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19073 7月20日 晴 良 （25中京3）第7日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

33 モズハツコイ 牝2芦 54 浜中 俊北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 452－ 41：22．5 1．6�
78 ウインリバティ 牝2黒鹿 54

52 △中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 41：22．82 57．1�
66 ブランネージュ 牝2鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 450－ 41：22．9� 7．5�
44 クールオープニング 牡2青鹿54 武 豊前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 420－ 41：23．43 3．6�
55 キエレメムーチョ 牡2青鹿54 松山 弘平吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 450－ 61：23．5� 19．4	
22 コスモマンカイ 牝2黒鹿54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 21：23．71� 16．0

77 マッサローザ 牝2青鹿54 尾島 徹赤沼 秀典氏 森 秀行 様似 富田 恭司 422＋ 41：23．8� 68．5�

（笠松）

89 シンゼンマオー 牡2黒鹿54 鮫島 良太原 司郎氏 飯田 明弘 新ひだか 畠山牧場 468＋ 41：24．0� 77．8�
810 オートロンシャン 牝2黒鹿54 池添 謙一大戸 志浦氏 松永 昌博 様似 中村 俊紀 472－ 4 〃 アタマ 74．6
11 ファイヤーロック 牡2黒鹿54 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 450± 01：24．42� 34．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 18，649，100円 複勝： 45，847，800円 枠連： 5，770，500円
馬連： 25，773，400円 馬単： 23，496，400円 ワイド： 15，281，100円
3連複： 41，470，000円 3連単： 88，792，200円 計： 265，080，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 650円 � 190円 枠 連（3－7） 1，720円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 920円 �� 210円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 17，820円

票 数

単勝票数 計 186491 的中 � 96015（1番人気）
複勝票数 計 458478 的中 � 274193（1番人気）� 7300（7番人気）� 38681（3番人気）
枠連票数 計 57705 的中 （3－7） 2482（7番人気）
馬連票数 計 257734 的中 �� 5589（9番人気）
馬単票数 計 234964 的中 �� 3666（15番人気）
ワイド票数 計 152811 的中 �� 3613（9番人気）�� 23375（2番人気）�� 1609（20番人気）
3連複票数 計 414700 的中 ��� 8578（9番人気）
3連単票数 計 887922 的中 ��� 3678（52番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．9―12．0―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．8―58．8―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズハツコイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．29 中京2着

2011．1．25生 牝2芦 母 クールアンフルール 母母 フレッシュミドリ 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。
〔その他〕 キエレメムーチョ号は，向正面から4コーナーにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19074 7月20日 晴 良 （25中京3）第7日 第2競走 ��1，600�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 4，600，000円 1，800，000円 945，000
945，000

円
円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

816 トウカイバイタル 牡3黒鹿56 浜中 俊内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 456＋101：34．9 2．4�
611 レネットグルーヴ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 422＋121：35．53� 46．2�
59 ヒカリサスペンス 牡3鹿 56 藤岡 康太�ヒカリクラブ 牧田 和弥 新ひだか 前谷 武志 500＋ 6 〃 ハナ 56．6�
612 ゴ ー ス ル ー 牡3鹿 56 酒井 学 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 446± 0 〃 同着 5．3�
714 メイショウエゾフジ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 472＋ 4 〃 アタマ 18．2	
47 ピエナインパクト 牡3鹿 56 武 豊本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 426＋ 41：35．6クビ 4．3

713 シークレットレシピ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448－ 81：35．81� 12．5�
48 ラ ム レ ッ ト 牝3栗 54 幸 英明 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 460 ―1：36．12 68．1�
12 タニノタキシード 牡3黒鹿56 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 464－ 61：36．2� 6．6
510 アトラスバローズ 牡3栗 56 小牧 太猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490± 01：36．41 74．1�
11 エーシンケツァール 牝3鹿 54 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 422± 0 〃 ハナ 47．3�
36 プリスクリプション 牡3鹿 56

54 △中井 裕二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－101：36．5� 163．5�

35 ド ハ ツ テ ン 牡3鹿 56 和田 竜二西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 中本牧場 478 ―1：36．81� 84．3�
815 シゲルペガススザ �3黒鹿56 池添 謙一森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 428＋121：37．01� 287．8�
23 ルイーズシチー 牝3栗 54 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 442－ 41：37．1� 106．9�
24 ショウナンハヤテ 牡3栗 56 尾島 徹国本 哲秀氏 北出 成人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋121：37．63 515．6�
（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，328，800円 複勝： 40，056，900円 枠連： 10，194，800円
馬連： 38，978，600円 馬単： 27，346，600円 ワイド： 22，447，100円
3連複： 62，249，500円 3連単： 97，539，000円 計： 320，141，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 530円 �
�

570円
150円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 1，020円 ��
��

820円
200円

��
��

6，070円
1，700円

3 連 複 ���
���

21，530円
3，650円 3 連 単 ���

���
77，620円
18，310円

票 数

単勝票数 計 213288 的中 � 72476（1番人気）
複勝票数 計 400569 的中 �

�
107229
65686

（1番人気）
（3番人気）

� 9664（7番人気）� 8930（9番人気）

枠連票数 計 101948 的中 （6－8） 12452（1番人気）
馬連票数 計 389786 的中 �� 5803（16番人気）
馬単票数 計 273466 的中 �� 3113（21番人気）
ワイド票数 計 224471 的中 ��

��
3003
474
（18番人気）
（61番人気）

��
��

3825
1754
（14番人気）
（24番人気）

�� 23150（1番人気）

3連複票数 計 622495 的中 ��� 1058（87番人気）��� 6361（21番人気）
3連単票数 計 975390 的中 ��� 463（344番人気） ��� 1969（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．1―47．7―59．6―1：11．6―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイバイタル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．2 阪神2着

2010．2．28生 牡3黒鹿 母 トウカイティアラ 母母 トウカイナチユラル 6戦1勝 賞金 13，050，000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 サトノユニコーン号
（非抽選馬） 2頭 サダムフォルトゥナ号・ベストドロップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 中京競馬 第７日



19075 7月20日 晴 良 （25中京3）第7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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

11 テイエムヒーロー 牡3鹿 56 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 細道牧場 478＋ 81：11．8 5．0�
59 サンライズマーチ 牡3鹿 56 福永 祐一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 462－201：12．01� 3．0�
48 ハッピーチャート 牝3芦 54

52 △中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 新ひだか 桜井牧場 458－101：12．32 14．0�

23 キンシジェネラル 牡3鹿 56 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 安平 追分ファーム 516＋ 81：12．83 5．0�
35 トーコーヴィオラ 牝3黒鹿54 浜中 俊森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 452 ―1：12．9クビ 34．2�
612 シゲルコギツネザ 牝3栗 54 小牧 太森中 蕃氏 坪 憲章 新ひだか 沖田 繁 448－ 81：13．0� 5．6	
47 トーホウハヤブサ 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 478＋281：13．1� 17．1

816 カネトシエフォート 牡3黒鹿 56

53 ▲藤懸 貴志兼松 利男氏 野村 彰彦 新冠 タニグチ牧場 448－ 6 〃 ハナ 20．1�
713 アグネスエリイ 牝3鹿 54 松山 弘平渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 494＋101：13．42 140．9�
510 オンワードマイケル 牡3栗 56 熊沢 重文樫山 章子氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 426＋ 4 〃 クビ 139．3
36 ブ ラ イ テ ン 牡3鹿 56

53 ▲森 一馬松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 494 ―1：13．5クビ 270．9�
714 オンワードナルシス 牡3黒鹿56 酒井 学樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 486＋181：13．92� 11．5�
24 メイショウジンベエ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 和子氏 坂口 正則 浦河 鮫川フアーム 462－ 81：14．22 311．5�
611 アリューリング 牡3栗 56 国分 優作加藤 守氏 木原 一良 浦河 岡部牧場 464－ 81：14．3� 688．3�
12 ローレルシャイニー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 482＋ 6 〃 アタマ 33．7�
815 ファンタボーラー 牝3栗 54 水口 優也河村 祥史氏 北出 成人 浦河 吉田 又治 416 ―1：18．1大差 630．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，001，300円 複勝： 35，520，100円 枠連： 9，661，400円
馬連： 35，684，600円 馬単： 25，841，300円 ワイド： 20，572，100円
3連複： 53，191，400円 3連単： 85，796，200円 計： 286，268，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 150円 � 300円 枠 連（1－5） 780円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，000円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 17，150円

票 数

単勝票数 計 200013 的中 � 31761（3番人気）
複勝票数 計 355201 的中 � 41512（4番人気）� 81377（1番人気）� 25485（5番人気）
枠連票数 計 96614 的中 （1－5） 9231（3番人気）
馬連票数 計 356846 的中 �� 24682（3番人気）
馬単票数 計 258413 的中 �� 9748（6番人気）
ワイド票数 計 205721 的中 �� 14368（3番人気）�� 4768（12番人気）�� 7635（6番人気）
3連複票数 計 531914 的中 ��� 9323（10番人気）
3連単票数 計 857962 的中 ��� 3694（35番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムヒーロー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2012．9．17 阪神6着

2010．3．21生 牡3鹿 母 シロキタガデス 母母 シクレノンメモリー 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンタボーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月20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 シゲルカニザ号・メイショウゲンキ号

19076 7月20日 晴 良 （25中京3）第7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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

66 � エーシンジーライン 牡8黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-
ter Farm 498＋ 43：18．1 1．4�

67 アムールクエスト 牡4鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466＋ 43：18．42 11．3�
78 リキサンヒーロー 牡6栗 60 大江原 圭 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B466－ 43：19．03� 141．5�
11 マイネルフィエスタ 牡3芦 58 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 488－ 4 〃 クビ 7．4�
44 エリタージュ 牝3鹿 56 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 448＋ 43：23．0大差 136．7	
810 ハクユウサンサン 牡5鹿 60 平沢 健治 �H.Iコーポレーション 目野 哲也 新ひだか 加野牧場 480－103：23．74 29．4

22 � エーシンテュポーン 牡6鹿 60

57 ▲森 一馬�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-
ter Farm 492＋ 13：25．19 14．7�

33 オースミマリオン 牡6栗 60 高田 潤�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 486＋ 23：27．3大差 96．5�
79 メルシーサイレンス 牡6栗 60 林 満明永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 492＋103：29．0大差 38．6
811 アルゴリズム 牡5芦 60 小坂 忠士前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 470± 03：29．31� 6．5�
55 	 グルービーメテオ 牡4栗 60 上野 翔�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 446－ 23：31．3大差 197．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，392，600円 複勝： 40，066，000円 枠連： 7，381，400円
馬連： 22，315，400円 馬単： 23，951，500円 ワイド： 12，667，300円
3連複： 35，948，300円 3連単： 85，741，000円 計： 244，463，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 1，160円 枠 連（6－6） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，890円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 7，090円 3 連 単 ��� 17，470円

票 数

単勝票数 計 163926 的中 � 94261（1番人気）
複勝票数 計 400660 的中 � 267519（1番人気）� 31118（3番人気）� 2880（9番人気）
枠連票数 計 73814 的中 （6－6） 10365（3番人気）
馬連票数 計 223154 的中 �� 29663（3番人気）
馬単票数 計 239515 的中 �� 27319（3番人気）
ワイド票数 計 126673 的中 �� 14675（3番人気）�� 1489（21番人気）�� 790（26番人気）
3連複票数 計 359483 的中 ��� 3745（20番人気）
3連単票数 計 857410 的中 ��� 3624（52番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 51．9－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンジーライン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Danzig デビュー 2007．8．5 小倉6着

2005．4．16生 牡8黒鹿 母 Lady Danz 母母 Classic Crown 障害：3戦1勝 賞金 11，600，000円



19077 7月20日 晴 良 （25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
1：35．8
1：33．1

良
良

612 フェルメッツァ 牡2鹿 54 武 豊 �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 430 ―1：38．3 4．6�

24 レッドアルヴィス 牡2鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492 ―1：38．4� 2．3�
12 マイネルアミークス 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 新冠 コスモヴューファーム 442 ―1：38．61� 23．1�
48 ステファノス 牡2鹿 54 浜中 俊 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480 ―1：38．91� 2．6�
713 タガノゴールド 牡2栗 54 高倉 稜八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462 ―1：39．0� 27．4	
59 タガノフローレンス 牝2芦 54 鮫島 良太八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460 ―1：39．21 101．2

714 スリーアルペン 牡2鹿 54 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 むかわ 新井牧場 480 ― 〃 ハナ 69．3�
47 エルカミーノレアル 牡2鹿 54 尾島 徹広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 464 ― 〃 クビ 99．6�

（笠松）

815 スマイルユニバンス 牝2黒鹿54 藤岡 康太亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 428 ―1：39．3� 25．5
611 サザンキング 牡2芦 54 酒井 学南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 460 ―1：39．4� 289．7�
23 マイネルグアテマラ 牡2芦 54

52 △中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 ビッグレッドファーム 478 ―1：39．5� 40．4�

35 ファーウエスト 牡2鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462 ―1：39．71� 169．2�

816 トウケイアロー 牡2鹿 54 熊沢 重文木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 456 ―1：39．8� 258．5�
510 ホッコーヤタロウ 牡2栗 54 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 大樹 大樹ファーム 508 ― 〃 アタマ 60．7�
11 オーベルジュリリー 牝2青鹿54 松山 弘平丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 ハナ 125．6�
36 オ ミ キ 牡2鹿 54 武 幸四郎幅田 昌伸氏 宮 徹 平取 スガタ牧場 470 ―1：40．33 88．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，506，000円 複勝： 34，146，500円 枠連： 11，433，000円
馬連： 37，271，800円 馬単： 33，355，600円 ワイド： 21，118，400円
3連複： 59，056，700円 3連単： 109，086，600円 計： 331，974，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 110円 � 330円 枠 連（2－6） 640円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，150円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 14，500円

票 数

単勝票数 計 265060 的中 � 45769（3番人気）
複勝票数 計 341465 的中 � 52947（3番人気）� 121307（1番人気）� 16791（4番人気）
枠連票数 計 114330 的中 （2－6） 13297（2番人気）
馬連票数 計 372718 的中 �� 43958（2番人気）
馬単票数 計 333556 的中 �� 16983（6番人気）
ワイド票数 計 211184 的中 �� 20759（3番人気）�� 4133（13番人気）�� 6346（6番人気）
3連複票数 計 590567 的中 ��� 13619（6番人気）
3連単票数 計1090866 的中 ��� 5553（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．7―49．5―1：02．5―1：14．7―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

フェルメッツァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2011．5．11生 牡2鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タガノフローレンス号の騎手鮫島良太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3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 オブシディアン号・シゲルイワキ号・ワンアンドオンリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19078 7月20日 晴 良 （25中京3）第7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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

36 エイヴィアンボス 牡3鹿 56 武 豊桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 526－ 41：52．6 3．9�
815 エルドリッジ 牡3青鹿56 池添 謙一一村 哲也氏 白井 寿昭 むかわ 桑原牧場 502－ 81：54．210 10．8�
12 ウォースピリッツ 牡3黒鹿56 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 21：54．3� 2．3�
11 アドマイヤイナズマ 牡3青鹿56 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 492－ 21：54．51� 8．5�
713	 エーシンザヘッド 牡3栗 56 福永 祐一�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners 468－ 41：54．6クビ 16．3	
816 マルカフォルテ 牡3栗 56

53 ▲森 一馬河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 504＋ 21：54．7
 140．1

714 テラノアパッチ 牡3芦 56 松山 弘平寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム 470＋ 61：54．8� 38．1�
47 	 オルデンボンズ 牡3栗 56 尾島 徹嶋 大輔氏 森 秀行 米 Ramona

Thomson 540＋201：54．9クビ 23．2�
（笠松）

510 スプリームアヘッド �3黒鹿56 岡田 祥嗣本間 充氏 庄野 靖志 日高 本間牧場 506－121：55．11� 77．1
59 カミングアップ 牡3鹿 56 高倉 稜薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 506－ 61：55．2� 22．6�
48 ベ ロ ム 牡3栗 56

54 △中井 裕二 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496－ 81：55．94 11．0�
23 ツーエムスイフト 牡3鹿 56 水口 優也水谷 昌晃氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 484＋ 21：56．22 595．1�
35 ミカサパワー �3黒鹿56 太宰 啓介西浦 和男氏 音無 秀孝 浦河 梅田牧場 B438－101：57．15 317．5�
612 レッドデュード 牡3黒鹿56 熊沢 重文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 520－101：58．05 176．6�
24 ラガーニチリンオー 牡3栗 56 浜中 俊奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 486± 01：58．1
 17．4�
611 ジャックトゥキング 牡3鹿 56 田中 健津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 488＋ 22：00．8大差 360．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，804，700円 複勝： 42，559，600円 枠連： 12，430，100円
馬連： 40，607，700円 馬単： 28，562，900円 ワイド： 23，510，900円
3連複： 61，387，300円 3連単： 99，666，600円 計： 331，529，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 220円 � 110円 枠 連（3－8） 2，650円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 640円 �� 190円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 13，500円

票 数

単勝票数 計 228047 的中 � 46227（2番人気）
複勝票数 計 425596 的中 � 77908（2番人気）� 31473（4番人気）� 158562（1番人気）
枠連票数 計 124301 的中 （3－8） 3462（10番人気）
馬連票数 計 406077 的中 �� 12370（8番人気）
馬単票数 計 285629 的中 �� 4974（15番人気）
ワイド票数 計 235109 的中 �� 7681（7番人気）�� 40122（1番人気）�� 10901（4番人気）
3連複票数 計 613873 的中 ��� 27530（3番人気）
3連単票数 計 996666 的中 ��� 5449（31番人気）

ハロンタイム 13．2―11．2―12．8―12．6―12．7―12．3―12．7―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―37．2―49．8―1：02．5―1：14．8―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．8
1
3
6，4，10，2，7，11（1，3，16）12，8（5，15）14，9－13
6（2，10）4，1，7－（16，12）（3，15）－（5，14，9）8，13＝11

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

勝馬の
紹 介

エイヴィアンボス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．2．17 小倉4着

2010．6．11生 牡3鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 6戦1勝 賞金 7，760，000円
〔その他〕 レッドデュード号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕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〕 ラガーニチリンオー号・ジャックトゥキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成25年8月20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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウィズインダーク号・サトノトレジャー号・メイショウヨリキ号・ルーベル号
（非抽選馬） 1頭 アンブレスド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



19079 7月20日 晴 良 （25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20分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

36 レ ジ ー ナ 牝3栗 54 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 422＋ 22：16．9 9．7�

23 ローゼンガルテン 牡3青 56 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B442－ 2 〃 ハナ 10．7�
816 ラルプデュエズ 牡3黒鹿56 小牧 太吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 3．5�
510 チェイスザゴールド 牡3鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 510－ 62：17．11� 2．9�
714 クリアモーメント 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 42：17．2� 6．0	
35 トウカイルーチェ 牡3青鹿56 藤岡 康太内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 512＋ 22：17．73 10．8

59 ホットサマーホット 牡3鹿 56 尾島 徹 �三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 458＋ 2 〃 ハナ 54．8�

（笠松）

12 ル ー メ ア 牝3栗 54
52 △中井 裕二 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 62：17．8� 18．9�

611 ク ロ ー デ ル 牝3鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－10 〃 クビ 29．4

11 スピーディシャープ 牡3鹿 56
53 ▲岩崎 翼吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 402－ 42：17．9クビ 247．6�

612 アルスヴィズ 牡3鹿 56 和田 竜二�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 542－ 62：18．11� 36．2�

815 ブラックコール 牡3青 56 高倉 稜中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 458± 0 〃 クビ 285．6�
48 メイショウメテオ 牡3鹿 56 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 532＋ 82：18．2クビ 385．5�
713 ドリームプレイヤー 牡3栗 56 幸 英明セゾンレースホース� 木原 一良 安平 追分ファーム 480－ 4 〃 クビ 92．5�
47 メイキングドラマ 牡3栗 56 太宰 啓介齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 464＋ 42：18．52 137．7�
24 メイショウヨウコウ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋ 62：19．13� 152．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，961，900円 複勝： 38，392，300円 枠連： 12，836，800円
馬連： 41，739，600円 馬単： 29，732，000円 ワイド： 23，270，100円
3連複： 59，525，100円 3連単： 94，913，500円 計： 322，371，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 390円 � 470円 � 170円 枠 連（2－3） 2，520円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 12，260円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 820円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 71，260円

票 数

単勝票数 計 219619 的中 � 18009（4番人気）
複勝票数 計 383923 的中 � 23287（5番人気）� 18402（7番人気）� 75413（2番人気）
枠連票数 計 128368 的中 （2－3） 3774（9番人気）
馬連票数 計 417396 的中 �� 5723（21番人気）
馬単票数 計 297320 的中 �� 1790（39番人気）
ワイド票数 計 232701 的中 �� 4130（17番人気）�� 7139（7番人気）�� 4990（12番人気）
3連複票数 計 595251 的中 ��� 5445（25番人気）
3連単票数 計 949135 的中 ��� 983（202番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．3―12．5―12．7―12．6―12．8―12．3―12．0―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．4―37．7―50．2―1：02．9―1：15．5―1：28．3―1：40．6―1：52．6―2：04．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ ジ ー ナ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2012．10．13 京都8着

2010．4．2生 牝3栗 母 ソリッドプラチナム 母母 リザーブシート 7戦1勝 賞金 6，250，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19080 7月20日 晴 良 （25中京3）第7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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

59 キングヒーロー 牡4黒鹿57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 508＋ 41：23．8 3．6�
48 ナムラケンシロウ 牡3栃栗54 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 444＋ 41：24．43� 28．4�
816 アローベアタキオン 牡7栗 57 武 幸四郎宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 512＋ 81：24．5� 48．4�
714	 ブラックビスケット 牝4黒鹿55 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 日高 白瀬 明 412± 0 〃 ハナ 58．2�
11 
 エーシンバサラ 牡5青鹿57 和田 竜二�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce

Clark Jr. 562－ 41：24．6� 19．6�
36 サトノジェミニ 牡3鹿 54 浜中 俊里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 440－ 6 〃 クビ 14．1	
23 
 コズミックショア 牝3鹿 52 川田 将雅吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 460± 0 〃 ハナ 2．4

47 セトノミッシー 牝3鹿 52 福永 祐一難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 21：24．7クビ 19．7�
815 テーオーレイチェル 牝3芦 52 松山 弘平小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422± 0 〃 クビ 21．0�
612 ホッコージョイフル 牡3鹿 54 池添 謙一矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：25．02 204．6
35 アスターフレンチ 牡3栗 54 尾島 徹加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 508－ 21：25．31� 19．9�

（笠松）

510 ニイハオジュウクン 牡5鹿 57 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 432± 01：25．62 42．6�
24 メイショウマルマル 牡3芦 54 武 豊松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 488＋ 21：25．81� 5．5�
713 エーティーショパン 牡7栗 57 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 476± 01：26．22� 211．8�
611 メイショウエイキ 牡3栗 54 熊沢 重文松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 鎌田 正嗣 418－ 51：27．58 357．3�
12 	 ケイティドリーム 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣瀧本 和義氏 清水 出美 新ひだか へいはた牧場 480－ 61：27．92� 224．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，664，300円 複勝： 41，121，500円 枠連： 15，818，000円
馬連： 52，718，800円 馬単： 32，084，400円 ワイド： 26，734，400円
3連複： 71，914，600円 3連単： 115，164，700円 計： 380，220，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 530円 � 1，040円 枠 連（4－5） 1，750円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，190円 �� 12，310円

3 連 複 ��� 46，480円 3 連 単 ��� 163，770円

票 数

単勝票数 計 246643 的中 � 54327（2番人気）
複勝票数 計 411215 的中 � 91171（2番人気）� 17403（9番人気）� 8237（11番人気）
枠連票数 計 158180 的中 （4－5） 6674（9番人気）
馬連票数 計 527188 的中 �� 8780（15番人気）
馬単票数 計 320844 的中 �� 3607（24番人気）
ワイド票数 計 267344 的中 �� 5725（14番人気）�� 3005（24番人気）�� 519（72番人気）
3連複票数 計 719146 的中 ��� 1142（114番人気）
3連単票数 計1151647 的中 ��� 519（440番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．0―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―46．7―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングヒーロー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．10．29 京都14着

2009．4．30生 牡4黒鹿 母 キングシスター 母母 エイティシスター 15戦3勝 賞金 33，674，000円
〔発走状況〕 アスターフレンチ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アスターフレンチ号は，平成25年7月21日から平成25年8月11日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 サーランスロット号・シゲルシュサ号・ジャマイカジョー号・ダイモス号・デンコウリョウ号・プリュム号・

ミリオンヴォルツ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



19081 7月20日 晴 良 （25中京3）第7日 第9競走 ��
��2，000�

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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

36 カレンバッドボーイ 牡3鹿 54 武 豊鈴木 隆司氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 472－ 42：01．9 2．8�
24 タイセイドリーム 牡3鹿 54 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 520± 0 〃 クビ 17．0�
48 アドマイヤバートン 牡5栗 57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 470－ 22：02．0� 10．9�
817 サンライズタイセイ 牡3鹿 54 福永 祐一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 462－ 62：02．21	 4．2�
818 ダイワユニティー 牝3黒鹿52 松山 弘平大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 7．4�
23 マイネルアクロス 牡4黒鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 454± 02：02．3
 13．6	
47 ベンジャミン 牡5青鹿57 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 508＋ 42：02．4クビ 17．1

35 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 尾島 徹�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 430－ 22：02．61	 173．4�

（笠松）

611 ナリタポセイドン 牡4鹿 57 高倉 稜�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 クビ 9．2�
715 マグナムボーイ 牡3鹿 54 太宰 啓介古賀 禎彦氏 野村 彰彦 新ひだか 増本牧場 530＋14 〃 ハナ 91．2
11 サンライズトリプル 牡6鹿 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 62：02．81	 58．7�
59 ミッキーサクセス 牡3栗 54 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 482－ 22：02．9クビ 39．0�
12 アイファーファルコ 牡4栗 57 幸 英明中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 434－ 2 〃 ハナ 29．5�
713� シセイギンガ 牡7青 57 大下 智猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 458＋ 22：03．21� 200．8�
612� ミルクディッパー 牡4黒鹿57 鮫島 良太�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 542－ 4 〃 ハナ 155．5�
816 スマッシュスマイル 牡5栃栗57 中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 506＋ 42：03．41
 44．0�
510 レッドクラーケン 牡3鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 480－ 22：04．25 170．8�
714 クリスマスマーベル 牡4青鹿57 熊沢 重文名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 478± 02：04．73 476．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，335，100円 複勝： 54，044，500円 枠連： 25，024，400円
馬連： 74，937，900円 馬単： 44，831，200円 ワイド： 34，838，000円
3連複： 106，642，800円 3連単： 173，089，600円 計： 545，743，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 380円 � 220円 枠 連（2－3） 1，320円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 590円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 12，680円 3 連 単 ��� 49，140円

票 数

単勝票数 計 323351 的中 � 93162（1番人気）
複勝票数 計 540445 的中 � 126526（1番人気）� 28925（8番人気）� 63122（3番人気）
枠連票数 計 250244 的中 （2－3） 14031（6番人気）
馬連票数 計 749379 的中 �� 19328（11番人気）
馬単票数 計 448312 的中 �� 6082（17番人気）
ワイド票数 計 348380 的中 �� 8235（10番人気）�� 15597（3番人気）�� 2634（38番人気）
3連複票数 計1066428 的中 ��� 6210（44番人気）
3連単票数 計1730896 的中 ��� 2600（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．4―48．8―1：01．0―1：13．2―1：25．3―1：37．2―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

カレンバッドボーイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．9．16 阪神2着

2010．2．16生 牡3鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 5戦2勝 賞金 20，106，000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 アンバサドゥール号・ペプチドキングピン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19082 7月20日 晴 良 （25中京3）第7日 第10競走 ��
��1，400�

かしこじま

賢 島 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

11 ロードガルーダ 牡4青 57 浜中 俊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 510＋ 21：21．5 3．0�
815 アイムヒアー 牝5鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 6 〃 クビ 43．0�
48 ロ ン ド 牝5青鹿55 藤岡 康太水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 474＋141：21．82 51．4�
23 ゴールドベル 牡4黒鹿57 小牧 太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 470± 01：21．9� 8．6�
35 インクレセント 牝4青鹿55 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 440－ 21：22．0	 22．1	
24 アメージングタクト 牡3鹿 54 太宰 啓介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 0 〃 ハナ 50．2

612 アドマイヤコリン 牡5青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 438－101：22．1クビ 8．2�
47 タ マ ラ マ 
4黒鹿57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 クビ 24．2�
510 ダイナミックガイ 牡3栗 54 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 470＋ 8 〃 ハナ 10．7
816 タマモトッププレイ 牡4黒鹿57 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 490－ 21：22．3	 4．6�
12 シェルエメール 牝5黒鹿55 幸 英明前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 448＋ 21：22．62 27．0�
59 トキノゲンジ 牡5鹿 57 酒井 学中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 500± 01：22．81� 337．5�
714� ジャパンプライド 牡5鹿 57 和田 竜二星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 476＋ 21：22．9クビ 74．3�
611 スズカジョンブル 牡4鹿 57 高倉 稜永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 456± 01：23．0� 248．3�
713� ウイニングドラゴン 牡7黒鹿57 水口 優也奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 440－ 41：23．1	 506．4�
817 モンストール 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 460－181：23．2クビ 5．8�
36 � エイシンルンディー 牝3鹿 52 尾島 徹清水 晴之氏 伊藤 強一 新ひだか 城地 清満 414－ 21：24．69 568．0�

（笠松） （笠松）

（17頭）

売 得 金
単勝： 45，043，900円 複勝： 80，598，900円 枠連： 28，026，500円
馬連： 115，580，200円 馬単： 61，448，600円 ワイド： 49，016，200円
3連複： 148，379，400円 3連単： 243，502，200円 計： 771，595，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 1，130円 � 870円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 8，020円 馬 単 �� 12，310円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 2，180円 �� 16，770円

3 連 複 ��� 91，790円 3 連 単 ��� 337，160円

票 数

単勝票数 計 450439 的中 � 118466（1番人気）
複勝票数 計 805989 的中 � 188631（1番人気）� 14877（12番人気）� 19822（10番人気）
枠連票数 計 280265 的中 （1－8） 56524（1番人気）
馬連票数 計1155802 的中 �� 10638（29番人気）
馬単票数 計 614486 的中 �� 3684（48番人気）
ワイド票数 計 490162 的中 �� 4914（31番人気）�� 5597（26番人気）�� 706（77番人気）
3連複票数 計1483794 的中 ��� 1193（184番人気）
3連単票数 計2435022 的中 ��� 533（811番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．3―11．6―11．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．8―46．4―57．7―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．1
3 15－4，8（1，16，17）（5，7）（3，6，10，13）9，12，11，14－2 4 15＝4（1，8）（5，16，17）（3，7）（11，10，13）6，9，12（2，14）

勝馬の
紹 介

ロードガルーダ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．6．16 阪神2着

2009．3．13生 牡4青 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー 10戦4勝 賞金 55，408，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



19083 7月20日 晴 良 （25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，24．7．21以降25．7．14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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：21．9
1：21．5

良
不良

36 ナリタスプリング 牡6青鹿55 福永 祐一�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 504－ 21：23．1 15．3�
24 ヤマノサファイア 牡5栗 54 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 440－ 4 〃 クビ 45．5�
35 ネオザウイナー 牡5青鹿55 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 01：23．2クビ 3．5�
11 ユメノキラメキ 牝6栗 52 酒井 学諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 アタマ 20．8�
48 アップトゥデイト 牡3芦 52 水口 優也今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 21：23．3� 76．7�
59 アマノレインジャー 牡5栗 55 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 496－ 21：23．83 23．3	
23 � カネトシイナーシャ 牡5黒鹿55 浜中 俊兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 484＋ 2 〃 ハナ 4．6

611� シゲルソウサイ 牡5鹿 56 中井 裕二森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 506－ 41：23．9	 16．2�
714� ケイアイヘルメス 牡5黒鹿55 和田 竜二亀田 和弘氏 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda 526± 0 〃 ハナ 7．9�
510 トゥザサミット 牡6鹿 55 武 豊 サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 456＋ 41：24．0	 23．8�
612 ケ イ ト 牝5黒鹿52 太宰 啓介吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム 458＋ 2 〃 ハナ 12．1�
713 チャンピオンラブ 牡7青鹿54 鮫島 良太坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 482± 01：24．21
 58．5�
815� パルラメンターレ �6鹿 54 岡田 祥嗣藤田 孟司氏 大根田裕之 米 Takeshi

Fujita 472± 01：24．51� 225．5�
816� ブルーデインヒル 牡8鹿 53 畑端 省吾 �ブルーマネジメント服部 利之 米 Britton House

Stud Ltd. 498± 0 〃 ハナ 382．7�
47 � キングオブヘイロー 牡7鹿 56 小牧 太鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B492＋ 21：24．6クビ 19．0�
12 ナムラジュエル 牝5栗 54 池添 謙一奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 444＋141：25．45 5．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，316，800円 複勝： 92，330，500円 枠連： 46，839，700円
馬連： 204，200，000円 馬単： 104，447，100円 ワイド： 74，115，700円
3連複： 283，267，100円 3連単： 481，485，200円 計： 1，335，002，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 410円 � 1，010円 � 170円 枠 連（2－3） 640円

馬 連 �� 26，180円 馬 単 �� 42，800円

ワ イ ド �� 6，170円 �� 1，010円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 33，140円 3 連 単 ��� 283，820円

票 数

単勝票数 計 483168 的中 � 24895（6番人気）
複勝票数 計 923305 的中 � 53710（6番人気）� 19152（12番人気）� 186778（1番人気）
枠連票数 計 468397 的中 （2－3） 54369（1番人気）
馬連票数 計2042000 的中 �� 5758（64番人気）
馬単票数 計1044471 的中 �� 1801（113番人気）
ワイド票数 計 741157 的中 �� 2883（62番人気）�� 18816（8番人気）�� 5316（45番人気）
3連複票数 計2832671 的中 ��� 6310（111番人気）
3連単票数 計4814852 的中 ��� 1252（789番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．1―45．8―58．1―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．3
3 15（2，7）（1，12）5（6，14）9，16（8，13）（4，10，3，11） 4 15（1，2，7）（5，12）（6，14）（8，9）（16，13）（10，3，11）4

勝馬の
紹 介

ナリタスプリング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Woodman デビュー 2009．9．12 阪神1着

2007．3．8生 牡6青鹿 母 オースミリンド 母母 ダンシングアウンティー 28戦5勝 賞金 111，937，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 4頭 キモンレッド号・ケンエンブレム号・プリンセスキナウ号・ラインジェシカ号

19084 7月20日 晴 良 （25中京3）第7日 第12競走 ��1，200�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

611 フ ィ リ ラ 牝4栗 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466＋261：09．4 21．6�

59 オースミマイカ 牝5鹿 55 武 幸四郎�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B446－161：09．5� 16．7�
47 スピリットレイク 牝3鹿 52 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－10 〃 クビ 66．0�
715 フレンチトースト 牝4鹿 55

52 ▲藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 436＋101：09．6クビ 16．8�
510 セ ラ ヴ ィ 牝5黒鹿 55

53 △中井 裕二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 430＋ 21：09．7� 196．5	
612� アドマイヤアロング 牝5黒鹿55 幸 英明近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 ハナ 36．9

818 ミスマルシゲ 牝4青鹿55 鮫島 良太柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 432－ 41：09．8クビ 402．3�
714 デンコウスカイ 牝3鹿 52 太宰 啓介田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 472± 0 〃 クビ 15．4�
23 アカノジュウロク 牝3鹿 52 国分 優作根本 忠義氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 440－ 61：09．9クビ 33．4
817 ミラクルベリー 牝5黒鹿55 池添 謙一市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 450－ 41：10．11� 39．7�
713 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 52 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 486＋ 8 〃 クビ 25．0�
48 ベ ル ラ イ ン 牝3栗 52 福永 祐一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 ハナ 3．8�
24 ビューティバラード 牝5栗 55 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 444＋ 41：10．2� 187．5�
36 アウトシャイン 牝3黒鹿52 浜中 俊 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 450－ 41：10．62� 12．9�
11 アンバルブライベン 牝4鹿 55 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 454＋ 2 〃 ハナ 2．0�
35 � エンプレスラブ 牝4黒鹿55 酒井 学 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 B502－ 51：10．7� 195．4�
12 シゲルオレンジ 牝4黒鹿55 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 478＋ 41：10．8	 46．1�
816 エスケイティアラ 牝4鹿 55 水口 優也長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 446－ 81：10．9� 534．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，883，600円 複勝： 62，448，300円 枠連： 26，205，900円
馬連： 103，185，600円 馬単： 68，895，000円 ワイド： 46，317，500円
3連複： 151，010，600円 3連単： 274，414，700円 計： 775，361，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 630円 � 430円 � 1，740円 枠 連（5－6） 5，860円

馬 連 �� 9，760円 馬 単 �� 22，650円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 14，290円 �� 11，530円

3 連 複 ��� 221，570円 3 連 単 ��� 1，028，020円

票 数

単勝票数 計 428836 的中 � 15684（7番人気）
複勝票数 計 624483 的中 � 26511（7番人気）� 41868（4番人気）� 8749（13番人気）
枠連票数 計 262059 的中 （5－6） 3304（20番人気）
馬連票数 計1031856 的中 �� 7808（28番人気）
馬単票数 計 688950 的中 �� 2245（68番人気）
ワイド票数 計 463175 的中 �� 3938（30番人気）�� 792（81番人気）�� 983（78番人気）
3連複票数 計1510106 的中 ��� 503（320番人気）
3連単票数 計2744147 的中 ��� 197（1599番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―11．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．4―45．1―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 ・（1，5）（10，13，14）－（4，9）8（2，15，17）（3，6）（11，18）12－7－16 4 ・（1，5）（10，13，14）（4，9）8（2，3，6，15，17）11，12，18，7－16

勝馬の
紹 介

フ ィ リ ラ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Rahy デビュー 2012．3．3 阪神6着

2009．5．20生 牝4栗 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia 10戦3勝 賞金 18，500，000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） 2頭 ジツリキネオ号・ノーザンソング号
（非抽選馬） 1頭 ビコーワンダフル号



（25中京3）第7日 7月20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 186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 手 当

178，260，000円
8，950，000円
1，610，000円
15，410，000円
65，548，500円
5，366，200円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
340，888，100円
607，132，900円
211，622，500円
792，993，600円
503，992，600円
369，888，800円
1，134，042，800円
1，949，191，500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 5，909，752，800円

総入場人員 12，673名 （有料入場人員 11，626名）
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