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19049 7月13日 曇 良 （25中京3）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

34 シ ョ ー グ ン 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・ハムダン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 604± 01：52．7 3．0�

814 タイムアラウド 牡3鹿 56
54 △中井 裕二有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 61：53．55 20．8�
610 ブルーボリウッド 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 482± 01：53．71� 29．3�

712 カミングアップ 牡3鹿 56 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 512± 01：54．01� 9．6�
713 ランドマーキュリー 牡3栗 56 酒井 学木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 510＋ 41：54．21� 26．7�
815 タイセイホーネット 牡3鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476－ 21：55．15 103．0	
59 スピーディシャープ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 406＋ 6 〃 クビ 32．9

611 ジョディーズロマン 牝3栗 54 和田 竜二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 432－ 21：55．2� 70．2�
35 ソリーソアンジェロ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム B466－ 21：55．3� 107．8
47 バ ジ ン ガ 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：55．5� 3．3�
22 モズマッテタワ 牝3黒鹿54 浜中 俊北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 488－ 21：55．71� 5．5�
11 メイショウムシャ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490－ 2 〃 クビ 10．0�
23 ゴーソッキュー 牡3栗 56 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 えりも エクセルマネジメント B472± 01：56．76 26．2�
46 ゼンノアロウ �3鹿 56 熊沢 重文大迫久美子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 502－ 61：59．7大差 81．8�
58 ヴェリーウェル 牡3鹿 56 国分 優作武田 茂男氏 田島 良保 むかわ 渡辺 隆 470－ 62：00．97 260．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，551，100円 複勝： 27，930，100円 枠連： 7，802，600円
馬連： 29，215，500円 馬単： 20，649，000円 ワイド： 17，114，600円
3連複： 48，750，200円 3連単： 77，326，900円 計： 243，340，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 630円 � 800円 枠 連（3－8） 3，020円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 2，100円 �� 6，120円

3 連 複 ��� 30，830円 3 連 単 ��� 100，120円

票 数

単勝票数 計 145511 的中 � 38544（1番人気）
複勝票数 計 279301 的中 � 60804（2番人気）� 9835（8番人気）� 7483（10番人気）
枠連票数 計 78026 的中 （3－8） 1912（11番人気）
馬連票数 計 292155 的中 �� 6890（10番人気）
馬単票数 計 206490 的中 �� 2986（19番人気）
ワイド票数 計 171146 的中 �� 3436（13番人気）�� 2008（24番人気）�� 672（52番人気）
3連複票数 計 487502 的中 ��� 1167（84番人気）
3連単票数 計 773269 的中 ��� 570（279番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．0―49．7―1：02．1―1：14．7―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ー グ ン �
�
父 Doyen �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．1．20 中京10着

2010．2．11生 牡3鹿 母 ジャパニーズウィスパー 母母 Sawara 4戦1勝 賞金 5，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 ヴェリーウェル号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンノアロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月13日まで平地競走

に出走できない。

19050 7月13日 曇 良 （25中京3）第5日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

816 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿54 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460± 01：34．2 3．6�

24 メイショウホノボノ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 日進牧場 496－221：34．3� 17．5�
510 オ ル ゲ イ ユ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二�G1レーシング 岡田 稲男 新ひだか 前川 正美 404＋ 61：34．51� 5．1�
815 シゲルコウマザ 牝3芦 54

51 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 416± 01：34．71� 27．3�
35 インプレショニスト 牝3鹿 54 鮫島 良太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 424－ 6 〃 クビ 3．5�
713 シンクスマイル 牝3鹿 54 池添 謙一青山 洋一氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 462＋16 〃 アタマ 5．1	
23 ヒ シ ダ イ ヤ 牝3鹿 54 福永 祐一阿部 雅英氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 466－ 41：34．91� 30．0

11 ファンタジーデイ 牝3栗 54 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 468＋ 41：35．53� 29．0�
714 ブラボーデジタル 牝3栗 54 幸 英明松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 41：35．6� 219．1�
611 エ ス パ シ オ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼田邉 廣己氏 大橋 勇樹 むかわ 東振牧場 432＋ 61：35．7� 338．6
12 シャッセロール 牝3鹿 54 柴田 大知名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 448－ 21：35．8� 20．0�
36 タガノアムール 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 吉村 圭司 新冠 岡牧場 496－10 〃 クビ 79．1�
48 パープルルビー 牝3黒鹿54 酒井 学中野 銀十氏 境 直行 日高 藤本ファーム 454＋101：36．22� 151．0�
59 アマルコルド 牝3栗 54 藤岡 康太市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452 ―1：36．62� 23．5�
612 クチュリエール 牝3黒鹿54 小牧 太�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：36．7クビ 74．3�
47 ビ コ ー ズ 牝3鹿 54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 460± 01：38．9大差 654．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，433，700円 複勝： 34，570，900円 枠連： 10，203，500円
馬連： 36，396，800円 馬単： 23，542，600円 ワイド： 18，709，600円
3連複： 48，856，900円 3連単： 75，162，400円 計： 265，876，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 470円 � 170円 枠 連（2－8） 1，980円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 300円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 30，630円

票 数

単勝票数 計 184337 的中 � 40997（2番人気）
複勝票数 計 345709 的中 � 82486（1番人気）� 13501（6番人気）� 57998（3番人気）
枠連票数 計 102035 的中 （2－8） 3808（10番人気）
馬連票数 計 363968 的中 �� 6881（12番人気）
馬単票数 計 235426 的中 �� 2916（18番人気）
ワイド票数 計 187096 的中 �� 3170（16番人気）�� 18168（2番人気）�� 2872（19番人気）
3連複票数 計 488569 的中 ��� 7032（16番人気）
3連単票数 計 751624 的中 ��� 1811（82番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―11．6―11．9―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．4―47．0―58．9―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ア ン ジ ュ エ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Darshaan デビュー 2012．10．20 京都10着

2010．5．7生 牝3黒鹿 母 キュンティア 母母 One Life 9戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビコーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月13日まで平地競走に

出走できない。

第３回 中京競馬 第５日



19051 7月13日 雨 稍重 （25中京3）第5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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

23 エーシンヘディング 牡3鹿 56 小牧 太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 470－ 61：52．5 11．5�
47 ゴーイングベル 牡3芦 56

53 ▲岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 488－ 41：52．92� 15．3�
11 メイショウソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 494＋ 21：53．0� 9．7�
713 コマノアーティスト 牡3芦 56 酒井 学長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 512－ 8 〃 クビ 20．7�
36 マヤノチャクリ 牡3栗 56

53 ▲藤懸 貴志田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 462－ 21：53．85 120．3�
12 マンハッタンケイ 牡3青 56 国分 優作橋口 博氏 橋口弘次郎 新ひだか 矢野牧場 B444－ 81：54．01 11．4	
59 ゴッドマウンテン 牡3鹿 56 福永 祐一杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 528＋ 41：54．32 4．1

24 グリコーゲン 牡3黒鹿56 浜中 俊青芝商事� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436－ 8 〃 ハナ 16．0�
816 ナリタエックス 牡3栗 56

54 △中井 裕二�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 444－ 41：54．62 17．5�
714 ライドンシャフト 牡3栗 56 川田 将雅 サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 506－ 41：54．7クビ 2．3�
510 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 熊沢 重文豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 2 〃 クビ 184．3�
815 メタリックゴールド 牡3栗 56 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小原伊佐美 新ひだか 井高牧場 468－ 61：55．12� 402．6�
611 コンパスローズ 牝3芦 54 柴田 大知吉田 和子氏 伊藤 大士 新冠 新冠橋本牧場 462－12 〃 アタマ 233．1�
612 ニシノヒメゴト 牝3鹿 54 和田 竜二西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 440＋ 21：55．52� 101．8�
48 メイショウフウタ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 464± 01：56．24 143．3�
35 サンミッシェル 牝3栗 54 幸 英明武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 444＋ 21：56．94 60．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，652，000円 複勝： 28，666，000円 枠連： 12，284，000円
馬連： 34，434，900円 馬単： 22，312，600円 ワイド： 19，438，100円
3連複： 48，296，300円 3連単： 78，217，500円 計： 260，301，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 290円 � 430円 � 340円 枠 連（2－4） 4，950円

馬 連 �� 7，300円 馬 単 �� 12，450円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 900円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 15，050円 3 連 単 ��� 105，730円

票 数

単勝票数 計 166520 的中 � 11422（5番人気）
複勝票数 計 286660 的中 � 27924（3番人気）� 16880（7番人気）� 22380（4番人気）
枠連票数 計 122840 的中 （2－4） 1832（16番人気）
馬連票数 計 344349 的中 �� 3482（23番人気）
馬単票数 計 223126 的中 �� 1323（38番人気）
ワイド票数 計 194381 的中 �� 2700（20番人気）�� 5495（11番人気）�� 2226（23番人気）
3連複票数 計 482963 的中 ��� 2369（53番人気）
3連単票数 計 782175 的中 ��� 546（321番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．8―49．3―1：01．5―1：14．0―1：26．8―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
16，5，4（2，13）12，15（1，7，8）（3，9，14）10，6，11・（16，5，4）13，2，12（1，14）15（3，7，9）10－（8，11）6

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

勝馬の
紹 介

エーシンヘディング �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Mi Cielo デビュー 2012．11．24 京都8着

2010．5．6生 牡3鹿 母 バーモントガール 母母 Raging Apalachee 9戦1勝 賞金 5，290，000円

19052 7月13日 曇 稍重 （25中京3）第5日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

66 ビッグウィーク 牡6青鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 464＋ 43：21．8 3．0�
810 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿60 熊沢 重文深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 518－ 83：22．43� 3．7�
22 リアルブラック �4青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 484－ 23：23．14 8．6�
11 サンライズロイヤル 牡4鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 増本 豊 千歳 社台ファーム 528－ 4 〃 ハナ 28．1�
33 スエヒロジュピター 牝5鹿 58 黒岩 悠�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム 526＋ 4 〃 アタマ 30．5�
89 メイショウタービン 牡4鹿 60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 460－123：23．41� 8．5	
55 オンワードアマンド 牝4鹿 58 中村 将之樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 448－103：24．14 16．2

44 ペプチドマンボウ 牡3鹿 58

56 ▲森 一馬沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 484＋ 43：26．2大差 55．0�
78 エーシンダックマン 牡6鹿 60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 498＋ 23：29．4大差 3．9�
77 ピエナオリオン �5黒鹿60 平沢 健治本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 476＋ 63：30．57 114．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，570，000円 複勝： 18，732，200円 枠連： 7，477，500円
馬連： 23，695，300円 馬単： 18，660，100円 ワイド： 12，210，500円
3連複： 36，240，300円 3連単： 66，270，700円 計： 198，856，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 150円 � 180円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 360円 �� 570円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 計 155700 的中 � 42181（1番人気）
複勝票数 計 187322 的中 � 37118（1番人気）� 36367（2番人気）� 25142（4番人気）
枠連票数 計 74775 的中 （6－8） 12392（1番人気）
馬連票数 計 236953 的中 �� 24856（1番人気）
馬単票数 計 186601 的中 �� 11244（1番人気）
ワイド票数 計 122105 的中 �� 8971（2番人気）�� 5114（6番人気）�� 6583（5番人気）
3連複票数 計 362403 的中 ��� 18742（3番人気）
3連単票数 計 662707 的中 ��� 8394（8番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 54．0－3F 40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビッグウィーク �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．9．27 阪神8着

2007．3．20生 牡6青鹿 母 タニノジャドール 母母 タニノブーケ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円



19053 7月13日 曇 稍重 （25中京3）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20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
1：10．2
1：07．8

良
良

814 ラブリープラネット 牡2栗 54 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 466 ―1：11．2 2．4�
11 ホープタウン 牡2黒鹿54 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ―1：11．51� 8．5�
22 クーファナイン 牝2鹿 54 和田 竜二大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 454 ―1：11．82 7．9�
712 エンジェルミディ 牝2栗 54 池添 謙一�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 486 ―1：11．9� 4．3�
46 タ ウ ト ナ 牡2鹿 54 酒井 学�ターフ・スポート飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 470 ―1：12．11	 33．5	
57 アルーリングアイズ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 392 ― 〃 アタマ 11．0

33 ファーマフレア 牝2芦 54

52 △中井 裕二中西 功氏 日吉 正和 新ひだか タガミファーム 388 ―1：12．2� 207．9�
610 カシノステイタス 牡2栗 54 高倉 稜柏木 務氏 梅内 忍 新冠 今野 活博 424 ―1：12．41	 198．6�
711 ナムラユキヒメ 牝2栗 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 漆原 哲雄 422 ―1：12．72 28．3
69 ニシノチャステティ 牝2栗 54 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 454 ―1：13．23 38．1�
45 シゲルトカチ 牡2青鹿 54

51 ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 飯田 明弘 日高 出口牧場 468 ―1：13．62� 86．9�
813 エドノチャーム 牝2鹿 54

51 ▲岩崎 翼遠藤 喜松氏 梅田 智之 新ひだか 沖田 忠幸 404 ―1：13．7� 206．1�
58 テイエムスイテン 牡2芦 54 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新ひだか 千代田牧場 514 ―1：14．01� 32．9�
34 キルフェボン 牝2栗 54 川田 将雅�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 450 ―1：14．32 8．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，469，200円 複勝： 30，420，100円 枠連： 10，792，000円
馬連： 37，167，200円 馬単： 27，164，300円 ワイド： 19，405，800円
3連複： 51，647，800円 3連単： 81，321，000円 計： 279，387，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 210円 � 220円 枠 連（1－8） 820円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 470円 �� 540円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 214692 的中 � 72271（1番人気）
複勝票数 計 304201 的中 � 84610（1番人気）� 33008（3番人気）� 30236（5番人気）
枠連票数 計 107920 的中 （1－8） 9757（2番人気）
馬連票数 計 371672 的中 �� 26920（3番人気）
馬単票数 計 271643 的中 �� 11348（4番人気）
ワイド票数 計 194058 的中 �� 10665（3番人気）�� 8990（4番人気）�� 6665（8番人気）
3連複票数 計 516478 的中 ��� 13786（7番人気）
3連単票数 計 813210 的中 ��� 5569（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．1―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―36．0―48．1―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリープラネット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 トワイニング 初出走

2011．2．13生 牡2栗 母 ランペルティーザ 母母 ヤングダリア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カシノステイタス号の調教師梅内忍は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

19054 7月13日 曇 稍重 （25中京3）第5日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

79 タイセイボルト 牡3青鹿56 国分 優作田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B458－ 42：16．4 11．9�
44 エーシンヴィガー 牡3鹿 56 藤岡 康太�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 474± 02：16．61 1．8�
22 ジェットソング 牡3黒鹿56 福永 祐一橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 446＋ 22：16．7� 7．3�
812 テイコフトウショウ 牝3栗 54 酒井 学トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468－ 22：16．8� 272．6�
710 カツラノジュピター 牡3鹿 56 水口 優也桂土地� 庄野 靖志 日高 小西 章 440－ 82：17．54 120．2�
68 オースミアイビス 牡3栗 56

54 △中井 裕二�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 492－ 2 〃 クビ 17．0	
811 ブランドオン 牡3鹿 56 川田 将雅前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 42：17．82 3．6

55 エーブドラゴンマン 牡3青鹿56 幸 英明 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 荻伏三好フ
アーム 504＋ 62：18．65 26．2�

56 ミラクレスト 牡3青鹿56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 488－ 22：19．77 21．8
33 タツインパクト 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬鈴木 髙幸氏 鮫島 一歩 浦河 山本牧場 470 ― 〃 クビ 62．7�
67 イキイキシンサク 牡3鹿 56 岡田 祥嗣中山 速水氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 484± 02：20．01� 242．5�
11 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 B478－ 4 〃 クビ 41．7�
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売 得 金
単勝： 17，781，000円 複勝： 40，281，800円 枠連： 8，311，400円
馬連： 32，282，000円 馬単： 29，804，800円 ワイド： 16，892，000円
3連複： 44，272，700円 3連単： 103，585，100円 計： 293，210，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 290円 � 110円 � 190円 枠 連（4－7） 860円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，070円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 20，080円

票 数

単勝票数 計 177810 的中 � 11775（4番人気）
複勝票数 計 402818 的中 � 17842（5番人気）� 221067（1番人気）� 34821（3番人気）
枠連票数 計 83114 的中 （4－7） 7183（4番人気）
馬連票数 計 322820 的中 �� 21912（4番人気）
馬単票数 計 298048 的中 �� 6372（12番人気）
ワイド票数 計 168920 的中 �� 12135（3番人気）�� 3366（13番人気）�� 17368（2番人気）
3連複票数 計 442727 的中 ��� 19834（6番人気）
3連単票数 計1035851 的中 ��� 3808（61番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．2―13．3―12．8―12．3―12．1―12．1―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．2―49．5―1：02．3―1：14．6―1：26．7―1：38．8―1：51．0―2：03．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイボルト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．11．3 東京10着

2010．2．18生 牡3青鹿 母 ルナースフィア 母母 ルナオーキッド 9戦1勝 賞金 6，600，000円



19055 7月13日 曇 稍重 （25中京3）第5日 第7競走 ��
��1，200�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

611� ミリアグラシア 牝3栗 52 福永 祐一杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton
C. Jones 492＋ 61：10．8 30．4�

815	 シルクバーニッシュ 牡4鹿 57 柴田 大知有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 496＋181：11．43
 4．2�
612 アンビータブル 牝4青 55 浜中 俊 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B462－ 21：11．61 2．0�
11 ヤマニンブルジョン 牡3栗 54 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462＋ 61：11．92 62．8�
59 バルトロメオ 牡3鹿 54

52 △中井 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472± 01：12．11� 17．0	
23 タッチシタイ 牡3栗 54 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 478＋ 61：12．2
 9．0

714	 サウンドブレーヴ 牡4栗 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 468－12 〃 ハナ 166．4�
35 	 グリーディーボス 牡4栗 57 岡田 祥嗣北側 雅司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 アタマ 33．1�
36 オレハメジャー 牡4栗 57

54 ▲岩崎 翼北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 462＋201：12．51� 31．2
510 スズカヘリオス 牡4栗 57 鮫島 良太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 454－12 〃 アタマ 415．4�
12 ニ ザ エ モ ン 牡5黒鹿57 和田 竜二小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472＋ 61：12．6
 7．9�
48 ジョウノバッカス 牡4栗 57 国分 優作小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 494－ 4 〃 クビ 329．7�
713	 クィーンジラソーレ 牝4栗 55

52 ▲藤懸 貴志中山 速水氏 武 宏平 浦河 細道牧場 426－191：12．91� 492．7�
47 クリスワールド 牡5栗 57

54 ▲森 一馬加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 506－ 41：13．43 133．7�
816 キクノブレイン 牡3黒鹿54 太宰 啓介菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 458－101：13．82
 18．0�
24 セルリアンスバル 牡3芦 54 酒井 学�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 442－141：14．22
 32．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，197，700円 複勝： 44，312，200円 枠連： 15，507，700円
馬連： 52，382，600円 馬単： 34，846，200円 ワイド： 27，550，100円
3連複： 72，913，000円 3連単： 123，348，400円 計： 400，057，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 510円 � 200円 � 120円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 15，800円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 650円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 45，980円

票 数

単勝票数 計 291977 的中 � 7592（7番人気）
複勝票数 計 443122 的中 � 14564（8番人気）� 52593（3番人気）� 150849（1番人気）
枠連票数 計 155077 的中 （6－8） 29394（1番人気）
馬連票数 計 523826 的中 �� 6537（18番人気）
馬単票数 計 348462 的中 �� 1628（45番人気）
ワイド票数 計 275501 的中 �� 3399（19番人気）�� 10145（6番人気）�� 25296（2番人気）
3連複票数 計 729130 的中 ��� 12826（13番人気）
3連単票数 計1233484 的中 ��� 1980（144番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―12．0―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―45．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリアグラシア �
�
父 Flashy Bull �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2012．10．21 京都2着

2010．3．31生 牝3栗 母 Ms. Cornstalk 母母 Upper Dancer 6戦2勝 賞金 17，500，000円
〔制裁〕 スズカヘリオス号の騎手鮫島良太は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※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。
（非抽選馬） 6頭 ヴィクタシア号・エイユーラピス号・エーシングリズリー号・ダイモス号・デンコウリョウ号・メイショウクロシオ号

19056 7月13日 曇 稍重 （25中京3）第5日 第8競走 ��2，000�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

68 マコトブリジャール 牝3鹿 52 川田 将雅尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 412＋ 22：03．9 6．7�
33 コメットシーカー 牡3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋142：04．11� 1．7�
56 ランフォージン 牡4黒鹿57 和田 竜二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 4 〃 クビ 9．5�
67 ラスカルスピード 牡3鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460＋ 42：04．2クビ 15．5�
55 ナリタポセイドン 牡4鹿 57 高倉 稜�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 アタマ 21．6	
22 ジャングルパサー 牡3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志有限会社シルク山内 研二 新ひだか フジワラフアーム 508＋20 〃 アタマ 7．5

11 ウインサーガ �4黒鹿57 浜中 俊�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 470＋ 42：04．51� 14．1�
44 ノ ヴ ェ ッ ロ 牝5黒鹿 55

52 ▲森 一馬�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 442＋ 4 〃 クビ 353．6�
79 ナリタウィッシュ 牡4栗 57 酒井 学�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 448＋ 42：04．81� 37．4
811 サンライズバード 牡3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 458＋ 42：05．01	 23．1�
710 エーシンショーモン 牡3黒鹿54 幸 英明�栄進堂 北出 成人 新ひだか 松本牧場 520－ 22：05．2� 57．4�
812 スプリングシャトル 牡3栗 54 太宰 啓介加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 478＋ 22：05．41� 127．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，760，800円 複勝： 49，647，900円 枠連： 13，230，800円
馬連： 50，634，900円 馬単： 40，089，700円 ワイド： 25，657，500円
3連複： 66，630，100円 3連単： 148，041，700円 計： 422，693，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 110円 � 170円 枠 連（3－6） 370円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 280円 �� 670円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 10，030円

票 数

単勝票数 計 287608 的中 � 34189（2番人気）
複勝票数 計 496479 的中 � 56228（2番人気）� 214873（1番人気）� 53678（3番人気）
枠連票数 計 132308 的中 （3－6） 26882（1番人気）
馬連票数 計 506349 的中 �� 69207（1番人気）
馬単票数 計 400897 的中 �� 15764（6番人気）
ワイド票数 計 256575 的中 �� 24391（1番人気）�� 8342（8番人気）�� 23384（2番人気）
3連複票数 計 666301 的中 ��� 36620（1番人気）
3連単票数 計1480417 的中 ��� 10895（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．0―39．0―52．0―1：04．2―1：16．5―1：28．8―1：40．4―1：51．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マコトブリジャール �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．3．10 阪神1着

2010．3．23生 牝3鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス 4戦2勝 賞金 15，000，000円



19057 7月13日 曇 稍重 （25中京3）第5日 第9競走 ��1，400�
し ま

志 摩 特 別
発走14時25分 （芝・左）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

713 マイネボヌール 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 452＋101：21．7 6．4�

714 ニシノモンクス 牝3鹿 52 中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 434＋ 21：22．01� 15．3�
612 イントゥザストーム 牝4鹿 55 太宰 啓介金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 416＋ 41：22．21 37．4�
510 ニーレンベルギア 牝4黒鹿55 酒井 学吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 クビ 36．1�
816 メモリーシャルマン 牝4鹿 55 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 506＋ 21：22．3クビ 17．6�
59 ダノンルージュ 牝3鹿 52 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 クビ 3．5	
35 レッドムーヴ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 440－ 21：22．4クビ 46．9

817 チキウミサキ 牝4青鹿55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 448－ 2 〃 クビ 8．7�
611 オメガセニョリーナ 牝4鹿 55 池添 謙一原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋101：22．5クビ 11．6�
818� チ ー ズ マ ヨ 牝4鹿 55 和田 竜二戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 430－131：22．6	 74．8
24 ミラクルラヴィ 牝3栗 52 鮫島 良太藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 466＋ 2 〃 クビ 52．4�
47 ダンツカナリー 牝3青鹿52 浜中 俊山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 458－ 41：22．7クビ 3．6�
48 ロマンスリップ 牝4鹿 55 小牧 太�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B458－ 8 〃 クビ 103．3�
12 ディアプリンセス 牝3黒鹿52 川田 将雅ディアレスト 高橋 義忠 日高 松平牧場 442± 01：23．12	 12．8�
23 シゲルアケビ 牝4鹿 55 高倉 稜森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 464＋141：23．52	 211．4�
11 アポロパレス 牝4鹿 55 田中 健小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 478＋ 41：23．71	 214．3�
36 � ビコーワンダフル 牝4栗 55 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 430＋ 41：24．23 364．4�
715� ラブリーリタ 牝4鹿 55 水口 優也薪浦 亨氏 小原伊佐美 浦河 昭和牧場 456± 01：24．41 452．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，665，000円 複勝： 57，704，900円 枠連： 21，803，300円
馬連： 88，306，900円 馬単： 50，912，800円 ワイド： 39，193，300円
3連複： 120，500，000円 3連単： 202，251，300円 計： 614，337，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 460円 � 860円 枠 連（7－7） 3，590円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，400円 �� 5，040円

3 連 複 ��� 28，090円 3 連 単 ��� 70，540円

票 数

単勝票数 計 336650 的中 � 41969（3番人気）
複勝票数 計 577049 的中 � 75287（3番人気）� 31607（7番人気）� 15467（10番人気）
枠連票数 計 218033 的中 （7－7） 4487（15番人気）
馬連票数 計 883069 的中 �� 28110（9番人気）
馬単票数 計 509128 的中 �� 11990（9番人気）
ワイド票数 計 391933 的中 �� 7573（14番人気）�� 4007（29番人気）�� 1876（51番人気）
3連複票数 計1205000 的中 ��� 3166（93番人気）
3連単票数 計2022513 的中 ��� 2116（227番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―12．0―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．7―46．7―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 ・（2，15）（7，11，12）（9，13，14）16（1，5，10，18）（6，4，17）8－3 4 2，15（7，11）12（9，13，14）（1，16）（5，10）（6，4，18）（8，17）－3

勝馬の
紹 介

マイネボヌール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2011．8．21 小倉2着

2009．2．19生 牝4青鹿 母 コスモフォーチュン 母母 グレースマリヤ 17戦3勝 賞金 40，530，000円
※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 アブマーシュ号・ケイアイウィルゴー号

19058 7月13日 曇 稍重 （25中京3）第5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，1，000万円以下，24．7．14以降25．7．7まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：49．4
1：47．8

良
重

47 インカンテーション 牡3鹿 54 藤岡 康太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 478＋ 61：50．5 2．3�
714 グッドマイスター 牡4鹿 57 浜中 俊久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 478－ 41：50．82 6．9�
815 シグナルプロシード 牡3鹿 54 福永 祐一髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 514± 0 〃 クビ 9．5�
816 アドマイヤケルソ 牡5栗 56 小牧 太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 41：51．54 8．6�
12 マーチャンテイマー 牝4鹿 55 川田 将雅飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 476± 01：51．6� 16．6�
48 ブライトジェム 牡5栗 54 柴田 大知栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 492－ 21：52．45 187．3	
713� スクウェルチャー 牡5鹿 54 池添 謙一前田 幸治氏 角田 晃一 米

Justice Farm,
Greg Justice &
Steve Justice

B510－ 61：52．6	 24．9

612 リアライズキボンヌ 牝4鹿 55 国分 優作工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 458－ 4 〃 ハナ 19．8�
24 
 ミッキーマーチ �4栗 54 太宰 啓介野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 500＋ 4 〃 アタマ 18．5�
11 カ ノ ン 牝3鹿 51 岩崎 翼 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 21：52．91	 17．5�
510 メイショウボヌス 牝6栗 52 武 幸四郎松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 504＋ 2 〃 クビ 175．8�
59 マイネルハルカゼ 牡3鹿 53 幸 英明 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 466－ 21：53．0クビ 6．9�
35 カリスマサンタイム 牡3黒鹿52 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 492＋ 21：53．21� 70．0�
36 メイショウシェイク 牡7鹿 51 酒井 学松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 508－301：53．4	 203．5�
23 ロケットダイヴ 牡6鹿 54 高田 潤山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B462＋121：53．93 165．4�
611�
 エーシンセントラル 牡5青鹿53 岡田 祥嗣栄進堂 沖 芳夫 米 Forging

Oaks LLC 504－ 51：55．7大差 510．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，253，300円 複勝： 66，010，200円 枠連： 26，746，200円
馬連： 104，380，300円 馬単： 59，695，000円 ワイド： 44，285，400円
3連複： 141，980，100円 3連単： 242，286，900円 計： 724，637，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 220円 � 250円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 430円 �� 490円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 10，830円

票 数

単勝票数 計 392533 的中 � 140323（1番人気）
複勝票数 計 660102 的中 � 169785（1番人気）� 71563（3番人気）� 58074（5番人気）
枠連票数 計 267462 的中 （4－7） 24192（2番人気）
馬連票数 計1043803 的中 �� 75549（3番人気）
馬単票数 計 596950 的中 �� 28847（3番人気）
ワイド票数 計 442854 的中 �� 26563（2番人気）�� 22709（4番人気）�� 10959（14番人気）
3連複票数 計1419801 的中 ��� 42286（6番人気）
3連単票数 計2422869 的中 ��� 16525（12番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．8―12．4―12．1―12．2―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．1―49．5―1：01．6―1：13．8―1：26．0―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インカンテーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．7．14 中京15着

2010．3．24生 牡3鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 10戦3勝 賞金 36，487，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 エーシンセントラル号の調教師沖芳夫は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンセントラル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アドマイヤイバマ号・ソロル号
（非抽選馬）12頭 エイブルベガ号・エーシンテュポーン号・キングオブフェイス号・キンショータイム号・コスモコルデス号・

コルージャ号・シルクターンベリー号・トップオブカハラ号・ピンクデージー号・フォルクスオーパー号・
ミッキーオーラ号・ラヴフェアリー号



19059 7月13日 曇 良 （25中京3）第5日 第11競走 ��
��2，000�

せきがはら

関ケ原ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：59．6
1：56．1

良
良

47 ニューダイナスティ 牡4鹿 57 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 82：01．3 4．6�

510 メイショウナルト �5鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 448－ 22：01．4	 3．9�
713 ジェントルマン 牡5黒鹿57 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 482－ 82：01．71
 2．5�
816 マイネオーチャード 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 454－ 2 〃 クビ 6．7�
612 ロードエアフォース 牡5鹿 57 川田 将雅 �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 490－102：01．8クビ 28．2	
35 ホッコーガンバ 牡5鹿 57 和田 竜二矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 488－ 42：02．33 21．9

611 アイウォントユー 牡6栗 57 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 466－ 4 〃 ハナ 58．9�
818 トモロポケット 牡7栗 57 熊沢 重文戸賀 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム 466－ 4 〃 ハナ 376．2�
59 マ ナ ク ー ラ 牡7黒鹿57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 478＋ 62：02．4クビ 52．6
23 マイネジャンヌ 牝5鹿 55 中井 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 484± 0 〃 ハナ 15．4�
817 トーホウストロング 牡5黒鹿57 鮫島 良太東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 492－ 6 〃 クビ 67．3�
715 ザサンデーフサイチ 牡9黒鹿57 高倉 稜林 進氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム 518－ 22：02．5クビ 190．2�
714 マイネルガヴロシュ 牡6青鹿57 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B480± 02：02．6
 227．5�
11 ハッピーパレード 牝7黒鹿55 小牧 太馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム 460± 02：03．34 163．3�
12 ニジブルーム 牡5芦 57 岡田 祥嗣横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 264．1�
48 シルクランスロット 牡6栗 57 池添 謙一有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 22：03．61
 174．3�
36 シェーンヴァルト �7黒鹿57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 468－ 62：04．02	 173．8�
24 ブルースターキング 牡7黒鹿57 藤懸 貴志 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 B466－ 22：04．42	 493．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，810，800円 複勝： 94，188，400円 枠連： 41，980，000円
馬連： 209，494，600円 馬単： 123，488，200円 ワイド： 75，138，400円
3連複： 300，197，200円 3連単： 594，573，600円 計： 1，496，871，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 150円 � 110円 枠 連（4－5） 1，050円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 420円 �� 240円 �� 230円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 6，030円

票 数

単勝票数 計 578108 的中 � 100408（3番人気）
複勝票数 計 941884 的中 � 149372（2番人気）� 142770（3番人気）� 294582（1番人気）
枠連票数 計 419800 的中 （4－5） 29620（4番人気）
馬連票数 計2094946 的中 �� 121570（4番人気）
馬単票数 計1234882 的中 �� 36136（10番人気）
ワイド票数 計 751384 的中 �� 39318（4番人気）�� 83202（2番人気）�� 88294（1番人気）
3連複票数 計3001972 的中 ��� 275009（1番人気）
3連単票数 計5945736 的中 ��� 72769（12番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．4―12．6―12．1―12．0―11．9―11．8―11．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．1―49．7―1：01．8―1：13．8―1：25．7―1：37．5―1：48．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ニューダイナスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2011．11．27 京都2着

2009．2．16生 牡4鹿 母 ダイナズクラブ 母母 Dancey Kate 14戦5勝 賞金 78，514，000円

19060 7月13日 曇 良 （25中京3）第5日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時15分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 360，000
360，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

715 エーシンマイェスタ 牡3黒鹿54 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 504＋ 61：21．3 10．8�
818 ナオミノユメ 牝4鹿 55 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 426－ 4 〃 クビ 8．0�
713 ゼ ウ ス 牡3鹿 54 川田 将雅杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 久井牧場 486－ 41：21．4� 4．6�
24 ルナフォンターナ 牝4栗 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 21：21．5� 3．2�
59 ドリームマークス 牡3鹿 54 小牧 太セゾンレースホース� 藤沢 則雄 新冠 長沼 幸一 470－ 81：21．6クビ 9．3�
510 グレイスフルデイズ 牡3芦 54 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 同着 6．6	
36 ライブリシュネル 牡3鹿 54

52 △中井 裕二加藤 哲郎氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 474－ 21：21．91� 54．5

611 タイザンホクト 牡3鹿 54 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 502± 0 〃 クビ 17．2�
816 グレイングロース 牡3鹿 54 池添 謙一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 ハナ 19．5
48 タカノヒーロー 牡3鹿 54 鮫島 良太山口多賀司氏 梅田 康雄 日高 若林 武雄 480＋ 21：22．22 40．9�
47 ハナズインパルス 牝3黒鹿52 国分 優作M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 456＋ 21：22．3	 39．1�
35 メイショウダビンチ 牡4鹿 57

54 ▲森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 464－ 41：22．62 44．5�
714 マイネエビータ 牝3鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 21：22．7	 40．0�
12 オリエンタルサン 牡3鹿 54 藤岡 康太下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 442－121：22．8クビ 150．5�
817 プラネットスコア 牡3黒鹿54 武 幸四郎岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 470＋ 61：23．22	 136．9�
23 ディープジュジュ 牡3鹿 54

51 ▲藤懸 貴志深見 敏男氏 本田 優 新冠 岩見牧場 474± 01：23．41
 116．8�
11 カルナヴァレ 牝4鹿 55 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 466－121：23．61	 225．0�
612� ドントゥリバーレ �4鹿 57 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charlotte

M. Wrather 478＋ 21：24．77 219．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，854，800円 複勝： 64，347，900円 枠連： 30，462，800円
馬連： 104，046，900円 馬単： 58，228，200円 ワイド： 47，880，400円
3連複： 146，883，500円 3連単： 254，118，100円 計： 745，822，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 310円 � 260円 � 180円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 930円 �� 770円

3 連 複 ��� 6，870円 3 連 単 ��� 52，650円

票 数

単勝票数 計 398548 的中 � 29090（6番人気）
複勝票数 計 643479 的中 � 48840（5番人気）� 61666（4番人気）� 113434（2番人気）
枠連票数 計 304628 的中 （7－8） 25980（4番人気）
馬連票数 計1040469 的中 �� 17689（16番人気）
馬単票数 計 582282 的中 �� 4863（32番人気）
ワイド票数 計 478804 的中 �� 7647（15番人気）�� 12739（9番人気）�� 15684（5番人気）
3連複票数 計1468835 的中 ��� 15788（15番人気）
3連単票数 計2541181 的中 ��� 3562（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．6―45．2―57．2―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 ・（1，4，13，16）11（7，14，17）（12，10，15）（5，9，18）－（2，8）－6，3 4 ・（1，4）（7，11，13，16）14（5，12，10，17，15）（9，18）（2，8）（3，6）

勝馬の
紹 介

エーシンマイェスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．9 阪神4着

2010．4．18生 牡3黒鹿 母 エイシンシンシアナ 母母 By Land by Sea 9戦2勝 賞金 17，200，000円
※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 トキノビスコンティ号
（非抽選馬） 1頭 クレムリンシチー号



（25中京3）第5日 7月13日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良一時稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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 手 当

182，430，000円
2，080，000円
6，420，000円
1，710，000円
16，230，000円
64，355，500円
5，188，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
332，999，400円
556，812，600円
206，601，800円
802，437，900円
509，393，500円
363，475，700円
1，127，168，100円
2，046，503，600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 5，945，392，600円

総入場人員 12，994名 （有料入場人員 12，130名）
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