
19073 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10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
1：12．2
1：10．2

良
不良

12 アールロッソ 牝2栗 54 松山 弘平前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 474＋ 61：12．6 4．4�
48 デターミネーション 牡2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 460－ 21：12．7� 3．6�
36 トーセンアミ 牝2黒鹿54 福永 祐一島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 438－ 81：14．08 6．4�
11 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 444－ 21：14．21� 7．2�
714 アルマオプティ 牡2栗 54

52 △森 裕太朗コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 小島牧場 498－ 4 〃 アタマ 66．5	
816 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 474－ 21：14．3� 48．3

510 ハクサンウェーブ 牡2青鹿54 幸 英明河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 	川 啓一 452－ 81：14．72 28．2�
713 デンコウハピネス 牝2黒鹿54 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 432＋ 21：15．02 15．1�
612 マイネルメーア 牡2栗 54 国分 優作 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 洞
湖 レイクヴィラファーム 490± 01：15．1クビ 19．0�
47 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 478－ 21：15．2� 218．8�
23 ウインバルドル 牡2黒鹿54 高倉 稜ウイン 五十嵐忠男 新ひだか 本桐牧場 420± 01：15．3� 75．1�
611 スズカモンド 牡2栗 54 	島 克駿永井 啓弍氏 谷 潔 青森 町屋 勝幸 456－ 2 〃 ハナ 53．0�
24 � 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± 01：15．4クビ 7．8�

59 タ イ サ イ 牡2栗 54 酒井 学KTレーシング 田所 秀孝 新冠 有限会社 大
作ステーブル 442－ 61：15．61� 216．3�

35 デンコウブレイブ 牡2黒鹿 54
52 △川又 賢治田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 田原橋本牧場 438－ 21：15．91� 93．1�

815 コスモスターリング 牡2栗 54
52 △富田 暁 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 厚賀古川牧場 466＋ 61：16．11� 34．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，316，200円 複勝： 58，245，600円 枠連： 13，433，200円
馬連： 56，414，800円 馬単： 26，186，700円 ワイド： 44，149，500円
3連複： 85，177，200円 3連単： 88，017，100円 計： 401，940，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 130円 � 180円 枠 連（1－4） 450円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 380円 �� 670円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 9，970円

票 数

単勝票数 計 303162 的中 � 56613（2番人気）
複勝票数 計 582456 的中 � 110240（2番人気）� 125445（1番人気）� 71031（4番人気）
枠連票数 計 134332 的中 （1－4） 23123（1番人気）
馬連票数 計 564148 的中 �� 49250（1番人気）
馬単票数 計 261867 的中 �� 12645（1番人気）
ワイド票数 計 441495 的中 �� 31340（1番人気）�� 16219（7番人気）�� 21266（5番人気）
3連複票数 計 851772 的中 ��� 27965（4番人気）
3連単票数 計 880171 的中 ��� 6395（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．1―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールロッソ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．6．16 阪神2着

2016．4．16生 牝2栗 母 ラヴィングサンデー 母母 プリンセスシラオキ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 デンコウブレイブ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダンツアタッカー号・マイネルプリサイス号
（非抽選馬） 1頭 クリノビッグサージ号

19074 7月21日 晴 良 （30中京3）第7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

34 メモリーコバルト 牝3栗 54 幸 英明�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 456± 01：55．2 4．5�
22 カ リ ン カ 牝3黒鹿54 松山 弘平寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 424－ 21：55．94 26．4�
58 デイジーメーカー 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 490－ 21：56．11 11．5�
712 シーダークィーン 牝3鹿 54 福永 祐一杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 442＋ 21：57．16 1．7�
59 レーヌアグリュム 牝3芦 54 �島 克駿桑畑 夏美氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 404－ 61：57．2� 46．4�
23 テイエムアステル 牝3栗 54

52 △富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 482－121：57．3� 28．6	
35 ナリタカピリナ 牝3鹿 54 田中 健�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 496＋ 41：57．4クビ 39．7

815 シゲルミズナ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 日高 日高大洋牧場 B502± 01：57．93 35．9�
611 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± 01：58．21� 23．0�
713 メイショウカラタチ 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 466＋ 2 〃 クビ 106．6
610 ミストレスメジャー 牝3栗 54

52 △森 裕太朗 �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 516＋ 61：58．3� 295．2�

47 ライズビクトリー 牝3鹿 54 国分 優作松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 452－ 61：59．04 360．7�
46 ヤマニンマデュロー 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 446＋ 81：59．31� 221．5�
11 ヴィヴァルダ 牝3黒鹿54 和田 竜二ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ―1：59．72� 6．7�
814 ペイシャベッチン 牝3栗 54

52 △川又 賢治北所 直人氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社石川牧場 472－162：03．9大差 215．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，618，100円 複勝： 50，101，100円 枠連： 10，165，600円
馬連： 39，078，800円 馬単： 24，697，500円 ワイド： 29，505，000円
3連複： 57，035，000円 3連単： 83，554，100円 計： 318，755，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 220円 � 760円 � 380円 枠 連（2－3） 2，250円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 540円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 7，850円 3 連 単 ��� 38，930円

票 数

単勝票数 計 246181 的中 � 43305（2番人気）
複勝票数 計 501011 的中 � 72219（2番人気）� 14760（5番人気）� 33748（3番人気）
枠連票数 計 101656 的中 （2－3） 3488（9番人気）
馬連票数 計 390788 的中 �� 8227（12番人気）
馬単票数 計 246975 的中 �� 3121（18番人気）
ワイド票数 計 295050 的中 �� 6618（10番人気）�� 14919（4番人気）�� 3213（23番人気）
3連複票数 計 570350 的中 ��� 5449（24番人気）
3連単票数 計 835541 的中 ��� 1556（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．5―50．2―1：02．9―1：15．9―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

メモリーコバルト �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．4．28 京都8着

2015．5．24生 牝3栗 母 メモリーフェミナ 母母 メモリーアイズ 5戦1勝 賞金 8，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャベッチン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月21日まで平地

競走に出走できない。

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７日



19075 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11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
1：58．3
1：56．1

良
良

47 ヘブンリーデイズ 牡3鹿 56
54 △川又 賢治 �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 446－ 22：00．8 21．8�
510 イダエンペラー 牡3青鹿56 福永 祐一張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484－ 42：01．01� 2．1�
816 ウインイノベーター 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 446＋ 22：01．42� 8．3�
24 ミ ル コ メ ダ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458－ 42：01．61 13．7�
36 ソルフェージュ 牡3鹿 56 浜中 俊ライオンレースホース� 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 432＋ 22：01．7� 16．4	
611 ソ ー グ レ ア 牡3黒鹿 56

54 △富田 暁�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 460－ 42：01．91� 4．2

612 ダレモカレモ 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希松田 整二氏 荒川 義之 浦河 一珍棒牧場 462± 0 〃 クビ 29．4�
23 スズカノルナ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 450－ 62：02．0クビ 93．2�
815 フォロミーバゴ 牝3黒鹿54 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 452－ 4 〃 クビ 129．7
59 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± 02：02．31� 18．8�
12 ウインドピトレスク 牝3栗 54 酒井 学福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 436－ 22：02．62 56．0�
11 ロードレガリス 牡3黒鹿56 幸 英明 �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 500＋ 42：03．87 8．7�
713 エンクリプション 牝3鹿 54 国分 優作ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 42：04．12 274．8�
48 ワンダーザムルッド 牝3栗 54 岡田 祥嗣山本 能成氏 牧田 和弥 新ひだか フクダファーム 426± 02：06．3大差 363．7�
714 クールアイランド 牝3青鹿54 秋山真一郎�下河辺牧場 中竹 和也 日高 下河辺牧場 472－ 62：09．2大差 109．4�
35 マイティークイーン 牝3黒鹿54 �島 克駿�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 452± 02：10．05 351．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，733，400円 複勝： 42，249，700円 枠連： 11，467，100円
馬連： 46，894，100円 馬単： 22，431，300円 ワイド： 34，745，100円
3連複： 65，279，200円 3連単： 79，113，200円 計： 328，913，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 460円 � 130円 � 200円 枠 連（4－5） 2，290円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，650円 �� 490円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 61，270円

票 数

単勝票数 計 267334 的中 � 9809（8番人気）
複勝票数 計 422497 的中 � 16501（8番人気）� 115629（1番人気）� 50690（3番人気）
枠連票数 計 114671 的中 （4－5） 3869（10番人気）
馬連票数 計 468941 的中 �� 13230（10番人気）
馬単票数 計 224313 的中 �� 2082（26番人気）
ワイド票数 計 347451 的中 �� 8559（12番人気）�� 3167（28番人気）�� 19681（3番人気）
3連複票数 計 652792 的中 ��� 7408（22番人気）
3連単票数 計 791132 的中 ��� 936（189番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．4―12．3―12．2―11．9―12．0―11．8―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―24．3―36．7―49．0―1：01．2―1：13．1―1：25．1―1：36．9―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3
10，15（7，16）9（2，12）（6，13）（5，11）3－4－14－8－1
10（7，15）（4，9，16）2（6，12）（3，11）5，13－14＝8，1

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

勝馬の
紹 介

ヘブンリーデイズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．21 東京10着

2015．2．1生 牡3鹿 母 カラフルデイズ 母母 アイヴォリーカラー 6戦1勝 賞金 6，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーザムルッド号・クールアイランド号・マイティークイーン号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成30年8月21日まで平地競走に出走できない。

19076 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

24 リスペクタブル 牡3鹿 56 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484＋ 61：25．9 5．2�
12 サハラデザート 牡3芦 56 浜中 俊�山紫水明 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 506－ 81：26．11 4．8�
510 デスティニーレイ 牡3青鹿56 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 460＋10 〃 クビ 4．9�
714 ア ス ピ シ ア 牝3芦 54

53 ☆荻野 極服部 統祥氏 松田 国英 日高 チャンピオン
ズファーム B508＋161：26．31 21．1�

815 センスオブワンダー 牡3栗 56 �島 克駿前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社
ノースヒルズ B472＋ 81：26．51� 14．9	

36 ブライトパス 牝3鹿 54
52 △川又 賢治 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：26．92� 4．3


816 シンゼンアイル 牝3鹿 54
52 △富田 暁原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486＋ 41：27．0� 5．5�
48 リメンブランス 牡3栗 56 太宰 啓介�錦岡牧場 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 410＋10 〃 クビ 72．7�
59 アイスミディ 牝3栗 54 幸 英明村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 440－ 81：27．1クビ 23．1
11 ヨドノロード 牡3鹿 56 酒井 学海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 472－101：27．52� 308．1�
47 ナリノレッドスター 牡3鹿 56 国分 優作成塚 清志氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 440－ 61：27．92� 63．4�
612 マイネルショック 牡3黒鹿56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 日高大洋牧場 492 ―1：28．21� 62．8�
23 ル プ ス 牝3青鹿54 松山 弘平中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 480－ 21：28．41� 44．7�
611 メイショウタフマン 牡3鹿 56 松田 大作松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 446－ 41：28．93 277．6�
713 ショウナンバースト 牡3黒鹿56 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 飛野牧場 430± 01：29．64 289．4�
35 カフジブルー 牡3鹿 56 高倉 稜加藤 守氏 森田 直行 日高 本間牧場 B500－ 41：38．5大差 265．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，385，000円 複勝： 51，174，500円 枠連： 11，823，300円
馬連： 47，314，500円 馬単： 23，575，700円 ワイド： 38，759，300円
3連複： 70，670，100円 3連単： 82，196，700円 計： 352，899，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 160円 � 170円 枠 連（1－2） 960円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 320円 �� 480円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 7，450円

票 数

単勝票数 計 273850 的中 � 41986（4番人気）
複勝票数 計 511745 的中 � 96356（1番人気）� 84076（3番人気）� 70732（4番人気）
枠連票数 計 118233 的中 （1－2） 9447（5番人気）
馬連票数 計 473145 的中 �� 39514（1番人気）
馬単票数 計 235757 的中 �� 9854（2番人気）
ワイド票数 計 387593 的中 �� 32675（1番人気）�� 19916（5番人気）�� 18798（8番人気）
3連複票数 計 706701 的中 ��� 34604（2番人気）
3連単票数 計 821967 的中 ��� 7990（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．4―12．8―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．3―46．7―59．5―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．6―3F39．2
3 14（6，16）3（2，10）（1，9，12）4，15（13，7）－8，11＝5 4 14（6，16）3，10，1（2，12）9，4，15（13，7）8－11＝5

勝馬の
紹 介

リスペクタブル �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．7．22 中京7着

2015．1．31生 牡3鹿 母 ルネッサンスファウンド 母母 Go First Class 7戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフジブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月21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。
（非抽選馬） 3頭 アヴィドウィナー号・アオイチャン号・サワヤカタイド号



19077 7月21日 晴 良 （30中京3）第7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

89 ドラウプニル 牡2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454 ―1：36．9 7．7�
11 バ ニ ュ ル ス 牡2黒鹿54 M．デムーロ 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 454 ―1：37．11� 2．5�
22 エレヴァルアスール 牡2黒鹿54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 482 ―1：37．31� 10．9�
78 マイサンシャイン 牡2栗 54 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 460 ―1：37．4� 15．9�
77 プティットフィーユ 牝2芦 54

52 △川又 賢治飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：37．61� 32．9�
810 デンコウミシオン 牝2黒鹿54 幸 英明田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 432 ―1：38．23� 60．5	
33 スギノヴォルケーノ 牡2鹿 54 �島 克駿杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 490 ―1：38．3� 2．4

66 セクシーヨガ 牝2栗 54

52 △森 裕太朗風早 信昭氏 森 秀行 浦河 丸村村下
ファーム 424 ― 〃 クビ 204．7�

44 ニホンピロコレール 牡2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 462 ―1：38．51� 130．2�
55 フゼアノート 牡2黒鹿54 松山 弘平 社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム 460 ―1：40．4大差 20．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 34，621，900円 複勝： 31，962，300円 枠連： 8，987，800円
馬連： 40，568，300円 馬単： 25，279，600円 ワイド： 25，635，200円
3連複： 51，823，000円 3連単： 94，308，300円 計： 313，186，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 120円 � 220円 枠 連（1－8） 820円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 300円 �� 710円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 11，470円

票 数

単勝票数 計 346219 的中 � 37544（3番人気）
複勝票数 計 319623 的中 � 34019（3番人気）� 97968（1番人気）� 29462（4番人気）
枠連票数 計 89878 的中 （1－8） 8418（4番人気）
馬連票数 計 405683 的中 �� 40987（2番人気）
馬単票数 計 252796 的中 �� 9322（8番人気）
ワイド票数 計 256352 的中 �� 23600（2番人気）�� 8433（9番人気）�� 17149（5番人気）
3連複票数 計 518230 的中 ��� 18761（6番人気）
3連単票数 計 943083 的中 ��� 5960（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．0―37．3―49．3―1：01．6―1：13．7―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ドラウプニル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．3．5生 牡2鹿 母 ヴェルザンディ 母母 ウインドインハーヘア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 セクシーヨガ号の騎手森裕太朗は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・5番）

19078 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時55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

33 ジョニーズララバイ 牡2鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 454 ―1：23．6 2．3�
77 トップウイナー 牡2栗 54 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 442 ― 〃 クビ 6．2�
44 リネンワンライン 牡2鹿 54 松若 風馬戸山 光男氏 坂口 正則 新ひだか 真歌田中牧場 416 ―1：24．23� 88．9�
66 トーセンマイスター 牡2青鹿54 松山 弘平島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 458 ―1：24．51	 4．4	
78 ジョートラジャ 牡2芦 54 
島 克駿上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 518 ―1：24．6	 35．5

55 エイシンオーディン 牡2黒鹿54 幸 英明�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 468 ―1：24．7� 4．9�
89 スナークスター 牡2鹿 54 
島 良太杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 450 ―1：25．23 127．6�
22 アマネセール 牡2青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464 ―1：25．41� 8．0
11 アイファーメンバー 牡2鹿 54 国分 優作中島 稔氏 西橋 豊治 浦河 中島牧場 470 ―1：27．010 80．7�
810 マ イ ン ダ ダ 牡2青 54

52 △森 裕太朗峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 山際セントラルスタッド 464 ―1：28．59 192．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，259，000円 複勝： 30，626，100円 枠連： 6，517，200円
馬連： 41，218，300円 馬単： 24，589，500円 ワイド： 25，623，800円
3連複： 48，306，100円 3連単： 87，637，900円 計： 299，777，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 190円 � 1，230円 枠 連（3－7） 580円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，520円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 11，090円 3 連 単 ��� 35，810円

票 数

単勝票数 計 352590 的中 � 123586（1番人気）
複勝票数 計 306261 的中 � 82666（1番人気）� 40376（4番人気）� 4136（8番人気）
枠連票数 計 65172 的中 （3－7） 8610（1番人気）
馬連票数 計 412183 的中 �� 45792（3番人気）
馬単票数 計 245895 的中 �� 14432（3番人気）
ワイド票数 計 256238 的中 �� 27503（2番人気）�� 2369（16番人気）�� 1486（26番人気）
3連複票数 計 483061 的中 ��� 3266（28番人気）
3連単票数 計 876379 的中 ��� 1774（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―35．9―47．9―59．8―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．7
3 ・（3，8，9）4（2，6，5）7－1－10 4 3（2，8）（4，9）（7，6，5）－1＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジョニーズララバイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アドマイヤコジーン 初出走

2016．3．7生 牡2鹿 母 メジロアリス 母母 メジロシルビア 1戦1勝 賞金 7，000，000円



19079 7月21日 晴 良 （30中京3）第7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

711 タガノヒルクライム 牡3栗 56 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 444± 02：14．2 8．9�
57 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 464－ 62：14．62� 6．7�
22 ウインフォルティス 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 464－ 42：14．81� 14．6�

813 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 420－ 62：15．01� 14．8�
（法942）

56 ケイティノーブル 牡3栗 56 松若 風馬瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 458＋20 〃 クビ 84．1�

710 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 474＋ 2 〃 ハナ 2．3	

33 マディソンスクエア 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 富田牧場 466± 02：15．85 193．7


69 クリノダイヤモンド 牡3黒鹿56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 むかわ 上水牧場 468－182：15．9� 149．8�
812 ショウザドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 B426± 02：16．32� 192．8�

68 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 482＋ 22：16．4クビ 369．8

44 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56 	島 克駿山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 522± 02：16．5
 11．3�
45 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 488－ 4 〃 クビ 3．3�
11 � モズストフラ 牡3栗 56

54 △川又 賢治 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米
Kendall E. Han-
sen, M.D. Racing,
LLC & W.S. Farish

B486－ 22：18．09 90．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，030，900円 複勝： 44，200，600円 枠連： 11，646，100円
馬連： 53，302，800円 馬単： 28，038，300円 ワイド： 33，797，600円
3連複： 74，840，500円 3連単： 108，603，800円 計： 380，460，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 330円 � 250円 � 390円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，290円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 9，910円 3 連 単 ��� 53，410円

票 数

単勝票数 計 260309 的中 � 23326（4番人気）
複勝票数 計 442006 的中 � 34799（4番人気）� 49698（3番人気）� 27589（6番人気）
枠連票数 計 116461 的中 （5－7） 17324（2番人気）
馬連票数 計 533028 的中 �� 16300（9番人気）
馬単票数 計 280383 的中 �� 3635（20番人気）
ワイド票数 計 337976 的中 �� 11026（9番人気）�� 6669（16番人気）�� 7150（15番人気）
3連複票数 計 748405 的中 ��� 5659（29番人気）
3連単票数 計1086038 的中 ��� 1474（141番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．6―13．3―13．1―12．4―11．6―11．6―11．5―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．2―35．8―49．1―1：02．2―1：14．6―1：26．2―1：37．8―1：49．3―2：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．4
1
3
2，5（1，6）3（4，7）10（13，12）9，11－8
11，2（5，6，7）（3，10，4）13，12（1，9）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タガノヒルクライム �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．2．11 京都4着

2015．5．17生 牡3栗 母 オータムカラー 母母 オータムブリーズ 6戦1勝 賞金 8，400，000円

19080 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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

36 スズカモナミ 牝4鹿 55 M．デムーロ永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 428－ 81：11．5 4．3�
24 ハニーゴールド �4鹿 57 水口 優也青芝商事� 池江 泰寿 新ひだか グランド牧場 492＋ 41：12．13� 35．4�
12 スターカットダイヤ 牡4栗 57 和田 竜二小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 458＋ 6 〃 ハナ 2．9�
48 メイショウミズカゼ 牡4栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 470－ 4 〃 クビ 7．5�
59 ハトマークエース 牡6黒鹿 57

56 ☆荻野 極山田美喜男氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 480± 0 〃 アタマ 110．8�
510 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 454－ 21：12．31� 7．1	
816 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 484－ 21：12．51 14．5

713 タマモサザンクロス 牡4黒鹿57 酒井 学タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 462＋10 〃 ハナ 17．1�
35 キタノナシラ �3鹿 54 	島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 B478＋ 2 〃 ハナ 24．5�
11 
 タイキレガトゥス 牡6栗 57 松山 弘平大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B486－ 6 〃 クビ 69．8�
612 シ グ ル ー ン 牝4栗 55

53 △富田 暁岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 61：12．71 9．9�
23 モンスールデジール 牝4鹿 55 小坂 忠士五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 21：12．91� 295．0�
714 ニホンピロマドン 牡3鹿 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 504± 01：13．0� 23．5�
611 コンクエストシチー �6栗 57 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468＋ 41：13．1� 62．2�
47 ウォーターダンテ 牡4栗 57

54 ▲服部 寿希山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 本巣牧場 504－ 6 〃 ハナ 313．5�
815 ツウカイパイロ 牡3栗 54 福永 祐一木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 508＋ 81：13．73� 35．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，743，800円 複勝： 51，235，100円 枠連： 16，067，000円
馬連： 68，353，400円 馬単： 28，445，600円 ワイド： 50，801，800円
3連複： 100，966，800円 3連単： 112，614，100円 計： 462，227，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 570円 � 150円 枠 連（2－3） 5，730円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 10，260円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 340円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 6，910円 3 連 単 ��� 51，150円

票 数

単勝票数 計 337438 的中 � 61817（2番人気）
複勝票数 計 512351 的中 � 85373（2番人気）� 16365（10番人気）� 107322（1番人気）
枠連票数 計 160670 的中 （2－3） 2170（24番人気）
馬連票数 計 683534 的中 �� 7683（24番人気）
馬単票数 計 284456 的中 �� 2078（38番人気）
ワイド票数 計 508018 的中 �� 5931（26番人気）�� 42814（1番人気）�� 8250（16番人気）
3連複票数 計1009668 的中 ��� 10950（18番人気）
3連単票数 計1126141 的中 ��� 1596（154番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．4―12．2―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．6―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカモナミ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2017．2．25 阪神1着

2014．5．10生 牝4鹿 母 ファニーモーク 母母 Linda Vi 11戦2勝 賞金 25，950，000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 ウマコ号
（非抽選馬） 2頭 クリノイダテン号・レジスタンス号



19081 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第9競走 ��
��1，600�スポーツ報知杯中京2歳ステークス

発走14時25分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

読売新聞中部支社賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

66 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 460－ 81：34．7 1．9�
55 エイシンゾーン 牝2鹿 54 幸 英明�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 428＋ 21：35．23 3．4�
77 ブルスクーロ 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 492－101：35．41	 4．8�
33 タガノジェロディ 牡2栗 54 
島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 454－ 4 〃 ハナ 7．8�
11 マイネルフラップ 牡2黒鹿54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：35．71� 27．0	
22 � キュウドウクン 牡2鹿 54 松若 風馬冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 440－ 61：37．29 82．2

44 グランシャピトー 牝2鹿 54 国分 優作加藤 厚子氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 402－ 41：39．0大差 211．1�

（7頭）

売 得 金
単勝： 58，789，400円 複勝： 42，799，600円 枠連： 発売なし
馬連： 58，881，200円 馬単： 44，952，000円 ワイド： 31，514，900円
3連複： 65，355，500円 3連単： 226，913，300円 計： 529，205，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 140円 �� 130円 �� 190円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 870円

票 数

単勝票数 計 587894 的中 � 252369（1番人気）
複勝票数 計 427996 的中 � 167173（1番人気）� 90906（2番人気）
馬連票数 計 588812 的中 �� 160544（1番人気）
馬単票数 計 449520 的中 �� 78574（1番人気）
ワイド票数 計 315149 的中 �� 60917（2番人気）�� 68408（1番人気）�� 33375（4番人気）
3連複票数 計 653555 的中 ��� 197425（1番人気）
3連単票数 計2269133 的中 ��� 187173（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．2―47．2―59．5―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

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 デビュー 2018．6．30 中京1着

2016．3．16生 牡2栗 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 2戦2勝 賞金 23，161，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランシャピトー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月21日まで平地競

走に出走できない。

19082 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第10競走 ��
��1，600�

な が く て

長 久 手 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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

55 ソーグリッタリング 牡4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 470－ 21：33．1 1．6�
79 オーマイガイ 牡5栗 57 酒井 学廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 468± 01：33．31� 35．7�
44 カフジバンガード 牡3鹿 54 和田 竜二加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 474－ 41：33．51	 5．4�
66 エルプシャフト 牡5青鹿57 福永 祐一 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 454－ 41：33．82 7．5�
33 ロッテンマイヤー 牝5鹿 55 松山 弘平 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 クビ 30．1�
810 ナイトバナレット 牡4芦 57 国分 優作 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 21：34．01	 42．8	
22 チャレアーダ 牝4鹿 55 荻野 極ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 2 〃 クビ 16．4

67 カイザーバル 牝5黒鹿55 幸 英明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480－ 21：34．21 6．4�
11 ヴ ェ ゼ ー ル 牡5栗 57 浜中 俊畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 552＋101：34．73 97．4�
78 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 57 松若 風馬近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 B474－101：34．91 235．8
811
 ダイシンロイ 牡7黒鹿57 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：35．11	 500．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 51，144，900円 複勝： 163，345，000円 枠連： 17，947，100円
馬連： 91，732，500円 馬単： 54，611，900円 ワイド： 55，973，700円
3連複： 119，483，100円 3連単： 252，076，400円 計： 806，314，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 460円 � 160円 枠 連（5－7） 2，750円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 860円 �� 220円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 14，210円

票 数

単勝票数 計 511449 的中 � 252029（1番人気）
複勝票数 計1633450 的中 � 1227535（1番人気）� 20344（8番人気）� 94737（2番人気）
枠連票数 計 179471 的中 （5－7） 5048（9番人気）
馬連票数 計 917325 的中 �� 27995（10番人気）
馬単票数 計 546119 的中 �� 11159（12番人気）
ワイド票数 計 559737 的中 �� 15079（10番人気）�� 78008（2番人気）�� 8550（16番人気）
3連複票数 計1194831 的中 ��� 31597（11番人気）
3連単票数 計2520764 的中 ��� 12861（50番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―11．5―11．7―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．3―45．8―57．5―1：09．5―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．6

3 3－9－7－5，4，1（2，6）8，11，10
2
4

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

勝馬の
紹 介

ソーグリッタリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 中京4着

2014．2．19生 牡4鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 14戦4勝 賞金 70，245，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19083 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第11競走 ��
��1，400�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，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

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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

46 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 57 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 81：23．6 3．7�
35 ワンダーサジェス 牝5鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 492－ 2 〃 アタマ 8．0�
34 ビックリシタナモー 牡4黒鹿57 M．デムーロ小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 504－ 41：23．81� 2．6�
59 ニホンピロヘーゼル 牝5鹿 55 酒井 学小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 512＋ 21：24．11	 27．3�
611
 エルフィンコーブ 牝5鹿 55 �島 克駿吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

B518－121：24．2� 43．5�
58 エメラルエナジー 牡6栗 57 和田 竜二高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B494－ 81：24．3	 90．6�
814 ターゲリート 牡5黒鹿57 福永 祐一	G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 61：24．4� 7．7

11 ディープミタカ 牡7栗 57 松山 弘平深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 460－ 41：24．5� 56．7�
22 シャドウダンサー �7黒鹿57 秋山真一郎飯塚 知一氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 486－ 81：24．71� 105．0�
712 カフェブリッツ 牡5鹿 57 幸 英明西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 526＋ 2 〃 アタマ 6．8
815
 アースコネクター 牡7栗 57 �島 良太 	グリーンファーム林 徹 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

510± 01：24．8� 325．1�
47 マイネルエスパス 牡6青鹿57 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 526＋ 41：24．9クビ 38．9�
23 タマモイレブン 牡6鹿 57 高倉 稜タマモ	 中竹 和也 新冠 守矢牧場 532＋ 41：25．11� 324．9�
713 ツーエムマイスター 牡6黒鹿57 浜中 俊水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 450－ 2 〃 クビ 17．7�
610 クリノリーソクツモ 牝6鹿 55 松田 大作栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 444－ 41：26．16 48．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 76，033，600円 複勝： 98，355，200円 枠連： 46，973，000円
馬連： 226，307，200円 馬単： 95，578，200円 ワイド： 118，575，900円
3連複： 321，170，800円 3連単： 455，801，000円 計： 1，438，794，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 200円 � 120円 枠 連（3－4） 350円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 370円 �� 210円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，390円

票 数

単勝票数 計 760336 的中 � 161313（2番人気）
複勝票数 計 983552 的中 � 190956（2番人気）� 95025（5番人気）� 246658（1番人気）
枠連票数 計 469730 的中 （3－4） 103323（1番人気）
馬連票数 計2263072 的中 �� 137194（5番人気）
馬単票数 計 955782 的中 �� 31415（7番人気）
ワイド票数 計1185759 的中 �� 75916（2番人気）�� 171445（1番人気）�� 54510（6番人気）
3連複票数 計3211708 的中 ��� 227638（1番人気）
3連単票数 計4558010 的中 ��� 61222（7番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．2―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．8―34．5―46．7―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ー ド ラ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．6．18 阪神4着

2014．5．7生 牡4鹿 母 ハイジトウショウ 母母 ターナートウショウ 17戦5勝 賞金 86，470，000円

19084 7月21日 晴 良 （30中京3）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時15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
1：19．6
1：19．0

良
良

816 デスティニーソング 牝4鹿 55 �島 克駿 �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 444± 01：21．2 3．6�

24 カーサデルシエロ 牝3黒鹿52 福永 祐一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 432－16 〃 ハナ 6．7�
48 キャッチミーアップ 牝3鹿 52

51 ☆荻野 極畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 440± 01：21．41 5．0�
510 フェアラフィネ 牝6芦 55 酒井 学ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 468＋ 21：21．5� 31．6�
59 ステラルージュ 牝4栗 55 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 400－ 6 〃 クビ 43．4	
713 アマルティア 牝5黒鹿55 松山 弘平
ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 460＋141：21．6クビ 30．2�
611 ギンコイエレジー 牝3黒鹿52 和田 竜二飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464＋24 〃 クビ 3．7�
11 コロナシオン 牝4鹿 55

53 △川又 賢治 
サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 470± 01：21．7クビ 18．4
47 ナ デ ィ ア 牝3鹿 52 松若 風馬�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 406＋ 21：22．02 22．1�
23 メイショウツバキ 牝3黒鹿 52

50 △富田 暁松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 442－ 61：22．21� 9．9�
818 ブライトメジャー 牝4栗 55

54 ☆義 英真谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 454－ 4 〃 アタマ 380．9�
715 メイショウラバンド 牝7鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 466＋ 61：22．3� 74．4�
36 サ ン ク ラ ラ 牝4栗 55 �島 良太
サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 430－ 41：22．4クビ 177．3�
714 ダイシンステルラ 牝3黒鹿52 幸 英明大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 21：22．82� 265．1�
612	 サンシャーロット 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 440－ 41：22．9� 101．3�
35 	 ラニカイワヒネ 牝4鹿 55

53 △森 裕太朗横瀬 兼二氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム 454－26 〃 アタマ 45．3�
12 ダブルミステリー 牝4栗 55 松田 大作西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 436－ 61：23．96 235．0�
817 カワキタエビデンス 牝4鹿 55 太宰 啓介川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 434± 01：24．75 133．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，338，900円 複勝： 68，076，300円 枠連： 29，937，700円
馬連： 118，171，900円 馬単： 45，956，200円 ワイド： 73，859，500円
3連複： 164，278，800円 3連単： 204，525，900円 計： 757，145，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 210円 � 160円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 580円 �� 310円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 13，100円

票 数

単勝票数 計 523389 的中 � 115581（1番人気）
複勝票数 計 680763 的中 � 128626（1番人気）� 71943（4番人気）� 114399（2番人気）
枠連票数 計 299377 的中 （2－8） 31097（1番人気）
馬連票数 計1181719 的中 �� 58712（5番人気）
馬単票数 計 459562 的中 �� 11634（10番人気）
ワイド票数 計 738595 的中 �� 31281（5番人気）�� 67036（1番人気）�� 24520（8番人気）
3連複票数 計1642788 的中 ��� 48087（5番人気）
3連単票数 計2045259 的中 ��� 11318（22番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．8―11．6―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．9―45．7―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．5
3 ・（3，17）（2，10，15）（4，13，16）－5（7，1，18）（6，8，14）（9，11）12 4 ・（2，3）（4，10，17）（1，15）（7，5）（6，13，16）9（8，14，18）11－12

勝馬の
紹 介

デスティニーソング �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．14 小倉3着

2014．3．26生 牝4鹿 母 マルカデスティニー 母母 ラ ミ リ テ ア 20戦3勝 賞金 58，473，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ラニカイワヒネ号の騎手森裕太朗は，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：8番・14
番）

※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 ファミーユボヌール号・プロディジー号・ヤマニンルネッタ号



（30中京3）第7日 7月21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 163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

196，670，000円
20，010，000円
1，030，000円
20，720，000円
65，389，500円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
477，015，100円
732，371，100円
184，965，100円
888，237，800円
444，342，500円
562，941，300円
1，224，386，100円
1，875，361，800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 6，389，620，800円

総入場人員 10，785名 （有料入場人員 9，757名）
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