15．6―1：28．1―1：40．0―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒンドゥタイムズ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．12．2 阪神1着

2016．4．4生 牡3鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 4戦2勝 賞金 29，155，000円

19070 7月14日 小雨 重 （1中京3） 第6日 第10競走 ��
��1，200�フィリピントロフィー

発走14時50分 （芝・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

マニラジョッキークラブ－フィリピンレーシングクラブ－メトロマニラターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

22 フェルトベルク 牝5鹿 55 浜中 俊加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 448＋ 41：08．4 10．3�
77 サヤカチャン 牝4鹿 55 西村 淳也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 472－ 4 〃 クビ 14．1�
11 コウエイダリア 牝5黒鹿55 �島 克駿伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 506± 01：08．71	 12．1�
55 シグナライズ 牝4鹿 55 松山 弘平 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 480－121：08．8クビ 30．2�
89 メイショウイサナ 牡4栗 57 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 安平 
橋本牧場 522＋ 2 〃 クビ 45．0	
44 ウ ィ ズ 牡4鹿 57 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 480± 01：09．11	 5．0

78 タマモメイトウ 牡3黒鹿54 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 472＋ 21：09．41	 4．0�
33 ディアボレット 牝4栗 55 酒井 学�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460± 01：09．71	 43．2�
810 コンパウンダー 牡4黒鹿57 松若 風馬ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 6 〃 クビ 2．9
66 ミカエルシチー 牡7鹿 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 532－ 61：12．3大差 6．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，320，500円 複勝： 61，141，200円 枠連： 17，794，300円
馬連： 108，020，500円 馬単： 50，622，400円 ワイド： 64，762，600円
3連複： 137，761，700円 3連単： 217，036，500円 計： 706，459，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 350円 � 440円 � 430円 枠 連（2－7） 2，070円

馬 連 �� 9，760円 馬 単 �� 15，570円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 1，130円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 17，720円 3 連 単 ��� 122，070円

票 数

単勝票数 計 493205 的中 � 38122（5番人気）
複勝票数 計 611412 的中 � 47986（5番人気）� 36225（7番人気）� 36678（6番人気）
枠連票数 計 177943 的中 （2－7） 6645（8番人気）
馬連票数 計1080205 的中 �� 8575（30番人気）
馬単票数 計 506224 的中 �� 2438（54番人気）
ワイド票数 計 647626 的中 �� 7068（27番人気）�� 15100（16番人気）�� 9102（24番人気）
3連複票数 計1377617 的中 ��� 5830（61番人気）
3連単票数 計2170365 的中 ��� 1289（379番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．0―11．2―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．5―33．5―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェルトベルク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．11．5 京都1着

2014．5．1生 牝5鹿 母 プリンセスブルー 母母 ジャストフォーチャンス 25戦4勝 賞金 46，617，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミカエルシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月14日まで平地競

走に出走できない。



19071 7月14日 小雨 重 （1中京3） 第6日 第11競走 ��
��1，800�名 鉄 杯（Ｌ）

発走15時25分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

名古屋鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

11 ス マ ハ マ 牡4栗 56 藤岡 佑介�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 538± 01：47．6レコード 1．7�
66 	 ジョーダンキング 牡6黒鹿56 川田 将雅廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 500＋ 21：47．7
 6．5�
22 ローズプリンスダム 牡5青鹿56 西村 淳也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 B470－ 21：48．33� 30．5�
55 アンデスクイーン 牝5栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 502± 01：48．62 18．8�
44 マイネルクラース 牡5鹿 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 41：49．02 6．7�
810 ナムラアラシ 牡6鹿 58 和田 竜二奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 516－ 4 〃 クビ 26．1	
78 サトノアッシュ 牡7鹿 56 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 494＋ 21：49．42� 21．1

79 クイーンマンボ 牝5青 54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 512± 01：49．71� 8．5�
33 	 アイファーイチオー 牡5栗 56 藤井勘一郎中島 稔氏 上村 洋行 新ひだか 静内山田牧場 502＋ 61：50．33� 16．5�
67 タイセイパルサー 牡6黒鹿56 �島 克駿田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488＋ 21：50．72� 61．1
811 トラキチシャチョウ 牡8鹿 57 森 裕太朗 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 494－121：51．44 210．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 93，087，000円 複勝： 106，091，800円 枠連： 41，570，100円
馬連： 241，237，600円 馬単： 111，792，300円 ワイド： 126，310，300円
3連複： 354，052，600円 3連単： 618，436，600円 計： 1，692，578，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 400円 枠 連（1－6） 520円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 240円 �� 730円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 計 930870 的中 � 431378（1番人気）
複勝票数 計1060918 的中 � 393431（1番人気）� 142331（2番人気）� 39690（9番人気）
枠連票数 計 415701 的中 （1－6） 61792（2番人気）
馬連票数 計2412376 的中 �� 349617（1番人気）
馬単票数 計1117923 的中 �� 119911（1番人気）
ワイド票数 計1263103 的中 �� 157599（1番人気）�� 41261（9番人気）�� 16101（23番人気）
3連複票数 計3540526 的中 ��� 65420（16番人気）
3連単票数 計6184366 的中 ��� 44595（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．3―48．6―1：00．5―1：11．9―1：23．4―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス マ ハ マ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．11．11 京都4着

2015．2．16生 牡4栗 母 サウンドザビーチ 母母 ナ ギ サ 7戦4勝 賞金 76，313，000円
〔発走状況〕 タイセイパルサー号は，馬場入場後に左後肢落鉄。発走時刻8分遅延。

19072 7月14日 曇 重 （1中京3） 第6日 第12競走 ��
��2，000�シンガポールターフクラブ賞

発走16時05分 （芝・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

シンガポールターフクラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

66 エスポワール 牝3栗 52 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 82：00．8 1．9�
22 コ ー カ ス 牡5鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 22：01．54 5．2�
33 スズカフューラー 牡5栗 57 小牧 太永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 428－ 42：01．71� 53．9�
77 プ ロ キ シ マ 牝5青 55 松山 弘平�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 468－ 62：02．33	 35．4�
78 モ ザ イ ク 牡5黒鹿57 
島 克駿吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 468＋ 22：02．4	 26．6�
810 ブラックジェイド 牡5黒鹿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 タイヘイ牧場 520－ 62：02．82	 10．2	
11 アーデルワイゼ 牝4青鹿55 藤岡 佑介 
シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 462－ 22：03．11� 29．5�
55 ドンアルゴス 牡4黒鹿57 浜中 俊山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B510± 02：03．52 6．3�
44 スーパーフェザー 牡4鹿 57 和田 竜二吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：03．6	 5．6
89 エイシンレーザー 牡4鹿 57 松若 風馬平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 486± 0 〃 クビ 171．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 83，161，700円 複勝： 85，199，500円 枠連： 21，720，100円
馬連： 131，383，400円 馬単： 70，995，000円 ワイド： 91，752，500円
3連複： 182，830，600円 3連単： 356，294，400円 計： 1，023，337，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 170円 � 590円 枠 連（2－6） 510円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，300円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 10，270円

票 数

単勝票数 計 831617 的中 � 334259（1番人気）
複勝票数 計 851995 的中 � 236296（1番人気）� 126302（4番人気）� 24118（9番人気）
枠連票数 計 217201 的中 （2－6） 32429（1番人気）
馬連票数 計1313834 的中 �� 211702（1番人気）
馬単票数 計 709950 的中 �� 72207（1番人気）
ワイド票数 計 917525 的中 �� 96596（2番人気）�� 16767（18番人気）�� 10505（24番人気）
3連複票数 計1828306 的中 ��� 32084（15番人気）
3連単票数 計3562944 的中 ��� 25136（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．6―49．5―1：01．0―1：12．6―1：24．5―1：36．7―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスポワール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．21 京都3着

2016．3．24生 牝3栗 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 5戦3勝 賞金 32，424，000円

３レース目



（1中京3）第6日 7月14日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 144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

214，450，000円
7，770，000円
20，850，000円
1，400，000円
23，340，000円
59，880，500円
3，744，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
545，279，800円
735，229，900円
200，077，700円
1，008，841，700円
506，320，700円
662，864，900円
1，425，792，700円
2，273，217，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，357，624，900円

総入場人員 16，354名 （有料入場人員 14，902名）
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