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19001 6月30日 曇 良 （30中京3）第1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

57 ラピッドシップ 牡4黒鹿60 高田 潤飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 468－ 43：19．9 12．8�
33 イ ク ラ ト ロ 牡7鹿 60 平沢 健治 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 B442± 03：20．0� 2．8�
813� メ リ オ ラ 牡4鹿 60 金子 光希前田 幸治氏 中竹 和也 米 Diamond A

Racing Corp. 432± 0 〃 クビ 6．7�
34 ハルキストン 牡3鹿 58 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 438＋ 43：21．49 20．7�
11 ブラックドーン 牡4鹿 60 草野 太郎吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 520－123：21．61� 8．3�
711	 クリノメルクリウス 
5鹿 60 佐久間寛志栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 440＋103：21．7クビ 69．4	
69 オメガタックスマン 牡6鹿 60 白浜 雄造原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 468± 03：21．91� 6．5

814 シャドウチェイサー 
6黒鹿60 五十嵐雄祐飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478± 03：22．96 9．1�
610 メイショウイチオシ 牡7黒鹿60 黒岩 悠松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 560＋ 83：25．6大差 33．4�
712	 コウザンアプローチ 牡5鹿 60 森 一馬山下 良子氏 笹田 和秀 日高 白井牧場 522± 03：27．4大差 70．4
46 プラチナコード 牡6芦 60 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 504－ 23：27．5� 9．7�
22 	 ファミリーズオナー 牝6栗 58 大江原 圭岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 白瀬 盛雄 456－ 23：28．24 49．6�
45 カズアピアーニ 
3鹿 58 難波 剛健合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 466－123：44．1大差 108．3�
58 ガルガンチュア 牡5栗 60 上野 翔渡邊 隆氏 伊藤 正徳 苫小牧 藤澤 昭勝 440＋ 4 （競走中止） 16．7�
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売 得 金
単勝： 12，012，000円 複勝： 15，545，500円 枠連： 12，743，900円
馬連： 26，682，100円 馬単： 13，444，500円 ワイド： 18，154，500円
3連複： 44，696，300円 3連単： 54，092，900円 計： 197，371，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 230円 � 140円 � 170円 枠 連（3－5） 550円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，080円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 22，010円

票 数

単勝票数 計 120120 的中 � 7489（7番人気）
複勝票数 計 155455 的中 � 14531（5番人気）� 35602（1番人気）� 23144（2番人気）
枠連票数 計 127439 的中 （3－5） 17674（2番人気）
馬連票数 計 266821 的中 �� 10614（6番人気）
馬単票数 計 134445 的中 �� 2045（18番人気）
ワイド票数 計 181545 的中 �� 5669（7番人気）�� 3951（11番人気）�� 17392（1番人気）
3連複票数 計 446963 的中 ��� 11456（5番人気）
3連単票数 計 540929 的中 ��� 1781（53番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 52．0－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
2－3，14（11，9，7）6，1，4，13＝12，10，8，5
2－（7，3）14，13，1，4，11，9＝（6，10）－12＝5

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

勝馬の
紹 介

ラピッドシップ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．7．24 中京7着

2014．2．19生 牡4黒鹿 母 チェンジユアセルフ 母母 Million Gift 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 ガルガンチュア号は，競走中に疾病〔右第1指骨剥離骨折〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中

止。
〔制裁〕 クリノメルクリウス号の騎手佐久間寛志は，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。
〔その他〕 コウザンアプローチ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コウザンアプローチ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年7月31日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アドバンスゴード号・カレンバッドボーイ号・マイネルヴァッサー号
（非抽選馬） 1頭 ジョーカーワイルド号

19002 6月30日 曇 良 （30中京3）第1日 第2競走 ��1，900�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 5，000，000円 2，000，000円 1，025，000
1，025，000

円
円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

714 スワーヴアラミス 牡3鹿 56 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470＋ 22：00．3 1．6�

47 フ ロ ー リ ン 牡3栗 56 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 82：00．51� 4．0�

23 ラティーノヒート 牡3鹿 56 幸 英明前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 514－ 42：02．7大差 20．8�

815 サウンドコラード 牡3鹿 56
55 ☆義 英真増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 藤本牧場 516－ 6 〃 同着 11．3�

24 アカネコントレイル 牡3鹿 56 和田 竜二ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 B452－ 2 〃 ハナ 77．2�
11 コンフェイト 牝3青鹿54 酒井 学 	社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B442－ 6 〃 クビ 85．6

12 ナリタカピリナ 牝3鹿 54 岩崎 翼�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 492± 02：03．23 38．0�
36 ナムラシシマル 牡3鹿 56 高倉 稜奈村 信重氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 504＋ 42：03．3クビ 22．2�
611 フィアットルクス 牡3栗 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 上村 清志 482± 0 〃 アタマ 15．6
35 ブルベアアオジソ 牝3鹿 54

52 △富田 暁 �ブルアンドベア 飯田 祐史 浦河 地興牧場 B444＋ 42：04．04 48．2�
816 モンテガナール 牡3鹿 56 田中 健	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470－ 62：04．21� 68．4�
510 ア イ コ ン 牡3鹿 56 松山 弘平ゴドルフィン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 22：04．3� 55．3�
48 エ ケ ト ロ ス 牡3黒鹿56 小牧 太中辻 明氏 笹田 和秀 浦河 中村 雅明 488－ 82：04．61� 98．2�
612 ローズサクシード 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 	シルクレーシング 吉村 圭司 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 42：04．92 37．5�
713 ビップムテキング 牡3鹿 56 	島 克駿鈴木 邦英氏 松下 武士 浦河 猿橋 義昭 526 ―2：06．17 207．9�
59 オンリーエンブレム 牡3青鹿56 国分 優作	リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 502 ―2：06．52� 143．2�
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売 得 金
単勝： 22，801，100円 複勝： 52，079，400円 枠連： 11，805，000円
馬連： 40，570，700円 馬単： 23，975，800円 ワイド： 32，039，800円
3連複： 61，043，400円 3連単： 83，845，000円 計： 328，160，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 �
�

170円
140円 枠 連（4－7） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 120円 ��
��

250円
220円

��
��

370円
370円

3 連 複 ���
���

640円
560円 3 連 単 ���

���
1，380円
1，400円

票 数

単勝票数 計 228011 的中 � 110448（1番人気）
複勝票数 計 520794 的中 �

�
293979
30335

（1番人気）
（3番人気）

� 72632（2番人気）� 21674（6番人気）

枠連票数 計 118050 的中 （4－7） 33443（1番人気）
馬連票数 計 405707 的中 �� 102866（1番人気）
馬単票数 計 239758 的中 �� 40959（1番人気）
ワイド票数 計 320398 的中 ��

��
61641
10450

（1番人気）
（8番人気）

��
��

17545
10515

（4番人気）
（7番人気）

�� 21476（3番人気）

3連複票数 計 610434 的中 ��� 35434（4番人気）��� 40880（2番人気）
3連単票数 計 838450 的中 ��� 21891（3番人気）��� 21571（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．2―31．6―45．3―58．7―1：11．4―1：24．1―1：36．4―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴアラミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2017．10．8 東京8着

2015．3．26生 牡3鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 7戦1勝 賞金 9，300，000円
〔その他〕 ビップムテキング号は，競走中に疾病〔右第3中手骨々折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンリーエンブレム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月31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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エイシンレーザー号・ケンイーサリアム号・シエラミノル号・メイプルトップ号・ランドヘルメース号
（非抽選馬） 1頭 カズフィンテック号

第３回 中京競馬 第１日



19003 6月30日 曇 良 （30中京3）第1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）

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
1：10．0
1：08．7

重
重

612 エトワールブリエ 牝3黒鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 440＋ 81：12．9 4．3�
23 メイショウルチル 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 452－ 61：13．0� 3．5�
815 アメリカズハート 牝3栗 54 M．デムーロ栗山 良子氏 �島 一歩 新ひだか U・M・A 460＋ 41：13．1� 6．1�
48 バトードラムール 牝3鹿 54 岩崎 翼村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 446＋ 61：13．31� 11．1�
510 キャンディソング 牝3鹿 54

52 △富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 飯田 祐史 日高 シンボリ牧場 448＋161：13．61� 82．6�

24 ホープウイング 牝3栗 54 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 438＋ 41：13．91� 4．6	
714 ヒロノオリオン 牝3鹿 54

53 ☆義 英真サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 486± 01：14．11� 50．7

816 ナンクルナイサー 牝3栗 54 �島 克駿小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 456± 01：14．31� 47．7�
12 スターペスユズ 牝3鹿 54 酒井 学河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 452＋ 81：14．4� 153．0�
713 ネオヴォイス 牝3鹿 54 和田 竜二山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 448＋101：14．61� 12．8
47 セドゥラマジー 牝3栗 54

52 △川又 賢治 �シルクレーシング 池添 学 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 512＋ 6 〃 クビ 19．4�
11 ワイルドハニー 牝3栗 54 福永 祐一�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 462＋ 61：15．02� 27．3�
59 ボ ナ リ ー 牝3鹿 54 国分 優作エンジェルレーシング� 今野 貞一 浦河 浦河小林牧場 410 ―1：15．1� 91．7�
611 サンリットデュー 牝3黒鹿54 松山 弘平水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 414－ 21：15．52� 98．9�
35 マイウェイトウト 牝3栗 54

51 ▲服部 寿希田畑 利彦氏 大根田裕之 浦河 秋場牧場 438＋12 〃 アタマ 345．7�
36 ミオプラネット 牝3芦 54 秋山真一郎大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 462－ 41：16．35 61．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，386，300円 複勝： 45，608，000円 枠連： 12，897，600円
馬連： 48，416，200円 馬単： 24，564，700円 ワイド： 38，320，800円
3連複： 69，426，900円 3連単： 84，014，500円 計： 352，635，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 140円 � 170円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 320円 �� 350円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 293863 的中 � 54065（2番人気）
複勝票数 計 456080 的中 � 79304（3番人気）� 94372（1番人気）� 64437（4番人気）
枠連票数 計 128976 的中 （2－6） 21088（1番人気）
馬連票数 計 484162 的中 �� 48204（1番人気）
馬単票数 計 245647 的中 �� 10247（5番人気）
ワイド票数 計 383208 的中 �� 31327（1番人気）�� 27626（4番人気）�� 27826（3番人気）
3連複票数 計 694269 的中 ��� 43721（1番人気）
3連単票数 計 840145 的中 ��� 10473（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．4―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―47．3―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 10（12，15）（3，14，16）（4，6，13）（1，11）2（7，9）－8＝5 4 10，12（3，15）（14，16）（4，13）（2，6，11）1（7，9）－8＝5

勝馬の
紹 介

エトワールブリエ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．3．3 小倉18着

2015．4．22生 牝3黒鹿 母 スターコレクション 母母 シンコウエトワール 4戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 セイギハカツ号・バンブトンエガオ号・ミリラニ号・ローズマリア号

19004 6月30日 曇 良 （30中京3）第1日 第4競走 ��3，300�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700万円毎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3：34．3稍重

610 リスヴェリアート 牡8鹿 61 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 458－ 23：35．8 2．5�
22 メイショウヤエヤマ 牡4鹿 60 平沢 健治松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 520－ 23：36．01� 3．5�
711 アズマタックン 牡5青鹿60 金子 光希東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 496＋ 63：36．85 14．5�
813� メイショウオトコギ �9栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 506＋12 〃 ハナ 12．3�
45 ウインレーベン 牡7青鹿60 植野 貴也�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 464＋ 43：36．9	 49．6�
814 サンマルホーム 牡8栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 446± 03：37．64 17．8	
34 スズカチャンプ 牡9鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 488－183：37．81
 54．8

712 ウォンテッド 牡8黒鹿62 小坂 忠士谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 500＋ 23：38．01� 69．5�
33 トーアヒミコ 牝5黒鹿58 小野寺祐太高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 464＋ 43：38．42
 48．2�
57 キープトライン 牡8鹿 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B488－ 43：38．93 155．8
46 スマートガルーダ 牡5鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 492＋ 2 〃 アタマ 15．1�
11 シゲルクーガー �4鹿 60 難波 剛健森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 488＋ 23：39．11
 35．7�
58 ホーカーテンペスト �9栗 62 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B506－ 63：39．42 10．8�
69 メイショウナルト �10鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 63：40．46 9．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，855，400円 複勝： 24，730，300円 枠連： 12，310，800円
馬連： 32，792，400円 馬単： 17，890，900円 ワイド： 24，783，600円
3連複： 56，033，800円 3連単： 72，122，700円 計： 259，519，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 220円 枠 連（2－6） 420円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 200円 �� 580円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 188554 的中 � 58726（1番人気）
複勝票数 計 247303 的中 � 72513（1番人気）� 48248（2番人気）� 20151（3番人気）
枠連票数 計 123108 的中 （2－6） 22242（1番人気）
馬連票数 計 327924 的中 �� 47282（1番人気）
馬単票数 計 178909 的中 �� 14558（1番人気）
ワイド票数 計 247836 的中 �� 37656（1番人気）�� 9885（5番人気）�� 7653（9番人気）
3連複票数 計 560338 的中 ��� 20651（5番人気）
3連単票数 計 721227 的中 ��� 7896（8番人気）
上り 1マイル 1：42．3 4F 48．9－3F 36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
2（5，13）（14，7）11（9，10）4（1，6）12，3－8
2，13，5（14，7）（10，11）（4，12）（6，3）9，1＝8

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

勝馬の
紹 介

リスヴェリアート �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．3．2 阪神3着

2010．5．13生 牡8鹿 母 バレエブラン 母母 ニ キ ー ヤ 障害：18戦3勝 賞金 76，736，000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。
（非当選馬） 1頭 クランモンタナ号
（非抽選馬） 2頭 アイファーマグオー号・テイエムファンドル号



19005 6月30日 曇 良 （30中京3）第1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

77 アドマイヤマーズ 牡2栗 54 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468 ―1：37．7 1．4�
88 ケイデンスコール 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464 ― 〃 ハナ 5．4�
22 ヤマニンマヒア 牡2黒鹿54 武 豊土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 428 ―1：38．02 15．8�
11 スリーカナロアー 牡2鹿 54 和田 竜二永井商事� 南井 克巳 平取 二風谷ファーム 498 ―1：38．74 4．8�
33 セデックカズマ 牡2黒鹿54 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 472 ―1：38．91 33．5	
44 ハイオソラール 牡2鹿 54

52 △富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 502 ― 〃 クビ 116．9

55 ダンツキャッスル 牡2鹿 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 472 ―1：39．0� 52．5�
66 ライクアヘニー 牡2栗 54 秋山真一郎鈴木 康弘氏 作田 誠二 新ひだか 高橋 修 480 ―1：40．7大差 79．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 48，520，000円 複勝： 89，471，900円 枠連： 発売なし
馬連： 42，002，800円 馬単： 34，775，400円 ワイド： 25，700，400円
3連複： 51，025，800円 3連単： 147，003，400円 計： 438，499，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 130円 �� 280円 �� 460円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 1，590円

票 数

単勝票数 計 485200 的中 � 270857（1番人気）
複勝票数 計 894719 的中 � 695901（1番人気）� 64931（3番人気）� 29328（4番人気）
馬連票数 計 420028 的中 �� 121951（1番人気）
馬単票数 計 347754 的中 �� 78841（1番人気）
ワイド票数 計 257004 的中 �� 66457（1番人気）�� 20141（4番人気）�� 10662（6番人気）
3連複票数 計 510258 的中 ��� 50133（2番人気）
3連単票数 計1470034 的中 ��� 66628（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．4―50．8―1：04．0―1：16．0―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F33．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤマーズ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Medicean 初出走

2016．3．16生 牡2栗 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19006 6月30日 曇 良 （30中京3）第1日 第6競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

714 スズカフェスタ 牡3栗 56 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 502＋201：25．0 8．9�
816 クレアセンシェンス 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 森田 直行 新ひだか 三石橋本牧場 574＋16 〃 クビ 6．3�
35 デスティニーレイ 牡3青鹿56 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 450－ 61：25．42� 7．9�
11 カネトシレーヌ 牝3栗 54 福永 祐一兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 斉藤英牧場 458－ 21：25．61� 8．3�
510 センスオブワンダー 牡3栗 56 武 豊前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B464＋101：26．23� 4．3�
612	 アメリカンエース 牡3鹿 56 M．デムーロ吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster B480－ 21：26．3� 3．6	
12 	 ム ル ガ ン 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 米 Hidden Lake
Farm LLC 490＋101：26．4クビ 86．3


36 ナイトレイン 牝3鹿 54 
島 克駿市川義美ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484± 01：26．5� 148．3�

24 ユキノジョー 牡3栗 56
54 △富田 暁西村 亮二氏 大根田裕之 新冠 飛渡牧場 452＋ 41：27．13� 254．9�

23 マキナガラージュ 牡3栗 56
55 ☆荻野 極野田 善己氏 角居 勝彦 新冠 中村 弘昭 398－ 21：27．2� 20．5

47 ヒルノアルゲーロ 牡3栗 56 酒井 学�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 520 ―1：27．83� 44．4�
713 ワキノシラナミ 牡3芦 56 高倉 稜脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 神垣 道弘 496－ 41：28．22� 30．2�
815 エンペラーズベスト 牡3鹿 56

54 △川又 賢治 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム B480± 01：28．3� 285．8�
48 	 ソリッドドリーム 牡3栗 56 幸 英明 �社台レースホース角居 勝彦 英 Teruya

Yoshida 458 ―1：28．51 11．7�
611 テーオーアモーレ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 476± 01：29．77 281．5�
59 リリアンローズ 牝3黒鹿54 小牧 太谷和 光彦氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 442＋10 （競走中止） 82．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，011，400円 複勝： 48，541，200円 枠連： 13，194，900円
馬連： 60，492，300円 馬単： 27，172，100円 ワイド： 40，706，600円
3連複： 79，099，300円 3連単： 88，488，500円 計： 390，706，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 280円 � 270円 � 240円 枠 連（7－8） 2，440円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，000円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 43，910円

票 数

単勝票数 計 330114 的中 � 29353（6番人気）
複勝票数 計 485412 的中 � 44382（5番人気）� 47010（4番人気）� 54055（3番人気）
枠連票数 計 131949 的中 （7－8） 4175（10番人気）
馬連票数 計 604923 的中 �� 16474（11番人気）
馬単票数 計 271721 的中 �� 3490（23番人気）
ワイド票数 計 407066 的中 �� 9512（15番人気）�� 10475（11番人気）�� 10348（13番人気）
3連複票数 計 790993 的中 ��� 7179（26番人気）
3連単票数 計 884885 的中 ��� 1461（147番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―11．7―12．6―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．6―46．3―58．9―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカフェスタ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．2．10 京都8着

2015．3．27生 牡3栗 母 ディアマンボウ 母母 ラッシュトゥウィン 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 リリアンローズ号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 マキナガラージュ号の騎手荻野極は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

リリアンローズ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠
金100，000円。（被害馬：14番・16番・4番・8番・15番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンメイアルア号
（非抽選馬） 6頭 アフオラカ号・コンコルドコンドル号・タマモオテンバ号・ヤサカファルコ号・ラヴノット号・レイデマー号



19007 6月30日 曇 良 （30中京3）第1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

816 ナムラドノヴァン 牡3鹿 56 �島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 468－ 82：12．4 12．9�
713 パ ス テ ィ ス 牡3青 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 8 〃 アタマ 3．9�
11 サトノジュウザ 牡3鹿 56

54 △富田 暁 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 42：12．72 8．5�
48 ロイヤルディクリー 牡3鹿 56 秋山真一郎ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 22：12．8� 6．8�
24 ウインフォルティス 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 468± 02：13．22� 7．5�

818 ララシャンパーニュ 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか タイヘイ牧場 426＋ 2 〃 クビ 6．6	
（法942）

12 ロードレガリス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 496－ 62：13．3クビ 4．2

23 ミコデイジーラブ 牝3黒鹿54 太宰 啓介古賀 慎一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 506－ 82：14．79 162．5�
714 ローレルティーダ 牡3鹿 56 �島 良太 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 川島牧場 448－ 62：15．12� 256．1�
59 キングアンドアイ 牡3黒鹿56 幸 英明吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム B472－ 62：15．31� 26．0
36 ヴィオローネ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極 �社台レースホース中尾 秀正 千歳 社台ファーム 436－102：15．72� 53．7�
612 ユメノツリー 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗平口 信行氏 寺島 良 浦河 三好牧場 460＋ 82：15．91� 104．7�
510 クロスチェック 牡3鹿 56 国分 優作鈴木 康弘氏 作田 誠二 新ひだか 今 牧場 514± 02：16．75 271．8�
817 アトラエンテ 牡3芦 56 松山 弘平杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 522± 02：17．01� 29．6�
715 スウィートラヴァー 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 470－ 62：17．21� 363．4�
35 ジョインフォース 牝3鹿 54

52 △川又 賢治小林竜太郎氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 B434－222：17．94 314．1�
47 ナハストーン 牡3鹿 56 松若 風馬 �シルクレーシング 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 404－122：18．1� 88．7�
611 オミマイスルゾー 	3黒鹿56 水口 優也三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 谷口牧場 432－ 82：19．8大差 239．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，981，700円 複勝： 47，546，200円 枠連： 18，563，100円
馬連： 61，359，400円 馬単： 27，079，600円 ワイド： 40，805，100円
3連複： 84，171，300円 3連単： 99，069，600円 計： 407，576，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 340円 � 140円 � 240円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，640円 �� 570円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 35，940円

票 数

単勝票数 計 289817 的中 � 17901（7番人気）
複勝票数 計 475462 的中 � 28501（7番人気）� 114787（1番人気）� 47149（5番人気）
枠連票数 計 185631 的中 （7－8） 23091（3番人気）
馬連票数 計 613594 的中 �� 19209（10番人気）
馬単票数 計 270796 的中 �� 3531（26番人気）
ワイド票数 計 408051 的中 �� 10929（13番人気）�� 6142（21番人気）�� 19152（5番人気）
3連複票数 計 841713 的中 ��� 11922（20番人気）
3連単票数 計 990696 的中 ��� 1998（129番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．3―12．5―12．6―12．0―12．0―12．0―12．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―35．3―47．8―1：00．4―1：12．4―1：24．4―1：36．4―1：48．5―2：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3

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

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

ナムラドノヴァン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．28 京都5着

2015．4．3生 牡3鹿 母 パンカティリオ 母母 Punctilious 6戦1勝 賞金 6，900，000円
〔騎手変更〕 ユメノツリー号の騎手小牧太は，第6競走での落馬負傷のため森裕太朗に変更。
〔制裁〕 ウインフォルティス号の騎手菊沢一樹は，2コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：7番・2

番・1番）
〔その他〕 ナハストーン号は，2コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョインフォース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月31日まで平地競

走に出走できない。
オミマイスルゾー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月31日まで平地
競走に出走できない。

19008 6月30日 曇 良 （30中京3）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・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
1：48．9
1：47．8

重
重

57 ザ ク イ ー ン 牝4黒鹿55 川田 将雅�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：52．1 2．0�
44 ミトノクイーン 牝3黒鹿 52

51 ☆義 英真ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム B466＋ 61：53．16 12．0�
710 デイジーフローラ 牝5鹿 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 502± 01：53．41� 22．4�
11 パーシーズベスト 牝5黒鹿 55

53 △川又 賢治 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：53．5� 13．3�
22 ナガラエンカ 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 454＋141：53．71� 7．6	

33 スズカスマート 牝4鹿 55 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 482＋ 61：53．8クビ 35．0

813� サンマルタイトル 牝4栗 55

53 △森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 452＋101：54．33 72．9�
711 エイシンメッセ 牝3黒鹿52 幸 英明�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 414－ 81：54．51	 31．8�
812� モ ハ ー 牝4栗 55 高倉 稜北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 484－ 2 〃 ハナ 22．0�
45 チェリーボンボン 牝4青鹿 55

53 △富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 442－ 21：54．82 177．5�
69 � ウインプルミエ 牝4鹿 55

53 △菊沢 一樹�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B446－ 21：55．22� 98．7�
56 コ ス タ ネ ラ 牝3栗 52 M．デムーロ �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 440－ 21：55．41� 5．1�
68 ジュンテオドーラ 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 21：56．03� 9．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，860，700円 複勝： 57，343，900円 枠連： 15，610，200円
馬連： 65，225，400円 馬単： 33，970，500円 ワイド： 44，966，500円
3連複： 87，781，500円 3連単： 131，361，000円 計： 470，119，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 270円 � 360円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 490円 �� 740円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 6，340円 3 連 単 ��� 17，860円

票 数

単勝票数 計 338607 的中 � 132269（1番人気）
複勝票数 計 573439 的中 � 228454（1番人気）� 38998（5番人気）� 25997（7番人気）
枠連票数 計 156102 的中 （4－5） 13482（5番人気）
馬連票数 計 652254 的中 �� 47460（4番人気）
馬単票数 計 339705 的中 �� 17379（5番人気）
ワイド票数 計 449665 的中 �� 25195（4番人気）�� 15580（7番人気）�� 3777（30番人気）
3連複票数 計 877815 的中 ��� 10378（22番人気）
3連単票数 計1313610 的中 ��� 5330（56番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．9―12．6―12．3―12．2―12．5―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．1―49．7―1：02．0―1：14．2―1：26．7―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザ ク イ ー ン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．6 京都5着

2014．3．26生 牝4黒鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 14戦3勝 賞金 27，096，000円



19009 6月30日 曇 良 （30中京3）第1日 第9競走 ��
��1，600�

ご ざ い し ょ

御 在 所 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

35 ルタンデュボヌール 牡4黒鹿57 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B478－ 41：33．1 2．4�
816 スラッシュメタル 牡3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 8．5�
510 ハクサンフエロ 牡3鹿 54 幸 英明河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 �川 啓一 452± 01：33．2クビ 7．4�
36 ダイシンカレラ 牡6黒鹿57 酒井 学大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 484－ 21：33．51	 57．1�
59 メイショウモウコ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 494± 0 〃 クビ 14．4�
47 アサケハーツ 牡4栗 57 森 裕太朗大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 458－ 2 〃 ハナ 294．6	
23 ドラグーンシチー 牡3鹿 54 和田 竜二 
友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 474－ 2 〃 ハナ 9．5�
714 コンパウンダー 牡3黒鹿54 秋山真一郎ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446± 0 〃 ハナ 25．3�
611 ブラックジルベルト 牡3黒鹿54 �島 克駿安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 468－ 41：33．6
 50．1
24 � トーホウシーマ 牡4栗 57 松若 風馬東豊物産
 高橋 亮 日高 竹島 幸治 490＋11 〃 クビ 129．5�
48 ハローマイディア 牡5黒鹿57 富田 暁飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 470± 0 〃 ハナ 28．1�
11 ジョーアラビカ 牡4芦 57 松山 弘平上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 502± 01：33．7クビ 4．3�
815 ナンヨーマーズ 牡4鹿 57 高倉 稜中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 61：33．91� 31．6�
713 テイエムリボー 牡3青鹿54 村田 一誠竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 476－ 2 〃 アタマ 255．4�
612� ロードバリスタ 4黒鹿57 太宰 啓介 
ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 484－ 3 〃 ハナ 48．8�
12 � ホッコーカゲムシャ 牡4黒鹿57 荻野 極北幸商事
 西浦 勝一 日高 川端 正博 456－ 21：34．11� 381．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，525，400円 複勝： 66，440，700円 枠連： 20，638，300円
馬連： 95，826，200円 馬単： 41，829，400円 ワイド： 59，215，600円
3連複： 122，392，100円 3連単： 155，991，900円 計： 607，859，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 220円 � 190円 枠 連（3－8） 1，070円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 550円 �� 400円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 12，490円

票 数

単勝票数 計 455254 的中 � 149885（1番人気）
複勝票数 計 664407 的中 � 172195（1番人気）� 63003（5番人気）� 81528（3番人気）
枠連票数 計 206383 的中 （3－8） 14854（5番人気）
馬連票数 計 958262 的中 �� 57640（4番人気）
馬単票数 計 418294 的中 �� 16697（5番人気）
ワイド票数 計 592156 的中 �� 27900（5番人気）�� 39884（2番人気）�� 11927（13番人気）
3連複票数 計1223921 的中 ��� 29633（8番人気）
3連単票数 計1559919 的中 ��� 9048（24番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―11．6―11．7―11．3―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．0―46．6―58．3―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4F46．5―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ルタンデュボヌール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2016．7．16 中京10着

2014．2．2生 牡4黒鹿 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 8戦3勝 賞金 26，628，000円
〔騎手変更〕 ハクサンフエロ号の騎手小牧太は，第6競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
※ホッコーカゲムシャ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19010 6月30日 曇 良 （30中京3）第1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；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

34 タイキサターン 牡3黒鹿54 M．デムーロ�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 484± 01：19．9 3．0�

815 クライムメジャー 牡4栗 57 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 2 〃 クビ 3．0�
610 オールザゴー 牡4鹿 57 武 豊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 61：20．0クビ 8．7�
712 ボンセルヴィーソ 牡4栗 57 	島 克駿名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 464－ 61：20．1
 7．0�
814 ラベンダーヴァレイ 牝5鹿 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434± 01：20．2
 35．1	
58 ジュンヴァルロ 牡3栗 54 福永 祐一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 クビ 9．7

23 アクセラレート 牡6鹿 57 幸 英明 �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 466± 01：20．51� 87．5�
46 ジョーマイク �5栗 57 	島 良太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 476－ 6 〃 クビ 38．1�
59 エントリーチケット 牝4栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 436－121：20．71 16．1
611 ダノンシーザー 牡6鹿 57 荻野 極�ダノックス 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B466± 01：21．01� 136．2�
713 ジュンドリーム 牝3鹿 52 松若 風馬河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 474－ 21：21．1� 43．9�
35 ヴ ェ ゼ ー ル 牡5栗 57 岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 542－201：21．42 109．4�
47 ミッキーワイルド 牡3鹿 54 和田 竜二野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492－121：21．71� 20．1�
11 メイショウヤマホコ 牡8黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 472± 01：21．8
 275．6�
22 イサチルルンルン 牝3鹿 52 浜中 俊小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 434± 01：22．22
 68．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，896，100円 複勝： 77，356，300円 枠連： 26，107，300円
馬連： 126，007，100円 馬単： 53，043，600円 ワイド： 78，001，200円
3連複： 164，475，900円 3連単： 207，567，200円 計： 790，454，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 210円 枠 連（3－8） 520円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 270円 �� 670円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 計 578961 的中 � 153518（1番人気）
複勝票数 計 773563 的中 � 160423（2番人気）� 182077（1番人気）� 71378（4番人気）
枠連票数 計 261073 的中 （3－8） 38486（1番人気）
馬連票数 計1260071 的中 �� 158215（1番人気）
馬単票数 計 530436 的中 �� 33532（1番人気）
ワイド票数 計 780012 的中 �� 84380（1番人気）�� 27383（7番人気）�� 39307（4番人気）
3連複票数 計1644759 的中 ��� 74209（2番人気）
3連単票数 計2075672 的中 ��� 24363（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―11．2―10．9―11．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．7
3 12，13（4，11）（9，14）8（6，15）5（10，7）（2，3）－1 4 12，13（4，11）（9，14）8（6，15）（5，7）10（2，3）－1

勝馬の
紹 介

タイキサターン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．10．28 東京3着

2015．3．11生 牡3黒鹿 母 マロノヴィーナス 母母 タンザナイト 8戦3勝 賞金 35，614，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19011 6月30日 曇 良 （30中京3）第1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，29．7．1以降30．6．24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 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

23 ミキノトランペット 牡4鹿 56 武 豊谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 526＋ 41：51．0 2．0�
36 ダノンレーザー 牡5栗 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 510－ 81：51．63� 4．5�
35 スマートボムシェル 牡6栗 54 浜中 俊大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 490± 01：52．13 93．3�
24 アンデスクイーン 牝4栗 54 福永 祐一 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 7．0�
714 イーストオブザサン 牡5黒鹿54 �島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476－ 41：52．2� 38．8�
713 クレマンダルザス 	5鹿 54 荻野 極吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458± 01：52．41
 37．2	
59 レッドサバス 牡6黒鹿56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B478＋ 61：52．5� 16．6

48 マイネルビクトリー 牡5鹿 55 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 494＋ 4 〃 ハナ 21．5�
815 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 53 松若 風馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 476＋10 〃 ハナ 19．9�
612 サルサディオーネ 牝4栗 54 酒井 学菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 500－ 6 〃 ハナ 9．1
611 コアレスキング 牡8鹿 52 村田 一誠小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 コアレススタッド 530－ 61：52．71
 120．6�
11 エンキンドル 	7青 53 太宰 啓介ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B560－ 21：52．91 242．3�
47 テイエムコンドル 牡7鹿 54 秋山真一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 464－ 4 〃 クビ 171．1�
816 ワンダーピルエット 牝5鹿 52 岩崎 翼山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 486－ 41：53．0� 111．8�
510 ソリティール 牡5栗 54 川又 賢治�G1レーシング 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 2 〃 アタマ 32．5�
12 � ディープオーパス 牡5芦 54 高倉 稜深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B486－ 21：53．95 43．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 80，307，000円 複勝： 124，796，300円 枠連： 57，960，400円
馬連： 246，713，500円 馬単： 107，439，400円 ワイド： 134，568，900円
3連複： 383，917，700円 3連単： 534，445，100円 計： 1，670，148，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 1，190円 枠 連（2－3） 430円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，160円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 9，760円 3 連 単 ��� 25，010円

票 数

単勝票数 計 803070 的中 � 306106（1番人気）
複勝票数 計1247963 的中 � 401649（1番人気）� 187957（2番人気）� 15348（13番人気）
枠連票数 計 579604 的中 （2－3） 102561（1番人気）
馬連票数 計2467135 的中 �� 356190（1番人気）
馬単票数 計1074394 的中 �� 102206（1番人気）
ワイド票数 計1345689 的中 �� 163426（1番人気）�� 14338（22番人気）�� 6581（45番人気）
3連複票数 計3839177 的中 ��� 29489（28番人気）
3連単票数 計5344451 的中 ��� 15492（69番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．2―12．4―12．4―12．9―12．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．2―49．6―1：02．0―1：14．9―1：27．4―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．1
1
3
12－3，6（4，13）5，1（14，16）－8－（2，11）－（9，15）（7，10）
12，3，6，13，4（1，5）16，14，8，11，15，10，2，9，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミキノトランペット �
�
父 トランセンド �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2016．9．17 阪神5着

2014．3．21生 牡4鹿 母 インフィニータ 母母 オースミシャロン 16戦5勝 賞金 84，634，000円
〔発走状況〕 サルサディオーネ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 サルサディオーネ号は，発走調教再審査。
※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 サトノティターン号・パルトネルラーフ号

19012 6月30日 曇 良 （30中京3）第1日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時15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
1：58．3
1：56．1

良
良

11 ヴェルテアシャフト 牡3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋102：00．4 3．3�
811 モ ザ イ ク 牡4黒鹿57 福永 祐一吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 462－ 62：00．72 5．0�
56 � サンライズサーカス 牡5青鹿57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B524＋ 42：00．8クビ 12．2�
44 シャフトオブライト 牡3栗 54

52 △富田 暁 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446± 02：00．9	 14．2�
22 ティーブラッサム 牡4黒鹿 57

54 ▲服部 寿希深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 524－ 22：01．0
 3．0�
79 フィールインラヴ 牡3黒鹿54 �島 克駿大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 446＋ 6 〃 アタマ 7．4	
33 ラ プ ル ー ズ �5鹿 57 熊沢 重文西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B470－242：01．21 22．9

55 ナムラアッパレ 牡3鹿 54 秋山真一郎奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 458－ 42：01．83
 31．2�
68 � モ ン ト 牡5鹿 57 小林 徹弥平山 靖氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 500± 02：02．01
 289．7�
67 ダンツセイケイ 牡3鹿 54 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 480＋ 82：02．21
 55．8
710 ラハトケレブ 牡5鹿 57 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 484－ 22：02．51	 34．4�
812 トモノコテツ 牡3鹿 54

52 △川又 賢治共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 462± 0 〃 クビ 131．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 45，781，300円 複勝： 46，269，600円 枠連： 20，399，500円
馬連： 98，060，400円 馬単： 47，443，000円 ワイド： 55，686，800円
3連複： 128，886，500円 3連単： 208，298，700円 計： 650，825，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 180円 � 270円 枠 連（1－8） 720円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 290円 �� 790円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 9，950円

票 数

単勝票数 計 457813 的中 � 110570（2番人気）
複勝票数 計 462696 的中 � 90551（2番人気）� 70344（3番人気）� 36041（6番人気）
枠連票数 計 203995 的中 （1－8） 21949（3番人気）
馬連票数 計 980604 的中 �� 114377（3番人気）
馬単票数 計 474430 的中 �� 27220（4番人気）
ワイド票数 計 556868 的中 �� 55435（2番人気）�� 16861（10番人気）�� 13253（12番人気）
3連複票数 計1288865 的中 ��� 30526（11番人気）
3連単票数 計2082987 的中 ��� 15171（25番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．9―12．7―12．4―12．1―11．4―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．1―49．8―1：02．2―1：14．3―1：25．7―1：37．2―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルテアシャフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Canadian Frontier デビュー 2017．12．2 阪神1着

2015．3．4生 牡3鹿 母 ヒルダズパッション 母母 Executricker 4戦2勝 賞金 16，000，000円



（30中京3）第1日 6月30日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174頭 本 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
12，640，000円
1，530，000円
22，490，000円
69，687，500円
6，153，600円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
456，938，400円
695，729，300円
222，231，000円
944，148，500円
452，628，900円
592，949，800円
1，332，950，500円
1，866，300，500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 6，563，876，900円

総入場人員 12，080名 （有料入場人員 10，735名）
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