
19025 7月7日 曇 重 （30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
1：08．5
1：07．8

良
良

11 セプタリアン 牡2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 476－ 21：09．3 1．5�
44 アドマイヤデルタ 牡2鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 458－101：09．93� 5．7�
22 ロックスピリット 牡2鹿 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 三石川上牧場 476± 01：10．11� 27．2�
88 エイシンオリヒメ 牝2黒鹿54 松山 弘平�栄進堂 武 幸四郎 浦河 栄進牧場 426± 01：10．2� 33．8�
33 スズカモンド 牡2栗 54 松若 風馬永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 458－ 8 〃 クビ 7．7�
66 ア ロ ゴ 牝2黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 武 幸四郎 新ひだか 野坂牧場 450－121：10．3� 26．4	
77 ウインバラーディア 牡2鹿 54 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 81：10．4� 7．0

55 スーパークルーズ 牡2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 460＋121：13．0大差 175．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 28，035，500円 複勝： 92，436，100円 枠連： 発売なし
馬連： 35，640，600円 馬単： 26，720，800円 ワイド： 23，254，100円
3連複： 43，373，900円 3連単： 112，550，300円 計： 362，011，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 130円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 150円 �� 590円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 280355 的中 � 149347（1番人気）
複勝票数 計 924361 的中 � 728124（1番人気）� 62790（2番人気）� 13823（5番人気）
馬連票数 計 356406 的中 �� 96571（1番人気）
馬単票数 計 267208 的中 �� 52822（1番人気）
ワイド票数 計 232541 的中 �� 53846（1番人気）�� 8274（8番人気）�� 4206（14番人気）
3連複票数 計 433739 的中 ��� 18753（5番人気）
3連単票数 計1125503 的中 ��� 20356（10番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―45．9―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 ・（1，4）（3，6）－（2，7）－8＝5 4 1，4，3，6－2，7，8＝5

勝馬の
紹 介

セプタリアン �

父 キングヘイロー �


母父 ファルブラヴ デビュー 2018．6．23 阪神2着

2016．2．6生 牡2鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパークルーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月7日まで平地

競走に出走できない。

19026 7月7日 曇 不良 （30中京3）第3日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時35分 （ダート・左）
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

12 ブ ン ゴ 牡3鹿 56
54 △川又 賢治江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 480－ 61：52．3 52．1�

35 ア ト ス 牡3青鹿56 福永 祐一前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 444＋ 61：52．51 2．2�
611 ミ ュ ー 牡3鹿 56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 494－101：52．6� 11．5�
24 タガノフウジン 牡3黒鹿56 岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 41：52．81� 17．1�
36 ケンイーサリアム 牡3鹿 56

54 △富田 暁中西 宏彰氏 大根田裕之 青森 ワールドファーム 478＋ 21：53．65 125．3�
48 キクノゼファー 牡3鹿 56 酒井 学菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 458＋ 2 〃 ハナ 13．6�
510 サトノガバナー 牡3青鹿56 	島 良太 	サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 チャンピオン

ズファーム B468－ 2 〃 クビ 82．2

11 セ イ ゲ イ ル 牡3鹿 56 松田 大作金田 成基氏 安田 翔伍 白老 習志野牧場 494＋181：53．81� 152．9�
713 マセラシオン 牝3黒鹿54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 438－ 41：54．01� 19．2
23 メイプルトップ 牡3栗 56

54 △森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 520－ 21：54．1� 33．4�
714 ラガースパーブ 牡3鹿 56

55 ☆義 英真奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 豊郷牧場 444－ 21：54．31� 236．7�
815 タマモストーム 牡3栗 56 	島 克駿タマモ	 川村 禎彦 新ひだか 静内フアーム 488－ 21：54．4クビ 2．7�
59 リリーマイスター 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 506－ 21：55．14 115．9�
612 スリースプリング 牡3青鹿56 国分 優作永井商事	 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 446－ 81：55．2
 86．7�
816 サンライズタキオン 牡3鹿 56 高倉 稜松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 488－ 21：57．0大差 175．9�
47 フードゥルブラン 牡3芦 56 松山 弘平平井 裕氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 462－ 41：57．95 13．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，263，800円 複勝： 38，357，100円 枠連： 11，331，600円
馬連： 43，857，200円 馬単： 24，037，200円 ワイド： 36，101，400円
3連複： 67，240，500円 3連単： 87，160，700円 計： 331，349，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，210円 複 勝 � 750円 � 120円 � 270円 枠 連（1－3） 3，040円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 12，330円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 4，350円 �� 550円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 86，090円

票 数

単勝票数 計 232638 的中 � 3566（9番人気）
複勝票数 計 383571 的中 � 8787（8番人気）� 124181（1番人気）� 29557（3番人気）
枠連票数 計 113316 的中 （1－3） 2880（10番人気）
馬連票数 計 438572 的中 �� 8815（12番人気）
馬単票数 計 240372 的中 �� 1461（30番人気）
ワイド票数 計 361014 的中 �� 6351（12番人気）�� 2021（36番人気）�� 18244（3番人気）
3連複票数 計 672405 的中 ��� 5742（28番人気）
3連単票数 計 871607 的中 ��� 734（221番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．8―12．5―12．7―12．5―12．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．5―50．0―1：02．7―1：15．2―1：27．7―1：39．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ブ ン ゴ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．11．25 京都9着

2015．3．28生 牡3鹿 母 ナムラエラン 母母 アンバロビン 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フードゥルブラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月7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 ララペイフォワード号
（非抽選馬） 1頭 カズフィンテック号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 中京競馬 第３日



19027 7月7日 曇 不良 （30中京3）第3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

714 ニホンピロマドン 牡3鹿 56 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 504－181：11．8 11．5�
12 ユーデモニクス 牡3青鹿56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新ひだか ウエスタンファーム 444－ 4 〃 ハナ 4．8�
23 ア ー ジ ェ ス 牡3栗 56 �島 克駿 �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 512－10 〃 クビ 31．7�
816 スキュータム 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗 �カナヤマホール
ディングス 羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 490＋ 21：11．9アタマ 2．7�

815 レッドランサー 牡3黒鹿 56
55 ☆荻野 極 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 464－ 21：12．0� 4．0�

11 メイショウワザモノ 牡3芦 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 日高 白井牧場 438－ 41：12．21� 23．6	
713 ミ リ ラ ニ 牝3栗 54

52 △川又 賢治 
サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 416＋ 2 〃 クビ 72．8�
510 ジューンナイト 牡3青鹿56 幸 英明吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 高昭牧場 416－ 61：12．3� 12．2�
48 メイショウナスカ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 470－ 11：12．61� 111．0
611 タマモカトルズ 牝3鹿 54 水口 優也タマモ� 高橋 亮 新冠 守矢牧場 458＋ 4 〃 ハナ 144．2�
36 タイキオデッセイ 牡3栗 56

54 △富田 暁
大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 498 ― 〃 クビ 73．5�

612 カ シ ャ ー サ 牝3黒鹿54 松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 434＋ 41：12．7� 23．7�

47 トゥールマレー 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 478± 01：12．91� 10．4�
24 メイショウシンバ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣松本 好�氏 池添 学 浦河 近藤牧場 524－ 61：13．32� 191．7�
59 セイギハカツ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャピタル・システム 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－ 61：14．36 166．8�
35 ベルウッドホーク 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真鈴木 照雄氏 高橋 康之 浦河 チェスナット
ファーム 456－141：14．61� 234．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，070，500円 複勝： 33，025，800円 枠連： 14，160，900円
馬連： 43，170，000円 馬単： 21，870，700円 ワイド： 34，455，500円
3連複： 63，897，200円 3連単： 77，143，800円 計： 312，794，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 330円 � 190円 � 700円 枠 連（1－7） 2，460円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 980円 �� 4，240円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 30，210円 3 連 単 ��� 182，170円

票 数

単勝票数 計 250705 的中 � 17335（5番人気）
複勝票数 計 330258 的中 � 25332（5番人気）� 55716（3番人気）� 10205（9番人気）
枠連票数 計 141609 的中 （1－7） 4444（8番人気）
馬連票数 計 431700 的中 �� 8685（14番人気）
馬単票数 計 218707 的中 �� 1896（31番人気）
ワイド票数 計 344555 的中 �� 9336（10番人気）�� 2037（36番人気）�� 4525（23番人気）
3連複票数 計 638972 的中 ��� 1586（75番人気）
3連単票数 計 771438 的中 ��� 307（412番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロマドン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2018．2．24 阪神3着

2015．2．6生 牡3鹿 母 ニホンピロタルト 母母 ニホンピロガレット 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 レッドランサー号の騎手荻野極は，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：14番・10

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ネリチャギ号
（非抽選馬） 7頭 アントルメ号・ウエスタンマリーヤ号・クリノヴィグラス号・ジャックビーンズ号・ドストライク号・

ヒルノコルドバ号・メイショウサリー号

19028 7月7日 曇 重 （30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）

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
1：32．7
1：30．7

良
良

35 チカアレグレ 牝3栗 54 松若 風馬吉田 照哉氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 490－ 61：35．7 4．4�
36 ミ ス ル ー ア 牝3鹿 54 国分 優作 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 430－ 61：36．55 15．7�
714 レディーキティ 牝3鹿 54 M．デムーロ 廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 408－ 6 〃 アタマ 4．6�
510 モハンマディ 牝3黒鹿54 幸 英明合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 420＋101：36．81� 72．0�
816 クリノアリエル 牝3青 54 松山 弘平栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 414－ 41：37．01� 3．6	
815 エアハンコック 牝3鹿 54 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 472 ―1：37．21� 7．0

11 ウインドエトワール 牝3鹿 54 太宰 啓介福原 正博氏 谷 潔 平取 川向高橋育

成牧場 460 ― 〃 クビ 148．0�
23 クェスタボルタ 牝3黒鹿54 浜中 俊幅田 昌伸氏 中竹 和也 浦河 有限会社

吉田ファーム 448－ 41：37．3� 24．3�
48 ビーチタイム 牝3鹿 54 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 432＋ 61：37．51� 79．8
612 ウインドショコラ 牝3栗 54 酒井 学福原 正博氏 森田 直行 平取 川向高橋育

成牧場 464 ― 〃 クビ 7．1�
59 ドゥエベリーニ 牝3青 54 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 494＋ 61：37．71� 156．7�
611 フリージアスター 牝3鹿 54 �島 良太 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 410＋ 8 〃 アタマ 341．4�
713 ダノンアモーレ 牝3黒鹿54 川田 将雅�ダノックス 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438＋101：37．8� 13．9�
47 マイティークイーン 牝3黒鹿 54

52 △森 裕太朗�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 452 ―1：38．01� 53．3�
12 リーザファビュラス 牝3黒鹿54 高田 潤野田 善己氏 湯窪 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：38．85 116．8�
24 ウィッシュリスト 牝3鹿 54 柴田 未崎平田 修氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 452± 01：38．9� 109．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，350，300円 複勝： 37，278，200円 枠連： 12，959，900円
馬連： 42，270，200円 馬単： 21，068，100円 ワイド： 32，326，500円
3連複： 58，084，000円 3連単： 66，673，400円 計： 296，010，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 250円 � 180円 枠 連（3－3） 2，270円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 720円 �� 570円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 21，090円

票 数

単勝票数 計 253503 的中 � 45102（2番人気）
複勝票数 計 372782 的中 � 69227（2番人気）� 32728（6番人気）� 55579（3番人気）
枠連票数 計 129599 的中 （3－3） 4413（8番人気）
馬連票数 計 422702 的中 �� 14621（10番人気）
馬単票数 計 210681 的中 �� 5846（9番人気）
ワイド票数 計 323265 的中 �� 11491（7番人気）�� 14931（3番人気）�� 7726（13番人気）
3連複票数 計 580840 的中 ��� 11003（12番人気）
3連単票数 計 666734 的中 ��� 2291（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．0―1：00．1―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

チカアレグレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Spirit One デビュー 2018．2．18 小倉7着

2015．2．1生 牝3栗 母 エ ル ー セ ラ 母母 Class a Fair 5戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダンスドリーマー号



19029 7月7日 曇 重 （30中京3）第3日 第5競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

79 アヴァンティスト 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 458 ―1：23．6 7．1�

78 パープルヌーン 牡2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 426 ―1：23．81� 13．8�

22 ア ス カ リ 牡2栗 54 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 496 ―1：24．12 3．2�
11 ミスビートリックス 牝2青鹿54 福永 祐一 J．ウー氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 クビ 5．7�
55 ロイヤルヨット 牡2栗 54 松若 風馬ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ―1：24．31� 23．5�
33 ビームフラッシュ 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム 446 ―1：24．4� 27．2	
810 デュアラブル 牝2栗 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 478 ―1：24．5� 2．9

44 マサノビジョン 牡2栗 54 和田 竜二古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 466 ―1：25．24 41．8�
811 ヒルノベルゲン 牡2青鹿54 �島 克駿�ヒルノ 北出 成人 新冠 中地 義次 478 ―1：25．3� 48．4�
67 ダンツスピリット 牡2黒鹿 54

52 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 452 ―1：25．51� 74．0
66 マイネルプリサイス 牡2栗 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 浦河 上山牧場 472 ―1：25．6� 45．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，257，800円 複勝： 31，614，700円 枠連： 9，964，700円
馬連： 41，263，300円 馬単： 23，211，100円 ワイド： 27，057，300円
3連複： 51，714，500円 3連単： 76，574，300円 計： 290，657，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 280円 � 150円 枠 連（7－7） 3，120円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 810円 �� 410円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 30，120円

票 数

単勝票数 計 292578 的中 � 34731（4番人気）
複勝票数 計 316147 的中 � 40133（4番人気）� 23899（5番人気）� 66441（2番人気）
枠連票数 計 99647 的中 （7－7） 2475（7番人気）
馬連票数 計 412633 的中 �� 11057（9番人気）
馬単票数 計 232111 的中 �� 3249（18番人気）
ワイド票数 計 270573 的中 �� 8271（9番人気）�� 18021（5番人気）�� 9034（8番人気）
3連複票数 計 517145 的中 ��� 9825（11番人気）
3連単票数 計 765743 的中 ��� 1843（96番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．7―12．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．9―47．6―59．7―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．0
3 ・（2，11）（3，5）（9，10）（1，8）（4，6）－7 4 2，11（3，5）（9，10）（1，8）（4，6）－7

勝馬の
紹 介

アヴァンティスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gone West 初出走

2016．3．11生 牡2栗 母 ゴンチャローワ 母母 Pure Grain 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※マイネルプリサイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19030 7月7日 曇 重 （30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
1：24．3
1：23．0

良
重

612 タガノカルラ 牡2鹿 54 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432 ―1：24．7 53．9�

48 ニードルズアイ 牡2青鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446 ―1：24．8� 13．6�

816 デターミネーション 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462 ―1：24．9クビ 2．6�
11 � マイネルエイブ 牡2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.
Trussell Jr. 466 ―1：25．21� 4．6�

24 セ ロ シ ア 牡2黒鹿54 幸 英明�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452 ―1：25．41	 14．5	

714 ウインバルドル 牡2黒鹿54 酒井 学�ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 420 ― 〃 クビ 60．8

23 グッドヘルスバイオ 牡2芦 54 
島 克駿バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 456 ―1：25．82� 64．2�
611 クレッセントムーン 牡2栗 54 M．デムーロ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464 ―1：26．11� 3．9�
815 タマモクレマチス 牝2鹿 54

52 △富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 438 ―1：26．2� 30．7
36 ト イ ガ ー 牡2黒鹿 54

52 △森 裕太朗桐谷 茂氏 村山 明 新冠 高瀬牧場 526 ―1：26．3� 77．7�
12 シャイリースマイル 牝2栗 54 浜中 俊水上 行雄氏 杉山 晴紀 新ひだか 飛野牧場 458 ―1：27．57 190．8�
47 シゲルヒスイ 牡2黒鹿54 秋山真一郎森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478 ―1：27．81� 32．8�
510 ダンツアタッカー 牡2鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 様似 富田 恭司 488 ―1：29．18 20．5�
35 サトノジョニー 牡2栗 54 松田 大作 �サトミホースカンパニー 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：29．2� 45．9�
713 ノーブルアーレス 牝2鹿 54 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 ノースガーデン 492 ―1：32．7大差 146．2�
59 エレガントエルフ 牡2鹿 54 岡田 祥嗣早川 経一氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：34．9大差 298．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，191，800円 複勝： 38，572，500円 枠連： 13，699，900円
馬連： 49，372，000円 馬単： 24，606，600円 ワイド： 36，145，300円
3連複： 70，109，100円 3連単： 81，604，600円 計： 349，301，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，390円 複 勝 � 900円 � 310円 � 130円 枠 連（4－6） 1，330円

馬 連 �� 22，010円 馬 単 �� 48，820円

ワ イ ド �� 5，170円 �� 2，210円 �� 850円

3 連 複 ��� 19，490円 3 連 単 ��� 236，650円

票 数

単勝票数 計 351918 的中 � 5535（10番人気）
複勝票数 計 385725 的中 � 7862（10番人気）� 27570（4番人気）� 108239（1番人気）
枠連票数 計 136999 的中 （4－6） 7947（5番人気）
馬連票数 計 493720 的中 �� 1738（43番人気）
馬単票数 計 246066 的中 �� 378（91番人気）
ワイド票数 計 361453 的中 �� 1743（46番人気）�� 4157（21番人気）�� 11439（7番人気）
3連複票数 計 701091 的中 ��� 2697（56番人気）
3連単票数 計 816046 的中 ��� 250（527番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．6―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．2―47．8―1：00．2―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカルラ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2016．3．5生 牡2鹿 母 タガノガルーダ 母母 タガノシャルフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルアーレス号・エレガントエルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

8月7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） 2頭 マイネルプリサイス号・メイショウハート号



19031 7月7日 曇 重 （30中京3）第3日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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
1：58．3
1：56．1

良
良

47 ショウナンバーチ 牝3青 54 M．デムーロ国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 456＋ 82：02．6 4．3�
24 レッドルーク 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 辻 牧場 492＋ 42：03．02� 3．0�
818 ワイプティアーズ 牡3栗 56 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 516－ 4 〃 アタマ 12．3�
714 スマートレイブン 牡3鹿 56

54 △川又 賢治大川 徹氏 池江 泰寿 新ひだか 静内山田牧場 460－10 〃 アタマ 75．8�
36 ダノンキャンディ 牝3青鹿54 松若 風馬�ダノックス 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 470－ 22：03．31� 11．3�
11 リンディスファーン 牡3鹿 56 松田 大作吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 5．5	
12 ダレモカレモ 牡3栗 56 	島 克駿松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 462＋ 62：03．4� 12．9

611 ショコラショー 牝3黒鹿54 岩崎 翼 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 386－ 1 〃 クビ 177．1�
713 テイエムボンバー 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 480＋ 42：03．71� 67．1�
715 サンマルベラータ 牝3鹿 54 浜中 俊相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 426± 02：03．8� 16．0
59 
 リ ョ ー ケ ン 牡3鹿 56 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 愛 Swordle-
stown Little 458－12 〃 クビ 17．0�

817 ケントマンボ 牡3黒鹿56 国分 優作田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 442± 02：03．9クビ 126．0�
510 ウインエスキース 牝3栗 54

53 ☆荻野 極�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 452± 0 〃 クビ 32．2�
612 キ ャ ン ド ゥ 牡3栗 56 松山 弘平中辻 明氏 大久保龍志 新冠 石郷岡 雅樹 422－ 22：04．53� 64．7�
35 フォーアシュトース 牡3黒鹿56 酒井 学前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 イワミ牧場 520± 02：04．71� 196．7�
48 アリイタヤス 牡3鹿 56 秋山真一郎横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 476－ 8 〃 クビ 21．7�
23 オンワードマリー 牝3芦 54

52 △富田 暁樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 414－ 22：07．3大差 170．5�
816 ライブリゴールド 牝3黒鹿54 	島 良太加藤 哲郎氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 416－142：07．61� 389．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，787，300円 複勝： 41，148，100円 枠連： 17，194，100円
馬連： 58，639，400円 馬単： 24，387，600円 ワイド： 42，735，200円
3連複： 79，495，700円 3連単： 88，809，400円 計： 382，196，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 180円 � 310円 枠 連（2－4） 650円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，300円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 15，780円

票 数

単勝票数 計 297873 的中 � 55238（2番人気）
複勝票数 計 411481 的中 � 69192（1番人気）� 65987（2番人気）� 28241（6番人気）
枠連票数 計 171941 的中 （2－4） 20301（1番人気）
馬連票数 計 586394 的中 �� 65295（1番人気）
馬単票数 計 243876 的中 �� 11067（2番人気）
ワイド票数 計 427352 的中 �� 34860（1番人気）�� 7914（17番人気）�� 8570（13番人気）
3連複票数 計 794957 的中 ��� 14478（6番人気）
3連単票数 計 888094 的中 ��� 4080（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．8―49．7―1：02．1―1：14．5―1：26．7―1：38．5―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバーチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．2．18 小倉4着

2015．4．21生 牝3青 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 2戦1勝 賞金 5，900，000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 テイケイドルチェ号
（非抽選馬） 2頭 ヴィーヴァザキング号・ナリタリュウ号

19032 7月7日 曇 重 （30中京3）第3日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （芝・左）

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

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

611 ディメンシオン 牝4鹿 55 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 448＋ 81：34．4 2．4�
713 ル ナ ス テ ラ 牝3鹿 52 川田 将雅 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：34．5� 9．0�
23 スターリーステージ 牝3鹿 52 浜中 俊吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 アタマ 6．5�
48 フ ラ ガ リ ア 牝4黒鹿55 幸 英明ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418－121：35．13� 47．6�
12 ニホンピロヘイロー 牝3鹿 52 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 474± 01：35．31� 13．4	
612 プ ロ キ シ マ 牝4青 55

54 ☆荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460－ 41：35．61� 19．7

815 バ ル ベ ー ラ 牝4青鹿55 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 432－ 41：36．02� 39．0�
510 ファミーユボヌール 牝4黒鹿55 M．デムーロ原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：36．1� 3．4�
24 メイショウラバンド 牝7鹿 55 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 460± 01：36．2クビ 235．7
714 ジューンスクスク 牝3鹿 52 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 410＋121：36．3� 93．0�
11 ヤマニンルネッタ 牝3鹿 52

50 △富田 暁土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 424－ 4 〃 アタマ 213．6�

816 ディヴァインハイツ 牝4鹿 55 	島 克駿 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 470± 01：36．4� 48．6�
59 ラ ノ カ ウ 牝3栗 52 松若 風馬畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 412－161：36．5クビ 16．6�
35 アオイサンライズ 牝4鹿 55 松山 弘平新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 418－ 21：36．92� 134．5�
36 ナイトスプライト 牝3栗 52 田中 健 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 458± 01：37．32� 116．8�
47 ビップキャッツアイ 牝4黒鹿 55

53 △川又 賢治鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：37．93� 404．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，519，200円 複勝： 57，592，500円 枠連： 16，852，900円
馬連： 78，128，700円 馬単： 34，089，300円 ワイド： 50，881，000円
3連複： 98，532，800円 3連単： 133，135，100円 計： 507，731，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 260円 � 200円 枠 連（6－7） 1，070円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 580円 �� 390円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 12，730円

票 数

単勝票数 計 385192 的中 � 125870（1番人気）
複勝票数 計 575925 的中 � 167003（1番人気）� 44389（4番人気）� 63882（3番人気）
枠連票数 計 168529 的中 （6－7） 12138（3番人気）
馬連票数 計 781287 的中 �� 38045（5番人気）
馬単票数 計 340893 的中 �� 12943（4番人気）
ワイド票数 計 508810 的中 �� 22374（5番人気）�� 35622（2番人気）�� 13236（10番人気）
3連複票数 計 985328 的中 ��� 25001（7番人気）
3連単票数 計1331351 的中 ��� 7582（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―34．7―46．3―58．3―1：09．9―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ディメンシオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．3．11 阪神2着

2014．2．9生 牝4鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching 7戦3勝 賞金 29，634，000円



19033 7月7日 曇 重 （30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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 メルヴィンカズマ 牡4黒鹿57 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 490－ 22：01．7 4．0�
66 ア シ ュ リ ン 牝3青鹿52 福永 祐一吉田 和美氏 松永 幹夫 新ひだか 前川 正美 450－ 22：01．8� 2．4�
77 ミスディレクション 	4黒鹿57 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 22：01．9
 3．9�
11 ドラゴンマジック 	6栗 57 高倉 稜窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 504± 02：02．32� 20．6�
44 アンフィニスター 牝3鹿 52 酒井 学池田 實氏 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 520－ 6 〃 クビ 132．1�
89 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 松山 弘平前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 62：02．4� 7．0	
55 ジャーミネイト 牡4鹿 57 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 464± 02：02．93 8．2�
88 メイショウカクオビ 	5鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 B486＋102：03．64 125．5�
33 エスピリトゥオーゾ 牡4栗 57 富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 456－ 82：04．34 129．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，499，700円 複勝： 37，384，300円 枠連： 10，708，600円
馬連： 65，187，700円 馬単： 35，179，000円 ワイド： 33，783，900円
3連複： 74，875，700円 3連単： 159，405，700円 計： 450，024，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 220円 �� 290円 �� 180円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 3，810円

票 数

単勝票数 計 334997 的中 � 65548（3番人気）
複勝票数 計 373843 的中 � 57759（3番人気）� 113745（1番人気）� 70269（2番人気）
枠連票数 計 107086 的中 （2－6） 14642（2番人気）
馬連票数 計 651877 的中 �� 92712（2番人気）
馬単票数 計 351790 的中 �� 20239（4番人気）
ワイド票数 計 337839 的中 �� 39313（2番人気）�� 26530（3番人気）�� 51488（1番人気）
3連複票数 計 748757 的中 ��� 100506（1番人気）
3連単票数 計1594057 的中 ��� 30303（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．7―12．5―12．0―12．1―12．1―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．4―49．9―1：01．9―1：14．0―1：26．1―1：37．8―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6
1
3
7，8（6，2）（3，4，9）（1，5）
7，8（6，2）（3，4，9）（1，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メルヴィンカズマ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2016．6．4 阪神3着

2014．4．4生 牡4黒鹿 母 ブランピュール 母母 パウダースノー 17戦2勝 賞金 33，153，000円

19034 7月7日 曇 重 （30中京3）第3日 第10競走 ��
��1，800�

の う び

濃 尾 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

22 プロスパラスデイズ 牡3鹿 54 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518－ 21：49．7 28．7�

712 エンパイアブルー 牝6鹿 55 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 466－ 81：50．12� 5．5�
23 ダンツゴウユウ 牡4栗 57 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 470＋ 61：50．2� 14．1�
11 ヒラボクラターシュ 牡3鹿 54 松山 弘平�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 518－ 81：50．3� 10．7�
35 	 タ イ マ ツ リ 牡7黒鹿57 森 裕太朗浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 41：50．51 58．3�
59 トキノパイレーツ 牡3鹿 54 富田 暁田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 458＋ 4 〃 ハナ 16．0	
815 フィールドセンス 牡4鹿 57 川田 将雅前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 524－ 4 〃 クビ 7．5

611 ホーリーブレイズ 牡4鹿 57 幸 英明村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 464－101：51．13� 30．9�
34 ナンヨープルートー 牡4鹿 57 浜中 俊中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 B502－10 〃 ハナ 14．6�
46 マイネルオスカル 牡3栗 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 木村牧場 478＋ 21：51．52� 32．0
713 ビッグアイランド 牡4鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 518± 01：51．81
 2．6�
814	 キングジュエリー 牡5栗 57 松若 風馬平井 裕氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム B538＋ 21：53．18 57．9�
58 ア バ ン サ ル �7栗 57 �島 良太今西 宏枝氏 中村 均 新冠 石田牧場 500＋ 41：53．41
 298．4�
610 エトランドル 牡6鹿 57 荻野 極 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 544＋161：54．99 115．9�
47 アドマイヤダイオウ 牡5鹿 57 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋161：56．6大差 7．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，006，900円 複勝： 86，815，800円 枠連： 30，246，900円
馬連： 135，548，200円 馬単： 53，809，700円 ワイド： 83，105，300円
3連複： 186，931，600円 3連単： 228，324，500円 計： 862，788，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 830円 � 220円 � 370円 枠 連（2－7） 960円

馬 連 �� 12，610円 馬 単 �� 29，740円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 3，070円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 51，880円 3 連 単 ��� 342，720円

票 数

単勝票数 計 580069 的中 � 16130（9番人気）
複勝票数 計 868158 的中 � 23523（11番人気）� 122916（2番人気）� 59386（6番人気）
枠連票数 計 302469 的中 （2－7） 24215（5番人気）
馬連票数 計1355482 的中 �� 8325（38番人気）
馬単票数 計 538097 的中 �� 1357（98番人気）
ワイド票数 計 831053 的中 �� 5679（43番人気）�� 6952（35番人気）�� 11312（21番人気）
3連複票数 計1869316 的中 ��� 2702（148番人気）
3連単票数 計2283245 的中 ��� 483（904番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．3―12．0―12．2―12．0―12．4―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．1―48．1―1：00．3―1：12．3―1：24．7―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プロスパラスデイズ �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2017．11．25 東京1着

2015．5．8生 牡3鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 6戦3勝 賞金 30，256，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 アドマイヤダイオウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 トキノパイレーツ号の騎手富田暁は，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）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アドマイヤダイオウ号は，平成30年7月8日から平成30年7月29日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔その他〕 アドマイヤダイオウ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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〕 エトランドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月7日まで平地競走に

出走できない。



19035 7月7日 曇 重 （30中京3）第3日 第11競走 ��
��1，400�

とよあけ

豊明ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，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

豊明市長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

713 エイシンティンクル 牝5芦 55 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 506± 01：20．8 6．2�
815 レインボーフラッグ 牡5鹿 57 M．デムーロ �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 466＋ 41：20．9� 4．0�
712 ヴ ェ ネ ト 牡6鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 81：21．0� 12．4�
58 ド ー ヴ ァ ー 牡5栗 57 浜中 俊ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 0 〃 クビ 9．3�
46 エスティタート 牝5鹿 55 秋山真一郎 �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＋ 41：21．21	 6．1	
814 ワキノヒビキ 牡6鹿 57 松若 風馬脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 504－101：21．3
 312．1

22 スノーエンジェル 牝6芦 55 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 460－ 21：21．61
 80．2�
11 キ ロ ハ ナ 牡6鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 472＋ 61：21．7� 8．4�
23 ド ゥ ー カ 牡5栗 57 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 496－ 6 〃 クビ 76．3
610� キングクリチャン 牡9栗 57 森 裕太朗栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B510－ 41：21．8クビ 132．7�
611 コーディエライト 牝3栗 52 酒井 学�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：22．01	 35．1�
59 ブランドベルグ �6青鹿57 幸 英明 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470－ 81：22．21	 51．0�
47 オールポッシブル 牝4鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 498＋ 8 〃 アタマ 5．3�
35 アドマイヤリアル 牡5青鹿57 島 克駿近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：22．94 15．3�
34 ツーエムマイスター 牡6黒鹿57 太宰 啓介水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 452－ 21：23．11	 26．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 79，248，500円 複勝： 121，613，200円 枠連： 57，706，400円
馬連： 247，308，500円 馬単： 93，336，100円 ワイド： 130，421，000円
3連複： 363，095，200円 3連単： 470，217，600円 計： 1，562，946，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 170円 � 290円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，170円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 23，400円

票 数

単勝票数 計 792485 的中 � 101725（4番人気）
複勝票数 計1216132 的中 � 143436（4番人気）� 209316（1番人気）� 96518（7番人気）
枠連票数 計 577064 的中 （7－8） 51930（3番人気）
馬連票数 計2473085 的中 �� 109136（5番人気）
馬単票数 計 933361 的中 �� 20411（11番人気）
ワイド票数 計1304210 的中 �� 51671（4番人気）�� 27893（15番人気）�� 40922（9番人気）
3連複票数 計3630952 的中 ��� 54429（11番人気）
3連単票数 計4702176 的中 ��� 14566（48番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．0―11．6―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．4―33．4―45．0―56．8―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンティンクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．28 阪神2着

2013．3．8生 牝5芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 13戦5勝 賞金 77，559，000円

19036 7月7日 小雨 重 （30中京3）第3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

35 � ペルペトゥオ 牝3鹿 52 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 米 Woodford
Thoroughbreds 468＋ 21：10．3 2．6�

24 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 490－ 61：10．51 6．3�
47 クリノサンレオ 牡5栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 456－ 61：10．81	 8．4�
11 ヴァリーゲイト 牡4栗 57

55 △森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 486＋15 〃 ハナ 71．3�
611 ミスズマンボ 牝5青鹿 55

54 ☆荻野 極永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 454± 01：11．01
 27．9�
12 エイシンスペード 牡4栗 57 松山 弘平�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 474－26 〃 ハナ 100．2	
48 メイショウバイタル 牡3青鹿54 松若 風馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 494－ 61：11．1� 8．0

713 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57 和田 竜二一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 446－10 〃 クビ 23．9�
23 モ ア イ 牡3黒鹿 54

52 △川又 賢治青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 454± 01：11．31
 51．7�
510� モズフレミントン 牡4鹿 57 高倉 稜 �キャピタル・システム 森田 直行 日高 目黒牧場 464＋121：11．4� 157．9
612 サンライズカラマ 牡4栗 57

56 ☆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 488－ 21：11．72 22．9�

815 スピリットワンベル 牡3鹿 54 浜中 俊鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 516－101：11．91 9．9�
816� ツブラナヒトミ 牡3栗 54

52 △富田 暁加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.
Hertrich III 490＋ 81：12．0� 51．4�

59 ファントムメナス 牡3黒鹿54 島 克駿 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 安田 隆行 日高 広富牧場 494－ 81：12．31	 24．9�

714 メイショウキタグニ 牡3黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 462＋ 41：12．62 7．0�
36 サフランブーケ 牝3鹿 52 酒井 学海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 448＋201：13．02� 204．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，102，300円 複勝： 74，584，900円 枠連： 30，020，600円
馬連： 126，466，300円 馬単： 52，072，900円 ワイド： 81，618，900円
3連複： 179，582，200円 3連単： 233，811，300円 計： 831，259，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 190円 枠 連（2－3） 930円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 360円 �� 400円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 531023 的中 � 157913（1番人気）
複勝票数 計 745849 的中 � 192442（1番人気）� 90989（2番人気）� 87101（3番人気）
枠連票数 計 300206 的中 （2－3） 24884（3番人気）
馬連票数 計1264663 的中 �� 106868（1番人気）
馬単票数 計 520729 的中 �� 27311（1番人気）
ワイド票数 計 816189 的中 �� 59504（1番人気）�� 52937（2番人気）�� 30269（6番人気）
3連複票数 計1795822 的中 ��� 72816（1番人気）
3連単票数 計2338113 的中 ��� 28709（2番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．3―11．9―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．1―46．0―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．2
3 5（4，14）（1，7）（3，13）（11，15）（2，16）（6，8）（10，12，9） 4 5，4，1（7，14）（3，13）11（2，15）（8，16）（10，12）9，6

勝馬の
紹 介

�ペルペトゥオ �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．10．28 京都2着

2015．2．16生 牝3鹿 母 Ribbon Taffy 母母 Partyship 5戦2勝 賞金 17，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アストロノーティカ号・スリーヘリオス号・ハニーゴールド号



（30中京3）第3日 7月7日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 172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

186，220，000円
2，570，000円
17，340，000円
1，220，000円
20，230，000円
69，565，000円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
458，333，600円
690，423，200円
224，846，500円
966，852，100円
434，389，100円
611，885，400円
1，336，932，400円
1，815，410，700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 6，539，073，000円

総入場人員 9，338名 （有料入場人員 8，212名）
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