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19049 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第1競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時00分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

77 ゼンノトライブ 牡4黒鹿60 難波 剛健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 450＋143：21．1 8．3�
33 � ゴールドバンカー 牡5栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 454＋ 63：21．42 4．1�
22 � シゲルノマオイ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 482＋ 63：22．35 3．4�
11 トーキングポイント 牡3黒鹿58 熊沢 重文水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 516± 03：22．51� 25．3�
89 � シゲルマンタ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 504－ 2 〃 クビ 8．1�
88 � ヒカリノカケラ �5黒鹿60 田村 太雅岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 450＋ 23：23．99 37．0�
55 サンライズホーム 牡6青鹿60 白浜 雄造松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 486＋ 4 〃 クビ 5．4	
44 シャンパーニュ 牡6芦 60 森 一馬 
グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 496± 03：25．38 4．7�
66 マイネルアクスト �3鹿 58 山本 康志 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 浦河 三枝牧場 506± 03：28．3大差 68．1�
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売 得 金
単勝： 10，149，200円 複勝： 12，999，200円 枠連： 4，537，400円
馬連： 22，431，500円 馬単： 12，863，100円 ワイド： 11，904，800円
3連複： 33，829，600円 3連単： 58，022，900円 計： 166，737，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 190円 � 160円 � 140円 枠 連（3－7） 1，780円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 480円 �� 390円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 8，860円

票 数

単勝票数 計 101492 的中 � 9761（6番人気）
複勝票数 計 129992 的中 � 15608（5番人気）� 20972（2番人気）� 28145（1番人気）
枠連票数 計 45374 的中 （3－7） 1975（10番人気）
馬連票数 計 224315 的中 �� 10834（10番人気）
馬単票数 計 128631 的中 �� 2636（20番人気）
ワイド票数 計 119048 的中 �� 5920（8番人気）�� 7468（5番人気）�� 12720（1番人気）
3連複票数 計 338296 的中 ��� 19968（3番人気）
3連単票数 計 580229 的中 ��� 4747（27番人気）
上り 1マイル 1：43．9 4F 50．1－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼンノトライブ 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2015．11．7 京都1着

2013．2．26生 牡4黒鹿 母 ジュリアビコー 母母 スカーレットローズ 障害：4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19050 7月15日 晴 良 （29中京3）第5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 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
1：48．9
1：47．8

重
重

77 ガーランドワルツ 牝3鹿 54
52 △荻野 極 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B436－121：54．2 8．6�

11 タガノアニード 牝3黒鹿54 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B460－ 6 〃 クビ 1．5�

810 ウインプルミエ 牝3鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B444－ 21：54．51� 18．4�
33 ニホンピロメリーナ 牝3栗 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 470－ 41：55．24 16．7�
44 サンマルガイア 牝3芦 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 480－ 61：55．3クビ 4．8	
78 ベルエシャンス 牝3黒鹿54 福永 祐一新井 康司氏 森 秀行 新ひだか 坂本 智広 B446－ 4 〃 クビ 19．9

22 ブラックナイル 牝3黒鹿54 松若 風馬 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 21：55．83 37．8�
89 モ ハ ー 牝3栗 54

53 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 482－ 81：56．65 159．7
66 ラインサージュ 牝3鹿 54 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 470－ 41：56．81� 28．9�
55 シゲルムササビ 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 466－ 61：59．4大差 28．1�
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売 得 金
単勝： 21，069，800円 複勝： 77，946，200円 枠連： 10，194，300円
馬連： 39，730，400円 馬単： 25，548，100円 ワイド： 23，450，100円
3連複： 49，518，500円 3連単： 100，929，200円 計： 348，386，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 110円 � 290円 枠 連（1－7） 300円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，260円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 14，220円

票 数

単勝票数 計 210698 的中 � 19404（3番人気）
複勝票数 計 779462 的中 � 36834（3番人気）� 581114（1番人気）� 17578（6番人気）
枠連票数 計 101943 的中 （1－7） 25936（2番人気）
馬連票数 計 397304 的中 �� 57784（2番人気）
馬単票数 計 255481 的中 �� 11101（8番人気）
ワイド票数 計 234501 的中 �� 25814（2番人気）�� 4163（15番人気）�� 12502（5番人気）
3連複票数 計 495185 的中 ��� 17958（7番人気）
3連単票数 計1009292 的中 ��� 5144（44番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．2―13．0―12．3―12．6―12．8―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．5―50．5―1：02．8―1：15．4―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3
4，5－（1，6）（8，10）（2，7）9－3
4（5，10）1（6，9）7，2，8，3

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

勝馬の
紹 介

ガーランドワルツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Bird デビュー 2016．6．26 阪神12着

2014．5．4生 牝3鹿 母 スーパーバレリーナ 母母 Count On a Change 10戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルムササビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月15日まで平地

競走に出走できない。

第３回 中京競馬 第５日



19051 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時05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
1：10．0
1：08．7

重
重

816 アサケパワー 牡3鹿 56 幸 英明大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 510± 01：11．7 5．7�
47 レッドルドラ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 506＋ 21：12．02 3．7�
48 シゲルドラネコ 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 池田 高橋 正三 442－ 41：12．95 25．2�
23 キンシノスパーク 牡3栗 56 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 漆原 武男 468－ 61：13．0� 19．4�
713 マーブルクリス 牡3鹿 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 474＋ 21：13．1� 15．9�
35 � レオンマテラ 牡3栗 56 松若 風馬大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Newtown

Anner Stud 526＋ 21：13．31	 3．7	
59 ホウロクダマ 牡3鹿 56 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 536± 01：13．72� 5．9

24 ソニックセンス 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 バンダム牧場 484＋ 81：13．8クビ 77．4�
510 オーミルーティン 牡3鹿 56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 浦河 市川牧場 462± 0 〃 ハナ 283．5�
12 チョコタベチャウゾ 牝3栗 54 太宰 啓介熊澤 浩樹氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド B438－ 4 〃 アタマ 70．1
714 ヒロノランマン 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治サンエイ開発� 寺島 良 浦河 浦河小林牧場 502± 01：14．01	 28．5�
36 スズカコスモス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 478－ 41：14．1� 50．9�
815 メイケイライジン 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 川越ファーム 494－ 61：14．2クビ 11．4�
611 ワンダースペラーレ 牡3鹿 56 藤懸 貴志山本 信行氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 466－141：14．94 323．2�
11 メイショウチハヤ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 松下 武士 浦河 吉田 又治 430＋ 21：15．0クビ 40．2�
612 ゴートゥームーヴ 牡3青鹿 56

54 △荻野 極飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 472－ 21：17．7大差 53．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，941，000円 複勝： 38，240，100円 枠連： 13，664，700円
馬連： 52，619，800円 馬単： 23，710，200円 ワイド： 36，558，000円
3連複： 75，143，400円 3連単： 88，708，500円 計： 354，585，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 170円 � 520円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，960円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 29，340円

票 数

単勝票数 計 259410 的中 � 35994（3番人気）
複勝票数 計 382401 的中 � 43290（4番人気）� 70568（2番人気）� 15153（8番人気）
枠連票数 計 136647 的中 （4－8） 13936（2番人気）
馬連票数 計 526198 的中 �� 38774（2番人気）
馬単票数 計 237102 的中 �� 8100（5番人気）
ワイド票数 計 365580 的中 �� 20327（3番人気）�� 4567（25番人気）�� 7762（13番人気）
3連複票数 計 751434 的中 ��� 7252（22番人気）
3連単票数 計 887085 的中 ��� 2192（71番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―12．0―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―46．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサケパワー �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Swain デビュー 2016．12．24 阪神7着

2014．3．12生 牡3鹿 母 コ ッ ク ニ ー 母母 セニョラージェ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴートゥームーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月15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） 1頭 ジーエンゲージ号
（非抽選馬） 2頭 アスターフィール号・エーティーライデン号

19052 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第4競走 ��3，330�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：39．5良

55 ユウキビバワンダー �4栗 60 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 498－123：37．4レコード 7．2�
66 メイショウナルト �9鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 468＋ 63：37．61� 1．6�
77 � リバータイキ 牡8栗 60 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 526＋143：38．45 36．3�
33 アレルキナーダ 牝4鹿 58 白浜 雄造服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 522＋ 83：39．99 36．2�
88 サ マ ー ラ ヴ 牡6黒鹿60 上野 翔�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム 462＋ 23：40．21	 3．6�
11 � メイショウトキムネ 牡6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 474－ 43：41．37 47．8	
22 プリンスダム 牡6黒鹿60 西谷 誠 
サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋ 63：46．0大差 9．4�
44 クラウンフレイム 牡5鹿 60 難波 剛健�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 484－ 2 （競走中止） 19．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 19，120，800円 複勝： 21，028，200円 枠連： 発売なし
馬連： 30，664，300円 馬単： 21，214，300円 ワイド： 15，997，700円
3連複： 35，355，300円 3連単： 91，629，400円 計： 235，010，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 160円 � 110円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，210円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 19，320円

票 数

単勝票数 計 191208 的中 � 21050（3番人気）
複勝票数 計 210282 的中 � 23795（3番人気）� 100148（1番人気）� 7101（7番人気）
馬連票数 計 306643 的中 �� 47417（2番人気）
馬単票数 計 212143 的中 �� 9608（5番人気）
ワイド票数 計 159977 的中 �� 18567（2番人気）�� 3016（18番人気）�� 5196（10番人気）
3連複票数 計 353553 的中 ��� 7398（14番人気）
3連単票数 計 916294 的中 ��� 3437（66番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 52．9－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユウキビバワンダー 
�
父 サクラメガワンダー 

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．2．20 京都16着

2013．5．5生 �4栗 母 ユ ウ キ ビ バ 母母 ユウキビバーチェ 障害：8戦2勝 賞金 30，000，000円
〔競走中止〕 クラウンフレイム号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。



19053 7月15日 晴 良 （29中京3）第5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
1：34．2
1：32．3

良
良

55 スワーヴポルトス 牡2鹿 54 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 422 ―1：36．8 2．4�
811 クアトレフォイル 牡2鹿 54 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社

松田牧場 472 ― 〃 アタマ 4．3�
22 シゲルホウレンソウ 牡2栗 54 高倉 稜森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 井高牧場 490 ―1：37．33 69．9�
810 ナ ム ラ キ ヌ 牝2鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 450 ―1：37．4� 24．0�
33 ネオテスタメント 牡2青鹿54 川須 栄彦吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 日の出牧場 432 ―1：37．5� 69．3�
78 ガ ゼ ボ 牡2青 54 中谷 雄太吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 494 ―1：37．6� 3．4	
44 ロワデベット 牡2栗 54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 464 ―1：38．23� 54．7

67 キングブラック 牡2鹿 54 水口 優也伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 488 ―1：38．62� 33．6�
66 ディヴァインサーガ 牡2青鹿54 松山 弘平杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 448 ―1：38．8� 13．0�
79 ア ル ジ 牡2鹿 54 川田 将雅増田 和啓氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：39．43� 19．2
11 ティーグローリー 牡2青鹿54 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 いとう牧場 478 ―1：40．57 185．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，328，200円 複勝： 27，734，700円 枠連： 9，748，200円
馬連： 42，123，600円 馬単： 26，023，800円 ワイド： 25，216，800円
3連複： 55，358，900円 3連単： 88，033，100円 計： 305，567，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 170円 � 740円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，560円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 19，420円

票 数

単勝票数 計 313282 的中 � 107992（1番人気）
複勝票数 計 277347 的中 � 77714（1番人気）� 41672（3番人気）� 6122（9番人気）
枠連票数 計 97482 的中 （5－8） 15904（2番人気）
馬連票数 計 421236 的中 �� 52580（2番人気）
馬単票数 計 260238 的中 �� 21533（3番人気）
ワイド票数 計 252168 的中 �� 22447（2番人気）�� 3881（16番人気）�� 2037（27番人気）
3連複票数 計 553589 的中 ��� 5717（25番人気）
3連単票数 計 880331 的中 ��� 3285（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．9―37．2―49．7―1：02．1―1：14．4―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴポルトス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2015．3．18生 牡2鹿 母 ビ ジ ャ リ カ 母母 リ ー サ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19054 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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
1：48．9
1：47．8

重
重

714 メトロポリス 牡3青鹿56 福永 祐一堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 528 ―1：53．8 8．9�
23 ワンダーラジャ 牡3栗 56 松山 弘平山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 秋場牧場 494＋ 21：54．22� 3．8�
11 アイファーイチオー 牡3栗 56

54 △荻野 極中島 稔氏 橋口 慎介 新ひだか 静内山田牧場 488－101：54．73 8．9�
713 メイショウナンプウ 牡3青鹿 56

55 ☆義 英真松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B488－ 41：54．91� 32．3�
12 ブルベアバイソン 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 464－ 61：55．0� 39．5�
816 ポ ポ チ カ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 482± 01：55．1クビ 105．3	
59 カ ナ イ オ 牡3鹿 56 M．デムーロ守内ひろ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 482－ 21：55．42 6．3

36 ジューンアンカー 牡3栗 56 酒井 学吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B452－ 41：55．5クビ 222．9�
612 オ ル ト ロ ス 牡3鹿 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502－ 61：55．92� 26．2
510 デンコウグロリアス 牡3鹿 56 幸 英明田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 460－131：56．0� 70．9�
47 マコトテラメエリタ 牡3青鹿56 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 B480－ 21：56．21� 2．6�
48 ベ ニ ー ニ 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太桑畑 �信氏 羽月 友彦 新ひだか 福岡 駿弥 484－ 41：56．3� 260．8�
815 ヴ ァ ル ト 牡3鹿 56 太宰 啓介�ターフ・スポート森田 直行 日高 モリナガファーム 474－101：58．9大差 187．4�
24 ザ ビ ッ グ 牡3黒鹿56 川須 栄彦田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 458± 01：59．32� 18．3�
35 キタサンワーク 牡3鹿 56 �島 良太�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 464－ 6 （競走中止） 219．8�
611 サンライズソウマ 牡3青鹿56 高倉 稜松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 B470＋ 2 （競走中止） 28．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，559，400円 複勝： 36，554，200円 枠連： 12，873，700円
馬連： 51，050，700円 馬単： 26，187，100円 ワイド： 33，321，700円
3連複： 71，193，800円 3連単： 88，900，100円 計： 345，640，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 150円 � 230円 枠 連（2－7） 1，380円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，960円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 46，940円

票 数

単勝票数 計 255594 的中 � 22875（4番人気）
複勝票数 計 365542 的中 � 33454（5番人気）� 74762（2番人気）� 36953（4番人気）
枠連票数 計 128737 的中 （2－7） 7195（7番人気）
馬連票数 計 510507 的中 �� 16228（8番人気）
馬単票数 計 261871 的中 �� 3455（18番人気）
ワイド票数 計 333217 的中 �� 9783（7番人気）�� 4148（23番人気）�� 16394（4番人気）
3連複票数 計 711938 的中 ��� 8657（19番人気）
3連単票数 計 889001 的中 ��� 1373（147番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．1―12．7―12．6―13．0―13．4―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．5―49．2―1：01．8―1：14．8―1：28．2―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―3F39．0
1
3
11－1，4，10（3，7）2（6，15）（12，13）－16（8，14）－9＝5
1（4，10）（11，7）（3，13）（2，6）（12，15，14）（16，9）8＝5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メトロポリス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 オ ー ス 初出走

2014．4．23生 牡3青鹿 母 ラ ブ カ ー ナ 母母 カ ー ナ Ⅱ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ザビッグ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 キタサンワーク号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折及び左第1指骨粉砕骨折〕を発症し，3コーナーで転倒し

たため競走中止。
サンライズソウマ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァルト号・ザビッグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月15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） 3頭 ショウナンラスター号・ブルノ号・レジスタンス号



19055 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第7競走 ��
��2，200�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 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
2：09．9
2：09．9

良
良

23 タガノヤグラ 牡3栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452＋102：12．8 12．3�

712 ダブルバインド 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 クビ 2．2�

47 アストロノート 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 ハナ 11．8�
611 ライトオブピース 牡3鹿 56 和田 竜二前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 42：12．9クビ 6．6�
11 レッドジュラーレ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 アタマ 28．1	
35 ロ キ 牡3黒鹿56 幸 英明野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 468＋ 82：13．11� 18．6

34 ロードギブソン 牡3栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 488－ 2 〃 ハナ 19．4�
22 リネンロマン 牝3鹿 54 松若 風馬戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 392－ 42：13．41� 48．9�
713 ジュンハーツ 牝3黒鹿 54

52 △荻野 極河合 純二氏 友道 康夫 千歳 増尾牧場 502－ 82：13．5	 46．6
58 
 ロードフェイム 牡3鹿 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 英 K I Farm

Corporation 490－ 42：13．6	 3．9�
59 ト ー マ ス 牡3青鹿56 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 426－ 4 〃 クビ 315．3�
815 ラ フ ィ ン ナ 牝3鹿 54 川田 将雅岡 浩二氏 斉藤 崇史 浦河 日の出牧場 448± 02：14．02	 37．2�
46 マリンシークレット 牡3鹿 56 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502－202：14．74 41．6�
814
 ヴィアデラモーレ �3栗 56

53 ▲三津谷隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Don Ming 512± 02：15．12	 214．0�
610
 グランドホール 牝3鹿 54 田中 健田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 M. Susumu

Hayashi 448－142：16．27 303．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，240，200円 複勝： 41，751，600円 枠連： 14，193，500円
馬連： 62，410，900円 馬単： 30，818，800円 ワイド： 40，806，100円
3連複： 86，587，700円 3連単： 108，607，500円 計： 417，416，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 230円 � 140円 � 340円 枠 連（2－7） 820円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，610円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 30，920円

票 数

単勝票数 計 322402 的中 � 20874（5番人気）
複勝票数 計 417516 的中 � 41797（4番人気）� 102811（1番人気）� 24778（6番人気）
枠連票数 計 141935 的中 （2－7） 13265（2番人気）
馬連票数 計 624109 的中 �� 37159（3番人気）
馬単票数 計 308188 的中 �� 5165（14番人気）
ワイド票数 計 408061 的中 �� 22366（3番人気）�� 6109（21番人気）�� 15086（5番人気）
3連複票数 計 865877 的中 ��� 15116（12番人気）
3連単票数 計1086075 的中 ��� 2546（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．1―35．9―48．3―1：00．7―1：13．1―1：25．2―1：37．1―1：48．8―2：00．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノヤグラ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．9．18 阪神7着

2014．5．1生 牡3栗 母 ワイルドエキサイト 母母 ソロシンガー 9戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 タガノヤグラ号の騎手藤懸貴志は，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：1番）
※ジュンハーツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19056 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時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
1：58．4
1：56．1

良
良

44 キ セ キ 牡3黒鹿54 福永 祐一石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 490＋ 81：59．1 1．5�
45 � スズカディープ 	5青鹿 57

56 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B416＋ 21：59．42 32．7�
711 コメットシーカー 牡7鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498－ 21：59．5
 8．2�
33 ジャーミネイト 牡3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：59．71� 5．7�
56 ラウレアブルーム 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 506± 01：59．8� 65．2�
710 エリンソード 牡3青鹿54 M．デムーロ �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 444－ 22：00．12 9．4	
812 シャイニーゲール 牡3鹿 54 松若 風馬小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 458－122：00．2� 10．9

11 エテレインミノル 牡3鹿 54 幸 英明吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 466－14 〃 ハナ 28．9�
68 シゲルボブキャット 牡3栗 54

51 ▲富田 暁森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 三石川上牧場 450＋ 2 〃 クビ 129．6�
22 � スターペスカンタ 牡5鹿 57

55 △荻野 極河野和香子氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 502± 02：00．41� 52．3
813� ウォータープリアム 牡4栗 57

54 ▲川又 賢治山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 514＋ 82：01．03� 260．0�
57 � カリテスグレース 牝5黒鹿55 松山 弘平飯田 正剛氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 488－ 82：01．95 274．9�
69 スズカホワイト 牡3芦 54 岡田 祥嗣永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 502－ 42：02．11� 137．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，336，400円 複勝： 111，022，300円 枠連： 14，839，100円
馬連： 64，326，800円 馬単： 42，726，600円 ワイド： 39，924，300円
3連複： 90，262，000円 3連単： 176，046，600円 計： 574，484，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 430円 � 150円 枠 連（4－4） 1，910円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 730円 �� 280円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 12，020円

票 数

単勝票数 計 353364 的中 � 179853（1番人気）
複勝票数 計1110223 的中 � 795320（1番人気）� 16676（7番人気）� 74916（2番人気）
枠連票数 計 148391 的中 （4－4） 5990（7番人気）
馬連票数 計 643268 的中 �� 24947（6番人気）
馬単票数 計 427266 的中 �� 12420（9番人気）
ワイド票数 計 399243 的中 �� 13240（8番人気）�� 42776（2番人気）�� 5233（20番人気）
3連複票数 計 902620 的中 ��� 20745（12番人気）
3連単票数 計1760466 的中 ��� 10614（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．1―48．8―1：00．7―1：12．5―1：24．3―1：35．9―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．8
1
3
2，5（10，13）（3，6）（9，12）（8，11）（7，4）1
2＝5（6，10）3（11，13）（9，12）（8，4）1，7

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

勝馬の
紹 介

キ セ キ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．12．11 阪神1着

2014．5．13生 牡3黒鹿 母 ブリッツフィナーレ 母母 ロンドンブリッジ 5戦2勝 賞金 29，868，000円



19057 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第9競走 ��1，400�マカオジョッキークラブトロフィー
発走14時25分 （芝・左）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
マカオジョッキークラブ賞（1着）

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

48 チ ト ニ ア 牝3栗 52 松若 風馬金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 468＋ 21：20．5 8．7�

12 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿52 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 432± 0 〃 クビ 19．1�
815 ピュアコンチェルト 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 434－ 21：20．6クビ 5．2�
24 ラ グ ナ グ 牝4栗 55 福永 祐一吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 2．9�
816 ストロベリームーン 牝3青鹿52 加藤 祥太�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 432－ 41：20．7クビ 22．4�
35 フラウティスタ 牝3鹿 52 M．デムーロ 	シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 436＋241：20．91� 3．7

47 タガノミルキー 牝4芦 55 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－101：21．0� 13．7�
611� ウイングタイガー 牝5鹿 55 田中 健 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 438＋ 2 〃 クビ 325．9�
59 デルマコイウタ 牝3鹿 52 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 436－ 21：21．1	 62．6
817 レ イ リ オ ン 牝4鹿 55 荻野 極 	キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 アタマ 28．4�
510 ジュエルメッセージ 牝4鹿 55 岩崎 翼 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 41：21．31� 76．5�
713 ウインソワレ 牝5鹿 55 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 458± 01：21．4	 33．3�
714 ディナスティーア 牝5鹿 55 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 496－ 8 〃 クビ 124．0�
612 タマモイヤリング 牝5黒鹿55 秋山真一郎タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 460－ 81：21．71	 23．7�
36 ゴールドマリーン 牝4栗 55 太宰 啓介朽名 誠氏 沖 芳夫 日高 鹿戸 正幸 512＋ 81：21．91� 362．4�
23 アルティマヒート 牝4栗 55 藤懸 貴志 	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 B462－ 21：22．0� 62．5�
11 � ソ ラ ー レ 牝4青鹿55 義 英真阿部東亜子氏 羽月 友彦 えりも 能登 浩 462－ 81：22．1	 216．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，169，900円 複勝： 69，071，600円 枠連： 23，011，900円
馬連： 100，905，800円 馬単： 43，018，000円 ワイド： 58，286，400円
3連複： 134，136，500円 3連単： 171，132，400円 計： 643，732，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 270円 � 370円 � 170円 枠 連（1－4） 3，150円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 830円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 8，990円 3 連 単 ��� 56，140円

票 数

単勝票数 計 441699 的中 � 40270（4番人気）
複勝票数 計 690716 的中 � 63682（4番人気）� 42158（6番人気）� 123345（2番人気）
枠連票数 計 230119 的中 （1－4） 5653（11番人気）
馬連票数 計1009058 的中 �� 13899（20番人気）
馬単票数 計 430180 的中 �� 3284（36番人気）
ワイド票数 計 582864 的中 �� 8439（20番人気）�� 18588（7番人気）�� 12925（11番人気）
3連複票数 計1341365 的中 ��� 11182（27番人気）
3連単票数 計1711324 的中 ��� 2210（179番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―46．2―57．5―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チ ト ニ ア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Caerleon デビュー 2017．5．14 京都5着

2014．2．19生 牝3栗 母 ク ロ カ ミ 母母 Milde 4戦2勝 賞金 17，706，000円
〔制裁〕 チトニア号の騎手松若風馬は，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30，000円。（被害馬：13番）

ラグナグ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・12番）
ストロベリームーン号の騎手加藤祥太は，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：17番・12番）

19058 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第10競走 ��
��1，800�インディアトロフィー

発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．7．16以降29．7．9まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ターフオーソリティーオブインディア賞（1着）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

35 ジュエルメーカー 牝5黒鹿53 国分 優作前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 504－ 81：51．8 39．2�
48 ワンダーピルエット 牝4鹿 55 岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 478＋ 41：52．12 17．5�
510 カルムパシオン �4鹿 54 加藤 祥太前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 21：52．2� 14．8�
47 オースミラナキラ 牡5鹿 56 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 524＋ 81：52．3
 3．2�
713 タガノアンピール 牡3黒鹿53 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 548± 01：52．4
 5．4�
24 サンライズレーヴ 牡6栗 54 義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476± 0 〃 クビ 99．9	
815 キョウワランサー 牡6栗 54 福永 祐一
協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 B474＋ 21：52．5クビ 18．0�
611 ハイパーノヴァ 牡3栃栗54 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 480－ 81：52．71
 2．9�
23 オーロラポラリス 牡5鹿 56 太宰 啓介 
サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 520－ 41：52．8クビ 36．2
816 アクセラレート 牡5鹿 54 松若 風馬 
キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：53．22
 26．8�
11 クリノフウジン 牡3栗 52 川須 栄彦栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 480± 01：53．3
 25．0�
12 フ ィ エ ル テ 牝5鹿 51 森 裕太朗�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 41：53．51� 49．7�
612 ダイナミックウオー 牡7黒鹿56 秋山真一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 518＋ 6 〃 クビ 36．2�
59 デ モ ニ オ 牡6青 54 荻野 極 
サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：54．35 41．6�
714 デグニティクローズ 牡6鹿 55 松山 弘平�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534－ 8 〃 クビ 28．0�
（15頭）

36 アンデスクイーン 牝3栗 51 酒井 学 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，013，300円 複勝： 67，637，000円 枠連： 28，063，100円
馬連： 114，282，800円 馬単： 46，684，400円 ワイド： 66，801，700円
3連複： 163，658，200円 3連単： 206，845，200円 計： 735，985，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，920円 複 勝 � 1，000円 � 610円 � 620円 枠 連（3－4） 2，950円

馬 連 �� 30，500円 馬 単 �� 80，120円

ワ イ ド �� 8，180円 �� 7，960円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 151，340円 3 連 単 ��� 1，199，700円

票 数

単勝票数 差引計 420133（返還計 982） 的中 � 8553（12番人気）
複勝票数 差引計 676370（返還計 1248） 的中 � 17341（14番人気）� 29807（6番人気）� 29518（7番人気）
枠連票数 差引計 280631（返還計 25） 的中 （3－4） 7370（11番人気）
馬連票数 差引計1142828（返還計 6126） 的中 �� 2903（65番人気）
馬単票数 差引計 466844（返還計 2449） 的中 �� 437（163番人気）
ワイド票数 差引計 668017（返還計 1839） 的中 �� 2100（77番人気）�� 2160（74番人気）�� 4646（36番人気）
3連複票数 差引計1636582（返還計 14203） 的中 ��� 811（269番人気）
3連単票数 差引計2068452（返還計 16927） 的中 ��� 125（1808番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．9―12．6―12．4―12．4―12．5―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．5―49．1―1：01．5―1：13．9―1：26．4―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3

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

2
4

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

ジュエルメーカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．1．31 京都5着

2012．5．19生 牝5黒鹿 母 ステラマドレード 母母 リキマドレード 16戦4勝 賞金 43，943，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔出走取消〕 アンデスクイーン号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
〔制裁〕 タガノアンピール号の騎手和田竜二は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

クリノフウジン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・9番）
※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 ヴィッセン号・テイエムアンムート号・ホーリーブレイズ号・メイショウグジョウ号



19059 7月15日 晴 良 （29中京3）第5日 第11競走 ��
��2，000�マレーシアカップ

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

セランゴールターフクラブ－ペナンターフクラブ－ペラターフクラブ賞（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

67 � ストロングタイタン 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 518－121：58．3レコード 2．9�

78 � ストーンウェア 牡5鹿 57 幸 英明吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 466＋ 4 〃 クビ 17．9�
44 ゼウスバローズ 牡6鹿 57 松若 風馬猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 468± 01：58．51	 10．3�
66 アースライズ 牝5青鹿55 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452－101：58．6	 4．5�
55 スモークフリー 牡5芦 57 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 532－ 6 〃 ハナ 4．5�
11 ベ ル ラ ッ プ 牡5鹿 57 酒井 学 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 506－141：58．7クビ 132．5	
810 マサハヤドリーム 牡5鹿 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456－24 〃 ハナ 27．0

22 コウエイワンマン 牡6黒鹿57 松山 弘平釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 524－ 41：58．91	 69．3�
811 フロリダパンサー 牡6青鹿57 太宰 啓介吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 478＋ 61：59．0
 55．6�
33 ブライトバローズ 牡5鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：59．21 5．0
79 モンドアルジェンテ 牡5芦 57 荻野 極 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518－ 61：59．3	 26．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 77，620，300円 複勝： 109，196，700円 枠連： 38，885，900円
馬連： 224，714，700円 馬単： 93，427，800円 ワイド： 103，774，900円
3連複： 305，135，800円 3連単： 521，787，300円 計： 1，474，543，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 320円 � 230円 枠 連（6－7） 720円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 790円 �� 630円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 18，460円

票 数

単勝票数 計 776203 的中 � 211414（1番人気）
複勝票数 計1091967 的中 � 237747（1番人気）� 73711（6番人気）� 114824（5番人気）
枠連票数 計 388859 的中 （6－7） 41483（4番人気）
馬連票数 計2247147 的中 �� 90645（9番人気）
馬単票数 計 934278 的中 �� 22870（15番人気）
ワイド票数 計1037749 的中 �� 33900（11番人気）�� 43772（8番人気）�� 17288（19番人気）
3連複票数 計3051358 的中 ��� 44379（18番人気）
3連単票数 計5217873 的中 ��� 20488（69番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―12．1―11．6―11．5―11．6―11．5―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．4―48．5―1：00．1―1：11．6―1：23．2―1：34．7―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ストロングタイタン �
�
父 Regal Ransom �

�
母父 Tiznow デビュー 2015．8．30 小倉1着

2013．3．22生 牡4鹿 母 Titan Queen 母母 Ensnare 10戦5勝 賞金 77，099，000円

19060 7月15日 晴 良 （29中京3）第5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
1：10．0
1：08．7

重
重

24 メイショウミズカゼ 牡3栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 462＋ 21：11．5 5．3�
12 ゼットパール 牝3栗 52 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 430－ 41：11．81� 3．1�
816 タイセイプレゼンス 牡4黒鹿 57

55 △荻野 極田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 476± 01：12．01� 7．3�
23 ピアレスピンク 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 504＋ 21：12．1� 15．4�
48 � メイショウルナ 牝6鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 486－10 〃 アタマ 93．7	
59 グランパルファン 牝4鹿 55 水口 優也 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 464＋ 2 〃 ハナ 51．5

36 ワンダーバイファル 牡6鹿 57 酒井 学山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 大島牧場 466± 01：12．41� 107．5�
47 パルトネール 牝3栗 52

51 ☆岩崎 翼手嶋 康雄氏 浜田多実雄 新冠 山岡ファーム 510＋ 21：12．5� 20．1�
510 テイエムアニマンテ 牡3青鹿54 松若 風馬竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 486－ 41：12．6� 30．2
815� リッカクロフネ 牡5芦 57

56 ☆義 英真立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 466＋ 41：12．81	 14．6�
714� ショウサングランド 牡4鹿 57 幸 英明鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 482－ 21：12．9� 15．8�
611 ナムラムート 牡3栗 54 和田 竜二奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 486－ 41：13．64 3．9�
612� シャインスプライト 牡4鹿 57

54 ▲富田 暁布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 530＋ 61：14．34 80．0�
713 ウォーターミリオン 牡4栗 57 高倉 稜山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 438＋101：14．62 93．5�
11 � コンサートドーレ 牡3栗 54 中谷 雄太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか グランド牧場 494＋14 （競走中止） 192．7�
35 セローフォース 牡3鹿 54 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 藤原牧場 488－ 6 （競走中止） 88．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，646，700円 複勝： 59，023，500円 枠連： 29，771，900円
馬連： 124，732，600円 馬単： 51，999，300円 ワイド： 68，580，500円
3連複： 176，581，400円 3連単： 242，395，300円 計： 799，731，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 150円 � 200円 枠 連（1－2） 710円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 460円 �� 630円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 15，970円

票 数

単勝票数 計 466467 的中 � 69634（3番人気）
複勝票数 計 590235 的中 � 90290（3番人気）� 109173（1番人気）� 68560（4番人気）
枠連票数 計 297719 的中 （1－2） 32436（2番人気）
馬連票数 計1247326 的中 �� 97644（2番人気）
馬単票数 計 519993 的中 �� 16930（5番人気）
ワイド票数 計 685805 的中 �� 39590（2番人気）�� 27675（4番人気）�� 22915（6番人気）
3連複票数 計1765814 的中 ��� 47874（3番人気）
3連単票数 計2423953 的中 ��� 10999（28番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．0―11．9―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミズカゼ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．4．6生 牡3栗 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ 11戦2勝 賞金 24，650，000円
〔競走中止〕 セローフォース号は，発走直後に外側の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

コンサートドーレ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ハッシュタグ号・メイショウカズヒメ号・メイショウテンセイ号
（非抽選馬） 1頭 アイファーヴリル号



（29中京3）第5日 7月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 157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
厩務員出走奨励金

203，800，000円
5，060，000円
9，300，000円
1，410，000円
21，680，000円
62，629，000円
5，071，400円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
411，195，200円
672，205，300円
199，783，700円
929，993，900円
444，221，500円
524，623，000円
1，276，761，100円
1，943，037，500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 6，401，821，200円

総入場人員 12，147名 （有料入場人員 11，020名）
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