
19013 7月5日 曇 重 （27中京3）第2日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

33 クラウンドジャック 牝2栗 54 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 21：25．4 1．5�
79 マーブルフレンテ 牝2鹿 54 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 480－ 6 〃 ハナ 7．0�
44 セキサンシップ 牝2鹿 54 太宰 啓介�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 438－ 8 〃 クビ 40．3�
11 クリノアローハ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 村田牧場 446－ 61：25．5クビ 28．4�
22 ロイヤルクルーズ 牝2黒鹿54 国分 恭介�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 444－ 21：25．71� 37．7	
55 ブリーズスズカ 牡2青鹿54 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450± 0 〃 ハナ 7．1

67 ヤマニンラファール 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 434－121：25．8� 14．1�
66 グロースハック 牡2栗 54

53 ☆松若 風馬小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 416＋ 41：26．33 74．2�
811 シルヴィーボーテ 牝2鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 436－ 21：26．61	 10．2
78 ナムラマロン 牝2芦 54 国分 優作奈村 睦弘氏 目野 哲也 新ひだか 八田ファーム 448－ 61：27．34 125．2�
810 シゲルオキサワラ 牡2鹿 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 436－ 6 〃 クビ 90．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，414，200円 複勝： 74，115，000円 枠連： 8，792，400円
馬連： 40，317，300円 馬単： 30，138，300円 ワイド： 22，398，500円
3連複： 55，692，000円 3連単： 113，166，500円 計： 366，034，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 510円 枠 連（3－7） 560円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 310円 �� 860円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 10，870円

票 数

単勝票数 計 214142 的中 � 110499（1番人気）
複勝票数 計 741150 的中 � 565232（1番人気）� 36082（3番人気）� 8047（8番人気）
枠連票数 計 87924 的中 （3－7） 11991（3番人気）
馬連票数 計 403173 的中 �� 50326（3番人気）
馬単票数 計 301383 的中 �� 25689（3番人気）
ワイド票数 計 223985 的中 �� 21102（3番人気）�� 6402（12番人気）�� 2376（23番人気）
3連複票数 計 556920 的中 ��� 9512（16番人気）
3連単票数 計1131665 的中 ��� 7541（34番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．3―12．7―12．7―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．5―48．2―1：00．9―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンドジャック �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Afleet デビュー 2015．6．13 阪神2着

2013．3．13生 牝2栗 母 ゴールデンジャック 母母 コ マ ー ズ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19014 7月5日 小雨 重 （27中京3）第2日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （芝・左）

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 エイシンガイア 牝3鹿 54 幸 英明�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 450 ―1：37．3 67．7�
24 サクラティンクル 牝3鹿 54 中谷 雄太�さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット B462± 0 〃 ハナ 13．1�
815 クィーンチャーム 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 434－10 〃 クビ 2．0�
47 ブーケオブローズ 牝3栃栗54 太宰 啓介岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 438－ 2 〃 ハナ 26．2�
12 レッドペルル 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 石坂 正 浦河 大北牧場 460－ 41：37．4クビ 4．8	
48 メイケイエンジェル 牝3鹿 54 川島 信二名古屋競馬� 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 476＋ 81：37．5� 181．1

713 マ ラ ラ 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 41：37．82 11．3�
35 ワ イ カ ヘ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 千歳 社台ファーム 436－ 41：38．01� 48．3�

23 シークレットオース 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480＋181：38．1クビ 5．5
36 ブレイジング 牝3黒鹿54 国分 優作 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 464 ―1：38．42 53．4�
714 ブレスオブファイア 牝3青鹿54 北村 宏司市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 448 ―1：38．5クビ 44．6�
510 シゲルヤマガサ 牝3栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 矢野牧場 418＋221：38．71� 472．0�
611 サンレイミヤビ 牝3鹿 54 花田 大昂永井 啓弍氏 高橋 義忠 平取 二風谷ファーム 444 ―1：38．91� 119．9�
59 ルトルヴェール 牝3栗 54 小牧 太 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：39．1� 68．9�
612 ライラックローズ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454 ―1：40．27 18．7�
11 エスケイミネルバ 牝3青 54 国分 恭介服部 新平氏 坪 憲章 浦河 �川フアーム 446＋ 61：40．83� 353．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，191，600円 複勝： 36，343，200円 枠連： 12，853，100円
馬連： 48，028，500円 馬単： 28，558，400円 ワイド： 26，246，000円
3連複： 59，315，900円 3連単： 89，994，100円 計： 324，530，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，770円 複 勝 � 1，700円 � 300円 � 110円 枠 連（2－8） 360円

馬 連 �� 43，080円 馬 単 �� 96，910円

ワ イ ド �� 10，600円 �� 2，390円 �� 530円

3 連 複 ��� 22，690円 3 連 単 ��� 293，890円

票 数

単勝票数 計 231916 的中 � 2740（11番人気）
複勝票数 計 363432 的中 � 3159（12番人気）� 22490（5番人気）� 144865（1番人気）
枠連票数 計 128531 的中 （2－8） 26956（1番人気）
馬連票数 計 480285 的中 �� 864（59番人気）
馬単票数 計 285584 的中 �� 221（118番人気）
ワイド票数 計 262460 的中 �� 602（58番人気）�� 2736（21番人気）�� 13749（4番人気）
3連複票数 計 593159 的中 ��� 1960（61番人気）
3連単票数 計 899941 的中 ��� 222（552番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．2―1：00．7―1：13．1―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

エイシンガイア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2012．3．28生 牝3鹿 母 ミンティエアー 母母 ヒットザスポット 1戦1勝 賞金 4，600，000円
※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 ヴァイスゴルト号

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２日



19015 7月5日 曇 重 （27中京3）第2日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00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
1：08．0
1：06．5

良
良

611 トウカイクローネ 牡3青鹿56 川田 将雅内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 458± 01：10．6 10．0�
36 � ジェントルヴァウ 牝3鹿 54 浜中 俊窪田 康志氏 藤原 英昭 米 Claiborne

Farm 458－ 41：10．81� 3．8�
715 エスジープログレス 牡3栗 56 国分 優作竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 468± 0 〃 ハナ 34．1�
47 デビュタント 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 456＋ 61：10．9クビ 2．4�
59 トーホウバード 牡3黒鹿 56

53 ▲	島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 438＋ 41：11．0
 5．8�
11 ハーベストブルー 牝3鹿 54 松山 弘平 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 424＋ 81：11．42� 22．4	
48 オーキャロル 牝3栗 54 北村 宏司
田 昌久氏 田中 章博 新冠 守矢牧場 424＋ 61：11．5� 27．4�
612 トウケイウルフ 牡3栗 56 小牧 太木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 欽一 440＋ 2 〃 アタマ 19．9�
510 ナリタアネラ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 402－101：11．71� 71．4
818 ナ ン シ ー 牝3栗 54 森 一馬薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 410＋ 81：11．91� 170．3�
35 ウェルカムワゴン 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬下河�行雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 468＋ 41：12．21
 35．5�
12 ア ト リ エ 牝3栗 54 中谷 雄太水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 434＋ 41：12．41� 118．1�
24 トリンカファイブ 牝3鹿 54 秋山真一郎�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 高昭牧場 434－ 2 〃 ハナ 35．5�
714 アヴァンギャルド 牡3鹿 56 幸 英明白井 岳氏 野中 賢二 日高 白井牧場 494 ―1：12．5クビ 23．7�
816 メイショウララムリ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 434± 01：12．71� 344．5�
713 ノイエヴェルト 牝3芦 54 高倉 稜 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：13．02 150．0�
23 セルリアンオニマル 牡3鹿 56 小坂 忠士�イクタ 日吉 正和 浦河 日東牧場 518－ 21：13．1� 361．1�
817 スリーアンゼラ 牝3栗 54 和田 竜二永井商事� 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 436－ 6 〃 クビ 150．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，318，000円 複勝： 35，159，200円 枠連： 16，502，300円
馬連： 53，123，300円 馬単： 31，540，600円 ワイド： 31，729，100円
3連複： 70，913，400円 3連単： 104，219，000円 計： 369，504，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 270円 � 200円 � 700円 枠 連（3－6） 1，100円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 740円 �� 3，690円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 21，260円 3 連 単 ��� 115，880円

票 数

単勝票数 計 263180 的中 � 20853（4番人気）
複勝票数 計 351592 的中 � 34186（4番人気）� 53034（3番人気）� 10740（9番人気）
枠連票数 計 165023 的中 （3－6） 11612（5番人気）
馬連票数 計 531233 的中 �� 18598（6番人気）
馬単票数 計 315406 的中 �� 4220（16番人気）
ワイド票数 計 317291 的中 �� 11630（5番人気）�� 2145（33番人気）�� 2920（27番人気）
3連複票数 計 709134 的中 ��� 2501（61番人気）
3連単票数 計1042190 的中 ��� 652（299番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．3―11．4―12．2―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイクローネ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．11．1 京都3着

2012．4．15生 牡3青鹿 母 アイペイバック 母母 インデポジット 8戦1勝 賞金 7，700，000円
※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 エイシンパライソ号

19016 7月5日 曇 不良 （27中京3）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：48．9
1：47．8

重
重

11 オウケンワールド 牡3芦 56 川田 将雅福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B478＋ 21：53．8 4．8�
35 ネージュドール 牡3芦 56 幸 英明池江 泰郎氏 高橋 康之 むかわ 市川牧場 432＋141：54．12 11．4�
713� ドリームキラリ 牡3青 56 中谷 雄太セゾンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 498＋ 2 〃 アタマ 13．6�
58 オフビートジャズ 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 544 ―1：54．73� 3．5�
59 � ベ ラ ル デ ィ 牡3鹿 56 岩田 康誠山本 英俊氏 角居 勝彦 米 N.Y. Kitten

Foals, LLC 496＋ 21：54．9	 3．6�
712 ブリーズヴェール 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 468－ 21：55．22 17．1	
610 アシュラウェイ 牡3黒鹿56 松山 弘平前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム B468± 01：55．51	 35．9

47 サンディフック 牡3栗 56 秋山真一郎吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 ハナ 13．2�
22 ノースダルジャン 牝3鹿 54 川島 信二和田 容子氏 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 428－ 8 〃 クビ 302．7�
34 メイショウヒグラシ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 日の出牧場 420± 01：55．6� 146．7
23 オヤマタイザン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣加藤 泰章氏 松永 幹夫 新冠 石郷岡 雅樹 470－ 61：55．81
 280．7�
815 メイショウミソラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 454－ 2 〃 ハナ 30．4�
814 ワンダーヴァローレ 牡3鹿 56 藤懸 貴志山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム B486－ 21：55．9	 45．7�
46 � エイシンバンバ 牝3鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 米 Ted Folkerth

& Brookdale 486＋141：56．0� 47．0�
611� スームジュール 牡3鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 角田 晃一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 500＋ 62：01．7大差 13．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，970，300円 複勝： 38，242，000円 枠連： 16，568，000円
馬連： 55，967，500円 馬単： 29，342，000円 ワイド： 34，046，600円
3連複： 74，879，700円 3連単： 97，361，500円 計： 376，377，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 280円 � 400円 枠 連（1－3） 2，370円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，440円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 70，510円

票 数

単勝票数 計 299703 的中 � 49609（3番人気）
複勝票数 計 382420 的中 � 72658（2番人気）� 33711（4番人気）� 21229（8番人気）
枠連票数 計 165680 的中 （1－3） 5410（9番人気）
馬連票数 計 559675 的中 �� 19023（6番人気）
馬単票数 計 293420 的中 �� 5167（11番人気）
ワイド票数 計 340466 的中 �� 12574（6番人気）�� 5999（18番人気）�� 3960（25番人気）
3連複票数 計 748797 的中 ��� 3847（51番人気）
3連単票数 計 973615 的中 ��� 1001（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―37．1―50．4―1：03．6―1：16．5―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンワールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．4．5 阪神9着

2012．6．10生 牡3芦 母 オウケンガール 母母 シスターソノ 5戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スームジュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月5日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ロープアドープ号（疾病〔疝痛〕のため）
※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 アスタークリスタル号・イチズ号



19017 7月5日 曇 重 （27中京3）第2日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・左）

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
1：35．8
1：32．3

良
良

11 ロ ス カ ボ ス 牡2黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 496 ―1：41．0 2．8�
77 アストラエンブレム 牡2鹿 54 秋山真一郎 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 470 ―1：41．1� 2．3�
55 タンサンドール 牡2栗 54 北村 宏司 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 466 ―1：41．2� 21．5�
88 スズカボルト 牡2栗 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 梅田牧場 490 ―1：41．52 10．5�
44 ゼットフーリ 牝2鹿 54 松山 弘平�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 458 ― 〃 アタマ 18．5�
22 ゴールドラッシュ 牡2鹿 54 川田 将雅前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448 ―1：42．13� 6．1	
33 マニワッショイ 牡2黒鹿54 浜中 俊今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 沼田 照秋 448 ―1：42．31� 34．6

66 イーグルバイオ 牡2鹿 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 478 ―1：42．4� 62．2�
89 メイショウヨイチ 牡2鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 468 ―1：42．72 84．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，078，200円 複勝： 29，202，300円 枠連： 9，321，000円
馬連： 48，471，100円 馬単： 33，652，300円 ワイド： 24，169，700円
3連複： 54，498，400円 3連単： 123，593，200円 計： 360，986，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 230円 枠 連（1－7） 230円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 150円 �� 540円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，150円

票 数

単勝票数 計 380782 的中 � 112355（2番人気）
複勝票数 計 292023 的中 � 68639（2番人気）� 90231（1番人気）� 19634（5番人気）
枠連票数 計 93210 的中 （1－7） 31323（1番人気）
馬連票数 計 484711 的中 �� 137036（1番人気）
馬単票数 計 336523 的中 �� 39251（2番人気）
ワイド票数 計 241697 的中 �� 54113（1番人気）�� 9293（8番人気）�� 8884（9番人気）
3連複票数 計 544984 的中 ��� 31994（4番人気）
3連単票数 計1235932 的中 ��� 21553（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．6―38．8―52．4―1：05．8―1：18．3―1：29．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ロ ス カ ボ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．2．16生 牡2黒鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19018 7月5日 曇 重 （27中京3）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・左）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

22 エスティタート 牝2鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434 ―1：24．7 1．7�

44 ブンブンブラウ 牝2鹿 54 松山 弘平三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 442 ―1：24．8� 24．5�
810 エ キ ド ナ 牝2青鹿54 岩田 康誠�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 490 ―1：25．01� 15．4�
33 タンギモウジア 牝2鹿 54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 490 ―1：25．1� 5．1	
78 イ イ デ シ ロ 牝2芦 54 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 442 ―1：25．63 24．2

89 クールマギー 牝2鹿 54 浜中 俊川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 436 ― 〃 ハナ 10．0�
77 テ ィ ノ 牝2黒鹿54 太宰 啓介 �ローレルレーシング 坂口 正則 千歳 社台ファーム 382 ―1：25．7� 65．1�
11 ダンガンレディ 牝2栗 54

51 ▲義 英真ロイヤルパーク 宮 徹 日高 日高大洋牧場 466 ―1：26．02 61．4
55 リヴァイバル 牝2栗 54 M．デムーロ杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 494 ―1：26．21� 7．7�
66 シゲルカマス 牝2鹿 54 幸 英明森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 428 ―1：29．3大差 115．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，316，300円 複勝： 44，301，200円 枠連： 12，230，600円
馬連： 48，417，500円 馬単： 35，178，400円 ワイド： 25，601，700円
3連複： 55，838，100円 3連単： 125，185，100円 計： 383，068，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 340円 � 220円 枠 連（2－4） 1，810円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 730円 �� 460円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 11，660円

票 数

単勝票数 計 363163 的中 � 175079（1番人気）
複勝票数 計 443012 的中 � 236469（1番人気）� 16303（7番人気）� 28768（5番人気）
枠連票数 計 122306 的中 （2－4） 5213（7番人気）
馬連票数 計 484175 的中 �� 23779（6番人気）
馬単票数 計 351784 的中 �� 13762（7番人気）
ワイド票数 計 256017 的中 �� 8956（9番人気）�� 15234（4番人気）�� 3074（22番人気）
3連複票数 計 558381 的中 ��� 9785（16番人気）
3連単票数 計1251851 的中 ��� 7781（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．4―48．7―1：01．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスティタート �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2013．2．1生 牝2鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 1戦1勝 賞金 7，000，000円



19019 7月5日 曇 重 （27中京3）第2日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走13時20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

11 トウシンハンター 牝3黒鹿54 川田 将雅�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 434－ 42：16．3 4．7�
714 サンライズフレーズ 牡3鹿 56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 446－ 6 〃 クビ 37．2�
35 ジュンファイトクン 牡3栗 56 岩田 康誠河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 450± 02：16．4� 3．6�
59 シップーコウライ 牡3栗 56 幸 英明間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 462± 02：16．61� 3．5�
817 サマーローズ 牝3栗 54 北村 宏司樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 446－ 82：16．7� 20．1�
612 プレミオテーラー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 476＋ 82：16．91� 10．6	
611 シャイニングスター 牡3鹿 56 浜中 俊杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 B482－122：17．11� 7．3

715 レ レ オ ー ネ 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：17．31� 14．7�
510 セイリングオーダー 牝3栗 54 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 新ひだか 片山牧場 424－ 22：18．36 177．4
713 スパークルジョイ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 418－ 82：18．4� 88．5�
48 メイショウメイザン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 B468＋ 4 〃 クビ 193．5�
23 エスケイアタック 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 426－ 22：18．5� 342．3�
816 ヤマニントライブ 牡3栗 56 国分 優作土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 480＋ 22：18．6� 277．6�
36 インスパイアー 牡3栗 56 和田 竜二近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B462＋102：20．7大差 26．4�
47 デルマフウライマツ 	3鹿 56 高倉 稜浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 498－ 22：20．8� 67．3�
24 トミーゴールド 牡3栗 56

53 ▲義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456－ 42：21．33 199．0�
818 サンライズビジュー 牡3栗 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 422－ 42：22．910 78．4�
12 クレバーフォース 	3黒鹿56 中谷 雄太上茶谷 一氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 494－ 42：23．21� 101．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，287，200円 複勝： 38，471，200円 枠連： 19，265，800円
馬連： 65，217，100円 馬単： 31，738，600円 ワイド： 36，698，900円
3連複： 84，862，100円 3連単： 116，201，900円 計： 420，742，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 800円 � 160円 枠 連（1－7） 2，080円

馬 連 �� 10，830円 馬 単 �� 17，450円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 340円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 9，470円 3 連 単 ��� 73，060円

票 数

単勝票数 計 282872 的中 � 47814（3番人気）
複勝票数 計 384712 的中 � 60225（3番人気）� 8821（9番人気）� 74539（2番人気）
枠連票数 計 192658 的中 （1－7） 7166（10番人気）
馬連票数 計 652171 的中 �� 4665（27番人気）
馬単票数 計 317386 的中 �� 1364（49番人気）
ワイド票数 計 366989 的中 �� 2817（29番人気）�� 31884（2番人気）�� 4003（24番人気）
3連複票数 計 848621 的中 ��� 6719（28番人気）
3連単票数 計1162019 的中 ��� 1153（205番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．7―12．8―12．6―12．7―13．0―12．8―12．2―12．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．9―35．6―48．4―1：01．0―1：13．7―1：26．7―1：39．5―1：51．7―2：04．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．8
1
3
18－8（6，16）1，13，11，14（3，12）（5，17）10（2，7，9）4，15・（18，8）16（6，1，17）（14，11，13）（3，12，9）（5，7）（10，15）－2－4

2
4

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

勝馬の
紹 介

トウシンハンター �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．12．7 阪神4着

2012．4．15生 牝3黒鹿 母 トレンドハンター 母母 ロイヤルペルラ 5戦1勝 賞金 7，650，000円
〔発走状況〕 デルマフウライマツ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

サンライズビジュー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズビジュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月5日まで平地

競走に出走できない。
クレバーフォース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月5日まで平地競
走に出走できない。

19020 7月5日 小雨 重 （27中京3）第2日 第8競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

11 トゥヴァビエン 牡5黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 526＋ 21：59．3 25．8�
12 カレングラスジョー 牡5栗 57 武 豊鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518－ 2 〃 ハナ 3．0�
713 ブレイクアウト 牡4青鹿 57

54 ▲義 英真安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 480－ 21：59．4� 53．2�
24 サトノスーペリア 牡4黒鹿57 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 464－ 61：59．5� 9．9�
510 ゼンノスサノヲ 牡4栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 472－ 2 〃 クビ 94．7�
36 	 エアカーディナル 牡4鹿 57 M．デムーロ �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 482＋ 21：59．6
 15．3	
35 ダノンアンビシャス 牡4黒鹿57 岩田 康誠�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466－121：59．7クビ 16．7

816 メイショウウタゲ 牡4栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 504－ 61：59．8
 10．0�
48 タガノコルコバード 牡4鹿 57 幸 英明八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 440＋ 42：00．11
 29．7�
714 サトノロブロイ 牡4鹿 57 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 22：00．31� 4．8
59 ショウナンガッチャ 牡4栗 57 中谷 雄太国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 480± 0 〃 ハナ 94．9�
23 ネオヴァリアント 牡4鹿 57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 490＋102：01．25 28．5�
815 メイショウサターン 牡3栗 54 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 470－ 22：01．3
 208．6�
47 ウォーターイーグル 牡3黒鹿54 浜中 俊山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 514－ 22：01．4クビ 4．5�
612	 ヤマカツスピード 牡4鹿 57 国分 恭介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 490－ 82：02．14 119．0�
611	 モズワトウナイ 牡4鹿 57 小牧 太 �キャピタル・システム 森田 直行 新ひだか 土田 扶美子 444－ 42：03．16 231．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，435，400円 複勝： 46，840，000円 枠連： 23，779，700円
馬連： 78，863，900円 馬単： 39，541，400円 ワイド： 41，745，000円
3連複： 100，362，300円 3連単： 133，426，600円 計： 497，994，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 610円 � 160円 � 990円 枠 連（1－1） 4，520円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 11，340円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 12，440円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 55，670円 3 連 単 ��� 394，830円

票 数

単勝票数 計 334354 的中 � 10338（8番人気）
複勝票数 計 468400 的中 � 16724（9番人気）� 108731（1番人気）� 9672（11番人気）
枠連票数 計 237797 的中 （1－1） 4076（15番人気）
馬連票数 計 788639 的中 �� 14641（16番人気）
馬単票数 計 395414 的中 �� 2613（37番人気）
ワイド票数 計 417450 的中 �� 8623（13番人気）�� 845（72番人気）�� 3578（31番人気）
3連複票数 計1003623 的中 ��� 1352（132番人気）
3連単票数 計1334266 的中 ��� 245（865番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．5―29．9―43．2―56．2―1：08．5―1：21．0―1：33．5―1：46．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

トゥヴァビエン �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ステイールハート デビュー 2013．3．17 阪神3着

2010．4．19生 牡5黒鹿 母 オグラテスコ 母母 オグラトウシヨウ 28戦3勝 賞金 33，180，000円
〔制裁〕 カレングラスジョー号の騎手武豊は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。



19021 7月5日 小雨 重 （27中京3）第2日 第9競走 ��
��2，000�

み の

美 濃 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

34 アドマイヤガスト 牡3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 530＋102：02．7 14．4�
23 シャッターチャンス 牡3鹿 54 小牧 太前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 432± 0 〃 クビ 17．2�
11 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 508－ 42：02．8クビ 3．9�
713 キャノンプレート 牡3黒鹿54 岩田 康誠 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 482－ 22：03．01	 11．5�
22 ザイディックメア 牡3鹿 54 北村 宏司 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 468＋122：03．32 38．2	
814 イイデフューチャー 牡4黒鹿57 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 462± 02：03．4
 20．8

611 ヤマノウィザード 牡4鹿 57 松山 弘平山泉千代子氏 山内 研二 新冠 高瀬牧場 484＋16 〃 アタマ 4．5�
35 ゲットアテープ 牡4鹿 57 M．デムーロ 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 516＋ 82：03．72 3．4�
712 デンコウセキトバ 牡4黒鹿57 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 524＋ 8 〃 ハナ 99．8
815 ダンツメガヒット �3栗 54 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 462± 02：03．8クビ 175．5�
59 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 55 熊沢 重文土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 472＋122：03．9
 93．5�
58 アラートミノル 牡4鹿 57 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480－ 42：04．11	 119．7�
47 ウイントゥモロー 牡4黒鹿57 中井 裕二�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 504－ 22：04．2
 27．5�
46 � テイエムレオネッサ 牝5栗 55 義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 490－102：04．3
 292．0�
610 オカホンコー 牡4鹿 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 482－ 4 〃 アタマ 7．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，676，700円 複勝： 61，107，600円 枠連： 24，153，300円
馬連： 109，033，000円 馬単： 51，114，200円 ワイド： 51，700，100円
3連複： 135，341，200円 3連単： 195，634，200円 計： 670，760，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 420円 � 420円 � 160円 枠 連（2－3） 1，690円

馬 連 �� 9，800円 馬 単 �� 16，410円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 1，070円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 12，030円 3 連 単 ��� 80，310円

票 数

単勝票数 計 426767 的中 � 23699（6番人気）
複勝票数 計 611076 的中 � 32154（7番人気）� 32212（6番人気）� 128705（1番人気）
枠連票数 計 241533 的中 （2－3） 11043（6番人気）
馬連票数 計1090330 的中 �� 8617（32番人気）
馬単票数 計 511142 的中 �� 2335（60番人気）
ワイド票数 計 517001 的中 �� 5515（29番人気）�� 12595（10番人気）�� 11619（12番人気）
3連複票数 計1353412 的中 ��� 8435（42番人気）
3連単票数 計1956342 的中 ��� 1766（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．7―49．3―1：01．7―1：14．3―1：25．9―1：37．9―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．8
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤガスト �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2014．8．3 札幌1着

2012．1．24生 牡3鹿 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル 5戦2勝 賞金 21，250，000円

19022 7月5日 曇 重 （27中京3）第2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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

23 エクストラゴールド 牡4栗 57 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン
ズファーム 524＋ 41：50．6 2．9�

59 キングズガード 牡4鹿 57 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 434± 0 〃 ハナ 4．9�
12 スズカアドニス 牡5栗 57 北村 宏司永井 宏明氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488± 01：51．02� 30．5�
11 グランフィデリオ 牡4青鹿57 岩田 康誠飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 426－10 〃 ハナ 16．2�
816 アドマイヤランディ 牡4栗 57 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：51．31	 6．9�
815 エクストレミティー 牡4鹿 57 北村 友一 P.G．ファッジ氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500± 01：51．51
 25．0	
35 エアカミュゼ 牡4黒鹿57 浜中 俊 
ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：51．6� 7．2�
611 ネオジェネシス 牡4鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 21：51．81
 5．7�
510 メモリーシャルマン 牝6鹿 55 国分 優作橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 514± 01：51．9� 34．9
48 アスターフレンチ 牡5栗 57 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 508＋101：52．32� 79．6�
47 タガノギャラクシー 牡5鹿 57 武 幸四郎八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526－ 11：52．61	 70．8�
24 クレスコモア 牡5黒鹿57 松山 弘平堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522－ 4 〃 アタマ 45．3�
612 サンライズウェイ 牡5栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 アタマ 50．9�
713 スリータイタン �6黒鹿57 国分 恭介永井商事
 村山 明 新ひだか グランド牧場 B454－ 41：52．7クビ 188．2�
714 メイショウオオゼキ �5鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 492＋101：53．44 162．6�
36 タイセイバスター 牡5鹿 57 小牧 太田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 B512＋ 21：54．03� 55．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，761，000円 複勝： 75，912，700円 枠連： 34，985，400円
馬連： 160，548，400円 馬単： 68，541，400円 ワイド： 72，838，400円
3連複： 202，764，800円 3連単： 293，205，100円 計： 958，557，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 180円 � 490円 枠 連（2－5） 770円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，120円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 19，390円

票 数

単勝票数 計 497610 的中 � 133126（1番人気）
複勝票数 計 759127 的中 � 177246（1番人気）� 114700（2番人気）� 28462（7番人気）
枠連票数 計 349854 的中 （2－5） 34905（1番人気）
馬連票数 計1605484 的中 �� 145688（1番人気）
馬単票数 計 685414 的中 �� 33219（2番人気）
ワイド票数 計 728384 的中 �� 62477（1番人気）�� 15767（13番人気）�� 8685（21番人気）
3連複票数 計2027648 的中 ��� 25503（19番人気）
3連単票数 計2932051 的中 ��� 10959（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．4―48．7―1：01．0―1：13．2―1：25．8―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクストラゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Theatrical デビュー 2013．11．17 京都3着

2011．4．27生 牡4栗 母 キングスミール 母母 スルーオール 17戦4勝 賞金 71，835，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴーイングベル号
（非抽選馬） 4頭 サンマルビューティ号・ジャマイカジョー号・マイネルオフィール号・メイショウソレイユ号

１レース目



19023 7月5日 曇 重 （27中京3）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第51回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，26．7．5以降27．6．28まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 658，000円 188，000円 94，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

36 ウ リ ウ リ 牝5青 55．5 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468± 01：09．1 5．1�

47 ダンスディレクター 牡5鹿 55 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 440± 01：09．2� 4．0�
713 サドンストーム 牡6栗 57 国分 優作 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 480＋ 4 〃 クビ 6．6�
510 ベルルミエール 牝4鹿 53 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 466－ 61：09．3クビ 8．6�
11 セイカプリコーン 牡7鹿 53 岡田 祥嗣金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 B486－ 21：09．4� 250．9�
612 タガノブルグ 牡4鹿 54 秋山真一郎八木 秀之氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440＋ 41：09．5� 52．0	
24 トーホウアマポーラ 牝6栗 55 幸 英明東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 B498－ 61：09．6� 23．0

48 ジャストドゥイング 牡3鹿 53 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540－ 21：09．7� 16．3�
714 ホウライアキコ 牝4鹿 53 和田 竜二小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 458－ 21：09．8� 8．6�
817 ワキノブレイブ 牡5青鹿56 武 豊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 496＋ 41：09．9クビ 30．7
12 フレイムヘイロー 
7栗 55 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 474－ 61：10．0� 63．2�
59 ベステゲシェンク 牡5鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470± 01：10．21� 10．3�
818 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 54 国分 恭介ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 464－ 6 〃 同着 48．6�
35 レオパルディナ 牝3鹿 50 川須 栄彦 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 B422－ 21：10．3� 29．5�
611 レオンビスティー 牡6鹿 52 森 一馬備前島敏子氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 B484－ 81：10．51� 199．8�
715 レッドオーヴァル 牝5鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 452＋ 61：10．92� 16．0�
23 マコトナワラタナ 牝6鹿 53 川田 将雅�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：14．5大差 28．3�

（17頭）
816 ベ ル カ ン ト 牝4栗 54 小牧 太前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 167，468，100円 複勝： 228，014，700円 枠連： 150，868，900円
馬連： 636，492，700円 馬単： 257，437，000円 ワイド： 266，099，000円
3連複： 1，029，163，300円 3連単： 1，514，236，300円 計： 4，249，780，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 160円 � 200円 枠 連（3－4） 840円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 530円 �� 650円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 9，110円

票 数

単勝票数 計1674681 的中 � 259897（2番人気）
複勝票数 計2280147 的中 � 320708（2番人気）� 392164（1番人気）� 283003（3番人気）
枠連票数 計1508689 的中 （3－4） 137664（4番人気）
馬連票数 計6364927 的中 �� 419783（1番人気）
馬単票数 計2574370 的中 �� 80444（2番人気）
ワイド票数 計2660990 的中 �� 131848（1番人気）�� 103737（3番人気）�� 114189（2番人気）
3連複票数 計10291633 的中 ��� 322284（1番人気）
3連単票数 計15142363 的中 ��� 120444（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．2―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―44．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．7
3 ・（5，11）－（2，8）4，14（3，10）17（7，9，15）13，6，18，12，1 4 5，11－（2，8）4，3（10，14）（7，17）9（6，13，15）18（1，12）

勝馬の
紹 介

ウ リ ウ リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．13 京都2着

2010．2．11生 牝5青 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 21戦6勝 賞金 201，419，000円
〔出走取消〕 ベルカント号は，疾病〔右肩部挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 レオンビスティー号の騎手森一馬は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔その他〕 マコトナワラタナ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

19024 7月5日 曇 重 （27中京3）第2日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

714 アンナミルト 牝4黒鹿55 M．デムーロ �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 442＋141：10．5 3．5�
816 ヴァイセフラウ 牝4芦 55 松山 弘平�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 21：10．81� 13．2�
11 トウケイタイガー 牡4黒鹿57 川田 将雅木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 458－ 41：11．11� 3．5�
12 � クレアドール 牝4青鹿55 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：11．31� 9．6�
713 ティップトップ 牝4鹿 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 8 〃 アタマ 5．0	
611� レガリテート 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480± 01：11．62 56．1

612 スターペスユウコ 牝4鹿 55 幸 英明河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 460＋161：11．7	 14．5�
47 デンコウリョウ 
7芦 57 北村 友一田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 472－ 41：12．12	 265．5�
815 トリックデック 牡4栗 57 岩田 康誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 41：12．2クビ 58．1
23 タ ピ エ ス 牡3鹿 54

51 ▲�島 克駿細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 470＋ 6 〃 クビ 78．8�
24 ブリンディス 牡3青鹿54 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B516＋181：12．41� 18．4�
36 ラフィネシチー 牝4青鹿 55

54 ☆松若 風馬 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 440－161：12．61	 12．1�
35 カシノハリウッド 牡3栗 54 川須 栄彦柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 518＋ 61：12．81� 34．1�
510 ハクサンエルモ 牝3黒鹿52 和田 竜二河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 444＋ 61：13．22	 76．4�
48 メイショウオヤシオ 
3栗 54 岡田 祥嗣松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 448＋ 21：13．62	 150．0�
59 � マスターウィッシュ 牡6黒鹿57 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 浦河 惣田 英幸 480＋ 41：14．13 438．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，950，100円 複勝： 85，844，500円 枠連： 53，187，200円
馬連： 180，372，300円 馬単： 81，322，300円 ワイド： 85，563，900円
3連複： 230，098，100円 3連単： 355，096，400円 計： 1，138，434，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 270円 � 150円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 840円 �� 330円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 19，610円

票 数

単勝票数 計 669501 的中 � 151135（1番人気）
複勝票数 計 858445 的中 � 148600（2番人気）� 64402（5番人気）� 172741（1番人気）
枠連票数 計 531872 的中 （7－8） 36199（5番人気）
馬連票数 計1803723 的中 �� 51014（10番人気）
馬単票数 計 813223 的中 �� 16199（12番人気）
ワイド票数 計 855639 的中 �� 24746（8番人気）�� 74437（1番人気）�� 23721（10番人気）
3連複票数 計2300981 的中 ��� 50481（9番人気）
3連単票数 計3550964 的中 ��� 13127（47番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．2―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．1―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンナミルト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun デビュー 2014．4．6 阪神4着

2011．2．13生 牝4黒鹿 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 9戦3勝 賞金 26，540，000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 アグネスリュシアン号・ウェディングラン号・テイエムゴージャス号・ピクニックソング号

４レース目



（27中京3）第2日 7月5日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 177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

220，400，000円
1，060，000円
10，760，000円
1，980，000円
19，770，000円
65，815，500円
4，891，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
563，867，100円
793，553，600円
382，507，700円
1，524，852，600円
718，104，900円
718，836，900円
2，153，729，300円
3，261，319，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，116，772，000円

総入場人員 16，326名 （有料入場人員 14，719名）
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