
19085 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時00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
1：34．2
1：32．3

良
良

79 アドマイヤジャスタ 牡2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506－ 21：36．4 1．5�
55 マルモネオフォース 牝2鹿 54

52 △富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 482－ 21：36．82� 7．8�
811 トロイメント 牝2青 54 浜中 俊�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 428－ 2 〃 アタマ 3．0�
710 メイショウフナカジ 牡2鹿 54

52 △森 裕太朗松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 430＋ 61：37．86 35．0�
11 マイネルプリサイス 牡2栗 54 和田 竜二 �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± 01：38．01� 97．5�
33 ハイオソラール 牡2鹿 54 幸 英明名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 506＋ 41：38．32 34．8	
22 ダンツスピリット 牡2黒鹿54 松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 458＋ 6 〃 ハナ 162．1

67 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 472－ 6 〃 アタマ 65．9�
56 シンボリサージュ 牝2栗 54

51 ▲服部 寿希シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 440－ 41：38．51� 215．3�
44 シャイリースマイル 牝2栗 54

52 △川又 賢治水上 行雄氏 杉山 晴紀 新ひだか 飛野牧場 454－ 41：39．03 218．9
68 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 480－ 8 〃 アタマ 103．4�
812 アイファープライス 牝2鹿 54 秋山真一郎中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 408± 01：39．63� 320．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，515，100円 複勝： 68，718，900円 枠連： 8，804，900円
馬連： 37，123，900円 馬単： 29，046，300円 ワイド： 25，785，600円
3連複： 57，331，000円 3連単： 118，194，500円 計： 371，520，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 110円 � 100円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 150円 �� 110円 �� 160円

3 連 複 ��� 170円 3 連 単 ��� 1，040円

票 数

単勝票数 計 265151 的中 � 140500（1番人気）
複勝票数 計 687189 的中 � 484296（1番人気）� 36591（3番人気）� 121744（2番人気）
枠連票数 計 88049 的中 （5－7） 13446（2番人気）
馬連票数 計 371239 的中 �� 58845（2番人気）
馬単票数 計 290463 的中 �� 31771（3番人気）
ワイド票数 計 257856 的中 �� 33724（2番人気）�� 96895（1番人気）�� 29605（3番人気）
3連複票数 計 573310 的中 ��� 239224（1番人気）
3連単票数 計1181945 的中 ��� 81741（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．5―48．9―1：01．6―1：13．6―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤジャスタ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．6．24 阪神2着

2016．3．19生 牡2鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 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。
※ダンツアタッカー号・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。

19086 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時30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
1：06．7
1：06．5

良
良

715 メモリーコロネット 牝3黒鹿54 福永 祐一�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 438± 01：09．2 3．7�
611 ダイメイスズ 牝3鹿 54 M．デムーロ宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 428＋ 21：09．52 3．8�
612 エ ヴ ァ イ エ 牝3鹿 54 田辺 裕信�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 466＋18 〃 ハナ 7．3�
24 リリカルドリーム 牝3黒鹿54 松山 弘平水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 422± 01：09．6クビ 26．3�
47 クラウンチャンプ 牡3鹿 56 幸 英明矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 474＋ 61：10．13 8．8�
59 ダズリングジュエル 牝3栗 54 高倉 稜岡 浩二氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 448＋ 81：10．2� 197．8	
23 ヴィヴィアナガール 牝3芦 54 国分 優作
イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 470－ 2 〃 クビ 316．2�
48 バレンタインジェム 牝3鹿 54

52 △富田 暁 
キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 394－ 61：10．3� 24．5�
817 リュニヴェール 牝3黒鹿54 戸崎 圭太杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 446－ 4 〃 ハナ 3．1
12 ジャスパームーン �3鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 浜口牧場 422－ 21：10．51	 271．4�
11 チャームリング 牝3青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 新冠橋本牧場 B428＋ 41：10．71	 56．5�
816 トウケイサミドリ 牝3鹿 54 藤懸 貴志木村 信彦氏 沖 芳夫 浦河 大道牧場 454－ 2 〃 クビ 317．1�
713 ウォーターキラキラ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 442± 01：11．23 230．3�
36 スウェアジーク 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極 
キャロットファーム 牧浦 充徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 416 ― 〃 アタマ 79．6�
714 マコトスクラリキ 牝3青 54 酒井 学�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：12．15 385．4�
818 クリノユナチャン 牝3鹿 54 松田 大作栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 飛渡牧場 B452＋ 21：12．42 51．0�
510 マ ル ヨ カ ナ 牝3栗 54 
島 克駿野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 472± 01：14．5大差 280．6�

（17頭）
35 ネオテスタメント 牡3青鹿 56

54 △森 裕太朗吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 日の出牧場 442± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，992，000円 複勝： 42，868，500円 枠連： 12，802，000円
馬連： 48，434，400円 馬単： 23，473，600円 ワイド： 35，397，600円
3連複： 70，041，000円 3連単： 85，756，100円 計： 346，765，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 160円 � 200円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 320円 �� 590円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 差引計 279920（返還計 963） 的中 � 59572（2番人気）
複勝票数 差引計 428685（返還計 2691） 的中 � 85246（2番人気）� 73515（3番人気）� 46124（5番人気）
枠連票数 差引計 128020（返還計 51） 的中 （6－7） 17401（3番人気）
馬連票数 差引計 484344（返還計 7388） 的中 �� 49442（3番人気）
馬単票数 差引計 234736（返還計 3149） 的中 �� 12147（5番人気）
ワイド票数 差引計 353976（返還計 7262） 的中 �� 30928（3番人気）�� 14699（7番人気）�� 13349（9番人気）
3連複票数 差引計 700410（返還計 25148） 的中 ��� 26547（7番人気）
3連単票数 差引計 857561（返還計 29957） 的中 ��� 7408（18番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．4―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．0―46．4―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．2
3 2（7，11）（4，8）15（9，14）（3，12）17（1，16）13（10，18）6 4 2（4，7）（8，11）15（9，14）（3，12）（16，17）1（6，10，13）18

勝馬の
紹 介

メモリーコロネット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ノボジャック デビュー 2018．3．10 阪神2着

2015．5．9生 牝3黒鹿 母 メモリーパフィア 母母 メモリーラマン 4戦1勝 賞金 7，950，000円
〔競走除外〕 ネオテスタメント号は，馬場入場後に放馬。疾病〔左腕節部挫創〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノユナチャン号・マルヨカナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月

22日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ゴルトキルシェ号・ヒミングレーヴァ号

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８日



19087 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00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 テーオージーニアス 牡3鹿 56 松若 風馬小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 21：12．5 4．5�
611 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± 01：13．03 7．4�
714 ア ン ト ル メ 牝3黒鹿54 酒井 学�ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 61：13．74 13．7�
713 ビッグウェーブ 牡3鹿 56 秋山真一郎�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 470－ 2 〃 クビ 29．6�
48 アンティグラビティ 牝3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 カナイシスタッド 476 ―1：13．8� 37．7�
12 キクノエスペルト 牡3黒鹿56 松山 弘平菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 高村牧場 490＋ 81：13．9� 21．5	
815 ヒルノコルドバ 牡3青 56 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 404－ 41：14．0� 153．5

36 ラ フ ァ イ エ 牝3鹿 54 津村 明秀寺田 寿男氏 角田 晃一 日高 田端牧場 476－ 21：14．21� 43．2�
24 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 510－ 21：14．83� 9．4�
510 セルリアンラグバ 牡3栗 56 �島 良太イクタ 川村 禎彦 新冠 村本牧場 472＋101：14．9� 333．0�
59 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 454－ 6 〃 クビ 2．6�
23 ピュールフォルス 牡3栗 56

54 △川又 賢治 キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494＋101：15．75 5．5�
612 メイショウドーラ 牝3黒鹿54 和田 竜二松本 好�氏 沖 芳夫 浦河 浦河日成牧場 456＋ 21：16．33� 258．5�
11 ゴ ッ サ ム 牡3黒鹿56 幸 英明寺田 寿男氏 大根田裕之 新ひだか タイヘイ牧場 522 ―1：17．68 78．1�
35 パープルツルカメ 牡3鹿 56 柴田 未崎中野 銀十氏 田所 秀孝 浦河 グラストレーニ

ングセンター 434 ―1：19．4大差 276．8�
47 メイショウカチョウ 牝3鹿 54 高倉 稜松本 好雄氏 石橋 守 浦河 近藤牧場 492 ―1：21．9大差 248．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，765，000円 複勝： 45，908，300円 枠連： 12，991，500円
馬連： 52，806，300円 馬単： 24，918，900円 ワイド： 37，503，300円
3連複： 74，744，600円 3連単： 88，727，800円 計： 369，365，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 200円 � 320円 枠 連（6－8） 1，790円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，010円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 29，640円

票 数

単勝票数 計 317650 的中 � 55959（2番人気）
複勝票数 計 459083 的中 � 81346（2番人気）� 62540（3番人気）� 30583（6番人気）
枠連票数 計 129915 的中 （6－8） 5613（9番人気）
馬連票数 計 528063 的中 �� 26123（5番人気）
馬単票数 計 249189 的中 �� 6191（9番人気）
ワイド票数 計 375033 的中 �� 19195（5番人気）�� 9382（13番人気）�� 6523（17番人気）
3連複票数 計 747446 的中 ��� 9015（21番人気）
3連単票数 計 887278 的中 ��� 2170（102番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．4―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオージーニアス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2017．11．19 京都12着

2015．4．10生 牡3鹿 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 7戦1勝 賞金 10，600，000円
〔騎手変更〕 メイショウカチョウ号の騎手森裕太朗は，第2競走での馬場入場後の落馬負傷のため高倉稜に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッサム号・パープルツルカメ号・メイショウカチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成30年8月22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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノヴィグラス号・ゼットフォルトゥナ号・ノーボーダー号
（非抽選馬） 5頭 クリノヘプバーン号・スパニッシュフライ号・ドストライク号・ノボリレーヴ号・ピワ号

19088 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30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

11 マッシヴランナー 牡6黒鹿60 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 528－ 43：19．1 3．8�
44 � 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± 03：19．31� 2．7�
66 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 430－ 83：20．04 7．2�
22 メイショウイチオシ 牡7黒鹿60 白浜 雄造松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 548－123：21．610 33．9�
89 スマートカルロス 牡6鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 476＋ 43：22．23� 4．6�
55 ローレルヴィクター 牡4鹿 60 森 一馬 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 480＋143：22．94 70．9	
77 	 ダイシンサクセス 
5黒鹿60 平沢 健治大八木信行氏 森 秀行 新ひだか 矢野牧場 480－ 8 〃 クビ 18．7

78 パリカラノテガミ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 454＋ 43：23．0� 7．1�
33 	 ベストダンス 牡4黒鹿60 草野 太郎平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 504＋183：23．1� 59．3�
810 シゲルゴボウ 牡3黒鹿58 植野 貴也森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 大滝 康晴 448－ 43：27．4大差 49．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，319，000円 複勝： 18，498，200円 枠連： 7，558，200円
馬連： 30，866，300円 馬単： 19，670，000円 ワイド： 19，203，900円
3連複： 45，263，400円 3連単： 82，414，400円 計： 241，793，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 150円 枠 連（1－4） 380円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 230円 �� 360円 �� 270円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 183190 的中 � 38227（2番人気）
複勝票数 計 184982 的中 � 30197（2番人気）� 53268（1番人気）� 25550（4番人気）
枠連票数 計 75582 的中 （1－4） 15159（1番人気）
馬連票数 計 308663 的中 �� 50108（1番人気）
馬単票数 計 196700 的中 �� 15932（2番人気）
ワイド票数 計 192039 的中 �� 22723（1番人気）�� 12659（5番人気）�� 17831（3番人気）
3連複票数 計 452634 的中 ��� 46282（1番人気）
3連単票数 計 824144 的中 ��� 20803（4番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．9－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッシヴランナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．2．8 小倉4着

2012．3．13生 牡6黒鹿 母 バクシンヒロイン 母母 カズサヒロイン 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円



19089 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時20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
2：02．2
1：59．8

良
良

89 ソルトホープ 牡2栗 54 戸崎 圭太杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 藤本ファーム 446 ―2：05．8 31．6�
55 アドマイヤポラリス 牡2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 452 ― 〃 ハナ 5．9�
77 ミ ヤ ケ 牡2鹿 54 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 462 ― 〃 アタマ 18．0�
88 サ タ ー ン 牡2鹿 54 浜中 俊石川 達絵氏 中竹 和也 浦河 三嶋牧場 470 ―2：06．01� 2．3�
33 プランドラー 牡2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464 ―2：06．1クビ 2．2�
44 コンバージェンス 牡2鹿 54 幸 英明	ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454 ―2：06．31� 34．5

66 マイネルデーゲン 牡2黒鹿54 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―2：07．36 80．5�
11 タイセイクルーガー 牡2鹿 54 田辺 裕信田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 508 ―2：07．4� 29．1�
22 ハッピーパラダイス 牡2黒鹿 54

52 △川又 賢治小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 476 ―2：09．010 158．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 47，362，700円 複勝： 42，792，100円 枠連： 6，732，600円
馬連： 48，539，100円 馬単： 32，071，900円 ワイド： 27，636，200円
3連複： 61，060，800円 3連単： 133，829，200円 計： 400，024，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，160円 複 勝 � 640円 � 280円 � 430円 枠 連（5－8） 720円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 18，090円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 2，110円 �� 740円

3 連 複 ��� 12，780円 3 連 単 ��� 136，840円

票 数

単勝票数 計 473627 的中 � 12707（6番人気）
複勝票数 計 427921 的中 � 16106（5番人気）� 43779（3番人気）� 25928（4番人気）
枠連票数 計 67326 的中 （5－8） 7153（3番人気）
馬連票数 計 485391 的中 �� 5920（15番人気）
馬単票数 計 320719 的中 �� 1329（32番人気）
ワイド票数 計 276362 的中 �� 5335（14番人気）�� 3264（19番人気）�� 9993（6番人気）
3連複票数 計 610608 的中 ��� 3582（29番人気）
3連単票数 計1338292 的中 ��� 709（200番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―14．0―14．1―13．5―12．3―12．1―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―39．2―53．3―1：06．8―1：19．1―1：31．2―1：42．8―1：54．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ソルトホープ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Storm Cat 初出走

2016．3．7生 牡2栗 母 リーピングキャット 母母 Won’t She Tell 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19090 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時50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

23 クイックファイア 牡3鹿 56
54 △川又 賢治下河�美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 470 ―1：54．4 16．3�

612 ヴィンセント 牡3黒鹿56 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ B418－161：55．67 48．6�

713 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 440－ 4 〃 ハナ 2．3�
611 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 510－ 41：55．92 36．5�
48 タガノフウジン 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442－ 2 〃 クビ 17．9	

59 � キャットタング 牝3芦 54 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 米 Brushwood
Stable 438＋ 31：56．0クビ 12．3


24 アカネコントレイル 牡3鹿 56 田辺 裕信ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 B452± 01：56．85 84．3�
510� モズダディー 牡3栗 56 秋山真一郎 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait 486＋ 21：57．43	 45．2�
714 カフジフロンティア 牡3鹿 56 高田 潤加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 41：58．03	 130．1
816 スズカビレッジ 牡3栗 56 松山 弘平永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B438± 0 〃 クビ 18．9�
11 � シールドロック 牡3栗 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 中竹 和也 米 North Hills

Co. Limited 562± 01：58．63	 23．0�
35 オウケンキング 牡3青鹿56 津村 明秀福井 明氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 B496± 01：59．87 14．3�
12 ブルーブルイヤール 牡3青鹿56 岡田 祥嗣吉田 千津氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 524＋ 42：00．65 105．0�
36 � ララペイフォワード 牡3黒鹿56 和田 竜二松尾 勝裕氏 今野 貞一 米 Paget

Bloodstock 460＋ 62：01．45 232．4�
47 グランソード 牡3青鹿56 北村 友一�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 558 ―2：03．6大差 13．4�
815 ブルーウィング 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528＋ 2 （競走中止） 3．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，911，100円 複勝： 45，471，200円 枠連： 15，130，000円
馬連： 58，717，700円 馬単： 29，969，000円 ワイド： 44，553，900円
3連複： 85，364，800円 3連単： 108，668，300円 計： 423，786，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 420円 � 750円 � 130円 枠 連（2－6） 7，880円

馬 連 �� 27，810円 馬 単 �� 53，260円

ワ イ ド �� 6，550円 �� 840円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 167，270円

票 数

単勝票数 計 359111 的中 � 17563（6番人気）
複勝票数 計 454712 的中 � 22093（7番人気）� 11367（11番人気）� 135130（1番人気）
枠連票数 計 151300 的中 （2－6） 1487（23番人気）
馬連票数 計 587177 的中 �� 1636（60番人気）
馬単票数 計 299690 的中 �� 422（113番人気）
ワイド票数 計 445539 的中 �� 1680（57番人気）�� 14150（6番人気）�� 8652（11番人気）
3連複票数 計 853648 的中 ��� 3941（49番人気）
3連単票数 計1086683 的中 ��� 471（445番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．8―51．0―1：03．5―1：15．8―1：28．7―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

クイックファイア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry 初出走

2015．2．27生 牡3鹿 母 マジカルシェイプ 母母 モーメンツオブマジック 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 グランソード号の騎手森裕太朗は，第2競走での馬場入場後の落馬負傷のため北村友一に変更。
〔競走中止〕 ブルーウィング号は，競走中に前進気勢を欠いたため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 キャットタング号の騎手松若風馬は，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いたことについて戒告。

（被害馬：1番）
〔調教再審査〕 ブルーウィング号は，競走中に前進気勢を欠き，最後の直線コースで競走を中止したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オウケンキング号・ブルーブルイヤール号・ララペイフォワード号・グランソード号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月22日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クレスコセイラン号・クロスチェック号



19091 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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
1：32．7
1：30．7

良
良

714 レッドヴェイロン 牡3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：33．2 1．3�
815 エイシンルカーノ 牡4栗 57 津村 明秀�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 464－ 8 〃 クビ 184．8�
510 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 430－ 41：33．51� 5．8�
48 メイショウグロッケ 牝4鹿 55 松山 弘平松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 462± 01：34．03 39．6�
36 ミエノウインウイン 牡3黒鹿54 和田 竜二里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 41：34．1	 16．5	
12 フ ラ ガ リ ア 牝4黒鹿55 田辺 裕信ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 410－ 81：34．2� 62．7

35 ボナヴィーゴ 牡3黒鹿54 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：34．3クビ 11．9�
612 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 488＋ 4 〃 クビ 55．9�
713 ミスレジェンド 牝4黒鹿55 松田 大作 フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456－ 61：35．25 413．5�
24 
 コ ス モ ス 牡4栗 57 高倉 稜 コスモヴューファーム 中村 均 浦河 中神牧場 B484＋14 〃 アタマ 277．5�
59 
 カルトデュモンド 牡4青鹿57 �島 良太 社台レースホース渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 2 〃 ハナ 284．6�
11 デュパルクカズマ �4鹿 57 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B422－141：35．73 292．6�
816 タイセイグランツ 牡3黒鹿54 浜中 俊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 61：36．01� 35．4�
47 サトノマサムネ �4鹿 57 国分 優作 �サトミホースカンパニー 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：36．21	 329．8�
23 キラージョー 牡5栗 57 松若 風馬河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 498－ 21：37．26 18．9�
611
 サンライズサーカス 牡5青鹿 57

56 ☆荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 B524± 0 〃 ハナ 50．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，404，800円 複勝： 153，017，000円 枠連： 18，761，100円
馬連： 74，130，700円 馬単： 50，347，200円 ワイド： 52，052，300円
3連複： 99，352，000円 3連単： 191，169，500円 計： 683，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 1，630円 � 130円 枠 連（7－8） 1，510円

馬 連 �� 11，000円 馬 単 �� 12，900円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 170円 �� 6，860円

3 連 複 ��� 11，020円 3 連 単 ��� 51，460円

票 数

単勝票数 計 444048 的中 � 267727（1番人気）
複勝票数 計1530170 的中 � 1161690（1番人気）� 4309（11番人気）� 112850（2番人気）
枠連票数 計 187611 的中 （7－8） 9592（6番人気）
馬連票数 計 741307 的中 �� 5220（20番人気）
馬単票数 計 503472 的中 �� 2925（25番人気）
ワイド票数 計 520523 的中 �� 3460（28番人気）�� 108946（1番人気）�� 1547（47番人気）
3連複票数 計 993520 的中 ��� 6756（31番人気）
3連単票数 計1911695 的中 ��� 2693（127番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―12．1―11．6―11．6―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．0―46．1―57．7―1：09．3―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

レッドヴェイロン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．10．28 京都2着

2015．4．21生 牡3鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 8戦2勝 賞金 55，913，000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。
（非当選馬） 1頭 ナリタゴールド号

19092 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 52 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458＋ 21：24．2 4．4�

714 ハ ウ リ ン グ 牝3栗 52 津村 明秀ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 21：24．41� 41．7�

11 サンライズチャージ 牡4鹿 57
55 △川又 賢治松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 492－ 61：24．5	 23．9�

36 クリノアントニヌス 牡4栗 57 
島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 530＋ 21：24．71 7．1�
713 カレンガリアード 牡3黒鹿54 
島 克駿鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 456＋ 2 〃 クビ 20．1�
611� ジュピターカリスト 牡3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 池江 泰寿 米 Circle H

Farms 558＋121：25．23 7．3�
35 リリーシューター 牡5鹿 57 松若 風馬土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 498－ 41：25．3クビ 97．6	
815 ファビラスヒーロー �5芦 57

56 ☆義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：25．4 14．7

59 スリーヘリオス 牡3黒鹿54 福永 祐一永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 488＋10 〃 ハナ 6．0�
47 スズカフェスタ 牡3栗 54 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 498－ 41：25．82 12．0
612 ケンシュナウザー 牡4栗 57 太宰 啓介中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468－ 21：25．9 34．5�
23 メイショウナガマサ 牡6鹿 57

55 △富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 512－ 21：26．64 26．4�
510 カ イ マ ノ ア 牡6栗 57 北村 友一山口功一郎氏 安田 翔伍 浦河 小林 仁 492＋101：26．81 328．2�
12 スターリーウォリア 牡3鹿 54 和田 竜二山口 正行氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 504＋ 21：26．9 5．8�
48 � サンレイレッカー 牡7栗 57 松山 弘平永井 啓弍氏 森田 直行 新ひだか 岡野牧場 520＋ 4 〃 クビ 171．8�
24 アドマイヤムテキ 牡5黒鹿57 幸 英明近藤 利一氏 中尾 秀正 洞�湖 レイクヴィラファーム B488－181：27．85 17．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，864，100円 複勝： 55，993，700円 枠連： 19，600，000円
馬連： 79，487，000円 馬単： 31，569，500円 ワイド： 55，558，200円
3連複： 111，846，500円 3連単： 129，454，300円 計： 519，373，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 770円 � 570円 枠 連（7－8） 1，950円

馬 連 �� 6，260円 馬 単 �� 9，490円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，420円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 37，820円 3 連 単 ��� 151，370円

票 数

単勝票数 計 358641 的中 � 65023（1番人気）
複勝票数 計 559937 的中 � 117304（1番人気）� 15531（12番人気）� 21778（10番人気）
枠連票数 計 196000 的中 （7－8） 7785（7番人気）
馬連票数 計 794870 的中 �� 9830（26番人気）
馬単票数 計 315695 的中 �� 2494（37番人気）
ワイド票数 計 555582 的中 �� 6947（27番人気）�� 10300（15番人気）�� 2898（61番人気）
3連複票数 計1118465 的中 ��� 2218（143番人気）
3連単票数 計1294543 的中 ��� 620（602番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―12．1―12．4―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．0―46．1―58．5―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ ガ ノ ア ム �
�
父 ハードスパン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．24 中山3着

2015．4．7生 牝3鹿 母 スパニッシュソウル 母母 スウィーピングズ 12戦2勝 賞金 28，220，000円
［他本会外：1戦0勝］



19093 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第9競走 ��
��2，200�

あ つ み

渥 美 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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

813 アフリカンゴールド 牡3栗 54 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462± 02：11．9 6．5�

58 シャドウブリランテ 牡4鹿 57 M．デムーロ飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 486－ 42：12．32� 2．5�
711 インヴィクタ 牡4黒鹿57 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480± 02：12．61	 4．9�
11 マイスターシャーレ 牡3鹿 54 戸崎 圭太�山紫水明 松田 国英 日高 下河辺牧場 472－102：13．23� 6．2�
814 シャフトオブライト 牡3栗 54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 62：13．51	 43．3	
34 ス ヴ ァ ル ナ 牡3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 494－10 〃 クビ 8．5

46 シエラネバダ 牡3芦 54 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－102：13．81	 24．2�
45 エイシンクリック 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 478＋ 4 〃 クビ 10．7�
57 ナムラドノヴァン 牡3鹿 54 
島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 466－ 22：14．11	 23．3
69 エスピリトゥオーゾ 牡4栗 57 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 454－ 22：14．41	 387．3�
712 ラピッドシップ 牡4黒鹿57 高田 潤飯田 正剛氏 中竹 和也 新ひだか 千代田牧場 468± 02：14．82� 107．5�
33 ブロウユアマインド �6鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 442－ 22：16．6大差 242．0�
22 ダノンケンリュウ �4黒鹿57 幸 英明�ダノックス 高柳 大輔 新ひだか チャンピオンズファーム 458－ 82：25．1大差 337．6�
610 オンワードミシガン �4芦 57 荻野 極樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B414＋162：32．1大差 478．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，862，200円 複勝： 76，916，200円 枠連： 22，313，000円
馬連： 109，020，200円 馬単： 48，454，600円 ワイド： 65，584，200円
3連複： 136，541，200円 3連単： 189，319，200円 計： 703，010，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 640円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 360円 �� 540円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 10，080円

票 数

単勝票数 計 548622 的中 � 66568（4番人気）
複勝票数 計 769162 的中 � 93246（4番人気）� 201672（1番人気）� 121254（2番人気）
枠連票数 計 223130 的中 （5－8） 26723（1番人気）
馬連票数 計1090202 的中 �� 84036（3番人気）
馬単票数 計 484546 的中 �� 14162（8番人気）
ワイド票数 計 655842 的中 �� 47567（3番人気）�� 28922（6番人気）�� 50862（2番人気）
3連複票数 計1365412 的中 ��� 66343（1番人気）
3連単票数 計1893192 的中 ��� 13609（24番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．2―12．1―12．0―12．2―12．5―12．5―12．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―34．7―46．8―58．8―1：11．0―1：23．5―1：36．0―1：48．1―1：59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3
3－14－13－8（1，6）4（5，9）－（7，11）－（2，12，10）
3－（14，13）6（8，4）－（1，5）11（7，9）－12＝10－2

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

勝馬の
紹 介

アフリカンゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー 2017．12．23 阪神9着

2015．3．26生 牡3栗 母 ブ リ ク セ ン 母母 Danish 6戦2勝 賞金 20，630，000円
〔制裁〕 シエラネバダ号の騎手松山弘平は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）

オンワードミシガン号の調教師村山明は，馬場入場後に同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンケンリュウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月22日まで平地競

走に出走できない。
オンワードミシガン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月22日まで平地
競走に出走できない。

19094 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

お と う ば し

尾 頭 橋 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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

24 スズカコーズライン 牡4鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 500＋ 21：10．6 5．7�
12 ストロベリームーン 牝4青鹿55 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 438－ 21：10．81 2．7�
47 メイショウコゴミ 牝3鹿 52 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 440＋ 4 〃 クビ 9．1�
816 ブライスガウ 牝5栗 55 浜中 俊一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 496＋ 81：11．01� 13．8�
11 ソーディヴァイン 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 526－101：11．21� 8．5	
510 クリノシャンボール 牡5黒鹿57 津村 明秀栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 498＋ 61：11．52 45．4

35 アスターソード 牡3鹿 54 高倉 稜加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 450＋ 21：11．6	 66．1�
612 キョウワエステル 牝5鹿 55 松田 大作�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 482＋161：11．7	 85．6�
59 コンドルヒデオ 牡6鹿 57 
島 良太庄司 修二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 510－ 61：12．02 293．3
23 ヤマニンレジスタ 牡3栗 54 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 488＋ 6 〃 アタマ 10．7�
48 メイショウミライ 牡3栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 486＋ 21：12．2� 6．6�
611 ヒルノデンハーグ �6栗 57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 484＋ 41：12．83	 29．6�
714 マ ニ ク ー ル 牝3栗 52 秋山真一郎寺田 寿男氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 492＋12 〃 クビ 21．8�
815 メイショウタイシ 牡3栗 54 
島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 486－ 61：13．43	 88．8�
713 バシレウスライオン �5鹿 57 北村 友一ライオンレースホース� 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 464－201：13．71� 154．9�
36 ミカエルシチー 牡6鹿 57 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 518－ 81：13．8� 47．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，367，300円 複勝： 80，651，500円 枠連： 39，071，100円
馬連： 141，438，900円 馬単： 58，537，900円 ワイド： 84，489，700円
3連複： 191，365，000円 3連単： 245，024，700円 計： 902，946，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 140円 � 240円 枠 連（1－2） 460円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 370円 �� 730円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 15，350円

票 数

単勝票数 計 623673 的中 � 87455（2番人気）
複勝票数 計 806515 的中 � 115505（2番人気）� 179824（1番人気）� 72109（5番人気）
枠連票数 計 390711 的中 （1－2） 65248（2番人気）
馬連票数 計1414389 的中 �� 113311（1番人気）
馬単票数 計 585379 的中 �� 18423（5番人気）
ワイド票数 計 844897 的中 �� 62472（1番人気）�� 28143（7番人気）�� 37400（4番人気）
3連複票数 計1913650 的中 ��� 53406（3番人気）
3連単票数 計2450247 的中 ��� 11570（23番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．4―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―34．0―45．8―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．6
3 ・（4，6）14（3，7，16）（1，10）15（8，13）（2，12）（5，9）11 4 4，6，3（7，14）（1，16）10（2，8）（12，15）5（9，13）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカコーズライン �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．5．20生 牡4鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope 15戦4勝 賞金 52，240，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 メイショウタイシ号の騎手
島克駿は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※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。
（非抽選馬） 6頭 スレッジハンマー号・タイセイスペリオル号・ヒップホップスワン号・ボクノナオミ号・マイネルラック号・

ワンダープラヤアン号

１レース目



19095 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第66回トヨタ賞中京記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，29．7．22以降30．7．15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

トヨタ賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

816 グレーターロンドン 牡6鹿 56．5 田辺 裕信窪田 芳郎氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468± 01：32．3レコード 5．0�
612 ロ ジ ク ラ イ 牡5黒鹿56 浜中 俊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 516＋101：32．4� 7．2�
24 リライアブルエース 牡5黒鹿54 戸崎 圭太 �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 494＋ 81：32．61� 7．0�
35 フロンティア 牡3栗 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 6 〃 クビ 10．7�
611 ワントゥワン 牝5黒鹿52 M．デムーロ青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 448－ 61：32．7� 6．5�
47 アメリカズカップ 牡4黒鹿57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 440－ 61：32．8� 92．4	
714 ミエノサクシード 牝5栗 53 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 462－ 21：33．01 9．5

713 ウインガニオン 牡6黒鹿57．5 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 41：33．42� 6．1�
815 ムーンクレスト 牡6鹿 55 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 468－ 81：33．71� 192．3
510 ガリバルディ 牡7鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504－ 81：33．8� 25．2�
59 ダイメイフジ 牡4鹿 56 酒井 学宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 514＋ 6 〃 クビ 26．3�
12 ロワアブソリュー 牡5鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B506－ 81：33．9クビ 18．3�
23 ブラックムーン 牡6鹿 57．5 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 500＋ 4 〃 ハナ 27．5�
36 コウエイタケル 牡7鹿 54 	島 克駿伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 41：34．32� 107．9�
11 スマートオーディン 牡5黒鹿57．5 松山 弘平大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 492－ 21：34．83 16．7�
48 マイネルアウラート 牡7黒鹿55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B464－101：35．97 232．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 259，427，400円 複勝： 326，635，800円 枠連： 168，355，100円
馬連： 828，818，500円 馬単： 290，817，100円 ワイド： 414，266，400円
3連複： 1，421，607，400円 3連単： 1，905，057，900円 計： 5，614，985，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 240円 � 220円 枠 連（6－8） 990円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 980円 �� 750円 �� 920円

3 連 複 ��� 5，420円 3 連 単 ��� 25，980円

票 数

単勝票数 計2594274 的中 � 414236（1番人気）
複勝票数 計3266358 的中 � 506692（1番人気）� 327485（5番人気）� 376832（3番人気）
枠連票数 計1683551 的中 （6－8） 130561（4番人気）
馬連票数 計8288185 的中 �� 264275（7番人気）
馬単票数 計2908171 的中 �� 47694（9番人気）
ワイド票数 計4142664 的中 �� 106957（11番人気）�� 144015（2番人気）�� 115647（8番人気）
3連複票数 計14216074 的中 ��� 196425（5番人気）
3連単票数 計19050579 的中 ��� 53150（21番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．5―11．7―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―33．8―45．3―57．0―1：08．7―1：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3

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

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

グレーターロンドン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2015．2．14 東京1着

2012．5．23生 牡6鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン 15戦7勝 賞金 167，794，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ジョーストリクトリ号・タイセイサミット号

19096 7月22日 晴 良 （30中京3）第8日 第12競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

47 ダノンフォワード 牡3栗 54 戸崎 圭太�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B442－ 21：52．7 2．8�
815 エ イ コ ー ン 牡3鹿 54 浜中 俊西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 452－ 21：53．12� 4．4�
814 ノ ー ウ ェ イ 牡3鹿 54 津村 明秀宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 472＋ 21：53．31 36．3�
610 グランセノーテ 牡5栗 57 M．デムーロ安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 532－ 4 〃 クビ 5．8�
59 キタサンヴィクター 牡3鹿 54 国分 優作�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 482－ 61：53．93� 166．5	
611 タガノブディーノ 牝3栗 52

50 △富田 暁八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478± 01：54．11� 33．5


11 ダンサクドゥーロ 牡4芦 57 幸 英明吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：54．2� 6．3�
46 スズカフューラー 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 426－ 41：54．52 21．6�
22 カ レ ン カ カ 牡4芦 57 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500－ 4 〃 ハナ 8．0
34 	 ダブルアックス 牡5黒鹿57 酒井 学田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 518－ 4 〃 クビ 282．1�
35 ミトノクイーン 牝3黒鹿52 福永 祐一ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか タガミファーム B466± 01：54．6� 18．6�
712 サザンブリーズ 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 512－ 61：55．13 28．6�
58 サ イ ン 牡3芦 54 田辺 裕信�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 6 〃 アタマ 66．1�
23 オースミメテオール 牡4黒鹿57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 526－ 81：57．9大差 191．4�
713	 アイファーウタオー 牡5黒鹿57 藤懸 貴志中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 B490－ 2 （競走中止） 421．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 82，524，800円 複勝： 109，078，900円 枠連： 38，615，300円
馬連： 186，480，500円 馬単： 74，278，100円 ワイド： 109，508，600円
3連複： 246，580，800円 3連単： 331，895，800円 計： 1，178，962，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 150円 � 550円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，620円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 15，210円

票 数

単勝票数 計 825248 的中 � 230317（1番人気）
複勝票数 計1090789 的中 � 214896（1番人気）� 210092（2番人気）� 35745（9番人気）
枠連票数 計 386153 的中 （4－8） 62141（1番人気）
馬連票数 計1864805 的中 �� 223226（1番人気）
馬単票数 計 742781 的中 �� 54857（1番人気）
ワイド票数 計1095086 的中 �� 105155（1番人気）�� 15913（20番人気）�� 19377（17番人気）
3連複票数 計2465808 的中 ��� 34374（15番人気）
3連単票数 計3318958 的中 ��� 15812（34番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．3―12．5―12．5―12．8―13．0―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．1―48．6―1：01．1―1：13．9―1：26．9―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3
7（5，12）3－2（9，13）6－10（1，15）－（4，14）－8－11・（7，5）12（3，2）（6，13）（9，10）（1，15）－14－4（8，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンフォワード �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2017．10．8 京都8着

2015．1．28生 牡3栗 母 カリフォルニアネクター 母母 Absolute Nectar 5戦2勝 賞金 13，600，000円
〔競走中止〕 アイファーウタオー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 スズカフューラー号の騎手和田竜二は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：3番）
〔その他〕 オースミメテオール号は，4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。
※出走取消馬 シップーコウライ号（疾病〔右上眼瞼部挫創〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オクラホマ号・キングレイスター号

４レース目



（30中京3）第8日 7月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

232，380，000円
3，890，000円
16，520，000円
1，750，000円
27，550，000円
68，441，500円
5，352，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
727，315，500円
1，066，550，300円
370，734，800円
1，695，863，500円
713，154，100円
971，539，900円
2，601，098，500円
3，609，511，700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 11，755，768，300円

総入場人員 21，512名 （有料入場人員 ）



平成30年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，343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

1，700，650，000円
24，170，000円
134，870，000円
11，880，000円
186，930，000円
543，042，500円
39，808，000円
12，892，800円

勝馬投票券売得金
4，394，809，800円
6，412，629，300円
2，077，890，100円
9，344，121，300円
4，247，454，400円
5，614，608，600円
13，376，711，100円
19，323，753，200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 64，791，977，800円

総入場延人員 114，484名 （有料入場延人員 84，184名）
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