
19025 7月11日 晴 稍重 （27中京3）第3日 第1競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05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
1：09．6
1：07．8

良
良

812 メイショウベニフジ 牝2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 424－ 41：11．0 5．9�
79 ジェントルハート 牝2栗 54 M．デムーロ前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 41：11．1� 6．9�
55 ヒシヘンリー 牡2黒鹿54 浜中 俊阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 新井 昭二 472± 01：11．42 6．8�
67 ガールズティアラ 牝2鹿 54 川田 将雅岡田 繁幸氏 田所 秀孝 浦河 村下 清志 454± 01：11．5� 8．1�
68 コージェント 牡2鹿 54 C．ルメール 水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 498－ 41：11．6� 2．1�
33 ヴ ェ ゼ ー ル 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 530± 01：11．81� 16．1�
56 ク イ ン ダ ム 牝2芦 54 国分 優作西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 �川 啓一 422－ 81：11．9� 221．7	
11 パ キ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真藤田 好紀氏 田中 章博 新ひだか 小河 豊水 406－ 41：12．0� 49．9

710 ウインランブル 牡2鹿 54 松山 弘平�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 464＋ 21：12．21� 29．1�
44 ヒロブレイブ 牡2鹿 54 太宰 啓介石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 442＋ 21：12．83� 269．5
22 オ ン ガ エ シ 牡2栗 54 幸 英明菅藤 宗一氏 木原 一良 新冠 佐藤牧場 450－ 21：13．01� 106．8�

（11頭）
811 タイセイマライカ 牝2黒鹿54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，518，900円 複勝： 38，939，600円 枠連： 8，590，600円
馬連： 38，207，500円 馬単： 25，730，700円 ワイド： 22，333，300円
3連複： 52，154，500円 3連単： 89，624，100円 計： 298，099，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 240円 � 260円 枠 連（7－8） 1，320円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 590円 �� 620円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 20，380円

票 数

単勝票数 差引計 225189（返還計 406） 的中 � 31961（2番人気）
複勝票数 差引計 389396（返還計 471） 的中 � 53814（2番人気）� 41919（3番人気）� 37477（4番人気）
枠連票数 差引計 85906（返還計 38） 的中 （7－8） 5043（6番人気）
馬連票数 差引計 382075（返還計 1228） 的中 �� 16803（6番人気）
馬単票数 差引計 257307（返還計 774） 的中 �� 6134（10番人気）
ワイド票数 差引計 223333（返還計 793） 的中 �� 9834（6番人気）�� 9305（7番人気）�� 7784（10番人気）
3連複票数 差引計 521545（返還計 4078） 的中 ��� 9999（13番人気）
3連単票数 差引計 896241（返還計 5578） 的中 ��� 3188（65番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―46．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウベニフジ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．6．27 阪神3着

2013．4．19生 牝2黒鹿 母 ミスティックライト 母母 Trystero 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 タイセイマライカ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

19026 7月11日 晴 稍重 （27中京3）第3日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35分 （ダート・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
1：48．9
1：47．8

重
重

816 ナムラケイト 牝3鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 486－ 21：54．5 1．4�
714 シ ー ム リ ー 牝3栗 54 酒井 学岡田 壮史氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 444± 01：55．13� 72．8�
713 サンマルアリュール 牝3栗 54 M．デムーロ相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 512－ 21：55．31� 4．9�
815 エナジャイズ 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 474± 01：55．4� 42．6�
23 スズカセルリアン 牝3鹿 54 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 458－ 61：56．35 30．8�
611 デ ィ ア デ ム 牝3黒鹿54 松山 弘平小林竜太郎氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム B460± 01：57．04 27．1�
47 クイーンオブハート 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬ユアストーリー 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 422－ 2 〃 クビ 203．2	
11 スノーライン 牝3芦 54 高倉 稜八尾 博氏 吉村 圭司 安平 追分ファーム 468＋181：57．1クビ 359．8

59 イサチルルンナ 牝3芦 54 幸 英明小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか 前川 正美 462＋ 21：57．52� 25．5�
612 ドラゴンラヴ 牝3鹿 54 藤岡 佑介窪田 康志氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 454－ 41：57．71� 8．3�
48 グラマシーパーク 牝3黒鹿54 和田 竜二吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 430－ 81：57．91� 48．1
35 フェローニア 牝3黒鹿54 武 幸四郎篠田くみ子氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 440－ 41：58．43 47．4�
510 マンテンスター 牝3青鹿 54

51 ▲義 英真サン 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 468＋381：58．5� 227．3�
12 クールレイナ 牝3栗 54 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 462－121：59．24 321．7�
36 ノブグローリー 牝3芦 54 高田 潤前田 亘輝氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 478 ― 〃 クビ 295．7�
24 メイショウソウソウ 牝3鹿 54 中谷 雄太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 456－ 21：59．3クビ 66．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，098，900円 複勝： 105，900，700円 枠連： 13，773，800円
馬連： 45，004，400円 馬単： 32，990，900円 ワイド： 30，173，700円
3連複： 65，022，000円 3連単： 122，448，200円 計： 440，412，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 590円 � 130円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 170円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 14，120円

票 数

単勝票数 計 250989 的中 � 142111（1番人気）
複勝票数 計1059007 的中 � 849197（1番人気）� 7055（9番人気）� 67765（2番人気）
枠連票数 計 137738 的中 （7－8） 41690（1番人気）
馬連票数 計 450044 的中 �� 10870（10番人気）
馬単票数 計 329909 的中 �� 5933（12番人気）
ワイド票数 計 301737 的中 �� 5878（14番人気）�� 61998（1番人気）�� 3112（19番人気）
3連複票数 計 650220 的中 ��� 17528（9番人気）
3連単票数 計1224482 的中 ��� 6286（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．8―51．5―1：04．1―1：16．7―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラケイト �
�
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 2015．3．22 中京4着

2012．5．15生 牝3鹿 母 レーヌヴェルト 母母 グリーンポーラ 6戦1勝 賞金 12，450，000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 シゲルハナガサ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 中京競馬 第３日



19027 7月11日 晴 稍重 （27中京3）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時05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
1：20．0
1：19．0

良
良

714 ブライトボイス 牡3栗 56
53 ▲�島 克駿宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482－101：22．5 9．7�

36 ティーエスバラ 牡3鹿 56 松山 弘平田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 502＋ 4 〃 クビ 3．9�
715 ダイメイチャンプ 牝3鹿 54 C．ルメール 宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 454－ 81：22．6クビ 8．5�
510 エスペランサルル 牝3栗 54 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 416－ 21：22．7� 21．9�
48 トウカイルンバ 牡3黒鹿56 柴田 未崎内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 436－ 21：22．8クビ 21．4�
12 � エイシンパライソ 牡3栗 56 M．デムーロ	栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 510＋ 2 〃 ハナ 10．9

818 サウンドギャツビー 牡3黒鹿56 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 488± 0 〃 ハナ 12．1�
816 ブリーズベイ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉田 安惠氏 藤岡 健一 日高 オリオンファーム 434＋ 81：23．01� 9．6�
24 ノミネーション 牡3黒鹿56 福永 祐一石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 470± 01：23．1クビ 3．9
612 シンボリシャガール 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 448± 0 〃 クビ 19．0�
59 マイティーフライ 牝3鹿 54 和田 竜二�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 432＋121：23．2クビ 155．7�
47 ヴァルディスーザ 牡3栗 56 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 560－ 61：23．3� 30．7�
713 バトルハイスポット 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬宮川 秋信氏 本田 優 新冠 樋渡 志尚 442＋ 81：23．51� 183．0�
11 メイケイヘリオス 牡3黒鹿56 浜中 俊名古屋競馬	 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 518－ 21：23．6	 38．3�
611 パイアタウン 牝3栗 54 北村 友一金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 日高 白井牧場 446＋121：23．81� 61．8�
23 ティーエスベスト 牡3鹿 56

53 ▲義 英真田畑 利彦氏 岩元 市三 日高 Shall Farm 428－ 61：24．01� 268．0�
35 ウォーターアイリス 牝3栗 54 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 454－ 2 〃 クビ 193．6�
817 カプリオーレ 牝3黒鹿54 太宰 啓介 	ローレルレーシング 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 424＋ 8 〃 ハナ 337．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，921，400円 複勝： 37，719，600円 枠連： 14，767，800円
馬連： 48，050，100円 馬単： 25，300，700円 ワイド： 31，113，000円
3連複： 71，587，000円 3連単： 84，294，900円 計： 335，754，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 270円 � 160円 � 250円 枠 連（3－7） 770円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，600円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 35，060円

票 数

単勝票数 計 229214 的中 � 18869（5番人気）
複勝票数 計 377196 的中 � 32908（5番人気）� 70880（2番人気）� 35905（3番人気）
枠連票数 計 147678 的中 （3－7） 14771（3番人気）
馬連票数 計 480501 的中 �� 21971（2番人気）
馬単票数 計 253007 的中 �� 4837（9番人気）
ワイド票数 計 311130 的中 �� 13954（2番人気）�� 4769（18番人気）�� 9920（6番人気）
3連複票数 計 715870 的中 ��� 9320（11番人気）
3連単票数 計 842949 的中 ��� 1743（73番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．1―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．4―46．5―58．3―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 7，15，4（2，6）（1，8）（12，14）10，18，5，16－（11，9）13（3，17） 4 7，15（4，6）2（1，12，8）（10，14）18（5，16）－（11，9）－（3，17，13）

勝馬の
紹 介

ブライトボイス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．7．5 中京6着

2012．3．27生 牡3栗 母 アフレタータ 母母 チャイナブリーズ 14戦1勝 賞金 12，500，000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 ヘイムダル号

19028 7月11日 晴 稍重 （27中京3）第3日 第4競走 1，900�サラブレッド系3歳
発走11時35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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

816 キングカヌヌ 牡3芦 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490± 02：00．0 2．8�
612 ショウナンハルカス 牡3黒鹿56 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482＋ 42：00．42� 4．5�
48 サトノシャルマン 牝3鹿 54 C．ルメール 里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470－ 62：01．03� 7．6�
714 ロードプレステージ 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 434－ 22：01．31� 18．0�
713 テイエムゴーケツ 牡3鹿 56 川須 栄彦竹園 正繼氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 534－ 62：02．89 23．8	
59 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 B550－ 62：02．9� 14．6

815 トミースマイル 牡3芦 56

55 ☆岩崎 翼北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 450± 0 〃 クビ 138．6�
611 ギンザセレクト 牡3青鹿56 川田 将雅有馬 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486－ 42：03．11� 5．6
36 ハネムーンイーサ 牝3黒鹿54 幸 英明藤井聡一郎氏 服部 利之 日高 下河辺牧場 484± 02：03．95 216．5�
11 クレイヴソリッシュ 牡3鹿 56 国分 恭介 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－10 〃 アタマ 89．6�
12 メイショウオウケン 牡3栗 56 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 赤田牧場 430＋ 4 〃 ハナ 318．6�
510 メイショウブユウ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482± 02：05．49 22．1�
23 アウトゼアー 牡3鹿 56 和田 竜二薪浦 亨氏 西橋 豊治 新ひだか 木下牧場 498± 02：05．61� 8．5�
47 ワンダーオブテール 牡3黒鹿56 藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム B480－142：07．19 340．4�
35 ハッピージュエル 牝3栗 54 中井 裕二�辻牧場 中内田充正 浦河 辻 牧場 448－ 22：08．710 213．6�
24 サンデージーク 牝3芦 54 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 460－182：13．1大差 249．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，447，600円 複勝： 37，932，600円 枠連： 14，182，900円
馬連： 47，715，900円 馬単： 26，227，900円 ワイド： 27，809，900円
3連複： 63，736，100円 3連単： 83，498，900円 計： 328，551，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 160円 � 190円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 370円 �� 360円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 7，320円

票 数

単勝票数 計 274476 的中 � 78049（1番人気）
複勝票数 計 379326 的中 � 89455（1番人気）� 59747（3番人気）� 44119（4番人気）
枠連票数 計 141829 的中 （6－8） 28163（1番人気）
馬連票数 計 477159 的中 �� 47526（1番人気）
馬単票数 計 262279 的中 �� 12342（2番人気）
ワイド票数 計 278099 的中 �� 20070（3番人気）�� 20451（2番人気）�� 8815（8番人気）
3連複票数 計 637361 的中 ��� 27301（3番人気）
3連単票数 計 834989 的中 ��� 8265（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―29．8―42．9―56．0―1：08．1―1：20．7―1：33．7―1：46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

キングカヌヌ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tapit デビュー 2014．9．21 阪神10着

2012．5．1生 牡3芦 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 9戦1勝 賞金 13，110，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウブユウ号・アウトゼアー号・ワンダーオブテール号・ハッピージュエル号・

サンデージーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月11日まで平地競走
に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 モアザンワーズ号・ワールドカップ号



19029 7月11日 晴 稍重 （27中京3）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時25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

89 アドマイヤリード 牝2青鹿54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 398 ―1：39．9 3．5�
33 シルバーステート 牡2青鹿54 福永 祐一�G1レーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 アタマ 2．4�
78 オーバーカム 牡2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 490 ―1：40．32� 3．4�
11 � マ デ ィ デ ィ 牡2鹿 54 川須 栄彦�ラ・メール 友道 康夫 米

Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

460 ―1：40．72� 60．3�
22 エスペランサリュウ 牡2鹿 54 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 日高 中館牧場 466 ―1：40．91 224．6	
77 ガ リ ゲ ッ ト 牡2黒鹿54 浜中 俊 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496 ―1：41．11� 23．1�
66 ホイールバーニング 牡2栗 54 M．デムーロ市川 義美氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 510 ― 〃 クビ 11．6�
810 エフハリスト 牡2青鹿54 小牧 太吉澤 克己氏 橋口弘次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 448 ―1：41．73� 82．5�
44 クロスアンジュ 牝2青鹿54 C．ルメール 吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 450 ―1：41．8� 31．8�
55 シゲルシロアマダイ 牡2芦 54 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 B424 ―1：42．22� 191．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，480，400円 複勝： 41，392，200円 枠連： 8，927，800円
馬連： 53，213，100円 馬単： 36，120，600円 ワイド： 23，689，600円
3連複： 59，879，200円 3連単： 134，736，400円 計： 405，439，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（3－8） 380円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 160円 �� 200円 �� 160円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 1，870円

票 数

単勝票数 計 474804 的中 � 114099（3番人気）
複勝票数 計 413922 的中 � 61447（3番人気）� 139936（1番人気）� 121578（2番人気）
枠連票数 計 89278 的中 （3－8） 17859（2番人気）
馬連票数 計 532131 的中 �� 94492（2番人気）
馬単票数 計 361206 的中 �� 30414（4番人気）
ワイド票数 計 236896 的中 �� 38898（1番人気）�� 26221（3番人気）�� 38324（2番人気）
3連複票数 計 598792 的中 ��� 157729（1番人気）
3連単票数 計1347364 的中 ��� 52051（4番人気）

ハロンタイム 13．3―13．1―13．5―13．1―12．6―11．8―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―26．4―39．9―53．0―1：05．6―1：17．4―1：28．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤリード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Numerous 初出走

2013．3．18生 牝2青鹿 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19030 7月11日 晴 良 （27中京3）第3日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （ダート・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 350，000
350，000

円
円� 基準タイム

中央レコード
1：25．0
1：23．1

不良
重

48 ゴ ブ レ ッ ト 牝2鹿 54 M．デムーロ�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 474 ―1：27．4 20．0�

815 セレッソプリマベラ 牝2栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 桑田フアーム 434 ―1：27．61� 59．2�
612 ソーディヴァイン 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 520 ―1：27．91� 5．1�
36 バ デ ル 牡2黒鹿54 幸 英明今西 和雄氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492 ― 〃 クビ 9．1�
12 ロードリゲル 牡2鹿 54 小牧 太 	ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 466 ―1：28．0クビ 84．7

59 タガノファサネイト 牡2鹿 54

51 ▲�島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436 ― 〃 同着 15．6�

47 リ ル ー ジ ュ 牡2鹿 54 和田 竜二江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 454 ― 〃 クビ 3．9�
510 キクノブレッザ 牡2青鹿54 藤岡 佑介菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 高村牧場 512 ―1：28．63� 134．9
714 ディープコレット 牡2黒鹿54 吉田 豊深見 敏男氏 水野 貴広 新冠 ハシモトフアーム 490 ―1：29．45 61．7�
23 アムロタイプ 牡2鹿 54 太宰 啓介萩 英男氏 坪 憲章 日高 中川 哲也 436 ―1：29．61� 24．4�
35 レ ガ ー ロ 牡2鹿 54 C．ルメール 寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 490 ―1：29．92 3．8�
11 カ キ ナ ダ 牡2鹿 54 福永 祐一鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新ひだか 原 達也 480 ― 〃 アタマ 31．4�
713 ハーモニーゲイル 牡2栗 54

53 ☆松若 風馬日下部勝德氏 土田 稔 日高 三城牧場 482 ―1：30．53� 98．9�
611 ダイシンヤース 牡2鹿 54 松山 弘平山崎 泰博氏 池添 学 新ひだか へいはた牧場 504 ―1：30．81� 10．4�
816 シゲルイブリカマス 牝2鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 438 ―1：31．01 179．6�
24 クインズマーズ 牡2栗 54 浜中 俊 	クイーンズ・ランチ 中竹 和也 新ひだか 徳本 幸雄 478 ―1：31．42� 82．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，334，600円 複勝： 30，374，600円 枠連： 16，689，700円
馬連： 46，704，900円 馬単： 23，890，300円 ワイド： 26，361，800円
3連複： 58，934，100円 3連単： 77，636，700円 計： 307，926，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 460円 � 1，170円 � 240円 枠 連（4－8） 6，980円

馬 連 �� 30，260円 馬 単 �� 51，480円

ワ イ ド �� 10，030円 �� 1，660円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 68，100円 3 連 単 ��� 423，200円

票 数

単勝票数 計 273346 的中 � 11523（7番人気）
複勝票数 計 303746 的中 � 16900（7番人気）� 5894（10番人気）� 39360（3番人気）
枠連票数 計 166897 的中 （4－8） 1853（21番人気）
馬連票数 計 467049 的中 �� 1196（60番人気）
馬単票数 計 238903 的中 �� 348（104番人気）
ワイド票数 計 263618 的中 �� 667（65番人気）�� 4189（19番人気）�� 1580（38番人気）
3連複票数 計 589341 的中 ��� 649（144番人気）
3連単票数 計 776367 的中 ��� 133（883番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．3―47．9―1：00．9―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．1―3F39．5
3 ・（11，15，14）（7，12，16）（6，9）－（3，10）－（1，8）2－13＝5＝4 4 ・（11，15，14）（7，12）16（6，9）－（3，10）（1，8）2＝13－5＝4

勝馬の
紹 介

ゴ ブ レ ッ ト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Most Welcome 初出走

2013．4．8生 牝2鹿 母 カ ク テ ル 母母 Cockatrice 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 クインズマーズ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
※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 ゴールデンリバー号



19031 7月11日 晴 良 （27中京3）第3日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時25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
1：58．8
1：56．1

良
良

47 ア ン ネ イ 牡3栗 56 小牧 太橋口スイ子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 486－ 62：05．4 16．9�
818 サンライズフルール 牡3栗 56 C．ルメール 松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 458＋142：05．61 7．1�
611 ナムラオツウ 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 406± 02：05．7� 14．5�
48 タガノヴェリテ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478－ 22：05．8� 7．5�

24 ハッピーウィルス 牡3鹿 56 幸 英明吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 490－ 42：06．12 3．7�
59 ナ ポ レ オ ン 牡3栗 56 武 豊前迫 義幸氏 高野 友和 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 42：06．31� 21．6�
510 サダムジャポン 牡3黒鹿56 川田 将雅大西 定氏 松田 博資 新ひだか 神垣 道弘 424－ 2 〃 ハナ 10．1	
817 カネトシルミナ 牝3鹿 54 森 一馬兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 武田 寛治 432－ 22：06．51� 365．0

612 ウォーターライラ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 462－ 82：06．6� 149．9�
713 カフジドラゴン 牡3栗 56 国分 優作加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 鎌田 正嗣 490－ 8 〃 アタマ 46．1�
11 コスモブラッドレー 牡3黒鹿56 和田 竜二 ビッグレッドファーム 中村 均 浦河 浦河小林牧場 468－10 〃 クビ 122．1�
715 ワンダープレジール 牡3黒鹿56 北村 友一山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム B432－122：06．7� 242．5�
35 キクノメドウ 牝3青鹿54 浜中 俊菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 448＋ 2 〃 アタマ 200．2�
816 スリーロード 牡3黒鹿56 酒井 学永井商事� 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 410± 02：06．8� 125．0�
36 ドリームシューター 牡3青鹿56 中谷 雄太セゾンレースホース� 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 434± 02：07．11� 116．3�
12 テイエムマテンロウ �3芦 56 高倉 稜竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 中川 隆 B488－ 62：07．63 102．3�
23 タイセイブレイド 牡3黒鹿56 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 440± 02：08．34 3．1�
714 スズカディープ 牡3青鹿56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444 ―2：11．7大差 20．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，228，500円 複勝： 34，265，900円 枠連： 18，674，100円
馬連： 53，435，400円 馬単： 26，696，900円 ワイド： 29，872，400円
3連複： 68，354，100円 3連単： 91，988，600円 計： 347，515，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 500円 � 300円 � 330円 枠 連（4－8） 2，300円

馬 連 �� 7，400円 馬 単 �� 16，030円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 2，580円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 24，830円 3 連 単 ��� 150，880円

票 数

単勝票数 計 242285 的中 � 11444（7番人気）
複勝票数 計 342659 的中 � 16875（7番人気）� 31515（4番人気）� 27519（5番人気）
枠連票数 計 186741 的中 （4－8） 6268（8番人気）
馬連票数 計 534354 的中 �� 5590（23番人気）
馬単票数 計 266969 的中 �� 1249（50番人気）
ワイド票数 計 298724 的中 �� 3168（25番人気）�� 2967（27番人気）�� 4232（19番人気）
3連複票数 計 683541 的中 ��� 2064（69番人気）
3連単票数 計 919886 的中 ��� 442（412番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．7―51．3―1：04．3―1：17．2―1：29．8―1：41．8―1：53．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6
1
3
7，11（5，12）17（3，18）（4，10）（2，15）8（6，16）（13，9）14－1・（7，11）（5，12）（3，17）（4，18）10（2，15，9）8（16，1）（6，13）14

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

勝馬の
紹 介

ア ン ネ イ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．1．18 中京5着

2012．2．13生 牡3栗 母 テンシノダンス 母母 ユーワレイホー 5戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 アンネイ号の騎手小牧太は，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：11番・3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカディープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月11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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 スズカレグルス号・ディファースト号・ホワイトフリル号・メイショウミツボシ号
（非抽選馬） 1頭 ウィスパーノット号

19032 7月11日 晴 良 （27中京3）第3日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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
1：21．9
1：21．5

良
不良

714� トータルヒート 牝4栗 55 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 462－ 61：24．4 2．5�

12 チーフアセスメント 牡4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 41：24．71� 7．4�

24 ヨウライフク 牡3栗 54 北村 友一小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 486± 01：24．8� 189．2�
815 ゼンノロンゴ 牡4鹿 57

54 ▲�島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 498－ 41：24．9� 24．4�
47 � コズミックショア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 476－ 2 〃 アタマ 20．5�
48 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿54 福永 祐一前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：25．0クビ 4．0	
59 ゴールドスーク 牡4栗 57 武 豊 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 506－ 41：25．1	 7．6

11 アリエスジューゴー 牡3鹿 54 �島 良太武井 祥久氏 武田 博 むかわ 小林 孝幸 476－ 61：25．31	 99．0�
611 アサクサプライド 牡4栗 57 幸 英明田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468＋101：25．4クビ 60．1�
510 タマモイレブン 牡3鹿 54 川田 将雅タマモ 中竹 和也 新冠 守矢牧場 522－ 2 〃 ハナ 22．1�
713 レッドロンメル 牡4栗 57 浜中 俊 東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－121：25．61
 7．7�
35 ハトマークエース 牡3黒鹿54 藤岡 佑介山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 456－ 61：26．13 58．1�
612 オーディンバローズ 牡4青鹿57 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 506＋ 81：26．95 91．0�
816� サトノフェニックス 牡5青鹿 57

54 ▲義 英真里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 456－13 〃 クビ 134．4�
36 � ラストアタック 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬五影 慶則氏 西村 真幸 日高 チャンピオン
ズファーム 460－191：27．32	 139．8�

23 ハードミルキー 牡3栗 54 酒井 学津田 一男氏 西橋 豊治 日高 ナカノファーム B480－ 6 〃 クビ 216．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，317，300円 複勝： 48，638，300円 枠連： 18，581，100円
馬連： 71，174，000円 馬単： 35，317，200円 ワイド： 38，762，400円
3連複： 90，301，400円 3連単： 131，308，900円 計： 466，400，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 230円 � 2，700円 枠 連（1－7） 760円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 380円 �� 5，880円 �� 10，880円

3 連 複 ��� 53，530円 3 連 単 ��� 147，590円

票 数

単勝票数 計 323173 的中 � 101852（1番人気）
複勝票数 計 486383 的中 � 128688（1番人気）� 52000（4番人気）� 3072（13番人気）
枠連票数 計 185811 的中 （1－7） 18866（3番人気）
馬連票数 計 711740 的中 �� 52889（4番人気）
馬単票数 計 353172 的中 �� 15672（5番人気）
ワイド票数 計 387624 的中 �� 29685（2番人気）�� 1581（40番人気）�� 850（58番人気）
3連複票数 計 903014 的中 ��� 1265（106番人気）
3連単票数 計1313089 的中 ��� 645（354番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．3―11．9―12．5―11．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．6―46．5―59．0―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トータルヒート �
�
父 Street Cry �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2013．8．4 小倉8着

2011．4．14生 牝4栗 母 Lethal Heat 母母 Lethal Leta 16戦3勝 賞金 40，850，000円
※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 シャトーウインド号・スズカチャンプ号・ラブミークン号



19033 7月11日 晴 良 （27中京3）第3日 第9競走 ��2，000�
ちゃうすやまこうげん

茶臼山高原特別
発走14時25分 （芝・左）

3歳以上，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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

47 トーセンビクトリー 牝3鹿 52 武 豊島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 22：01．8 4．5�
22 スティーグリッツ 牡3栗 54 C．ルメール �G1レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 クビ 3．1�
610 ジョーアラタ 牡3鹿 54 小牧 太上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 484＋ 22：02．01 34．1�
35 タイセイアプローズ 牡3鹿 54 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 458＋ 6 〃 クビ 3．5�
814 ロードフェンネル �4黒鹿57 �島 良太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 466± 02：02．21� 94．2	
59 トウキョウタフガイ 牡4鹿 57 北村 友一市川 義美氏 松田 博資 安平 追分ファーム 470－ 6 〃 アタマ 11．3

611 サンデーウィザード 牡3鹿 54 松若 風馬巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：02．51	 38．7�
58 ウェーブキング 牡3鹿 54 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 浦河 杵臼牧場 506＋ 2 〃 アタマ 18．4�
23 メイショウラリマー 牡4栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 476－ 62：02．6クビ 20．3
34 ブラックカイト 牡4黒鹿57 和田 竜二三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 友田牧場 468＋ 22：02．81� 23．3�
46 クロニクルスカイ 牡4鹿 57 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド 524＋10 〃 ハナ 29．2�
712
 キ ン コ バ ン 牡4栗 57 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 480＋ 22：03．01� 149．5�
11 ハギノブシドウ 牡5栗 57 浜中 俊日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 500＋ 62：04．38 42．3�
713 クインズロンペール 牡3芦 54 秋山真一郎 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 504± 0 〃 クビ 172．7�
815 コルボノワール 牝3青鹿52 福永 祐一�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 458＋142：04．72� 20．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，155，800円 複勝： 49，888，600円 枠連： 20，997，700円
馬連： 91，810，500円 馬単： 44，291，100円 ワイド： 45，420，900円
3連複： 117，055，400円 3連単： 165，106，900円 計： 571，726，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 150円 � 600円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，330円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 37，470円

票 数

単勝票数 計 371558 的中 � 65985（3番人気）
複勝票数 計 498886 的中 � 80544（3番人気）� 107674（1番人気）� 15067（9番人気）
枠連票数 計 209977 的中 （2－4） 27650（2番人気）
馬連票数 計 918105 的中 �� 94542（2番人気）
馬単票数 計 442911 的中 �� 19232（4番人気）
ワイド票数 計 454209 的中 �� 36763（2番人気）�� 4656（29番人気）�� 6693（19番人気）
3連複票数 計1170554 的中 ��� 9761（27番人気）
3連単票数 計1651069 的中 ��� 3194（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．3―48．8―1：01．3―1：13．9―1：26．4―1：38．4―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンビクトリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 札幌3着

2012．4．23生 牝3鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 6戦2勝 賞金 21，564，000円

19034 7月11日 晴 良 （27中京3）第3日 第10競走 ��1，200�
お と う ば し

尾 頭 橋 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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

59 ブルドッグボス 牡3鹿 54 幸 英明 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 514＋ 41：11．0 1．6�
510 パイメイメイ 牝4鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B486＋ 41：11．42� 6．5�
24 ケ ッ キ セ ヨ 牡5鹿 57 福永 祐一一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 474± 0 〃 クビ 25．6�
47 ローレルベローチェ 牡4栗 57 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 484－ 21：11．5� 7．6�
35 パーティードレス 牝4栗 55 C．ルメール 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 アタマ 14．6�
714 カネトシビバーチェ 牝4鹿 55 武 豊兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 450＋ 61：11．6クビ 12．8	
611 シルヴァーグレイス 牝5鹿 55 M．デムーロ吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 464－ 21：11．91	 22．5

11 ノーフェイト 牝3栗 52 吉田 豊髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 454± 0 〃 クビ 142．8�
23 グレイスフルデイズ 
5芦 57 和田 竜二 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 478－101：12．0クビ 81．5�
816 ナリタロック 牡5栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 496± 0 〃 アタマ 142．1
815� エルウェーオージャ 
7青 57 国分 恭介雑古 隆夫氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 484－ 61：12．31	 102．8�
48 � ワンダフルラスター 牡3鹿 54 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift

Farm LLC 510＋ 21：12．93� 31．9�
36 � アスターストーム 牡5鹿 57 �島 良太加藤 久枝氏 武田 博 米

Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

498＋ 21：13．32� 136．3�
12 メイショウワダイコ 牡3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 518± 01：13．62 30．2�
713 テイエムキュウコー 
4鹿 57 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 470－ 41：13．7クビ 282．6�
612� リアライズナマステ 牡6栗 57 岩崎 翼工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470＋ 21：14．02 570．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，507，900円 複勝： 147，504，400円 枠連： 28，773，700円
馬連： 130，272，500円 馬単： 73，026，500円 ワイド： 64，431，400円
3連複： 160，828，000円 3連単： 283，151，800円 計： 946，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 340円 枠 連（5－5） 720円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 330円 �� 600円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 9，790円

票 数

単勝票数 計 585079 的中 � 292210（1番人気）
複勝票数 計1475044 的中 � 979182（1番人気）� 92898（3番人気）� 36797（7番人気）
枠連票数 計 287737 的中 （5－5） 30878（4番人気）
馬連票数 計1302725 的中 �� 137597（2番人気）
馬単票数 計 730265 的中 �� 60278（2番人気）
ワイド票数 計 644314 的中 �� 54946（2番人気）�� 27204（6番人気）�� 6812（25番人気）
3連複票数 計1608280 的中 ��� 31045（15番人気）
3連単票数 計2831518 的中 ��� 20950（25番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．9―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―46．1―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルドッグボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2014．10．19 京都1着

2012．4．20生 牡3鹿 母 リファールカンヌ 母母 リファールニース 6戦3勝 賞金 47，166，000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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エイシンローリン号・ガッサンプレイ号・カリスマサンスカイ号・タキオンレディー号・ヒラボクダッシュ号・

ポメグラネイト号・ヤマニンメンヒル号・レギス号



19035 7月11日 晴 良 （27中京3）第3日 第11競走 ��1，400�
とよあけ

豊明ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，26．7．12以降27．7．5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

豊明市長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

818 ゴールドベル 牡6黒鹿53 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 478－ 81：21．3 10．2�
715 アンブリッジ 牡5鹿 55 M．デムーロ佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：21．4� 19．2�
713 マ カ ハ 牡6鹿 56 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B464－121：21．61� 7．4�
24 サトノキングリー 牡5鹿 55 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 3．9�
35 フロアクラフト 牝5黒鹿54 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 506± 01：21．81 11．9	
11 ピークトラム 牡4黒鹿57 武 豊吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 488－ 21：21．9� 6．3

12 メイショウライナー 牡5鹿 55 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 488＋10 〃 ハナ 27．5�
48 シルクドリーマー 牡6鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 480－ 2 〃 アタマ 33．8
47 サトノネプチューン 牡5鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 ハナ 22．0�
510 ヴィクタープライム 牡3青鹿53 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 452＋ 41：22．11� 51．0�
816 マルタカシクレノン 牡7青鹿55 和田 竜二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 500－ 4 〃 ハナ 32．5�
612 ロ ノ 牡6黒鹿55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 464－ 6 〃 クビ 49．2�
611 オビーディエント 牡6黒鹿53 川島 信二�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 454± 01：22．2� 120．0�
36 � ア イ ラ イ ン 牝3黒鹿51 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 436＋ 21：22．3クビ 4．9�
817 ビ リ オ ネ ア 牝5鹿 51 酒井 学間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 454＋ 81：22．4� 153．3�
59 ワキノヒビキ 牡3鹿 52 幸 英明脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 498± 0 〃 クビ 89．1�
714 サ マ ー ル ナ 牝6鹿 53 藤岡 佑介セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 468＋ 41：22．5クビ 28．1�
23 ラインスピリット 牡4黒鹿58 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 420－ 2 〃 クビ 35．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 71，493，100円 複勝： 115，450，900円 枠連： 67，691，700円
馬連： 264，968，000円 馬単： 108，316，500円 ワイド： 112，498，400円
3連複： 387，063，400円 3連単： 522，124，700円 計： 1，649，606，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 340円 � 590円 � 250円 枠 連（7－8） 1，710円

馬 連 �� 10，590円 馬 単 �� 18，370円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 1，380円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 25，030円 3 連 単 ��� 146，260円

票 数

単勝票数 計 714931 的中 � 56017（5番人気）
複勝票数 計1154509 的中 � 88238（6番人気）� 46072（7番人気）� 137262（3番人気）
枠連票数 計 676917 的中 （7－8） 30655（7番人気）
馬連票数 計2649680 的中 �� 19380（35番人気）
馬単票数 計1083165 的中 �� 4421（66番人気）
ワイド票数 計1124984 的中 �� 8664（40番人気）�� 21386（10番人気）�� 14396（19番人気）
3連複票数 計3870634 的中 ��� 11595（72番人気）
3連単票数 計5221247 的中 ��� 2588（419番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．5―11．7―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．2―33．7―45．4―57．2―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドベル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Red Ransom デビュー 2011．9．18 阪神3着

2009．2．26生 牡6黒鹿 母 シルバーベル 母母 ノベンバーサンライズ 29戦5勝 賞金 67，922，000円

19036 7月11日 晴 良 （27中京3）第3日 第12競走 1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

714 ヴィルジニア 牝5鹿 55 C．ルメール �G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：35．7 4．6�
815 ガルデルスリール 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 2．6�
47 マイネリベルタス 牝4鹿 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 432± 01：35．8� 14．4�
48 ビットレート 牝3栗 52 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446－ 61：35．9� 5．8�
12 プリンセスアスク 牝4青鹿 55

54 ☆岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 450＋ 2 〃 ハナ 16．5	
713 マイネヴァリエンテ 牝4鹿 55 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 71：36．0クビ 35．9

11 スヴァラッシー 牝4青鹿55 和田 竜二吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 454± 01：36．1� 85．0�
611 ダノンルージュ 牝5鹿 55 福永 祐一�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－121：36．31� 16．3�
816 ガートルード 牝4黒鹿 55

52 ▲義 英真 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 クビ 135．5
35 エ イ ン セ ル 牝5鹿 55 浜中 俊吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 アタマ 9．6�
612 ヤマニンナジャーハ 牝3黒鹿 52

49 ▲�島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 420－ 21：36．51� 49．3�
36 ア ン ジ ュ エ 牝5黒鹿55 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 478＋101：37．13� 56．0�
510� クリノツネチャン 牝4栗 55 酒井 学栗本 博晴氏 飯田 雄三 日高 川島 良一 438－ 2 〃 アタマ 238．7�
23 � ルールビクトリア 牝4栗 55 北村 友一儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 464－201：37．2� 117．1�
59 キュークッキング 牝4黒鹿55 幸 英明栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 B474＋ 21：37．3� 33．8�
24 フェイトカラー 牝4黒鹿 55

54 ☆松若 風馬吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 514± 01：37．62 15．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，147，900円 複勝： 77，401，100円 枠連： 29，917，800円
馬連： 135，916，500円 馬単： 60，601，600円 ワイド： 66，831，000円
3連複： 169，207，500円 3連単： 260，474，500円 計： 852，497，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 120円 � 250円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 240円 �� 930円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計 521479 的中 � 89422（2番人気）
複勝票数 計 774011 的中 � 113667（2番人気）� 215277（1番人気）� 59701（5番人気）
枠連票数 計 299178 的中 （7－8） 52233（1番人気）
馬連票数 計1359165 的中 �� 203710（1番人気）
馬単票数 計 606016 的中 �� 37175（2番人気）
ワイド票数 計 668310 的中 �� 83703（1番人気）�� 16255（9番人気）�� 30378（5番人気）
3連複票数 計1692075 的中 ��� 66238（3番人気）
3連単票数 計2604745 的中 ��� 23547（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．1―48．4―1：00．7―1：12．4―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

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

ヴィルジニア �
�
父 Galileo �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2013．2．10 京都1着

2010．3．29生 牝5鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 14戦2勝 賞金 33，826，000円
〔発走状況〕 フェイトカラー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 フェイトカラー号の騎手松若風馬は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔調教再審査〕 フェイトカラー号は，発走調教再審査。



（27中京3）第3日 7月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 186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

183，020，000円
1，060，000円
13，860，000円
1，610，000円
16，200，000円
69，907，000円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
448，652，300円
765，408，500円
261，568，700円
1，026，472，800円
518，510，900円
519，297，800円
1，364，122，700円
2，046，394，600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 6，950，428，300円

総入場人員 12，626名 （有料入場人員 11，443名）
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