
19025 7月9日 雨 不良 （28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

22 マルモレイナ 牝2鹿 54 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 450＋ 41：12．7 17．3�
55 シゲルベンガルトラ 牡2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 440－ 21：12．8� 6．6�
33 グランドロワ 牡2栗 54 C．ルメール 田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 466－ 41：12．9� 2．5�
89 ミスミーチャン 牝2鹿 54 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 千歳 社台ファーム 430－ 61：13．22 5．5�
77 カズマデプレシャン 牡2黒鹿54 福永 祐一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 476－ 41：13．3� 4．4�
88 イイコトバカリ 牝2鹿 54 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 456－ 4 〃 クビ 22．9�
11 ウイナーズロード 牝2青鹿54 和田 竜二	宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 410－ 21：13．61� 8．3

44 クールデイズ 牡2黒鹿54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 478－ 41：14．45 81．8�
66 カンサスシティ 牡2栗 54 �島 良太薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 474－ 21：14．5� 108．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，033，800円 複勝： 30，784，100円 枠連： 5，969，400円
馬連： 36，542，200円 馬単： 23，744，400円 ワイド： 23，120，800円
3連複： 49，903，300円 3連単： 94，702，200円 計： 286，800，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 270円 � 160円 � 120円 枠 連（2－5） 4，810円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 890円 �� 640円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 23，540円

票 数

単勝票数 計 220338 的中 � 10773（6番人気）
複勝票数 計 307841 的中 � 20960（6番人気）� 45808（3番人気）� 90540（1番人気）
枠連票数 計 59694 的中 （2－5） 960（15番人気）
馬連票数 計 365422 的中 �� 6439（17番人気）
馬単票数 計 237444 的中 �� 1931（34番人気）
ワイド票数 計 231208 的中 �� 5980（14番人気）�� 8652（11番人気）�� 27448（2番人気）
3連複票数 計 499033 的中 ��� 15706（8番人気）
3連単票数 計 947022 的中 ��� 2916（93番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．3―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．7―47．9―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 2，5（1，8）9，7，3，4，6 4 2，5（1，8）（7，9）－3，4－6

勝馬の
紹 介

マルモレイナ 
�
父 エンパイアメーカー 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．6．25 阪神4着

2014．3．8生 牝2鹿 母 マルモセーラ 母母 マ イ ク ロ ス 2戦1勝 賞金 6，100，000円

19026 7月9日 雨 不良 （28中京3）第3日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時35分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 ケルティックソード 牡3栗 56 川田 将雅吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 498± 01：25．0 6．0�
11 ショーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 474＋ 81：25．1� 13．7�
36 ベストワークス 牡3栗 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 16．4�
12 ガ リ ゲ ッ ト 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B498± 01：25．31 4．2�
816 ワンダーピルエット 牝3鹿 54 M．デュプレシス 山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 474－101：25．62 21．3�

（新）

59 ダノングランツ 牡3青 56
55 ☆�島 克駿	ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 442－ 21：26．23� 28．5


612 ブレイジンフェザー 牡3黒鹿56 酒井 学野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム 468－ 41：26．51� 69．6�
815 カ キ ナ ダ 牡3鹿 56 小牧 太鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新ひだか 原 達也 504＋141：26．6� 9．9�
35 ロードデスティニー 牡3鹿 56 松若 風馬 	ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 惣田 英幸 486 ―1：26．91� 119．0
48 キョウエイブレイン 牡3鹿 56 国分 優作田中 晴夫氏 森田 直行 日高 広富牧場 436＋ 61：27．11� 214．3�
714 ストレイタス 牡3栗 56 和田 竜二橋元 勇氣氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 470＋ 2 〃 クビ 4．7�
611 クインズキンバリー 牝3鹿 54 藤懸 貴志 	クイーンズ・ランチ 平田 修 新ひだか グランド牧場 490＋22 〃 クビ 177．5�
24 スカイノメジャー 牡3黒鹿56 幸 英明江 賦晨氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 484＋ 21：27．52� 6．4�
713 ドリームプランナー 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 446＋161：27．6� 120．5�
23 マ ス カ ー ニ 牡3栗 56 岡田 祥嗣ライオンレースホース	 岩元 市三 日高 Shall Farm 464－101：27．81� 297．2�
510 ファイナルレーサー 牡3青鹿56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス	 高橋 亮 千歳 社台ファーム B492－ 21：28．43� 8．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，525，500円 複勝： 40，084，700円 枠連： 11，747，700円
馬連： 50，282，800円 馬単： 26，065，300円 ワイド： 33，245，400円
3連複： 74，043，700円 3連単： 89，229，400円 計： 351，224，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 240円 � 450円 � 420円 枠 連（1－4） 980円

馬 連 �� 5，010円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，210円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 20，090円 3 連 単 ��� 98，010円

票 数

単勝票数 計 265255 的中 � 34921（3番人気）
複勝票数 計 400847 的中 � 48290（4番人気）� 21728（8番人気）� 23620（7番人気）
枠連票数 計 117477 的中 （1－4） 9266（3番人気）
馬連票数 計 502828 的中 �� 7774（23番人気）
馬単票数 計 260653 的中 �� 1971（47番人気）
ワイド票数 計 332454 的中 �� 4690（27番人気）�� 7200（14番人気）�� 2439（39番人気）
3連複票数 計 740437 的中 ��� 2764（79番人気）
3連単票数 計 892294 的中 ��� 660（386番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．3―12．7―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―47．0―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．0
3 ・（1，4，7）（2，9，14）11（6，15，16）10，12－（8，13）－3，5 4 1（2，4，7）（9，14）（6，16）15（10，11，12）（8，13）－（5，3）

勝馬の
紹 介

ケルティックソード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．8．8 新潟5着

2013．4．19生 牡3栗 母 シャルマンスタイル 母母 ア ビ 4戦1勝 賞金 7，500，000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 スリーバゴ号
※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。

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9日 雨 不良 （28中京3）第3日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

12 ロ ゼ リ ー ナ 牝3栗 54 福永 祐一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 436＋ 42：07．8 5．5�
23 エイシンジルコン 牝3黒鹿54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 442－ 6 〃 クビ 10．8�
713 ソムリエドヌール 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 434± 02：08．01� 4．1�
48 ミッキーディナシー 牝3黒鹿54 松山 弘平野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 398＋ 6 〃 ハナ 2．8�
714 プレリュードフィズ 牝3黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 420＋ 22：08．63� 20．1	
818 メイショウメリリー 牝3黒鹿54 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 432＋ 42：08．81� 28．0

612 グッドスカイ 牝3黒鹿54 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：09．54 8．9�
611 ラ ブ リ エ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 400－ 62：09．6� 90．0�

11 クリスタルテーラー 牝3鹿 54 国分 恭介中西 浩一氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 406－102：10．02� 130．3
715 ナンヨーリノ 牝3黒鹿54 松若 風馬中村 德也氏 松田 国英 浦河 福岡 光夫 B440－ 62：10．63� 110．8�
24 アナザヘヴン 牝3鹿 54

52 △義 英真 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 436－102：10．91� 31．1�
47 ナイトタイム 牝3鹿 54 松田 大作�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 472 ―2：11．11 68．6�
36 エイシンイジゲン 牝3青鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 514－ 62：11．2� 12．5�
816 ハクサンインパクト 牝3鹿 54 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 408＋ 62：11．3� 84．2�
59 バトルローザ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 444＋ 42：11．93� 223．5�
35 ゴールデンビューチ 牝3鹿 54 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 444－ 22：13．510 158．1�
510 サングムーン 牝3鹿 54 M．デュプレシス 金子真人ホールディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム 438＋162：14．56 179．0�

（新）

817 テイエムポメロ 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 日高テイエム

牧場株式会社 462＋ 82：15．13� 197．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，215，000円 複勝： 34，361，700円 枠連： 13，650，600円
馬連： 46，474，400円 馬単： 25，183，800円 ワイド： 30，567，600円
3連複： 67，221，700円 3連単： 83，471，500円 計： 328，146，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 270円 � 170円 枠 連（1－2） 2，610円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 960円 �� 580円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 26，990円

票 数

単勝票数 計 272150 的中 � 39213（3番人気）
複勝票数 計 343617 的中 � 43785（3番人気）� 29103（6番人気）� 58012（2番人気）
枠連票数 計 136506 的中 （1－2） 4040（11番人気）
馬連票数 計 464744 的中 �� 13659（9番人気）
馬単票数 計 251838 的中 �� 3824（16番人気）
ワイド票数 計 305676 的中 �� 8063（10番人気）�� 14013（5番人気）�� 8042（11番人気）
3連複票数 計 672217 的中 ��� 11891（10番人気）
3連単票数 計 834715 的中 ��� 2242（77番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．3―13．5―13．0―13．0―13．1―12．9―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―37．1―50．6―1：03．6―1：16．6―1：29．7―1：42．6―1：54．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ロ ゼ リ ー ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．7 京都6着

2013．2．16生 牝3栗 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー 2戦1勝 賞金 4，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンビューチ号・テイエムポメロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年8月9日まで平地競走に出走できない。
サングムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月9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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウカイバレーノ号
※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。

19028 7月9日 雨 不良 （28中京3）第3日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

48 トウショウビクター 牡3黒鹿56 M．デュプレシス 藤田 衛成氏 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450 ―1：39．5 43．8�
（新）

816 サトノケンシロウ 牡3黒鹿56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：39．71� 2．4�
714 ムーチャスエルテ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 新ひだか 矢野牧場 472＋141：39．8クビ 4．3�
59 エディンバラ 牝3黒鹿54 秋山真一郎八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 428 ―1：39．9� 63．4�
24 オーバーカム �3鹿 56 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 496＋ 81：40．22 7．5�
815 グルーヴィタイム 牡3鹿 56 松若 風馬 	キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 ハナ 77．0

510 タマモグラツィエ 牝3栗 54 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 454－ 41：40．3クビ 17．4�
612 エイシンミレレ 牝3黒鹿54 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 三嶋牧場 B434＋ 41：41．15 22．3�
12 コスモスコルピウス 牡3鹿 56 松山 弘平 	ビッグレッドファーム 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 498± 01：41．31� 5．2
36 メイショウレクセラ 牝3鹿 54 藤懸 貴志松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 456＋ 2 〃 ハナ 211．3�
611 セルデューク �3栗 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 日高 豊洋牧場 480－ 81：41．72� 419．5�
713 テーオーピコタン 牝3栗 54 M．デムーロ小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 464± 01：42．01� 8．8�
47 ヴァーティスブルー 牡3青鹿56 国分 恭介 �ブルーマネジメント松下 武士 浦河 大道牧場 440＋101：42．42� 167．1�
35 エイシンジンセイ 牡3栗 56

55 ☆	島 克駿�栄進堂 坂口 正則 様似 清水 誠一 478 ―1：42．93 285．5�
11 サンタモニカ 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 428－ 41：44．510 162．6�

23 スターストリーム 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 436＋ 21：45．56 160．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，553，000円 複勝： 50，462，000円 枠連： 13，068，100円
馬連： 56，453，400円 馬単： 31，688，900円 ワイド： 35，940，800円
3連複： 80，274，000円 3連単： 110，471，900円 計： 413，912，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，380円 複 勝 � 1，090円 � 140円 � 150円 枠 連（4－8） 7，000円

馬 連 �� 8，440円 馬 単 �� 24，730円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 3，000円 �� 220円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 95，120円

票 数

単勝票数 計 355530 的中 � 6481（8番人気）
複勝票数 計 504620 的中 � 7336（8番人気）� 118224（1番人気）� 98855（2番人気）
枠連票数 計 130681 的中 （4－8） 1445（16番人気）
馬連票数 計 564534 的中 �� 5179（20番人気）
馬単票数 計 316889 的中 �� 961（46番人気）
ワイド票数 計 359408 的中 �� 3018（22番人気）�� 2662（24番人気）�� 51951（1番人気）
3連複票数 計 802740 的中 ��� 6959（27番人気）
3連単票数 計1104719 的中 ��� 842（227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．9―48．5―1：01．4―1：14．3―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1

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

勝馬の
紹 介

トウショウビクター �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2013．4．3生 牡3黒鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 1戦1勝 賞金 4，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンタモニカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月9日まで平地競走

に出走できない。
スターストリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月9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。
（非当選馬） 1頭 マテンロウビクサス号
（非抽選馬） 1頭 ショーオレク号
※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。



19029 7月9日 小雨 不良 （28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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

22 ダンビュライト 牡2黒鹿54 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464 ―1：40．7 4．9�
812 キ ク ノ ル ア 牡2栗 54 藤岡 康太菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 490 ―1：41．55 23．8�
57 サングレーザー 牡2青鹿54 武 豊�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 474 ―1：41．82 5．7�
69 ラモントルドール 牝2青鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 清水 久詞 平取 坂東牧場 470 ―1：41．9� 8．2�
56 グランドディアマン 牡2鹿 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 488 ―1：42．75 34．9	
813 アルマバテーム 牝2鹿 54 幸 英明コウトミックレーシング 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 490 ―1：42．8クビ 70．4

710 ワンフォーオール 牡2芦 54 福永 祐一�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458 ―1：44．18 4．3�
45 シンゼンキング 牡2黒鹿54 小牧 太原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454 ―1：44．31� 173．9�
711 イ ヴ レ ア 牡2栗 54 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 460 ― 〃 ハナ 188．7
11 ミルトドリーム 牡2鹿 54 M．デュプレシス 永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 482 ―1：44．4クビ 57．2�

（新）

44 ビッグディザイア 牡2鹿 54 C．ルメール 吉田 千津氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 540 ― 〃 ハナ 4．1�
68 バーニングテイスト 牝2鹿 54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476 ―1：44．93 10．4�
33 シゲルクロサイ 牡2黒鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 森田 直行 日高 三輪牧場 460 ―1：45．11 83．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，341，400円 複勝： 39，489，800円 枠連： 11，450，700円
馬連： 54，759，900円 馬単： 29，058，200円 ワイド： 28，956，600円
3連複： 65，935，700円 3連単： 97，763，700円 計： 369，756，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 440円 � 190円 枠 連（2－8） 3，980円

馬 連 �� 5，740円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 520円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 54，690円

票 数

単勝票数 計 423414 的中 � 70763（3番人気）
複勝票数 計 394898 的中 � 58081（4番人気）� 18981（7番人気）� 58249（3番人気）
枠連票数 計 114507 的中 （2－8） 2229（16番人気）
馬連票数 計 547599 的中 �� 7388（19番人気）
馬単票数 計 290582 的中 �� 2534（35番人気）
ワイド票数 計 289566 的中 �� 4299（20番人気）�� 15276（6番人気）�� 4222（21番人気）
3連複票数 計 659357 的中 ��� 6118（27番人気）
3連単票数 計 977637 的中 ��� 1296（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―25．2―37．8―50．6―1：03．3―1：15．8―1：28．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．1―3F37．4

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

勝馬の
紹 介

ダンビュライト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2014．3．3生 牡2黒鹿 母 タンザナイト 母母 キャサリーンパー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ミルトドリーム号の騎手M．デュプレシスは，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番）
※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。

19030 7月9日 曇 不良 （28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 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：24．5
1：23．1

良
重

58 フォーカード 牡2栗 54 小牧 太�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 452 ―1：26．3 68．9�
46 クルークハイト 牝2芦 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 ハナ 4．6�
713 メイショウミズカゼ 牡2栗 54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 452 ―1：26．62 5．6�
59 ヘヴンウェイ 牡2鹿 54

51 ▲荻野 極野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 本桐牧場 470 ―1：27．02� 16．5�
610 ラ バ ピ エ ス 牡2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492 ―1：27．32 6．0	
35 タガノラガッツォ 牡2鹿 54 M．デュプレシス 八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432 ―1：27．4� 54．7

（新）

814 ブルベアパンサー 牡2栗 54 和田 竜二 �ブルアンドベア 沖 芳夫 新ひだか 三石川上牧場 458 ―1：27．71� 29．1�
34 トーキングポイント 牡2黒鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 518 ― 〃 ハナ 20．4�
611 ハイクアウト 牡2鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 498 ―1：28．55 19．6
47 アイファーダンサー 牝2栗 54

52 △義 英真中島 稔氏 竹内 正洋 新ひだか 静内山田牧場 412 ―1：28．82 115．6�
815 シゲルポインター 牡2鹿 54

53 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 田中 章博 浦河 王蔵牧場 446 ―1：28．9� 220．7�
712 マイネルファート 牡2鹿 54 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 若林牧場 464 ―1：29．21� 24．8�
11 メタルソース 牡2鹿 54 国分 恭介山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 浦河 まるとみ冨岡牧場 430 ―1：29．3クビ 24．9�
23 メイケイライジン 牡2栗 54 C．ルメール 名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 川越ファーム 476 ―1：30．04 3．2�
22 ドライビングレイン 牝2黒鹿54 酒井 学薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 458 ―1：31．7大差 169．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，165，400円 複勝： 33，388，200円 枠連： 12，600，600円
馬連： 49，673，100円 馬単： 26，044，200円 ワイド： 28，910，400円
3連複： 63，199，400円 3連単： 84，004，400円 計： 331，985，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，890円 複 勝 � 1，300円 � 180円 � 200円 枠 連（4－5） 3，480円

馬 連 �� 14，680円 馬 単 �� 33，670円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 4，940円 �� 530円

3 連 複 ��� 22，570円 3 連 単 ��� 226，400円

票 数

単勝票数 計 341654 的中 � 4209（12番人気）
複勝票数 計 333882 的中 � 4812（12番人気）� 59086（2番人気）� 48398（3番人気）
枠連票数 計 126006 的中 （4－5） 2799（13番人気）
馬連票数 計 496731 的中 �� 2621（37番人気）
馬単票数 計 260442 的中 �� 580（84番人気）
ワイド票数 計 289104 的中 �� 1703（43番人気）�� 1436（47番人気）�� 15310（4番人気）
3連複票数 計 631994 的中 ��� 2100（66番人気）
3連単票数 計 840044 的中 ��� 269（595番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―35．7―48．0―1：00．7―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーカード �
�
父 サマーバード �

�
母父 Kingmambo 初出走

2014．5．19生 牡2栗 母 キングズラヴ 母母 Love From the Air 1戦1勝 賞金 7，000，000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。



19031 7月9日 曇 不良 （28中京3）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時25分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

48 メイショウケンプウ 牝3黒鹿 54
51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 436＋101：54．0 92．5�

12 イケジュンクイーン 牝3黒鹿 54
52 △義 英真鈴木 等氏 北出 成人 新冠 武田牧場 440± 01：54．42� 11．1�

816 タガノガンチャン 牝3鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470± 0 〃 クビ 6．6�

612 アグネスルコリエ 牝3鹿 54
53 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 490＋261：54．71� 55．5�

815 ニホンピロプレー 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 454－ 11：55．02 34．3�
59 キトゥンズグレイス 牝3栗 54 川田 将雅吉田 照哉氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 464－ 41：55．1クビ 17．6�
11 ダイワウィズミー 牝3栗 54 福永 祐一大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 456－10 〃 アタマ 7．3	
714 サンマルオーロラ 牝3黒鹿54 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 日高 三城牧場 422－ 41：55．42 175．5

24 ホッコースイセイ 牝3栗 54 �島 良太矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 B444－ 61：56．14 40．1�
713 ニシノケイバー 牝3黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B432－121：56．2� 224．0�

47 グレンダロッホ 牝3鹿 54 中谷 雄太 社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 498－16 〃 ハナ 5．6�
35 メイショウバラード 牝3青鹿54 松田 大作松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 440－ 41：56．41� 11．8�
23 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 小牧 太菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 456± 01：56．5クビ 2．3�
611 スタンリープール 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 418－ 61：56．81� 32．0�
510 ウートゥルメール 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極ターフ・スポート角田 晃一 浦河 大北牧場 482＋ 81：58．410 196．2�
36 エスケイバルーン 牝3鹿 54 幸 英明服部 新平氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 504＋221：59．78 168．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，827，800円 複勝： 39，122，900円 枠連： 15，970，700円
馬連： 56，430，100円 馬単： 32，182，000円 ワイド： 35，537，400円
3連複： 76，420，800円 3連単： 110，229，700円 計： 398，721，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，250円 複 勝 � 1，510円 � 290円 � 230円 枠 連（1－4） 1，360円

馬 連 �� 38，630円 馬 単 �� 76，140円

ワ イ ド �� 6，900円 �� 5，700円 �� 840円

3 連 複 ��� 51，770円 3 連 単 ��� 490，280円

票 数

単勝票数 計 328278 的中 � 2837（12番人気）
複勝票数 計 391229 的中 � 5541（12番人気）� 36568（5番人気）� 51913（2番人気）
枠連票数 計 159707 的中 （1－4） 9063（6番人気）
馬連票数 計 564301 的中 �� 1132（59番人気）
馬単票数 計 321820 的中 �� 317（123番人気）
ワイド票数 計 355374 的中 �� 1290（53番人気）�� 1566（45番人気）�� 11507（6番人気）
3連複票数 計 764208 的中 ��� 1107（130番人気）
3連単票数 計1102297 的中 ��� 163（922番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―13．2―13．0―12．5―12．8―12．9―13．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．5―49．5―1：02．0―1：14．8―1：27．7―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
3，4－5（2，12，14，7）9，10（1，16）（11，15）－13，8，6・（3，4）（5，7）（2，16）（12，9，15）14，1，10（11，8）－（6，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウケンプウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．12．13 中京7着

2013．3．13生 牝3黒鹿 母 コンフィデント 母母 Sweet Willa 5戦1勝 賞金 4，800，000円
〔制裁〕 アグネスルコリエ号の騎手岩崎翼は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスケイバルーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月9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 アークマイニング号・メイショウアケボノ号

19032 7月9日 曇 不良 （28中京3）第3日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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
2：09．9
2：09．9

良
良

77 サラトガスピリット 牡4栗 57 C．ルメール 平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 504－ 42：20．1 1．8�
33 マイネルレオーネ 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404－ 62：20．31� 5．4�
810 シ ョ パ ン 牡3黒鹿54 川田 将雅窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 5．0�
11 ドンアルフォンス 牡4黒鹿57 松若 風馬山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 458－102：20．51� 20．7�
89 メイショウミツボシ 牡4鹿 57

55 △義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 470－ 22：20．6� 12．9�
78 ピスコサワー 牡3黒鹿54 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 514＋ 42：21．13 13．8	
44 メ ナ ス コ �4黒鹿57 藤岡 康太 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 440＋ 82：21．2クビ 53．9

55 メリーモナーク �4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 464± 02：21．41� 14．1�
66 グローリーミスト 牡3青鹿54 M．デュプレシス �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 40．0

（新）

22 	 ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55
52 ▲荻野 極畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 472＋ 42：21．93 64．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，714，800円 複勝： 66，822，600円 枠連： 13，255，800円
馬連： 57，173，700円 馬単： 36，513，900円 ワイド： 34，796，300円
3連複： 73，826，600円 3連単： 156，922，400円 計： 473，026，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（3－7） 410円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 360円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，520円

票 数

単勝票数 計 337148 的中 � 146521（1番人気）
複勝票数 計 668226 的中 � 419956（1番人気）� 56939（2番人気）� 56912（3番人気）
枠連票数 計 132558 的中 （3－7） 24772（2番人気）
馬連票数 計 571737 的中 �� 110507（2番人気）
馬単票数 計 365139 的中 �� 47008（1番人気）
ワイド票数 計 347963 的中 �� 52891（2番人気）�� 53716（1番人気）�� 19969（6番人気）
3連複票数 計 738266 的中 ��� 111700（1番人気）
3連単票数 計1569224 的中 ��� 74523（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．4―13．8―13．7―13．3―12．6―12．8―12．6―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．9―36．3―50．1―1：03．8―1：17．1―1：29．7―1：42．5―1：55．1―2：07．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サラトガスピリット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．4．4 阪神4着

2012．3．7生 牡4栗 母 サ ラ ト ガ 母母 スイングバイ 12戦3勝 賞金 38，980，000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。



19033 7月9日 小雨 不良 （28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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

56 アグネスヒーロー 牡3鹿 54 秋山真一郎渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 532＋ 42：06．0 63．6�
812 レトロロック 牡4鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 476＋10 〃 クビ 1．9�
22 ウインアキレア 牝4鹿 55 高倉 稜�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 448± 02：06．21� 8．7�
68 コートオブアームズ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋102：06．73 9．7�
11 エーティーサンダー 牡3青鹿54 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 508＋ 82：06．91� 78．5	
44 ホットファイヤー 牡3鹿 54 武 豊西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 454－ 2 〃 ハナ 5．9

55 	 ミトノグラス 牡3鹿 54 小牧 太ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 468－ 42：07．21
 112．1�
710	 メルドオール 牡4鹿 57 �島 良太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 434＋102：07．41� 44．6�
67 ジュンファイトクン 牡4栗 57 福永 祐一河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 クビ 6．9
79 ゼンノブレーメン 牡4鹿 57 松山 弘平大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 486＋ 42：07．71
 26．7�
33 アルティマヒート 牝3栗 52 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 42：08．97 9．3�
811	 アグリナデシコ 牝5黒鹿55 藤懸 貴志アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 436－ 6 〃 アタマ 345．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，486，900円 複勝： 62，863，600円 枠連： 18，190，100円
馬連： 84，896，300円 馬単： 46，984，700円 ワイド： 44，879，100円
3連複： 104，837，700円 3連単： 187，877，500円 計： 594，015，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，360円 複 勝 � 1，180円 � 110円 � 210円 枠 連（5－8） 4，190円

馬 連 �� 6，370円 馬 単 �� 17，630円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 5，440円 �� 360円

3 連 複 ��� 12，430円 3 連 単 ��� 113，690円

票 数

単勝票数 計 434869 的中 � 5464（9番人気）
複勝票数 計 628636 的中 � 7682（10番人気）� 238956（1番人気）� 64871（4番人気）
枠連票数 計 181901 的中 （5－8） 3358（14番人気）
馬連票数 計 848963 的中 �� 10323（19番人気）
馬単票数 計 469847 的中 �� 1998（44番人気）
ワイド票数 計 448791 的中 �� 4666（22番人気）�� 1955（37番人気）�� 36280（3番人気）
3連複票数 計1048377 的中 ��� 6322（37番人気）
3連単票数 計1878775 的中 ��� 1198（270番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―38．4―51．6―1：04．3―1：16．8―1：29．3―1：41．2―1：53．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスヒーロー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．8．1 小倉1着

2013．5．9生 牡3鹿 母 アグネスピュア 母母 アグネスパレード 4戦2勝 賞金 19，315，000円

19034 7月9日 小雨 不良 （28中京3）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ち た

知 多 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，27．7．11以降28．7．3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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：20．0
1：19．0

良
良

46 ムーンクレスト 牡4鹿 57 C．ルメール �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 468－ 81：23．7 4．1�

47 シルヴァーグレイス 牝6鹿 53 秋山真一郎吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B460－ 6 〃 アタマ 25．6�
610 ビナイーグル 牡3鹿 53 和田 竜二井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 488± 01：23．8� 15．0�
11 ダノンシーザー 牡4鹿 57．5 M．デムーロ�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム B462－ 41：23．9� 3．3�
815 ワキノヒビキ 牡4鹿 55 松山 弘平脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 510＋ 21：24．1� 72．0�
34 � キングクリチャン 牡7栗 52 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504＋ 41：24．31	 59．9	
22 ナインテイルズ 牡5栗 54 幸 英明岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 472－101：24．4
 22．4

35 ク ロ ー チ ェ �7栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 516－ 61：24．5クビ 46．6�
712 エスティタート 牝3鹿 52 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 446＋181：24．6� 6．1
59 ラッフォルツァート 牝4鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 472＋12 〃 クビ 22．1�
58 プレミオテーラー 牝4黒鹿55 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 480＋ 61：24．91
 5．2�
611 スノードリーム 牝3芦 51 �島 克駿三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B446＋ 41：25．11
 56．8�
23 オーミアリス 牝4黒鹿55 国分 優作岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 476＋261：25．41� 83．4�
713 マイアベーア 牡4青鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474＋ 21：25．82
 29．8�
814 カトルラポール 牝3鹿 51 松若 風馬石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 458＋ 2 〃 クビ 22．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，849，800円 複勝： 81，245，900円 枠連： 28，778，000円
馬連： 132，934，700円 馬単： 59，594，400円 ワイド： 70，882，300円
3連複： 187，977，300円 3連単： 268，307，600円 計： 882，570，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 520円 � 430円 枠 連（4－4） 4，550円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，170円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 15，300円 3 連 単 ��� 71，540円

票 数

単勝票数 計 528498 的中 � 101550（2番人気）
複勝票数 計 812459 的中 � 156129（2番人気）� 34462（7番人気）� 43690（6番人気）
枠連票数 計 287780 的中 （4－4） 4898（16番人気）
馬連票数 計1329347 的中 �� 24441（13番人気）
馬単票数 計 595944 的中 �� 6385（20番人気）
ワイド票数 計 708823 的中 �� 12216（13番人気）�� 15897（8番人気）�� 4318（39番人気）
3連複票数 計1879773 的中 ��� 9209（49番人気）
3連単票数 計2683076 的中 ��� 2719（209番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．9―11．9―12．1―13．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンクレスト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．11．1 京都6着

2012．5．6生 牡4鹿 母 ビューティーコンテスト 母母 Beldarian 20戦4勝 賞金 76，344，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19035 7月9日 曇 不良 （28中京3）第3日 第11競走 ��
��1，800�

しらかわごう

白川郷ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，27．7．11以降28．7．3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

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

46 ピ オ ネ ロ 牡5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：50．4 5．4�
713 モズライジン 牡4芦 57．5 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 472－ 2 〃 クビ 7．0�
815 スノーモンキー 牡6鹿 56 川田 将雅石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 462＋ 61：50．93 12．0�
59 ミ ツ バ 牡4鹿 56 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B460± 0 〃 アタマ 3．3�
34 スリータイタン �7黒鹿52 藤懸 貴志永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 450± 01：51．0� 89．7	
47 ニットウビクトリー 牡7鹿 54 松若 風馬�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 484－ 61：51．1	 61．7

23 トウショウギフト 牡7鹿 51 
島 克駿トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 532－ 81：51．31� 26．4�
814 プラントハンター 牡6黒鹿53 松田 大作吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456± 01：51．4クビ 215．2�
11 ダテノハクトラ 牡5芦 53 酒井 学河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488－ 21：51．5	 49．1
22 カ ナ ロ ア 牡7鹿 54 M．デュプレシス 金子真人ホールディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 452－ 41：51．92	 73．1�

（新）

712 ポイントブランク 牡6栗 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 556＋161：52．0クビ 13．3�
58 スマートボムシェル 牡4栗 54 武 豊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 494－ 41：52．1� 6．9�
611 キングノヨアケ 牡4黒鹿57 小牧 太平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 498＋ 61：52．52	 8．4�
35 マ ノ ワ ー ル 牡6鹿 55 M．デムーロ�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 61：53．77 14．5�
610 マ ル ケ サ ス 牡7青鹿54 秋山真一郎 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：54．87 32．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，555，300円 複勝： 99，855，100円 枠連： 51，712，900円
馬連： 240，917，600円 馬単： 103，726，200円 ワイド： 115，750，100円
3連複： 361，455，400円 3連単： 530，477，000円 計： 1，581，449，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 210円 � 270円 枠 連（4－7） 1，470円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，580円 �� 950円

3 連 複 ��� 9，100円 3 連 単 ��� 46，490円

票 数

単勝票数 計 775553 的中 � 114095（2番人気）
複勝票数 計 998551 的中 � 108769（3番人気）� 130543（2番人気）� 90345（5番人気）
枠連票数 計 517129 的中 （4－7） 27228（7番人気）
馬連票数 計2409176 的中 �� 65280（10番人気）
馬単票数 計1037262 的中 �� 16266（15番人気）
ワイド票数 計1157501 的中 �� 25917（14番人気）�� 18545（21番人気）�� 31833（9番人気）
3連複票数 計3614554 的中 ��� 29767（30番人気）
3連単票数 計5304770 的中 ��� 8272（159番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．7―12．7―12．6―11．9―12．3―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．6―49．3―1：01．9―1：13．8―1：26．1―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピ オ ネ ロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2013．6．23 阪神1着

2011．4．8生 牡5鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 23戦5勝 賞金 123，812，000円
※出走取消馬 エンキンドル号（疾病〔右肩跛行〕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。
（非当選馬） 6頭 セイカフォルテ号・タガノビリーヴィン号・タマモネイヴィー号・トウケイウイン号・メイショウスミトモ号・

ロードフォワード号
※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。

19036 7月9日 曇 不良 （28中京3）第3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

59 ワンミリオンス 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472－ 41：22．3 4．8�
713� カフジオリオン 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 476＋ 61：23．36 32．3�

815� エイシンピカソ 牝3栗 52 M．デムーロ平井 克彦氏 野中 賢二 米
Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

452± 01：23．83 6．6�
36 タマモワカサマ 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 482＋ 41：23．9	 29．1�
47 シルバーソード 牡4鹿 57 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508± 01：24．11	 23．9	
816 レッドヴェルサス 牡3鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B506＋ 41：24．2	 4．9

11 サンディークス 
4黒鹿57 国分 優作 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B446－161：24．3	 168．2�
510� エイシンビジョン 牡3鹿 54 岡田 祥嗣�栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

460－ 2 〃 クビ 9．6�
611� ダイゴマサムネ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 504－ 41：24．61	 146．2
35 � エイシンダーラ 牝4鹿 55 武 豊�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 456＋ 21：24．7	 12．1�
612 アリエスジューゴー 牡4鹿 57 �島 良太武井 祥久氏 斉藤 崇史 むかわ 小林 孝幸 486－ 81：24．91 243．0�
714� エアシーラン 牡4黒鹿57 M．デュプレシス 村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 472－231：25．53	 93．7�

（新）

23 テイエムトラネコ 牡4芦 57 国分 恭介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 486± 01：25．81	 128．1�
48 � ノーザンバローズ 牡4鹿 57 C．ルメール 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.

Upham 484± 01：26．33 2．8�
12 メイショウミラコロ 牡3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 512± 01：26．4	 80．1�
24 ビバワールド 
5鹿 57 幸 英明窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 B516－141：28．6大差 202．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，269，700円 複勝： 71，678，800円 枠連： 34，100，400円
馬連： 137，054，800円 馬単： 58，297，700円 ワイド： 72，623，200円
3連複： 179，297，400円 3連単： 275，475，100円 計： 885，797，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 750円 � 240円 枠 連（5－7） 3，030円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 9，080円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 740円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 17，830円 3 連 単 ��� 77，560円

票 数

単勝票数 計 572697 的中 � 95044（2番人気）
複勝票数 計 716788 的中 � 116308（3番人気）� 19707（9番人気）� 80643（4番人気）
枠連票数 計 341004 的中 （5－7） 8721（10番人気）
馬連票数 計1370548 的中 �� 15914（22番人気）
馬単票数 計 582977 的中 �� 4812（37番人気）
ワイド票数 計 726232 的中 �� 7652（25番人気）�� 26507（8番人気）�� 5542（29番人気）
3連複票数 計1792974 的中 ��� 7541（50番人気）
3連単票数 計2754751 的中 ��� 2575（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―33．8―45．5―57．8―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンミリオンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2016．1．10 京都3着

2013．4．17生 牝3鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 6戦2勝 賞金 15，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビバワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月9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 セングウ号・フミノミニスター号
※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。



（28中京3）第3日 7月9日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 171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

184，420，000円
1，270，000円
11，640，000円
1，440，000円
18，030，000円
64，421，500円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
485，538，400円
650，159，400円
230，495，000円
1，003，593，000円
499，083，700円
555，210，000円
1，384，393，000円
2，088，932，400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 6，897，404，900円

総入場人員 9，796名 （有料入場人員 8，732名）
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