
19085 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2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 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
1：12．2
1：10．2

良
不良

816 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 482－101：13．4 6．1�

35 ウインフェルベール 牡2青鹿54 津村 明秀�ウイン �島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 456－ 41：13．5� 31．1�
47 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 430－ 4 〃 アタマ 4．9�
612 クロースフレンド 牝2黒鹿54 福永 祐一吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 416－ 61：13．81� 10．4�
36 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± 01：14．11� 2．6�
713 アナフィエル 牝2栗 54 武 豊�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410－ 21：14．42 29．5	
12 カノヤルジャンドル 牝2鹿 54

51 ▲�島 克駿神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 436－101：15．35 73．9

11 キ ラ パ ワ ー 牡2栗 54 秋山真一郎山口 正行氏 福島 信晴 浦河 中神牧場 466－ 2 〃 アタマ 25．8�
510 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 440＋ 41：15．4クビ 94．2�
815 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 484＋ 61：15．72 105．2
59 シゲルシロアマダイ 牡2芦 54 国分 恭介森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 422－ 21：15．91	 227．8�
611 マジックダイオウ 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 448－ 41：16．43 390．0�
714 イソノヴィグラス 牡2栗 54 熊沢 重文磯野 俊雄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 426＋ 21：16．82	 13．4�
23 メイショウヨイチ 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 468± 01：17．11� 108．5�
48 タイセイブルグ 牡2芦 54 M．デムーロ田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：18．48 8．1�

（15頭）
24 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 468＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，846，200円 複勝： 28，151，200円 枠連： 11，552，900円
馬連： 39，219，400円 馬単： 21，394，700円 ワイド： 21，906，700円
3連複： 51，904，600円 3連単： 68，485，300円 計： 264，461，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 510円 � 180円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 10，440円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 530円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 42，950円

票 数

単勝票数 差引計 218462（返還計 7110） 的中 � 29863（3番人気）
複勝票数 差引計 281512（返還計 12390） 的中 � 42029（3番人気）� 11192（7番人気）� 45018（2番人気）
枠連票数 差引計 115529（返還計 129） 的中 （3－8） 11618（2番人気）
馬連票数 差引計 392194（返還計 45716） 的中 �� 6005（18番人気）
馬単票数 差引計 213947（返還計 21634） 的中 �� 1536（37番人気）
ワイド票数 差引計 219067（返還計 26522） 的中 �� 3878（17番人気）�� 11172（5番人気）�� 4501（16番人気）
3連複票数 差引計 519046（返還計102467） 的中 ��� 6904（16番人気）
3連単票数 差引計 684853（返還計129819） 的中 ��� 1156（130番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．3―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．8―48．1―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ デ ル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．7．11 中京4着

2013．3．13生 牡2黒鹿 母 ルアシェイア 母母 ファレノプシス 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 ロードリゲル号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイブルグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月26日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アカルイハピー号・キクノブレッザ号
（非抽選馬） 1頭 コパデグレース号

19086 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時30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

24 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 470＋ 21：22．5 11．1�
510 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿56 北村 友一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496± 01：22．71� 19．9�
11 オメガハートソング 牝3青鹿54 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430＋ 41：22．8クビ 2．9�
714 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 500－ 21：22．9� 2．8�
35 タマモキャラット 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 418－ 81：23．22 155．2�
59 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 442＋ 6 〃 クビ 18．6	
47 カゼノカオリ 牝3鹿 54

51 ▲	島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 486＋ 81：23．51
 8．8

611 シャイニーシチー 牡3栗 56 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 日高 日高大洋牧場 492－ 6 〃 アタマ 117．2�
713 ゴールデンボーダー 牝3栗 54 川須 栄彦下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 448＋ 8 〃 ハナ 45．2�
36 モーントバーン 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 438－ 41：23．81
 85．9
818 スピードチュウイ 牡3栗 56 M．デムーロ小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 466＋ 21：24．01� 7．0�
715 ウインカルミナ 牝3鹿 54 津村 明秀�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 81：24．21� 44．7�
23 カネトシハートフル 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真兼松 忠男氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 394± 01：24．3クビ 212．9�
816 オレンジピューレ 牝3栗 54 国分 恭介トール＆ワイド 森田 直行 浦河 吉田 又治 454＋101：24．51 278．9�
612 グレアチャネル 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426＋ 21：24．6
 60．9�

817 パープルファイト 牡3黒鹿56 高倉 稜中野 銀十氏 鈴木 孝志 日高 鹿戸 正幸 460－ 41：25．13 523．9�
12 メイショウメガミ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 本巣 敦 470＋ 81：25．31� 112．3�
48 クリノショシャリン 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 468－ 6 （競走中止） 288．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，184，100円 複勝： 37，738，600円 枠連： 12，346，700円
馬連： 50，609，900円 馬単： 26，052，600円 ワイド： 28，324，000円
3連複： 73，097，400円 3連単： 104，696，700円 計： 356，050，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 230円 � 580円 � 110円 枠 連（2－5） 4，210円

馬 連 �� 13，260円 馬 単 �� 26，540円

ワ イ ド �� 3，790円 �� 670円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 11，120円 3 連 単 ��� 115，700円

票 数

単勝票数 計 231841 的中 � 16662（5番人気）
複勝票数 計 377386 的中 � 33941（4番人気）� 10399（8番人気）� 137524（1番人気）
枠連票数 計 123467 的中 （2－5） 2271（16番人気）
馬連票数 計 506099 的中 �� 2956（27番人気）
馬単票数 計 260526 的中 �� 736（56番人気）
ワイド票数 計 283240 的中 �� 1830（28番人気）�� 11461（7番人気）�� 6778（11番人気）
3連複票数 計 730974 的中 ��� 4930（29番人気）
3連単票数 計1046967 的中 ��� 656（270番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―35．7―47．7―59．3―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．8
3 10，13（4，14）7，11（1，9）18（5，12）16，2，15（3，8）（6，17） 4 ・（10，13）（4，14）7（1，9，11）（5，12，18）16（2，3，15）（6，8）17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エスジープログレス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Unbridled デビュー 2014．8．24 札幌6着

2012．3．18生 牡3栗 母 バズマイハート 母母 Buzz Me Miss Blue 5戦1勝 賞金 5，800，000円
〔競走中止〕 クリノショシャリン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 カイルアブルー号・サウンドギャツビー号

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８日



19087 7月26日 晴 良 （27中京3）第8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）

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

12 サトノシャルマン 牝3鹿 54 浜中 俊里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466－ 41：54．6 2．4�
36 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 448＋ 41：54．81� 4．1�
714 シンコースカイ 牝3鹿 54 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 414＋141：56．18 291．6�
48 タイキアデリナ 牝3鹿 54 武 豊�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 460＋ 2 〃 アタマ 6．5�
11 トウカイララバイ 牝3鹿 54 幸 英明内村 正則氏 村山 明 平取 二風谷ファーム 500－ 21：56．2� 75．1�
47 チェイスザチャンス 牝3鹿 54 柴田 未崎畑 清介氏 田所 秀孝 様似 髙村 伸一 B486＋ 21：56．62� 29．5	
816 ソルフェジオ 牝3鹿 54 福永 祐一
ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450± 01：56．7クビ 6．6�
510 シビックハート 牝3栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 428＋ 2 〃 クビ 73．9�
59 フラリシング 牝3栗 54 中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ―1：56．91� 19．4
815 ス ズ ミ サ キ 牝3鹿 54 小坂 忠士三宅 勝俊氏 奥村 豊 新ひだか 沖田 博志 426－141：57．0クビ 21．2�
35 プリモレガーロ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 41：57．21� 13．3�
713 ア ゼ リ ア 牝3鹿 54 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B454－ 6 〃 クビ 31．4�
612 エイユーウォレット 牝3鹿 54

51 ▲義 英真笹部 和子氏 浜田多実雄 新冠 上井農場 442－141：57．3クビ 470．4�
24 スリーフルマーク 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿永井商事
 村山 明 日高 松平牧場 480－ 81：57．51� 215．1�
23 スリースパート 牝3黒鹿54 国分 恭介永井商事
 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 432＋ 21：57．71� 89．4�
611 レ ア リ ゼ 牝3鹿 54 小牧 太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 488－ 61：58．02 55．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，347，700円 複勝： 32，742，000円 枠連： 13，886，900円
馬連： 43，875，600円 馬単： 24，994，200円 ワイド： 25，988，800円
3連複： 60，550，600円 3連単： 83，807，800円 計： 308，193，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 160円 � 3，520円 枠 連（1－3） 430円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 240円 �� 10，910円 �� 11，790円

3 連 複 ��� 38，780円 3 連 単 ��� 131，230円

票 数

単勝票数 計 223477 的中 � 71704（1番人気）
複勝票数 計 327420 的中 � 74329（1番人気）� 61844（2番人気）� 1468（15番人気）
枠連票数 計 138869 的中 （1－3） 25006（1番人気）
馬連票数 計 438756 的中 �� 55124（1番人気）
馬単票数 計 249942 的中 �� 18753（1番人気）
ワイド票数 計 259888 的中 �� 34352（1番人気）�� 535（65番人気）�� 495（68番人気）
3連複票数 計 605506 的中 ��� 1171（92番人気）
3連単票数 計 838078 的中 ��� 463（343番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．2―51．4―1：04．0―1：16．8―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノシャルマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2015．3．28 中京2着

2012．2．7生 牝3鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 チェイスザチャンス号の騎手柴田未崎は，1コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

チェイスザチャンス号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
チェイスザチャンス号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※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 シゲルオカメマツリ号

19088 7月26日 晴 良 （27中京3）第8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

79 コアレスドラード 牡7栗 60 難波 剛健小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 466－ 23：18．2 2．2�
68 ニシノマテンロウ 牡4黒鹿60 小坂 忠士西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 496－223：18．52 31．6�
44 ダノンウィスラー 牡7鹿 60 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 456－ 43：18．71� 2．6�
811 ピースメーカー 牡4鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 43：19．33� 23．7�
56 キープトライン 牡5鹿 60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B494± 03：20．89 13．2�
55 � ジュールドトネール 牡5青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510＋ 83：21．01� 20．1	
11 サンライズブルー 牡4芦 60 高田 潤松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486－123：21．21� 8．0

33 スカイグラフィティ 牝5芦 58 浜野谷憲尚飯田 正剛氏 竹内 正洋 新ひだか 千代田牧場 498＋ 63：22．9大差 27．6�
710 アイアンラミング 牝3鹿 56 林 満明池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 520± 03：24．28 111．7�
67 ニシノカチヅクシ 牡6黒鹿60 森 一馬西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 468－143：24．51	 42．8
22 ローガンカズマ 牡3栗 58 植野 貴也�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 酒井牧場 438＋ 23：25．03 62．9�
812� サンマルビューティ 牝5黒鹿58 北沢 伸也相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 464－ 23：30．0大差 56．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，980，300円 複勝： 17，464，500円 枠連： 11，067，500円
馬連： 32，775，800円 馬単： 20，512，200円 ワイド： 17，203，800円
3連複： 49，021，700円 3連単： 84，547，400円 計： 250，573，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 300円 � 120円 枠 連（6－7） 1，730円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 640円 �� 160円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 16，000円

票 数

単勝票数 計 179803 的中 � 64900（1番人気）
複勝票数 計 174645 的中 � 46329（1番人気）� 8790（7番人気）� 43723（2番人気）
枠連票数 計 110675 的中 （6－7） 4945（7番人気）
馬連票数 計 327758 的中 �� 7045（12番人気）
馬単票数 計 205122 的中 �� 3144（17番人気）
ワイド票数 計 172038 的中 �� 5609（6番人気）�� 38633（1番人気）�� 3535（13番人気）
3連複票数 計 490217 的中 ��� 15071（7番人気）
3連単票数 計 845474 的中 ��� 3831（41番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 53．7－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」
1
�
4＝8，6－9－3，10，11－（5，7）－（2，1）－12
4＝8－9－6（3，11）－10（5，1）＝7＝2＝12

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

勝馬の
紹 介

コアレスドラード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Bellotto デビュー 2011．1．8 京都7着

2008．3．14生 牡7栗 母 ラスブライティア 母母 Rass Dancer 障害：3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 アイアンラミング号の騎手林満明は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。



19089 7月26日 晴 良 （27中京3）第8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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

67 アオイプリンセス 牝2鹿 54 M．デムーロ新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 438 ―1：36．4 5．6�
11 ショウナンアヴィド 牡2青鹿54 川田 将雅�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 472 ―1：36．61� 3．0�
55 アグネスフェアリー 牝2芦 54 浜中 俊渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 432 ―1：36．7� 10．0�
22 フロムマイハート 牝2栗 54 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 430 ―1：37．01� 30．6�
68 ココファンタジア 牝2黒鹿54 Z．パートン �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446 ―1：37．32 3．6	

（香港）

812 ワンソックワンダー 牡2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 542 ―1：37．72� 8．5

56 アイファーウタオー 牡2黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 476 ―1：37．91� 26．4�
811 カシノグラン 牡2鹿 54 幸 英明柏木 務氏 藤沢 則雄 新ひだか 谷藤 弘美 476 ―1：38．32� 194．5�
79 ジャストセーブラブ 牝2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438 ―1：38．93� 24．7
44 ロケットバイオ 牡2芦 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 516 ―1：39．0� 17．2�
710 ツヴィンガー 牝2栗 54 松山 弘平栗嶋 豊明氏 鈴木 孝志 新ひだか 荒谷 輝和 420 ―1：39．42� 86．3�
33 ニホンピロボーラー 牡2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 492 ―1：42．2大差 97．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，679，400円 複勝： 37，145，600円 枠連： 14，861，800円
馬連： 50，817，800円 馬単： 30，554，300円 ワイド： 25，642，800円
3連複： 62，308，400円 3連単： 98，071，800円 計： 354，081，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 140円 � 230円 枠 連（1－6） 340円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 370円 �� 810円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 14，060円

票 数

単勝票数 計 346794 的中 � 51419（3番人気）
複勝票数 計 371456 的中 � 57298（3番人気）� 82839（1番人気）� 34617（5番人気）
枠連票数 計 148618 的中 （1－6） 33265（1番人気）
馬連票数 計 508178 的中 �� 40783（3番人気）
馬単票数 計 305543 的中 �� 10323（9番人気）
ワイド票数 計 256428 的中 �� 19214（3番人気）�� 7640（10番人気）�� 11988（6番人気）
3連複票数 計 623084 的中 ��� 18573（7番人気）
3連単票数 計 980718 的中 ��� 5055（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．5―47．7―1：00．6―1：13．0―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

アオイプリンセス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Singspiel 初出走

2013．3．17生 牝2鹿 母 シルバートレイン 母母 シルバーレーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロボーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月26日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19090 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時50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
1：21．9
1：21．5

良
不良

816 ペプチドアルマ 牡3黒鹿56 浜中 俊沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 444± 01：24．8 4．4�
24 エッジクリフ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 21：24．9� 3．0�
47 タムロミラクル 牡3青鹿56 川田 将雅谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 466± 01：25．0� 5．1�
59 ワキノハガクレ 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 420± 01：25．42� 37．2�
11 ディプロイディ 牡3黒鹿56 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 536－ 81：25．5� 13．8�
510 ヴェリタスキング 牡3黒鹿56 Z．パートン松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 478－ 4 〃 ハナ 8．0�

（香港）

12 デザフィーオ 牡3黒鹿56 武 幸四郎今西 和雄氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 61：25．92� 31．8	

612 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54 熊沢 重文松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 448＋ 21：26．32� 64．8

48 モズアリュール 牝3栗 54 福永 祐一 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 460± 01：26．4� 47．9�
35 リュクスカフェ 牡3黒鹿56 幸 英明田畑 憲士氏 平田 修 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 ハナ 6．8
815 ペプチドアポロ 牡3栗 56 畑端 省吾沼川 一彦氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 472－ 81：26．6� 101．3�
714 ナリタサウス 牡3栗 56 北村 友一�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 460＋ 21：27．13 23．9�
23 グロリアバローズ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 522± 01：27．52� 242．6�
36 キートゥザスカイ 牡3黒鹿56 国分 優作�髙昭牧場 石橋 守 浦河 高昭牧場 488＋ 41：27．6クビ 182．7�
611 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 424－ 61：27．7� 273．0�
713 フローリアンヌ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼吉田 千津氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 456＋ 81：28．33� 196．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，839，000円 複勝： 43，464，100円 枠連： 14，409，800円
馬連： 56，014，900円 馬単： 29，687，100円 ワイド： 33，377，300円
3連複： 76，186，400円 3連単： 104，761，200円 計： 383，739，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 120円 � 160円 枠 連（2－8） 720円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 290円 �� 420円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 6，660円

票 数

単勝票数 計 258390 的中 � 46093（2番人気）
複勝票数 計 434641 的中 � 73466（2番人気）� 104444（1番人気）� 62088（3番人気）
枠連票数 計 144098 的中 （2－8） 15426（1番人気）
馬連票数 計 560149 的中 �� 57528（1番人気）
馬単票数 計 296871 的中 �� 13473（4番人気）
ワイド票数 計 333773 的中 �� 30520（1番人気）�� 19069（4番人気）�� 24273（2番人気）
3連複票数 計 761864 的中 ��� 48753（1番人気）
3連単票数 計1047612 的中 ��� 11392（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．6―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドアルマ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2014．8．23 小倉3着

2012．4．17生 牡3黒鹿 母 ペプチドルビー 母母 ロゼットブランシュ 9戦1勝 賞金 13，650，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



19091 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：58．8
1：56．1

良
良

33 ライトファンタジア 牝3栗 52 川田 将雅吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 458＋182：02．5 1．9�
812 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 55 太宰 啓介土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 468－ 42：02．71 40．3�
79 メイショウグレア 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 424＋ 8 〃 ハナ 55．0�
44 ガーリッシュハート 牝4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 460－ 22：02．91� 9．5�
811 カレンオプシス 牝3青鹿52 M．デムーロ鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474－ 42：03．0� 3．0�
67 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿52 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 460± 02：03．31� 177．4	
11 	 サンレイフレンチ 牝4栗 55 酒井 学永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 412＋ 4 〃 クビ 94．0

55 テイエムサンビカ 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 478＋162：03．4クビ 18．7�
68 エイシンガイア 牝3鹿 52 幸 英明�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 454＋ 4 〃 ハナ 5．9
56 	 テイエムレオネッサ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 490± 02：03．61
 113．8�
710 ジュリエッタ 牝3鹿 52

51 ☆松若 風馬中辻 明氏 大久保龍志 浦河 川越ファーム 446－ 12：04．55 35．3�
22 	 トゥーレドゥー 牝4鹿 55 森 一馬 Viridian Keiba Club 西村 真幸 浦河 富田牧場 446± 02：04．6� 282．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，105，300円 複勝： 39，229，700円 枠連： 13，445，100円
馬連： 61，869，000円 馬単： 42，409，500円 ワイド： 31，541，200円
3連複： 79，364，400円 3連単： 178，855，400円 計： 482，819，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 600円 � 750円 枠 連（3－8） 230円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，210円 �� 7，530円

3 連 複 ��� 22，230円 3 連 単 ��� 68，820円

票 数

単勝票数 計 361053 的中 � 144429（1番人気）
複勝票数 計 392297 的中 � 149235（1番人気）� 11396（6番人気）� 8867（8番人気）
枠連票数 計 134451 的中 （3－8） 44415（1番人気）
馬連票数 計 618690 的中 �� 13847（8番人気）
馬単票数 計 424095 的中 �� 6987（13番人気）
ワイド票数 計 315412 的中 �� 5742（15番人気）�� 6874（9番人気）�� 1045（36番人気）
3連複票数 計 793644 的中 ��� 2677（42番人気）
3連単票数 計1788554 的中 ��� 1884（145番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．8―13．2―12．4―12．2―12．3―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―36．0―49．2―1：01．6―1：13．8―1：26．1―1：38．1―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライトファンタジア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．1．4 京都1着

2012．3．5生 牝3栗 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド 4戦2勝 賞金 25，214，000円

19092 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第8競走 ��1，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

11 アドマイヤオウジャ 牡5鹿 57 松山 弘平近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460± 01：21．3 26．2�
36 ナムラアッパー 牡4鹿 57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 422＋ 2 〃 ハナ 4．2�
612 アドマイヤリバティ 牡3鹿 54 M．デムーロ近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 486＋101：21．51� 6．8�
713 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± 01：21．71� 2．4�
24 トシストロング 牡4鹿 57 幸 英明上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 474－ 61：21．91� 5．7�
715 トーコーグリーン 牡5黒鹿 57

56 ☆松若 風馬森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500＋ 4 〃 アタマ 22．8	
59 � ミッキーマンデー 牡5栗 57 熊沢 重文三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 474＋ 21：22．32� 22．0

611 クリノダイコクテン 牡4栃栗57 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 474－ 21：22．51� 86．7�
510 ノ ー ブ リ ー 牡6鹿 57 藤岡 佑介ニットー商事� 奥村 豊 新冠 斉藤 安行 468－ 2 〃 クビ 43．2
48 ショウリュウバイオ 	5栗 57 Z．パートンバイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 462－121：22．6
 32．6�

（香港）

714 クインズロンペール 牡3芦 54 �島 良太 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 504± 01：22．92 174．8�
817 コンクエストシチー 牡3栗 54 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 458－ 21：23．22 203．9�
35 � ノブジョプリン 牝4鹿 55 高田 潤前田 亘輝氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：23．4
 115．2�
23 � ラストアタック 牡4鹿 57 国分 恭介五影 慶則氏 西村 真幸 日高 チャンピオン

ズファーム B464＋ 41：24．14 236．5�
818 ベルウッドクラルテ 牡3鹿 54

51 ▲�島 克駿鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 B432－ 21：24．31� 68．1�
47 エリーザベスト 牝4黒鹿55 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 516＋ 41：24．4
 27．3�
816 ミヤジカールソン 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼曽我 司氏 本田 優 浦河 川越ファーム 520－ 81：24．61� 46．4�
12 レッドルシファー 牡4鹿 57 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 松下 武士 新冠 パカパカ

ファーム 448－ 81：25．23� 133．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，807，100円 複勝： 41，279，500円 枠連： 18，004，400円
馬連： 72，025，800円 馬単： 37，357，600円 ワイド： 38，995，700円
3連複： 97，187，100円 3連単： 135，241，600円 計： 469，898，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 590円 � 180円 � 240円 枠 連（1－3） 6，330円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 17，020円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 2，580円 �� 870円

3 連 複 ��� 16，830円 3 連 単 ��� 160，470円

票 数

単勝票数 計 298071 的中 � 9088（7番人気）
複勝票数 計 412795 的中 � 14627（7番人気）� 70254（2番人気）� 45627（4番人気）
枠連票数 計 180044 的中 （1－3） 2204（19番人気）
馬連票数 計 720258 的中 �� 7863（18番人気）
馬単票数 計 373576 的中 �� 1646（50番人気）
ワイド票数 計 389957 的中 �� 5195（18番人気）�� 3797（26番人気）�� 11983（8番人気）
3連複票数 計 971871 的中 ��� 4330（48番人気）
3連単票数 計1352416 的中 ��� 611（389番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．5―46．1―57．5―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．2
3 5（2，14，17）（1，4）（6，12）（8，13，16）18（7，10，15）9－11－3 4 ・（1，5）（6，4，2，14，17）（8，12）（7，13，16）（10，15，18）9－11＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤオウジャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Eltish デビュー 2012．8．5 札幌1着

2010．3．9生 牡5鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 20戦3勝 賞金 37，607，000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。
（非当選馬） 3頭 オーディンバローズ号・コルボノワール号・ナムラマサシゲ号
（非抽選馬） 1頭 スリーダッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



19093 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第9競走 ��
��2，200�

あ つ み

渥 美 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

711 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± 02：13．2 3．5�
57 � エイシンアロンジー 牡4鹿 57 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

478＋ 22：13．41	 1．9�
69 レッドアルティスタ 牡3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 33．5�
712 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 506－ 22：13．5	 5．9�
11 サダムロードショー 牡5鹿 57 北村 友一大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 22：13．71� 28．9�
22 トウカイトレジャー 牡3栗 54 藤岡 佑介内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 502－ 42：13．8	 14．9	
58 ボーイフレンド 牡6栗 57 松若 風馬北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 454＋ 42：14．65 84．4

45 ハイプレッシャー 牡4黒鹿57 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 516－ 62：14．7	 81．6�
814 ブロウユアマインド 牡3鹿 54 Z．パートン �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 450－ 62：15．01� 26．5

（香港）

46 マイネルマエストロ 牡5青鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 494± 02：15．42	 123．2�

33 ザイディックメア 牡3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 466－ 22：15．61	 18．6�
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 484＋ 22：15．7クビ 53．8�
34 スペルヴィア 牡6黒鹿57 松山 弘平佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 518－122：17．08 280．8�
813 メイショウリンクス 牡3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 484＋ 42：20．6大差 181．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，873，500円 複勝： 79，363，900円 枠連： 25，660，100円
馬連： 103，496，900円 馬単： 61，224，400円 ワイド： 56，291，600円
3連複： 137，438，900円 3連単： 248，549，600円 計： 762，898，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 110円 � 550円 枠 連（5－7） 180円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，690円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 15，440円

票 数

単勝票数 計 508735 的中 � 115089（2番人気）
複勝票数 計 793639 的中 � 116701（2番人気）� 384748（1番人気）� 15516（9番人気）
枠連票数 計 256601 的中 （5－7） 108261（1番人気）
馬連票数 計1034969 的中 �� 245675（1番人気）
馬単票数 計 612244 的中 �� 57858（3番人気）
ワイド票数 計 562916 的中 �� 99664（1番人気）�� 7097（18番人気）�� 11405（12番人気）
3連複票数 計1374389 的中 ��� 27489（11番人気）
3連単票数 計2485496 的中 ��� 11665（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．6―34．8―48．0―1：01．0―1：13．2―1：25．3―1：37．7―1：49．5―2：00．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スティーグリッツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．10．4 阪神1着

2012．2．2生 牡3栗 母 サンタフェソレイユ 母母 サンタフェトレイル 5戦2勝 賞金 25，490，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウリンクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月26日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19094 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第10競走 ��
��1，400�

こ う ら ん け い

香 嵐 渓 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

48 サ ン レ ー ン 牝5鹿 55 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋ 21：23．5 2．9�

23 キーブランド 牡6鹿 57 高倉 稜北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 520＋ 51：23．82 290．4�
12 � アドマイヤシャドウ 牡6鹿 57 幸 英明近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 486－ 61：23．9クビ 64．9�
59 ロードヴォルケーノ 牡4鹿 57 福永 祐一 �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 478＋ 4 〃 クビ 6．4�
612 サウススターマン 牡4黒鹿57 	島 克駿南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 490－ 41：24．11
 10．0�
35 ロスヴァイセ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 	キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 460－ 61：24．2� 21．9

510 ボクノナオミ 牝3鹿 52 M．デムーロ塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472－ 41：24．41 6．1�
36 オメガスパーキング 牡6鹿 57 Z．パートン原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B488± 0 〃 ハナ 20．5�

（香港）

47 テーオーレイチェル 牝5芦 55 川田 将雅小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B444＋ 21：24．61
 37．6

714 スペシャルギフト 4栗 57 浜中 俊 	シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 ハナ 4．6�
11 � ホワイトプラネット 牝5芦 55 国分 優作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B508＋101：24．7クビ 101．0�
816 タガノハピネス 牝5鹿 55 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 4 〃 クビ 71．7�
713 スランジバール 牡6鹿 57 酒井 学	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480± 01：25．01� 25．1�
815 ミヤジマッキー 牡5鹿 57 川須 栄彦曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 504－ 21：25．21
 21．3�
611 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 52 武 幸四郎中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 482± 0 〃 ハナ 33．3�
24 エスジーブルーム 牝6鹿 55 中井 裕二竹下千亜子氏 中内田充正 浦河 辻 牧場 484＋ 21：26．37 302．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，967，800円 複勝： 73，450，700円 枠連： 34，640，200円
馬連： 140，356，600円 馬単： 64，939，500円 ワイド： 65，154，200円
3連複： 182，528，800円 3連単： 271，403，400円 計： 880，441，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 5，570円 � 1，370円 枠 連（2－4） 12，030円

馬 連 �� 40，670円 馬 単 �� 51，320円

ワ イ ド �� 9，440円 �� 2，520円 �� 44，700円

3 連 複 ��� 329，070円 3 連 単 ��� 1，436，250円

票 数

単勝票数 計 479678 的中 � 129694（1番人気）
複勝票数 計 734507 的中 � 183226（1番人気）� 2611（15番人気）� 11039（12番人気）
枠連票数 計 346402 的中 （2－4） 2230（22番人気）
馬連票数 計1403566 的中 �� 2674（65番人気）
馬単票数 計 649395 的中 �� 949（104番人気）
ワイド票数 計 651542 的中 �� 1772（65番人気）�� 6780（29番人気）�� 372（110番人気）
3連複票数 計1825288 的中 ��� 416（326番人気）
3連単票数 計2714034 的中 ��� 137（1641番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―10．9―11．8―12．4―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．6―45．4―57．8―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 ・（8，10）11－12，4，14（3，9，13）（5，7）（2，15）6（1，16） 4 ・（8，10）11－12（3，4，14）（9，13）（5，2）（7，6，15）1，16

勝馬の
紹 介

サ ン レ ー ン �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．17 阪神8着

2010．4．17生 牝5鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 23戦4勝 賞金 67，680，000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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 ガッサンプレイ号・カリスマサンスカイ号・クレスコモア号・ショウナンランパダ号・トゥルッリ号・

トラキチシャチョウ号・バコパ号・ヒラボクダッシュ号・ベストサーパス号・マッシヴヒーロー号・
マーティンオート号・ヤマニンメンヒル号・レギス号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



19095 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第63回トヨタ賞中京記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，26．7．26以降27．7．19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

トヨタ賞（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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

36 スマートオリオン 牡5栗 57 M．デムーロ大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 504＋ 21：33．4 12．2�
11 アルマディヴァン 牝5栗 52 藤岡 佑介コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 486＋ 4 〃 クビ 27．3�
510 ダ ロ ー ネ ガ 牡6鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494－ 21：33．5クビ 5．5�
612 エールブリーズ 牡5青鹿55 川田 将雅 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 4 〃 クビ 53．6�
35 カ オ ス モ ス 牡5鹿 56 福永 祐一小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 494－ 21：33．6クビ 18．0�
815 アルバタックス 牡5栗 54 武 豊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 クビ 14．1	
23 カレンブラックヒル 牡6黒鹿58．5 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 ハナ 4．8

611 レッドアリオン 牡5鹿 57．5 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 484－ 41：33．7� 4．9�
714 ナリタスーパーワン 牡6鹿 55 幸 英明�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：33．91 57．4
47 ゴールドベル 牡6黒鹿53 松山 弘平松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 484＋ 6 〃 クビ 20．8�
816 オ ツ ウ 牝5鹿 52 中谷 雄太大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B488± 01：34．0	 26．8�
12 トーセンレーヴ 牡7鹿 57 Z．パートン島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476－ 81：34．31	 12．0�

（香港）

59 ネオウィズダム 牡5鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：34．4クビ 26．0�
48 ミッキードリーム 牡8栗 56 太宰 啓介野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－12 〃 アタマ 37．6�
24 オ リ ー ビ ン 牡6栗 56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 470－ 81：34．5	 10．2�
713 メイケイペガスター 牡5青 56 津村 明秀名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 61：34．71 19．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 177，625，300円 複勝： 233，823，200円 枠連： 157，778，500円
馬連： 695，456，400円 馬単： 272，859，000円 ワイド： 308，510，400円
3連複： 1，225，927，000円 3連単： 1，747，325，300円 計： 4，819，305，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 450円 � 560円 � 230円 枠 連（1－3） 2，870円

馬 連 �� 17，070円 馬 単 �� 30，130円

ワ イ ド �� 4，570円 �� 1，640円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 38，850円 3 連 単 ��� 256，590円

票 数

単勝票数 計1776253 的中 � 115953（6番人気）
複勝票数 計2338232 的中 � 127689（7番人気）� 98587（11番人気）� 314468（2番人気）
枠連票数 計1577785 的中 （1－3） 42515（15番人気）
馬連票数 計6954564 的中 �� 31562（70番人気）
馬単票数 計2728590 的中 �� 6792（132番人気）
ワイド票数 計3085104 的中 �� 17139（66番人気）�� 49330（11番人気）�� 34667（29番人気）
3連複票数 計12259270 的中 ��� 23666（156番人気）
3連単票数 計17473253 的中 ��� 4937（1060番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．0―11．7―11．8―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―34．7―46．4―58．2―1：09．6―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートオリオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2012．8．4 新潟9着

2010．3．15生 牡5栗 母 トロピカルレディー 母母 キヤニオンシロー 23戦7勝 賞金 181，901，000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 セイカプリコーン号・マコトブリジャール号・メイショウノーベル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19096 7月26日 晴 良 （27中京3）第8日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

35 � フォンタネットポー 牝3栗 52 M．デムーロ吉田 和美氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 506－ 61：24．2 2．0�

610 コロマンデル 牡3黒鹿 54
51 ▲	島 克駿吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：24．73 17．1�

11 チーフアセスメント 牡4鹿 57 武 豊 �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± 0 〃 クビ 6．6�

713 ラインシュナイダー 牡3鹿 54 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 466＋ 81：25．23 39．6�
712 クレイジージョー 牡4黒鹿57 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 480－261：25．41
 22．6�
58 ホッコーマグマ 牡5鹿 57 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B490－ 6 〃 クビ 57．9	
22 キタサンコンサート 牡3芦 54 福永 祐一�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム 476－ 61：25．5クビ 4．1

47 テイエムヒーロー 牡5鹿 57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 B478－ 81：25．81� 113．5�
814 タイガーボス 牡3鹿 54 幸 英明伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456＋ 61：26．01
 62．0�
59 � サトノユニコーン 牡5鹿 57 小牧 太里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B460－141：26．1 8．9
611 サンレイデジタル 牡4黒鹿57 	島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 498＋201：26．2 206．2�
23 グルーヴァー 牝4青鹿55 浜中 俊吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：26．51� 41．9�
34 ヨウライフク 牡3栗 54 川田 将雅小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 486± 0 〃 クビ 21．6�
815 メイショウサンゾウ 牡3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 502－101：26．81� 85．2�
46 ディーセントワーク 牡4黒鹿57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－121：26．9� 116．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 73，926，400円 複勝： 112，906，900円 枠連： 37，813，200円
馬連： 170，712，000円 馬単： 94，869，000円 ワイド： 85，816，900円
3連複： 225，527，000円 3連単： 427，121，200円 計： 1，228，692，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 280円 � 190円 枠 連（3－6） 1，470円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 490円 �� 300円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 739264 的中 � 285275（1番人気）
複勝票数 計1129069 的中 � 531801（1番人気）� 56520（5番人気）� 103520（4番人気）
枠連票数 計 378132 的中 （3－6） 19867（5番人気）
馬連票数 計1707120 的中 �� 85492（4番人気）
馬単票数 計 948690 的中 �� 34102（6番人気）
ワイド票数 計 858169 的中 �� 44814（4番人気）�� 80524（2番人気）�� 14421（13番人気）
3連複票数 計2255270 的中 ��� 57612（7番人気）
3連単票数 計4271212 的中 ��� 28599（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．9―34．2―46．1―58．5―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フォンタネットポー �
�
父 Dunkirk �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2014．10．11 京都1着

2012．3．2生 牝3栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 7戦2勝 賞金 28，921，000円
※出走取消馬 エイシンカーニバル号（疾病〔感冒〕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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アドマイヤスパーズ号・ゴーントレット号・シゲルシリベシ号・スズカチャンプ号・チョウテッパン号・

メイショウカフウ号

４レース目



（27中京3）第8日 7月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

225，900，000円
1，060，000円
8，340，000円
1，850，000円
20，440，000円
68，174，500円
5，650，400円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
562，182，100円
776，759，900円
365，467，100円
1，517，230，100円
726，854，100円
738，753，400円
2，321，042，300円
3，552，866，700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 10，561，155，700円

総入場人員 23，019名 （有料入場人員 ）



平成27年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，427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

1，633，930，000円
9，420，000円
72，360，000円
13，410，000円
146，120，000円
536，657，750円
41，633，800円
13，699，200円

勝馬投票券売得金
3，736，157，400円
5，487，403，200円
2，318，326，000円
9，386，943，800円
4，618，585，400円
4，580，883，300円
12，937，213，200円
19，707，588，100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 62，773，100，400円

総入場延人員 119，172名 （有料入場延人員 87，807名）
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