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19013 7月6日 曇 良 （26中京3）第2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

22 タガノアザガル 牡2黒鹿54 福永 祐一八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434－ 41：23．3 1．6�

55 フェアラフィネ 牝2芦 54 川須 栄彦髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 436－ 41：23．4� 4．4�
66 マイネルレハイム 牡2栗 54 和田 竜二 �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 438＋ 21：23．71� 17．7�
810 ゲネラルプローベ 牡2鹿 54 小牧 太前田 葉子氏 橋口弘次郎 浦河 福岡 光夫 452± 0 〃 ハナ 5．5�
89 ウインオベロン 牡2黒鹿54 松山 弘平�ウイン 宮本 博 新ひだか 城地 清満 458± 01：24．87 10．8�
77 ドンデナーダ 牡2鹿 54 酒井 学山田 貢一氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 41：24．9� 53．4	
33 	 セイウンクロエ 牝2黒鹿54 幸 英明西山 茂行氏 田所 秀孝 愛 Earl Haras

de Cisai 428－ 81：25．11
 39．1

44 ジャイアントケンタ 牡2鹿 54 北村 友一森 長義氏 藤沢 則雄 浦河 宮内牧場 464－ 41：25．2� 98．9�
11 サイクルヒッター 牡2栗 54 国分 優作西村新一郎氏 梅内 忍 日高 日西牧場 412± 01：25．62� 136．0�
78 コウエイラブリー 牝2鹿 54 高倉 稜伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 474± 01：27．19 76．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，070，600円 複勝： 40，060，300円 枠連： 7，764，700円
馬連： 29，352，500円 馬単： 25，183，300円 ワイド： 16，137，800円
3連複： 38，113，300円 3連単： 99，188，100円 計： 271，870，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（2－5） 360円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 180円 �� 360円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計 160706 的中 � 80253（1番人気）
複勝票数 計 400603 的中 � 257709（1番人気）� 41274（2番人気）� 14152（6番人気）
枠連票数 計 77647 的中 （2－5） 16430（2番人気）
馬連票数 計 293525 的中 �� 64938（1番人気）
馬単票数 計 251833 的中 �� 34362（2番人気）
ワイド票数 計 161378 的中 �� 28319（1番人気）�� 10543（5番人気）�� 4144（10番人気）
3連複票数 計 381133 的中 ��� 20508（5番人気）
3連単票数 計 991881 的中 ��� 22527（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．7―59．4―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．6
3 10，5（6，9）2，7（4，8）（1，3） 4 10，5（2，9）6，7，4（3，8）1

勝馬の
紹 介

タガノアザガル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．6．14 阪神2着

2012．1．23生 牡2黒鹿 母 ライアメロディー 母母 ランバダレディ 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。

19014 7月6日 曇 稍重 （26中京3）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：48．9
1：47．8

重
重

58 サンジェナーロ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 41：55．3 4．0�

611 トリビューン 牡3鹿 56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 2 〃 ハナ 1．6�

59 トウカイアレンジ 牡3鹿 56 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 488－121：55．61� 11．7�
46 ニホンピロレディー 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 452－ 21：55．81� 75．9�
11 グレイトハスラー 牡3栗 56 北村 友一小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 468＋ 21：55．9クビ 19．2�
22 セルリアンジェダイ 牡3栗 56 幸 英明�イクタ 飯田 雄三 新冠 ムラカミファーム 474± 0 〃 ハナ 24．4	
23 シゲルエチゴ 牡3芦 56 国分 恭介 
ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 440－ 2 〃 クビ 25．5�
34 クイズリングテラス 牝3鹿 54

51 ▲義 英真要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 442－ 41：56．0クビ 38．9�
47 エスケイキング 牡3青鹿56 川須 栄彦廣嶋 誠二氏 友道 康夫 浦河 中神牧場 482－ 4 〃 アタマ 18．3
35 パーカーズミル 牝3鹿 54 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 2 〃 ハナ 60．9�
610 エイシンバーナード 牡3鹿 56 岩田 康誠
栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 484－ 41：56．31� 74．9�
713 ワ イ マ ン 牡3栗 56 福永 祐一井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 506＋ 81：56．51 40．5�
814 カフジファルコン 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二加藤 守氏 木原 一良 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 436－ 2 〃 クビ 81．1�
712 アイファーニーニャ 牝3鹿 54 小牧 太中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 412± 01：57．56 253．7�
815 サンマルアイ 牝3栗 54 藤懸 貴志相馬 勇氏 山内 研二 むかわ 真壁 信一 406－ 21：59．6大差 428．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，774，800円 複勝： 63，920，500円 枠連： 13，056，700円
馬連： 40，742，000円 馬単： 30，002，100円 ワイド： 24，613，200円
3連複： 61，512，100円 3連単： 102，679，200円 計： 357，300，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 120円 � 110円 � 190円 枠 連（5－6） 230円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 160円 �� 660円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 計 207748 的中 � 41541（2番人気）
複勝票数 計 639205 的中 � 59084（2番人気）� 445729（1番人気）� 25722（3番人気）
枠連票数 計 130567 的中 （5－6） 43613（1番人気）
馬連票数 計 407420 的中 �� 95173（1番人気）
馬単票数 計 300021 的中 �� 29264（2番人気）
ワイド票数 計 246132 的中 �� 48785（1番人気）�� 7571（8番人気）�� 17124（2番人気）
3連複票数 計 615121 的中 ��� 45519（1番人気）
3連単票数 計1026792 的中 ��� 14672（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．7―51．1―1：04．2―1：17．6―1：30．8―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．7
1
3
5（8，9）（7，11）6，13（1，10）4，14，2，12（3，15）
5（8，9）（7，11，13）（6，10，14）（1，4，12）（3，2）－15

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

勝馬の
紹 介

サンジェナーロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kaldoun デビュー 2014．2．2 京都3着

2011．2．3生 牡3黒鹿 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 6戦1勝 賞金 8，100，000円
※サンマルアイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 中京競馬 第２日



19015 7月6日 曇 良 （26中京3）第2日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・左）

牝，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
1：20．0
1：19．0

良
良

11 レッドオリヴィア 牝3鹿 54
51 ▲岩崎 翼 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 422－ 61：22．2 48．1�

714 ヤマニンバステト 牝3鹿 54 武 豊土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448－ 81：22．3� 16．2�
715 グッドイヴニング 牝3鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 6 〃 クビ 6．3�
818 ルールビクトリア 牝3栗 54 北村 友一儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 470＋ 81：22．4� 13．0�
612 ポ ー シ ア 牝3鹿 54 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 400＋ 21：22．61� 18．3	
59 ニホンピロディール 牝3栗 54 幸 英明小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 446± 0 〃 アタマ 6．3

24 バトルムーングロウ 牝3栗 54

51 ▲義 英真宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 482－10 〃 ハナ 15．9�
510 ヤマニンエルフィン 牝3鹿 54 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 452－ 6 〃 アタマ 9．1�
611 シゲルオウミ 牝3鹿 54 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 日の出牧場 472＋ 21：22．81� 30．4
816 サーレムフォレスト 牝3鹿 54 太宰 啓介 �社台レースホース橋口弘次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 4 〃 クビ 77．3�
713 ナイトジャスミン 牝3黒鹿54 国分 恭介金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 396＋ 21：22．9� 3．9�
36 ナ ウ シ カ 牝3鹿 54 国分 優作平川 浩之氏 宮 徹 新ひだか カントリー牧場 410－ 21：23．0クビ 30．3�
23 キネオソレイユ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 千津氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 440＋ 4 〃 ハナ 9．4�
817 ファーマフレア 牝3芦 54

53 ☆中井 裕二中西 功氏 日吉 正和 新ひだか タガミファーム 380± 01：23．32 395．5�
48 ディアベビードール 牝3鹿 54 川須 栄彦ディアレスト 福島 信晴 浦河 南部 功 456－ 61：23．4� 242．9�
12 ハイランドリュウセ 牝3鹿 54 熊沢 重文小林 久義氏 牧浦 充徳 えりも エクセルマネジメント 474± 01：24．46 369．3�
35 スリーアロー 牝3黒鹿54 浜中 俊松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 61：25．99 11．7�
47 マイネバラシア 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424＋ 41：27．07 54．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，115，700円 複勝： 44，307，800円 枠連： 19，976，100円
馬連： 55，744，900円 馬単： 29，466，700円 ワイド： 31，095，500円
3連複： 85，060，000円 3連単： 112，723，000円 計： 403，489，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，810円 複 勝 � 1，180円 � 490円 � 220円 枠 連（1－7） 4，370円

馬 連 �� 33，070円 馬 単 �� 71，060円

ワ イ ド �� 11，310円 �� 7，070円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 98，440円 3 連 単 ��� 898，060円

票 数

単勝票数 計 251157 的中 � 4174（13番人気）
複勝票数 計 443078 的中 � 8440（13番人気）� 22364（8番人気）� 62314（3番人気）
枠連票数 計 199761 的中 （1－7） 3540（15番人気）
馬連票数 計 557449 的中 �� 1306（83番人気）
馬単票数 計 294667 的中 �� 311（168番人気）
ワイド票数 計 310955 的中 �� 701（86番人気）�� 1125（72番人気）�� 4228（23番人気）
3連複票数 計 850600 的中 ��� 648（266番人気）
3連単票数 計1127230 的中 ��� 91（1914番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．4―58．1―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオリヴィア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．5．10 京都8着

2011．3．21生 牝3鹿 母 アドマイヤリッチ 母母 レ ー ス 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネバラシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月6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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンマルアイ号

19016 7月6日 曇 稍重 （26中京3）第2日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：21．9
1：21．5

良
不良

611 コスモフラッグ 牡3鹿 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 446＋ 41：24．5 11．0�
815 マルカシグナス �3芦 56 福永 祐一河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 452－ 61：24．92� 16．2�
12 	 ゼ ア ミ 牡3芦 56 川田 将雅有限会社シルク音無 秀孝 米 Barnett Sta-

bles LLC 526－ 61：25．11� 1．5�
48 エイユービリオネア 牡3栗 56 川須 栄彦笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444－ 21：25．31 12．5�
816 センティグレード 牡3青鹿56 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 61：25．51
 11．7	
59 シュテルングランツ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490＋ 21：25．82 7．4

23 パープルパルピナ 牡3鹿 56 小牧 太中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 472－ 41：25．9クビ 16．2�
36 エングロウス �3栗 56

53 ▲義 英真深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 430－101：26．0� 40．5�
510 ヒラボクヒーロー 牡3鹿 56 北村 友一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 462± 01：26．42� 52．9
612 クリノカメハメハ 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 454＋201：26．5� 203．7�
35 マルシゲダイハード 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 浦河 馬道 繁樹 480－141：26．6クビ 284．9�
24 ハクユウデイジー 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 日高 幾千世牧場 462＋ 21：27．55 216．7�
11 カネトシプロシード 牡3鹿 56 幸 英明兼松 利男氏 森田 直行 日高 白瀬 盛雄 456＋ 4 〃 アタマ 168．5�
713 ミキノハルモニー 牡3栃栗56 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 440 ― 〃 アタマ 398．4�
714 エイシンポロロッカ 牝3鹿 54 国分 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高村牧場 480± 01：27．81� 375．1�
47 オースミウルフ 牡3鹿 56 武 豊�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 524 ―1：29．5大差 28．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，884，400円 複勝： 49，081，100円 枠連： 14，536，300円
馬連： 47，577，400円 馬単： 34，270，600円 ワイド： 27，078，200円
3連複： 62，147，100円 3連単： 113，211，200円 計： 376，786，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 180円 � 260円 � 110円 枠 連（6－8） 2，180円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 10，060円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 360円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 27，830円

票 数

単勝票数 計 288844 的中 � 20841（3番人気）
複勝票数 計 490811 的中 � 47417（3番人気）� 28074（6番人気）� 225358（1番人気）
枠連票数 計 145363 的中 （6－8） 5149（8番人気）
馬連票数 計 475774 的中 �� 7652（16番人気）
馬単票数 計 342706 的中 �� 2553（30番人気）
ワイド票数 計 270782 的中 �� 5500（13番人気）�� 20137（4番人気）�� 17656（5番人気）
3連複票数 計 621471 的中 ��� 20281（8番人気）
3連単票数 計1132112 的中 ��� 2949（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．6―48．2―1：00．9―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモフラッグ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Nijinsky デビュー 2013．7．7 中京6着

2011．4．5生 牡3鹿 母 ビンジンスキー 母母 Albonita 14戦1勝 賞金 10，540，000円
〔制裁〕 マルカシグナス号の騎手福永祐一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トゥルースカイ号



19017 7月6日 曇 良 （26中京3）第2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
1：32．3

良
良

812 ペガサスボス 牡2黒鹿54 岩田 康誠�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 488 ―1：40．0 3．2�
811 シングウィズジョイ 牝2青鹿54 小牧 太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 450 ―1：40．1� 5．1�
44 アキトオリオン 牡2鹿 54 福永 祐一岡田 昭利氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 462 ― 〃 クビ 10．7�
22 ダノンジャンヌ 牝2鹿 54 川田 将雅�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 ハナ 8．8�
55 ブラヴィッシモ 牡2鹿 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484 ―1：40．2クビ 5．1	
710 レ ン ト ラ ー 牡2黒鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 452 ―1：40．41� 7．4

56 ブラックバード 牡2鹿 54 川須 栄彦 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 450 ―1：40．5� 29．0�
79 ニホンピロヘーラー 牝2鹿 54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 486 ―1：40．6� 19．7�
11 ワンダーショット 牡2鹿 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436 ― 〃 ハナ 31．1
67 カフジドラゴン 牡2栗 54 北村 友一加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 鎌田 正嗣 466 ―1：40．92 36．8�
68 ロードグリッター 牡2栗 54 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 478 ―1：41．21� 15．6�
33 クリノトイトイ 牡2栗 54 国分 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 藤森 亮二 444 ―1：44．1大差 94．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，223，400円 複勝： 32，840，200円 枠連： 13，393，700円
馬連： 47，316，400円 馬単： 28，014，000円 ワイド： 22，424，200円
3連複： 57，659，900円 3連単： 89，334，800円 計： 315，206，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 180円 � 260円 枠 連（8－8） 940円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 380円 �� 700円 �� 860円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 12，010円

票 数

単勝票数 計 242234 的中 � 59007（1番人気）
複勝票数 計 328402 的中 � 57260（1番人気）� 49317（3番人気）� 28401（6番人気）
枠連票数 計 133937 的中 （8－8） 10941（4番人気）
馬連票数 計 473164 的中 �� 41731（1番人気）
馬単票数 計 280140 的中 �� 12181（1番人気）
ワイド票数 計 224242 的中 �� 16352（1番人気）�� 7916（8番人気）�� 6380（12番人気）
3連複票数 計 576599 的中 ��� 14186（7番人気）
3連単票数 計 893348 的中 ��� 5391（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．4―38．5―51．8―1：04．8―1：17．2―1：28．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ペガサスボス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダイナガリバー 初出走

2012．4．1生 牡2黒鹿 母 ファイトガリバー 母母 ビユーテイマリヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19018 7月6日 曇 良 （26中京3）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・左）

牝，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

510 コートシャルマン 牝2鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 434 ―1：23．5 1．4�
11 タマモパステル 牝2黒鹿54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 404 ― 〃 アタマ 60．0�
816 ブリーズベイ 牝2黒鹿54 藤岡 康太吉田 安惠氏 藤岡 健一 日高 オリオンファーム 434 ―1：23．71� 51．4�
23 アースライズ 牝2青鹿54 岩田 康誠吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 ハナ 6．7�
713 タマモイヤリング 牝2黒鹿54 �島 良太タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 452 ―1：24．23 15．0	
24 カイルアブルー 牝2芦 54 川須 栄彦山住 勲氏 飯田 雄三 新ひだか チャンピオンズファーム 402 ―1：24．41� 111．5

714 ビジューミニョン 牝2青鹿54 浜中 俊 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 8．1�
47 シゲルハナガサ 牝2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 416 ―1：24．5クビ 56．8�
59 テイエムヤンチャボ 牝2芦 54 国分 恭介竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 408 ―1：25．35 153．7
36 トロピカルガーデン 牝2鹿 54 高倉 稜田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 470 ―1：25．51� 43．5�
12 ティンバレス 牝2青鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 450 ―1：25．6� 13．5�
48 マジックスプーン 牝2鹿 54 小牧 太 Him Rock Racing 高橋 康之 新冠 長浜牧場 396 ―1：25．7� 61．8�
35 ニ エ ロ 牝2青鹿54 和田 竜二�ターフ・スポート白井 寿昭 安平 ノーザンファーム 406 ―1：27．08 43．7�
611 サワヤカオリュウ 牝2鹿 54 藤懸 貴志華山 龍一氏 柴田 光陽 鹿児島 神野 生男 378 ―1：27．31� 201．2�
612 プリンセスララ 牝2鹿 54 国分 優作杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：28．15 240．1�
815 タガノスマイル 牝2鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486 ―1：31．7大差 53．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，410，400円 複勝： 78，402，800円 枠連： 15，541，300円
馬連： 48，746，200円 馬単： 39，825，900円 ワイド： 25，449，000円
3連複： 62，964，000円 3連単： 129，574，900円 計： 430，914，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 870円 � 840円 枠 連（1－5） 700円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，380円 �� 13，010円

3 連 複 ��� 30，580円 3 連 単 ��� 87，060円

票 数

単勝票数 計 304104 的中 � 165144（1番人気）
複勝票数 計 784028 的中 � 537626（1番人気）� 7783（11番人気）� 8021（10番人気）
枠連票数 計 155413 的中 （1－5） 17139（3番人気）
馬連票数 計 487462 的中 �� 10846（12番人気）
馬単票数 計 398259 的中 �� 7632（14番人気）
ワイド票数 計 254490 的中 �� 4793（14番人気）�� 4834（13番人気）�� 488（68番人気）
3連複票数 計 629640 的中 ��� 1544（67番人気）
3連単票数 計1295749 的中 ��� 1079（210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．4―59．1―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コートシャルマン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Smart Strike 初出走

2012．2．10生 牝2鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月6日まで平地競走

に出走できない。



19019 7月6日 曇 良 （26中京3）第2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

816 メドウラーク 牡3鹿 56 小牧 太吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 494－ 42：19．9 2．1�
48 ハイプレッシャー 牡3黒鹿56 北村 友一�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－122：20．32� 5．1�
713 タガノグリズリー 牡3鹿 56 福永 祐一八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 458－ 6 〃 クビ 16．6�
47 ハ ル ハ ル 牝3黒鹿54 松山 弘平﨑川美枝子氏 岡田 稲男 浦河 富田牧場 428± 02：20．51� 77．1�
818 サンライズジャパン 牡3鹿 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 512＋ 4 〃 クビ 59．9�
35 トウケイアロー 牡3鹿 56 川田 将雅木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 増本牧場 466± 02：20．6クビ 11．8	
23 クロニクルスカイ 牡3鹿 56 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 514－ 4 〃 ハナ 35．5

24 ロードプライド 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 492－102：20．7� 5．7�
59 ドリームセンス 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼セゾンレースホース� 松元 茂樹 新冠 田渕牧場 502－ 4 〃 ハナ 200．4�
611 アデヤカコマチ 牝3鹿 54 川須 栄彦 キャロットファーム 高野 友和 千歳 社台ファーム 424－ 8 〃 クビ 8．6�
11 シゲルヒダカ 牡3黒鹿56 幸 英明森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 504± 02：21．01� 72．9�
612 ワンダーベレーザ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二山本 信行氏 今野 貞一 浦河 永田 克之 400－ 22：21．2� 280．2�
36 アロハフライデー 牡3栗 56 高倉 稜新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 438＋ 6 〃 アタマ 323．1�
715 マルカブレイク 牡3栗 56

53 ▲義 英真河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 440－14 〃 ハナ 39．5�
510 カ ミ ワ ザ 牡3鹿 56 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 508－ 8 〃 ハナ 33．7�
714 トウケイギムレット 牡3黒鹿56 酒井 学木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 502± 02：21．41� 119．6�
817 プレシャスフェリス 牡3黒鹿56 藤懸 貴志宮内牧場 羽月 友彦 浦河 宮内牧場 512－ 2 〃 クビ 72．9�
12 メイショウファルコ 牡3黒鹿56 国分 恭介松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 近藤牧場 474＋ 4 〃 ハナ 262．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，185，000円 複勝： 45，681，000円 枠連： 16，121，800円
馬連： 61，814，700円 馬単： 36，287，800円 ワイド： 32，307，400円
3連複： 82，248，700円 3連単： 130，263，900円 計： 431，910，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 190円 � 300円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 280円 �� 560円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 271850 的中 � 99749（1番人気）
複勝票数 計 456810 的中 � 137129（1番人気）� 55646（3番人気）� 27794（6番人気）
枠連票数 計 161218 的中 （4－8） 18085（2番人気）
馬連票数 計 618147 的中 �� 84181（1番人気）
馬単票数 計 362878 的中 �� 35056（1番人気）
ワイド票数 計 323074 的中 �� 33014（1番人気）�� 14254（5番人気）�� 4828（15番人気）
3連複票数 計 822487 的中 ��� 22530（7番人気）
3連単票数 計1302639 的中 ��� 12128（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．3―14．1―13．9―13．3―13．3―13．2―12．2―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―36．6―50．7―1：04．6―1：17．9―1：31．2―1：44．4―1：56．6―2：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F35．5
1
3
7，5（3，14）（4，13）1，9（10，16）（2，8，11）（15，18）6，17，12
7，5（3，14）（4，13）（1，11）（9，16，12）（10，18）8（2，17）15，6

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

勝馬の
紹 介

メドウラーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．2．8 京都2着

2011．4．5生 牡3鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 6戦1勝 賞金 12，210，000円

19020 7月6日 曇 稍重 （26中京3）第2日 第8競走 ��1，800�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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

36 フリークエンシー 牡4黒鹿57 太宰 啓介山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 522－121：50．5 2．0�
23 エクストラゴールド 牡3栗 54 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 498－141：51．24 16．0�
24 オーシャンドライブ 牡5黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 548－ 61：51．62� 3．6�
35 エノラブエナ 牡3鹿 54 小牧 太名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 548＋ 41：51．92 6．5�
11 セフティーエムアイ 牡3鹿 54 酒井 学池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 462＋ 2 〃 クビ 33．0�
59 タマモネイヴィー 牡3鹿 54 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 478－ 21：52．0クビ 29．7	
48 サンライズブルー 牡3芦 54 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 30．8

815 クラウディオス 牡4栗 57 浜中 俊有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：52．95 15．4�
611 トレードウィンド 牡4鹿 57 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋12 〃 アタマ 63．5�
714 エアーウェーブ 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 524＋101：53．21� 181．5
612 カノヤプレジデント �4鹿 57 藤懸 貴志神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 476＋ 6 〃 クビ 162．7�
816	 サカジロスイセイ 牡5鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 516＋ 81：53．3クビ 49．3�
510	 ビーチブレイブ 牡4芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496－161：54．25 22．9�
12 アステュート 牝4黒鹿 55

52 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 480＋101：54．3クビ 48．5�

713 ツ ァ ー リ 牡3栗 54 川須 栄彦増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 21：57．0大差 117．3�
（15頭）

47 カーマンライン 牡3鹿 54 武 豊吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 512＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，800，200円 複勝： 52，715，900円 枠連： 22，787，700円
馬連： 68，346，100円 馬単： 37，747，400円 ワイド： 34，744，900円
3連複： 88，121，600円 3連単： 148，515，600円 計： 485，779，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 260円 � 130円 枠 連（2－3） 270円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 630円 �� 190円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 8，610円

票 数

単勝票数 差引計 328002（返還計 8234） 的中 � 125558（1番人気）
複勝票数 差引計 527159（返還計 12865） 的中 � 162818（1番人気）� 31358（5番人気）� 112982（2番人気）
枠連票数 差引計 227877（返還計 646） 的中 （2－3） 64745（1番人気）
馬連票数 差引計 683461（返還計 52287） 的中 �� 30169（5番人気）
馬単票数 差引計 377474（返還計 24979） 的中 �� 11303（7番人気）
ワイド票数 差引計 347449（返還計 25043） 的中 �� 12143（6番人気）�� 58962（1番人気）�� 15832（4番人気）
3連複票数 差引計 881216（返還計110008） 的中 ��� 38916（3番人気）
3連単票数 差引計1485156（返還計169070） 的中 ��� 12499（18番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．5―12．5―12．0―12．2―12．5―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―36．9―49．4―1：01．4―1：13．6―1：26．1―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フリークエンシー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2013．1．26 東京2着

2010．3．2生 牡4黒鹿 母 ソラノチャーマー 母母 プライヴェイトスリッパー 12戦3勝 賞金 35，866，000円
〔競走除外〕 カーマンライン号は，馬場入場前に疾病〔右肩跛行〕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〕 ツァーリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月6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 シャトーウインド号・スリーキングス号・レーザービーム号・ワンダーパラジーノ号
（非抽選馬） 1頭 ヤマノボンバー号



19021 7月6日 曇 良 （26中京3）第2日 第9競走 ��
��2，000�

み の

美 濃 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

44 ポセイドンバローズ 牡4栗 57 浜中 俊猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B468－ 42：02．7 3．1�
68 ダノンシンフォニー 牡4鹿 57 福永 祐一�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 クビ 2．8�
710 スズカファイター 牡4鹿 57 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B468± 02：03．23 23．0�
56 ジ リ オ ン 牡4黒鹿57 北村 友一近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B532－ 22：03．3� 42．9�
711 フミノスナイパー 牡3栗 54 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 476± 0 〃 アタマ 48．7�
11 タガノスカイ 牝3鹿 52 高倉 稜八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 22：03．51	 6．1	
69 アドマイヤコウベ 牡3鹿 54 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 ハナ 8．3

33 エスターブレ 牝4栗 55 松山 弘平草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 456－ 4 〃 アタマ 17．8�
22 ギリサントポケサン 牡5鹿 57 幸 英明小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 22：03．71 64．9�
812 ノースパストラル 牝4鹿 55 国分 優作髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 476－ 42：03．8� 38．9�
57 
 テイエムレオネッサ 牝4栗 55 藤懸 貴志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 村上牧場 466－ 62：04．01	 288．9�
45 オカホンコー 牡3鹿 54 川須 栄彦小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 476± 02：04．21� 10．0�
813 ペプチドウインド 牡4鹿 57 岩田 康誠沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 458－ 62：04．41 94．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，665，800円 複勝： 49，182，400円 枠連： 21，656，800円
馬連： 94，231，500円 馬単： 50，715，600円 ワイド： 41，151，600円
3連複： 118，690，500円 3連単： 215，894，200円 計： 625，188，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 400円 枠 連（4－6） 270円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 180円 �� 950円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 10，210円

票 数

単勝票数 計 336658 的中 � 85187（2番人気）
複勝票数 計 491824 的中 � 107901（2番人気）� 122305（1番人気）� 19608（7番人気）
枠連票数 計 216568 的中 （4－6） 60017（1番人気）
馬連票数 計 942315 的中 �� 172657（1番人気）
馬単票数 計 507156 的中 �� 40862（2番人気）
ワイド票数 計 411516 的中 �� 73518（1番人気）�� 9431（10番人気）�� 8818（12番人気）
3連複票数 計1186905 的中 ��� 31395（6番人気）
3連単票数 計2158942 的中 ��� 15324（22番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．9―12．7―12．5―12．3―12．3―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．0―49．7―1：02．2―1：14．5―1：26．8―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポセイドンバローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．9．23 阪神2着

2010．5．4生 牡4栗 母 ダディーズシューズ 母母 ダイナサルーン 22戦3勝 賞金 51，067，000円

19022 7月6日 曇 稍重 （26中京3）第2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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

610 アスカノロマン 牡3栗 54 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494＋ 21：50．2 3．3�

713 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 57 和田 竜二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 500－121：50．62� 2．9�
11 タガノプリンス 牡6鹿 57 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 462－ 81：50．92 26．9�
46 セイスコーピオン 牡4栗 57 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 488＋ 2 〃 ハナ 11．1�
23 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 川田 将雅八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 486± 01：51．0� 6．6�
22 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 21：51．42� 13．9	
34 ペガサスフォース 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－121：51．5クビ 51．2

611 スズカウラノス 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 454－ 21：51．6	 46．7�
35 アップトゥデイト 牡4芦 57 武 豊今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 4 〃 ハナ 34．3�
59 キングスバーン 牡5鹿 57 浜中 俊林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 512＋ 21：51．92 31．5
712 トゥルーフレンド 牡5鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 486－ 81：52．11
 259．8�
47 � メイショウオトコギ �5栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 472＋201：52．31
 165．8�
814 ビ ッ ク ケ ン 牡5鹿 57 島 良太小野 建氏 境 直行 浦河 三好牧場 476＋ 61：52．4	 136．0�
815 キングブレイク 牡5栗 57 藤岡 康太宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 522＋ 81：53．35 25．0�
58 ラフィングインメイ 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース中内田充正 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510＋ 41：53．62 9．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，280，000円 複勝： 66，878，200円 枠連： 29，468，700円
馬連： 141，074，200円 馬単： 64，527，400円 ワイド： 54，464，500円
3連複： 167，621，200円 3連単： 282，535，200円 計： 847，849，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 130円 � 390円 枠 連（6－7） 580円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，310円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 9，420円

票 数

単勝票数 計 412800 的中 � 97323（2番人気）
複勝票数 計 668782 的中 � 121916（2番人気）� 164730（1番人気）� 30144（7番人気）
枠連票数 計 294687 的中 （6－7） 38808（1番人気）
馬連票数 計1410742 的中 �� 219156（1番人気）
馬単票数 計 645274 的中 �� 43448（2番人気）
ワイド票数 計 544645 的中 �� 67015（1番人気）�� 9453（16番人気）�� 15052（11番人気）
3連複票数 計1676212 的中 ��� 44599（7番人気）
3連単票数 計2825352 的中 ��� 21739（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．9―12．4―12．1―12．2―12．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．6―49．0―1：01．1―1：13．3―1：25．9―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカノロマン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．8．10 小倉4着

2011．5．22生 牡3栗 母 アスカノヒミコ 母母 ティリオブストラッフォード 9戦3勝 賞金 39，640，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 ショーグン号（疾病〔右肩跛行〕のため）

１レース目



19023 7月6日 曇 良 （26中京3）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第50回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，25．6．29以降26．6．29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

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

611 トーホウアマポーラ 牝5栗 53 福永 祐一東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 496± 01：08．6 9．5�
48 エピセアローム 牝5栃栗55 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488± 01：08．7� 6．1�
816 ニ ン ジ ャ 牡5鹿 54 酒井 学ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 466－ 21：08．91� 33．9�
59 スギノエンデバー 牡6鹿 57 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462－ 61：09．0	 24．8�
47 ベ ル カ ン ト 牝3栗 52 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 470－ 2 〃 クビ 2．9�
12 ワキノブレイブ 牡4青鹿54 幸 英明脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 484－ 21：09．1クビ 24．5	
713 ティアップゴールド 牡8鹿 53 北村 友一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 478± 0 〃 アタマ 160．7

23 ルナフォンターナ 牝5栗 55 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 4 〃 クビ 4．0�
612
 マヤノリュウジン 牡7栗 56 小牧 太田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 526＋ 61：09．2クビ 14．6�
714 マコトナワラタナ 牝5鹿 53 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 ハナ 23．9
35 カイシュウコロンボ 牡6青鹿54 太宰 啓介飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 中本 隆志 482－ 61：09．3� 198．5�
24 レオンビスティー 牡5鹿 54 川須 栄彦備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 490－ 2 〃 クビ 36．7�
815 スイートジュエリー 牝5黒鹿53 松山 弘平下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B498－121：09．4クビ 67．0�
36 サクラアドニス 牡6黒鹿54 国分 恭介�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 6 〃 アタマ 120．5�
510 ブルーデジャブ �7芦 54 国分 優作 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 520＋ 2 〃 クビ 37．7�
11 リアルヴィーナス 牝3鹿 50 藤岡 康太山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 450＋ 21：09．82� 10．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 147，576，800円 複勝： 222，414，700円 枠連： 127，505，800円
馬連： 574，352，900円 馬単： 270，283，200円 ワイド： 213，798，900円
3連複： 890，486，300円 3連単： 1，549，080，600円 計： 3，995，499，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 290円 � 240円 � 750円 枠 連（4－6） 680円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，650円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 22，400円 3 連 単 ��� 116，100円

票 数

単勝票数 計1475768 的中 � 123811（4番人気）
複勝票数 計2224147 的中 � 210267（4番人気）� 267209（3番人気）� 66722（11番人気）
枠連票数 計1275058 的中 （4－6） 143809（2番人気）
馬連票数 計5743529 的中 �� 166194（8番人気）
馬単票数 計2702832 的中 �� 35794（22番人気）
ワイド票数 計2137989 的中 �� 64614（7番人気）�� 14707（44番人気）�� 20984（34番人気）
3連複票数 計8904863 的中 ��� 29814（75番人気）
3連単票数 計15490806 的中 ��� 9673（370番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．1―11．3―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．2―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．4
3 7，8（1，12）（2，15）（11，16）（3，4，13）9（5，14）10，6 4 7，8，12（1，2）15（11，16）3（4，9，13）5，14，6，10

勝馬の
紹 介

トーホウアマポーラ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2011．8．6 小倉2着

2009．1．29生 牝5栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 18戦6勝 賞金 127，050，000円

19024 7月6日 曇 稍重 （26中京3）第2日 第12競走 ��
��1，400�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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 � サトノデプロマット 牡4黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：23．7 1．4�
23 ミッキーアップル 牝4鹿 55 幸 英明野田みづき氏 音無 秀孝 えりも エクセルマネジメント 478＋ 6 〃 クビ 21．4�
47 タマモプラネット 牡4芦 57

54 ▲義 英真タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 486＋101：23．8	 34．0�
11 ウォーシップマーチ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 460－ 61：23．9	 17．7�
24 モズマッテタワ 牝4黒鹿55 小牧 太北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 486＋ 41：24．0クビ 10．1�
713 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿52 北村 友一伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 494－ 21：24．31
 49．7	
714 デンコウリキ 牡4黒鹿57 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 504＋ 41：24．51	 26．9

612 キーブランド 牡5鹿 57 国分 優作北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 520－ 6 〃 アタマ 127．8�
59 アドマイヤスパーズ 牡4鹿 57 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 486± 01：24．6クビ 45．0�
35 プリフォンテイン 牡4鹿 57 高倉 稜 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 41：24．81	 99．0
510 トーワフォーエバー 牝4芦 55 武 豊齋藤 すゞ 氏 角田 晃一 浦河 猿橋 義昭 476＋201：24．9	 8．2�
36 キクノメテオ 牡4芦 57 酒井 学菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下

ファーム 476－ 6 〃 クビ 32．9�
48 ナリタキャッツアイ 牡6鹿 57 松山 弘平�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 488± 01：25．11� 58．6�
611� レッドジェイビー 牡4青 57

54 ▲岩崎 翼 �東京ホースレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 516－ 61：25．2
 61．8�
816� シゲルスターキング 牡5鹿 57 熊沢 重文 �ブルアンドベア 石橋 守 米 La Pasion

America 506± 01：25．83	 126．0�
815� ダノンキセキ 牡5栗 57 福永 祐一�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 22．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，819，200円 複勝： 153，700，500円 枠連： 42，675，700円
馬連： 149，944，900円 馬単： 93，640，500円 ワイド： 69，794，400円
3連複： 194，184，200円 3連単： 422，084，000円 計： 1，181，843，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 360円 � 550円 枠 連（1－2） 310円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，030円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 9，760円 3 連 単 ��� 25，020円

票 数

単勝票数 計 558192 的中 � 306077（1番人気）
複勝票数 計1537005 的中 � 1015533（1番人気）� 42826（6番人気）� 25264（10番人気）
枠連票数 計 426757 的中 （1－2） 103753（1番人気）
馬連票数 計1499449 的中 �� 107425（4番人気）
馬単票数 計 936405 的中 �� 60351（3番人気）
ワイド票数 計 697944 的中 �� 35919（4番人気）�� 17364（9番人気）�� 2570（53番人気）
3連複票数 計1941842 的中 ��� 14908（34番人気）
3連単票数 計4220840 的中 ��� 12229（75番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．2―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．6―58．9―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノデプロマット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス

2010．3．27生 牡4黒鹿 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル 8戦2勝 賞金 18，300，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キクノセントロ号・スズカブリザード号・メンカウラー号・ヤマニンブルジョン号

４レース目



（26中京3）第2日 7月6日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

217，980，000円
9，980，000円
1，790，000円
19，540，000円
65，813，000円
4，952，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
483，806，300円
899，185，400円
344，485，300円
1，359，243，700円
739，964，500円
593，059，600円
1，908，808，900円
3，395，084，700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 9，723，638，400円

総入場人員 18，724名 （有料入場人員 16，970名）
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