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19025 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第1競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．2
1：07．8

良
良

11 オメガタックスマン 牡2鹿 54 浜中 俊原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 444＋ 41：11．1 1．7�
45 ゲンキチハヤブサ �2栗 54 酒井 学荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 438－141：11．2� 41．1�
44 エレディータ 牝2鹿 54 松山 弘平有限会社シルク藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 17．1�
68 イ イ ネ ー 牡2鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448± 01：11．41� 80．9�
69 ス ク ワ ー ル 牡2青 54 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 442－ 2 〃 クビ 4．4�
56 デンコウハシャ 牡2青鹿54 幸 英明田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 428－ 21：11．5� 4．4�
33 イッツマイン 牝2鹿 54 福永 祐一 	キャロットファーム 安田 隆行 日高 本間牧場 454－ 21：11．92� 12．2

812 パ テ ィ 牝2鹿 54 国分 恭介薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 412＋ 4 〃 ハナ 50．0�
57 カノヤカノニカル 牝2鹿 54 太宰 啓介神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 434－ 61：12．22 130．2�
711 アサケカペラ 牡2鹿 54

51 ▲岩崎 翼大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 410－ 21：12．41� 44．4
813 カシノマッハ 牡2栗 54 �島 良太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 460－ 21：12．82� 310．1�
710 コウエイナデシコ 牝2栗 54

51 ▲義 英真伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 430－101：13．54 281．3�
22 キ ト ラ 牝2鹿 54 国分 優作林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 500＋ 41：13．71� 240．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，079，100円 複勝： 70，735，400円 枠連： 8，610，200円
馬連： 34，156，300円 馬単： 26，601，200円 ワイド： 19，736，400円
3連複： 46，900，200円 3連単： 93，777，000円 計： 320，595，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 640円 � 290円 枠 連（1－4） 880円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 990円 �� 540円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 25，350円

票 数

単勝票数 計 200791 的中 � 90364（1番人気）
複勝票数 計 707354 的中 � 491904（1番人気）� 8681（7番人気）� 22763（4番人気）
枠連票数 計 86102 的中 （1－4） 7502（3番人気）
馬連票数 計 341563 的中 �� 8346（10番人気）
馬単票数 計 266012 的中 �� 5475（12番人気）
ワイド票数 計 197364 的中 �� 5077（11番人気）�� 10093（5番人気）�� 1137（27番人気）
3連複票数 計 469002 的中 ��� 5129（21番人気）
3連単票数 計 937770 的中 ��� 2681（73番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―11．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．7―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガタックスマン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．15 阪神2着

2012．2．12生 牡2鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード 2戦1勝 賞金 7，800，000円

19026 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第2競走 1，400�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 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

713 テイエムゴージャス 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 岩元 市三 平取 北島牧場 464－ 41：26．2 5．5�
510 サンレイフレンチ 牝3栗 54 北村 友一永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 412－ 4 〃 クビ 4．4�
714 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 484＋ 21：26．3� 8．7�
36 アンスメーヌ 牝3栗 54 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 沖 芳夫 浦河 大島牧場 462＋ 21：26．83 290．1�
24 チュウワアピール 牝3青鹿54 幸 英明中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492＋121：27．22� 17．6�
59 エイコーンウィル 牝3黒鹿54 福永 祐一 �ローレルレーシング 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 436－ 2 〃 クビ 6．5	
23 タマモムーンライト 牝3栗 54 国分 優作タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 478＋181：27．3クビ 83．1

48 メイショウマツシマ 牝3青鹿54 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 444± 0 〃 クビ 169．0�
11 トーホウメビウス 牝3鹿 54 松山 弘平東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 474＋ 21：27．51 14．2�
815 ファーマティアラ 牝3鹿 54 太宰 啓介中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 438－ 4 〃 クビ 288．8
612 アグネスハピネス 牝3栗 54 川須 栄彦渡辺 孝男氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 432± 01：27．6クビ 82．1�
35 ロ ゴ マ ー ク 牝3青鹿54 和田 竜二市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448＋ 21：27．7� 22．8�
816 メイショウベニバラ 牝3青鹿54 藤懸 貴志松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 494± 01：27．91� 231．3�
47 ジ ャ コ ン ブ 牝3栗 54 酒井 学晴間 初栄氏 作田 誠二 日高 目黒牧場 454－18 〃 クビ 23．5�
12 モネノカガヤキ 牝3芦 54

51 ▲義 英真�宮内牧場 浜田多実雄 浦河 宮内牧場 422＋ 21：28．21� 9．0�
611 アルブスメロディー 牝3芦 54

51 ▲松若 風馬大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 484 ―1：28．41� 4．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，849，600円 複勝： 28，774，000円 枠連： 11，339，200円
馬連： 35，804，700円 馬単： 21，762，500円 ワイド： 20，427，200円
3連複： 52，097，400円 3連単： 70，886，600円 計： 256，941，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 160円 � 310円 枠 連（5－7） 480円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 370円 �� 830円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 10，960円

票 数

単勝票数 計 158496 的中 � 22970（3番人気）
複勝票数 計 287740 的中 � 45287（2番人気）� 55752（1番人気）� 18881（7番人気）
枠連票数 計 113392 的中 （5－7） 17969（1番人気）
馬連票数 計 358047 的中 �� 27249（1番人気）
馬単票数 計 217625 的中 �� 8434（2番人気）
ワイド票数 計 204272 的中 �� 15177（1番人気）�� 6011（10番人気）�� 7209（8番人気）
3連複票数 計 520974 的中 ��� 17638（4番人気）
3連単票数 計 708866 的中 ��� 4687（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―35．9―48．4―1：01．3―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムゴージャス �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．11．2 京都12着

2011．2．4生 牝3鹿 母 エンプレスロッチ 母母 ロツチウインド 11戦1勝 賞金 6，490，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カネトシキフジン号

第３回 中京競馬 第３日



19027 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

44 アラートミノル 牡3鹿 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：55．1 2．7�
68 � ハナリュウセイ 牡3青鹿56 小牧 太グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 Joseph M.

Perrotta Sr. 498－ 41：55．52� 4．6�
711 シゲルハリマ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 490－ 61：55．6クビ 43．2�
22 テイケイマテリアル 牡3黒鹿56 太宰 啓介兼松 忠男氏 石橋 守 浦河 大西ファーム 426－ 41：55．7� 91．6�
57 サンレイレッカー 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 462－ 81：55．8� 21．4�
69 アルプサロン 牝3栗 54 高倉 稜鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 476＋ 21：55．9� 184．7	
33 ヒャクマンバリキ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 伊藤 敏明 498＋ 21：56．1� 5．5

45 ジョウショーノブシ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 上田 昭治 B468＋ 6 〃 アタマ 13．3�
11 リゼコーフィー 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼飯田 訓大氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 488± 01：56．63 48．4�
56 エ ト ラ 牝3鹿 54 川須 栄彦佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 418＋ 41：56．91� 177．8
813 エイシンノア 牝3芦 54 福永 祐一�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 木田牧場 518－ 21：57．32� 3．5�
812� ロ ア ジ ス 牝3鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 矢作 芳人 米 North Hills

Management 490＋ 41：57．4クビ 62．6�
710 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 402－ 42：00．2大差 396．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，455，500円 複勝： 29，215，600円 枠連： 8，565，700円
馬連： 35，726，200円 馬単： 22，905，800円 ワイド： 20，213，000円
3連複： 50，514，700円 3連単： 82，484，400円 計： 267，080，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 160円 � 610円 枠 連（4－6） 530円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，170円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 21，250円

票 数

単勝票数 計 174555 的中 � 50801（1番人気）
複勝票数 計 292156 的中 � 88892（1番人気）� 47283（3番人気）� 7441（7番人気）
枠連票数 計 85657 的中 （4－6） 12482（2番人気）
馬連票数 計 357262 的中 �� 43193（2番人気）
馬単票数 計 229058 的中 �� 13979（3番人気）
ワイド票数 計 202130 的中 �� 26587（1番人気）�� 3972（14番人気）�� 3022（16番人気）
3連複票数 計 505147 的中 ��� 6646（17番人気）
3連単票数 計 824844 的中 ��� 2814（62番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．7―12．2―12．4―13．4―13．7―13．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．6―48．8―1：01．2―1：14．6―1：28．3―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F40．5
1
3
・（3，5，13）－（4，7）（1，8）6（9，11）2－（12，10）・（3，13）7（5，8）4（6，11）9，2，1－12－10

2
4

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

アラートミノル �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2013．9．28 阪神4着

2011．3．8生 牡3鹿 母 ヒカルトクタイセイ 母母 ヒカルイットウセイ 12戦1勝 賞金 16，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月12日まで平地競走

に出走できない。
※ロアジス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19028 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第4競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・左）

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
1：32．8
1：30．7

良
良

612 トーホウジャッカル 牡3栗 56 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 488－101：36．8 44．3�
816 フラッシュバイオ 牝3鹿 54 福永 祐一バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 ハナ 3．5�
713 アグネスジェシカ 牝3黒鹿54 川須 栄彦渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 492－ 6 〃 アタマ 82．5�
24 マイネマレフィカ 牝3栗 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 21：37．01 11．8�
12 インターンシップ 牡3鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 450－ 21：37．1� 1．5�
48 ライトニングロアー 牡3鹿 56 和田 竜二前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 41：37．2� 20．0	
35 クリノフクロクジュ 牡3黒鹿 56

53 ▲義 英真栗本 博晴氏 谷 潔 様似 様似渡辺牧場 440± 01：37．41� 65．2

47 アカイスイセイ 牡3鹿 56 小牧 太�野 智博氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 ハナ 43．0�
11 メレアグロス 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 504－ 41：37．5� 14．6

611 ドリームスカイハイ 牡3栗 56 田中 健セゾンレースホース� 木原 一良 新ひだか 佐竹 学 464－201：37．6� 311．9�
36 タイガークラウン 牡3黒鹿56 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 466－ 8 〃 ハナ 25．1�
714 リーガルウイナー 牡3鹿 56 川島 信二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 456－ 2 〃 ハナ 399．0�
815 フ ク イ ル 牡3鹿 56 松山 弘平副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 430± 01：38．02� 195．4�
23 マイネカグヤヒメ 牝3鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 396＋ 6 〃 クビ 165．7�
510 グリントモーメント 牡3栗 56 北村 友一 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 482 ―1：38．42� 218．8�
59 ボーントゥラン 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 388± 01：39．57 601．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，632，100円 複勝： 95，041，200円 枠連： 12，477，400円
馬連： 45，284，000円 馬単： 37，818，300円 ワイド： 26，035，800円
3連複： 67，949，300円 3連単： 126，499，500円 計： 440，737，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，430円 複 勝 � 2，140円 � 370円 � 4，430円 枠 連（6－8） 6，500円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 22，650円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 14，660円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 85，500円 3 連 単 ��� 710，940円

票 数

単勝票数 計 296321 的中 � 5344（8番人気）
複勝票数 計 950412 的中 � 11068（8番人気）� 76976（2番人気）� 5253（10番人気）
枠連票数 計 124774 的中 （6－8） 1487（15番人気）
馬連票数 計 452840 的中 �� 4613（18番人気）
馬単票数 計 378183 的中 �� 1252（43番人気）
ワイド票数 計 260358 的中 �� 3772（17番人気）�� 450（53番人気）�� 1947（25番人気）
3連複票数 計 679493 的中 ��� 596（106番人気）
3連単票数 計1264995 的中 ��� 129（722番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．5―49．2―1：02．0―1：14．3―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

トーホウジャッカル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．5．31 京都10着

2011．3．11生 牡3栗 母 トーホウガイア 母母 Agami 3戦1勝 賞金 4，600，000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。
（非当選馬） 1頭 ホッコーファイン号
（非抽選馬） 1頭 フアヒキリ号



19029 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第5競走 1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

46 ブ リ ク ス ト 牡2黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 456 ―1：23．3 4．2�
47 ダンツメガヒット 牡2栗 54 北村 友一山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：23．61� 6．4�
815 ピースオブジャパン 牡2栗 54 国分 優作小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 472 ―1：23．81� 8．6�
814 ハクサンフレンチ 牡2鹿 54 浜中 俊河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 468 ― 〃 クビ 4．5�
22 ブラッククローバー 牡2黒鹿54 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 462 ―1：24．01� 13．0�
58 ノンリケット 牝2栗 54 福永 祐一大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 藤沢牧場 436 ―1：24．32 30．9	
712 テイエムクロタカ 牡2青鹿54 小牧 太竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 多田 善弘 456 ―1：24．4� 42．8

610 バ ニ ス タ ー 牡2青鹿54 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 496 ―1：24．5� 18．3�
11 ミュゼバトラー 牡2栗 54 武 豊髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 488 ―1：24．71� 4．8�
713 タキオンレディー 牝2栗 54 高倉 稜�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454 ― 〃 アタマ 16．0
59 ミスズミラクル 牡2黒鹿54 川須 栄彦永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 474 ―1：24．8� 60．3�
23 シゲルオミズトリ 牝2栗 54

51 ▲義 英真森中 蕃氏 武田 博 新冠 村上牧場 390 ―1：25．01� 109．4�
611 クリノメンタンピン 牝2栗 54

51 ▲岩崎 翼栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ
アーム 400 ―1：25．21� 147．8�

34 スマートレビン 牡2黒鹿54 松山 弘平大川 徹氏 村山 明 浦河 グラストレーニ
ングセンター 450 ―1：26．79 176．4�

35 リバイブビート 牡2栗 54 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 隆栄牧場 456 ―1：26．8� 34．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，904，800円 複勝： 31，151，000円 枠連： 15，610，100円
馬連： 42，034，200円 馬単： 23，719，100円 ワイド： 21，263，100円
3連複： 54，355，700円 3連単： 76，825，700円 計： 285，863，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 180円 � 230円 枠 連（4－4） 1，860円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 550円 �� 760円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 20，500円

票 数

単勝票数 計 209048 的中 � 39440（1番人気）
複勝票数 計 311510 的中 � 54389（1番人気）� 45986（3番人気）� 30733（5番人気）
枠連票数 計 156101 的中 （4－4） 6481（9番人気）
馬連票数 計 420342 的中 �� 21396（4番人気）
馬単票数 計 237191 的中 �� 5703（8番人気）
ワイド票数 計 212631 的中 �� 10252（5番人気）�� 7097（7番人気）�� 6563（9番人気）
3連複票数 計 543557 的中 ��� 10465（8番人気）
3連単票数 計 768257 的中 ��� 2717（50番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．1―12．2―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．2―48．4―59．9―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．9
3 ・（7，10，14）（2，8，15）（6，13）12（5，9）3，1，11－4 4 ・（7，10，14）（2，8，15）6，13，12，3，9，1－5（11，4）

勝馬の
紹 介

ブ リ ク ス ト �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2012．3．8生 牡2黒鹿 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19030 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第6競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走12時55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

59 プレフェリート 牡3鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 490－141：12．4 2．9�

24 プライムグローリー 牡3黒鹿56 松山 弘平吉田 照哉氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 500－141：12．5� 8．2�
23 トゥルースカイ 牡3鹿 56 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 470± 01：12．6クビ 21．4�
510 クレアドール 牝3青鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478－ 21：12．81� 2．0�
713 シゲルビゼン 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 480－ 81：13．11� 21．1	
47 ハードモンラッシェ 牡3青 56 畑端 省吾津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 470± 01：13．41� 41．9

816 マルヨボード 牡3芦 56

53 ▲松若 風馬野村 春行氏 梅田 智之 新冠 大狩部牧場 486＋101：13．82� 15．6�
714 メイショウホウネン 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 484＋ 8 〃 クビ 228．6�
611 トウカイアイドル 牝3栗 54 高倉 稜内村 正則氏 田所 秀孝 浦河 磯野牧場 420± 01：14．01� 238．2
815 シゲルイシカリ 牝3栗 54 太宰 啓介森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 タニグチ牧場 428＋ 21：14．1� 25．6�
35 ペールヴィサージュ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 466± 01：14．63 341．0�
48 ベラドンナリリー 牝3黒鹿54 大下 智名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 452－ 61：14．92 512．4�
36 ハイリーカズマ 牡3鹿 56 幸 英明�雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 496－121：15．96 15．3�
12 タガノサムソン �3鹿 56 �島 良太八木 良司氏 浜田多実雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 01：16．0� 275．2�
612 タイキジェダイト 牡3栗 56 藤懸 貴志�大樹ファーム 柴田 光陽 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488 ―1：16．21 308．5�
11 アピールキリシマ 牝3栗 54 小坂 忠士西村新一郎氏 境 直行 新冠 秋田牧場 418＋121：17．810 441．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，495，700円 複勝： 51，189，100円 枠連： 15，867，300円
馬連： 45，407，300円 馬単： 33，867，200円 ワイド： 24，360，200円
3連複： 62，850，700円 3連単： 123，265，800円 計： 382，303，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 190円 � 450円 � 550円 枠 連（2－5） 570円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 480円 �� 750円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 8，680円 3 連 単 ��� 31，460円

票 数

単勝票数 計 254957 的中 � 68576（2番人気）
複勝票数 計 511891 的中 � 89195（2番人気）� 26874（3番人気）� 20862（5番人気）
枠連票数 計 158673 的中 （2－5） 21323（2番人気）
馬連票数 計 454073 的中 �� 20088（4番人気）
馬単票数 計 338672 的中 �� 8787（7番人気）
ワイド票数 計 243602 的中 �� 13956（3番人気）�� 8342（8番人気）�� 2006（25番人気）
3連複票数 計 628507 的中 ��� 5427（20番人気）
3連単票数 計1232658 的中 ��� 2840（82番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―12．0―12．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．9―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレフェリート �
�
父 Henrythenavigator �

�
母父 Rossini デビュー 2013．8．17 小倉6着

2011．4．1生 牡3鹿 母 バンドゥッチ 母母 Piper Piper 10戦1勝 賞金 13，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アピールキリシマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12日まで平地

競走に出走できない。



19031 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第7競走 1，900�サラブレッド系3歳
発走13時25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� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

22 スカイライン 牡3青鹿56 川田 将雅窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 470± 02：02．4 2．6�
57 アバンダンティア 牝3鹿 54 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 518－ 1 〃 クビ 7．5�
33 シャイニンシーザー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川 義美氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 422－ 42：02．61 40．7�
69 エスケイオスカー 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼廣嶋 誠二氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 486± 02：02．81� 28．0�
712 ミキノハルモニー 牡3栃栗 56

53 ▲義 英真谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 442＋ 22：03．11� 212．9�
45 ウォルフラム 牡3芦 56 川須 栄彦 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518＋ 82：03．84 4．7	
11 ワールドパンサー 牡3栗 56 国分 恭介宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 462± 02：04．22� 144．0

610 タムロイレーネ 牝3鹿 54 幸 英明谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 420－ 62：04．41� 21．9�
34 セルリアンラッシュ 牡3青 56 高倉 稜�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 464＋ 42：04．61 45．3�
58 ミンネゼンガー 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬 �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：04．81� 6．9
814 フルヴィエール 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 514 ―2：05．01� 13．6�
711 ジョウイチロウ 牡3鹿 56 国分 優作泉 一郎氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 518－ 62：06．17 30．5�
813 アインプロジット 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣吉田 修氏 高橋 義忠 新冠 柏木 一則 494－ 82：11．0大差 359．8�
46 ワンダービゴローソ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二山本 信行氏 吉村 圭司 新ひだか 沼田 照秋 478－ 2 （競走中止） 7．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，589，100円 複勝： 28，130，600円 枠連： 13，398，600円
馬連： 45，299，600円 馬単： 27，398，500円 ワイド： 23，365，500円
3連複： 57，347，100円 3連単： 92，467，800円 計： 308，996，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 220円 � 500円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，210円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 8，040円 3 連 単 ��� 28，320円

票 数

単勝票数 計 215891 的中 � 66255（1番人気）
複勝票数 計 281306 的中 � 75109（1番人気）� 30066（4番人気）� 10322（9番人気）
枠連票数 計 133986 的中 （2－5） 20153（2番人気）
馬連票数 計 452996 的中 �� 31570（3番人気）
馬単票数 計 273985 的中 �� 13182（4番人気）
ワイド票数 計 233655 的中 �� 14901（3番人気）�� 4809（15番人気）�� 1805（33番人気）
3連複票数 計 573471 的中 ��� 5348（26番人気）
3連単票数 計 924678 的中 ��� 2367（89番人気）

ハロンタイム 7．2―11．8―12．0―13．7―12．9―12．4―12．6―13．3―13．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―19．0―31．0―44．7―57．6―1：10．0―1：22．6―1：35．9―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スカイライン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．23 阪神9着

2011．5．2生 牡3青鹿 母 エターナルハピネス 母母 サンクレール 9戦1勝 賞金 11，250，000円
〔競走中止〕 ワンダービゴローソ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アインプロジット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12日まで平地競

走に出走できない。

19032 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第8競走 2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55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 7，300，000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
2：11．5
2：10．0

良
良

11 ヤマニンプードレ 牝4芦 55
52 ▲岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 472－ 22：15．5 4．9�

55 ビップレボルシオン 牡3鹿 54 武 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－ 82：15．6� 4．5�
812 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿54 Z．パートン �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 3．3�

（香港）

67 テイコフトウショウ 牝4栗 55 国分 優作トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476＋ 22：15．7� 7．3�
710 アグネスヴェルテュ 牡3鹿 54 福永 祐一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 470± 02：15．8クビ 4．5	
79 ウイントゥモロー 牡3黒鹿54 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 492＋ 42：16．22� 15．8

56 ワールドマッチ 牡3栗 54 川島 信二 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 474－ 42：16．83� 90．0�
68 ワンダフルニュース 牡3栗 54

51 ▲松若 風馬島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 480－ 2 〃 ハナ 44．5�
44 タガノベルーガ 牝3鹿 52 酒井 学八木 良司氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋ 22：17．12 17．7
33 テイケイフロックス 牝5黒鹿55 幸 英明兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 B504－ 62：17．2� 79．5�
811� スリーキングス 牡5栗 57 国分 恭介永井商事� 石橋 守 安平 ノーザンファーム 526＋ 82：18．15 198．2�
22 アイファーウエスト 牡4黒鹿 57

54 ▲義 英真中島 稔氏 加藤 敬二 新冠 安達 洋生 440＋102：22．5大差 420．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，990，400円 複勝： 43，082，300円 枠連： 11，832，300円
馬連： 60，610，000円 馬単： 33，358，800円 ワイド： 26，709，200円
3連複： 70，763，800円 3連単： 124，366，400円 計： 397，713，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 150円 � 140円 枠 連（1－5） 1，140円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 470円 �� 340円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 9，860円

票 数

単勝票数 計 269904 的中 � 43310（4番人気）
複勝票数 計 430823 的中 � 74718（3番人気）� 73520（4番人気）� 86795（1番人気）
枠連票数 計 118323 的中 （1－5） 8030（6番人気）
馬連票数 計 606100 的中 �� 39576（6番人気）
馬単票数 計 333588 的中 �� 9290（13番人気）
ワイド票数 計 267092 的中 �� 13865（8番人気）�� 20522（2番人気）�� 20490（3番人気）
3連複票数 計 707638 的中 ��� 42796（3番人気）
3連単票数 計1243664 的中 ��� 9136（29番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．2―13．4―12．8―12．6―12．3―12．0―11．9―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―24．5―36．7―50．1―1：02．9―1：15．5―1：27．8―1：39．8―1：51．7―2：03．3

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプードレ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．12．22 阪神9着

2010．4．22生 牝4芦 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 16戦3勝 賞金 28，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーウエスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



19033 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第9競走 ��2，000�
ちゃうすやまこうげん

茶臼山高原特別
発走14時25分 （芝・左）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

77 サトノアラジン 牡3鹿 54 Z．パートン里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：02．9 1．7�
（香港）

11 � エイシンアロンジー 牡3鹿 54 川田 将雅�栄進堂 西園 正都 愛
Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

470－ 22：03．32� 3．2�
22 タイセイドリーム 牡4鹿 57 小牧 太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 532＋ 62：03．61� 5．5�
89 レッドカイザー 牡3黒鹿54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B472－ 62：03．81	 39．7�
810 ナリタスカイ 牝5黒鹿55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 418± 02：03．9� 144．0�
44 メイショウラリマー 牡3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 本巣 敦 492＋ 4 〃 ハナ 22．1	
55 シ ン ネ ン 牡4栗 57 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 484－ 8 〃 ハナ 11．6

33 アニマトゥール 牝4黒鹿55 和田 竜二 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 460－ 42：04．0� 103．5�
66 クイーンキセキ 牝5黒鹿55 太宰 啓介林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 444－ 2 〃 アタマ 139．3
78 ワクワクキリシマ 牝3鹿 52 国分 優作西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 8 〃 アタマ 42．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 44，039，600円 複勝： 83，282，700円 枠連： 13，988，900円
馬連： 79，735，200円 馬単： 59，333，300円 ワイド： 36，075，200円
3連複： 99，897，600円 3連単： 266，691，400円 計： 683，043，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 130円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 950円

票 数

単勝票数 計 440396 的中 � 196719（1番人気）
複勝票数 計 832827 的中 � 430111（1番人気）� 144234（2番人気）� 119199（3番人気）
枠連票数 計 139889 的中 （1－7） 41502（1番人気）
馬連票数 計 797352 的中 �� 221804（1番人気）
馬単票数 計 593333 的中 �� 109581（1番人気）
ワイド票数 計 360752 的中 �� 84645（1番人気）�� 53093（2番人気）�� 33901（3番人気）
3連複票数 計 998976 的中 ��� 212734（1番人気）
3連単票数 計2666914 的中 ��� 202808（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．4―13．0―13．1―12．5―12．1―11．7―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―37．8―50．8―1：03．9―1：16．4―1：28．5―1：40．2―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4
1
3
4，7，5，6，2（1，8）－（3，10）－9・（4，7）（5，9）（2，6）1（8，10）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアラジン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．8．10 新潟1着

2011．2．16生 牡3鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 6戦2勝 賞金 41，906，000円
〔発走状況〕 クイーンキセキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19034 7月12日 晴 良 （26中京3）第3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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

816� クリノエリザベス 牝3鹿 52 幸 英明栗本 博晴氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 21：10．8 5．6�
59 ルミナスウイング 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 21：11．01� 4．6�
47 ア レ ッ ト 牡3青 54 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 41：11．42� 9．2�
35 � キクノラフィカ 牡5青鹿57 川田 将雅菊池 五郎氏 中内田充正 新ひだか フクダファーム B498＋ 8 〃 クビ 2．7�
11 キセキノハナ 牝5芦 55 和田 竜二華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 442－101：11．5� 34．2�
23 マッシヴヒーロー 牡5鹿 57 岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 454± 0 〃 ハナ 37．9	
510 マリントウショウ 牝5青鹿55 	島 良太トウショウ産業
 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500＋ 8 〃 ハナ 148．0�
611
 ウエストハーバー 牡6栗 57 Z．パートン加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm 534＋ 21：11．6クビ 169．4�
（香港）

48 ヤマニンメンヒル 牡5鹿 57 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 470－ 6 〃 クビ 160．8
24 フレンチトースト 牝5鹿 55 藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 444＋ 61：11．7クビ 9．2�
12 ミラクルルーマー 牡4芦 57 国分 優作阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 B534＋ 21：12．02 27．1�
713 マジッククレスト 牝5青鹿55 酒井 学 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 61：12．1� 30．0�
36 ジャーグラット 牡6栗 57 太宰 啓介本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 真歌田中牧場 432－ 21：12．2� 38．7�
815
 リアライズナマステ 牡5栗 57 中井 裕二工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

468± 01：12．41� 58．6�
714 デンコウデア 牝5黒鹿55 武 幸四郎田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 472＋161：12．61� 19．7�
612 サイズミックレディ 牝6鹿 55 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B500－ 21：12．81� 28．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，212，300円 複勝： 55，557，600円 枠連： 23，292，500円
馬連： 109，594，400円 馬単： 55，785，000円 ワイド： 46，057，800円
3連複： 135，741，400円 3連単： 217，656，600円 計： 678，897，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 270円 � 190円 � 260円 枠 連（5－8） 1，720円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，120円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 22，860円

票 数

単勝票数 計 352123 的中 � 50028（3番人気）
複勝票数 計 555576 的中 � 50774（5番人気）� 88077（2番人気）� 52897（4番人気）
枠連票数 計 232925 的中 （5－8） 10439（7番人気）
馬連票数 計1095944 的中 �� 49560（5番人気）
馬単票数 計 557850 的中 �� 13875（8番人気）
ワイド票数 計 460578 的中 �� 16880（6番人気）�� 10245（12番人気）�� 16074（7番人気）
3連複票数 計1357414 的中 ��� 18408（13番人気）
3連単票数 計2176566 的中 ��� 6901（46番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クリノエリザベス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Danzig

2011．4．8生 牝3鹿 母 ウインクアットデエンジャー 母母 Tilt My Halo 1戦1勝 賞金 15，057，000円
地方デビュー 2013．7．2 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 8頭 アグネスピンキー号・カリスマサンスカイ号・ゴールウェイ号・テイクエイム号・ネオシーサー号・

ヒラボクダッシュ号・メイショウフォロー号・メイショウロフウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



19035 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第11競走 ��1，400�
とよあけ

豊明ステークス
発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．7．6以降26．7．6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

豊明市長賞（1着）
賞 品

本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

612 プリムラブルガリス 牡4鹿 57 浜中 俊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 478－ 61：20．6 4．4�
59 マルタカシクレノン 牡6青鹿54 松山 弘平國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 502－ 21：20．92 69．6�
23 トーセンソレイユ 牝4鹿 55 Z．パートン島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438± 01：21．21� 5．6�

（香港）

48 ロードガルーダ 牡5青 55 小牧 太 �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 502± 01：21．3� 7．3�
35 モグモグパクパク 牡4栗 57 武 豊小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 450－ 4 〃 クビ 4．3	
816 ダノンウィスラー 牡6鹿 54 川須 栄彦�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 454－16 〃 ハナ 216．3

715 ターニングポイント �9青鹿51 松若 風馬山上 和良氏 日吉 正和 新冠 泉渕瀬牧場 476＋ 4 〃 ハナ 310．0�
11 ノーブルコロネット 牝4鹿 51 岩崎 翼�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 484± 01：21．4クビ 18．2�
713 サ マ ー ル ナ 牝5鹿 53 太宰 啓介セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 松本 信行 460－ 61：21．5� 11．2
817 ドリームトレイン 牡5黒鹿54 幸 英明前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 504＋ 21：21．6クビ 21．6�
36 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿55 国分 優作渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502－ 2 〃 ハナ 111．0�
714 トゥザサミット 牡7鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 466＋ 8 〃 クビ 189．3�
611� デ ン フ ァ レ 牝7栗 52 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488± 01：21．7� 55．6�
510 サニーヘイロー 牝6栗 51 酒井 学宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 462－ 21：21．8クビ 92．9�
47 ハーキュリーズ 牡6鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B444－12 〃 ハナ 7．2�
818 アイムヒアー 牝6鹿 51 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 474－ 6 〃 クビ 36．7�
24 マイネルアダマス 牡5鹿 54 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B430－ 41：21．9クビ 61．8�
12 ビキニブロンド 牝5黒鹿53 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B438－121：22．0� 20．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 58，830，300円 複勝： 111，440，400円 枠連： 56，236，700円
馬連： 245，618，800円 馬単： 107，788，800円 ワイド： 95，137，700円
3連複： 345，580，900円 3連単： 555，070，300円 計： 1，575，703，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 1，270円 � 210円 枠 連（5－6） 6，650円

馬 連 �� 20，920円 馬 単 �� 30，080円

ワ イ ド �� 5，720円 �� 640円 �� 5，230円

3 連 複 ��� 28，990円 3 連 単 ��� 215，770円

票 数

単勝票数 計 588303 的中 � 106418（2番人気）
複勝票数 計1114404 的中 � 182766（1番人気）� 17036（12番人気）� 150015（3番人気）
枠連票数 計 562367 的中 （5－6） 6549（25番人気）
馬連票数 計2456188 的中 �� 9097（51番人気）
馬単票数 計1077888 的中 �� 2687（86番人気）
ワイド票数 計 951377 的中 �� 4124（56番人気）�� 41138（5番人気）�� 4518（49番人気）
3連複票数 計3455809 的中 ��� 8938（87番人気）
3連単票数 計5550703 的中 ��� 1865（596番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．1―45．8―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．8
3 ・（18，9）17，15（7，13）11（5，8）3（2，12）（4，10，16）1，14，6 4 ・（18，9）17（7，15）13（3，11，8）5（2，12）（4，10，16）1，14，6

勝馬の
紹 介

プリムラブルガリス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．5 小倉3着

2010．2．25生 牡4鹿 母 プリムローズイヴ 母母 オ エ ノ セ ラ 16戦5勝 賞金 81，632，000円
※ノーブルコロネット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19036 7月12日 晴 良 （26中京3）第3日 第12競走 1，600�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 7，300，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

815 フレイムコード 牝5鹿 55 Z．パートン�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 474＋ 21：34．3 11．6�
（香港）

47 ダノンルージュ 牝4鹿 55 浜中 俊�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470－ 61：34．83 9．3�
59 ベアトリッツ 牝4鹿 55 福永 祐一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 426－ 2 〃 クビ 2．9�
23 ヤマニンシェリル 牝4栗 55 幸 英明土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462－101：34．9 �＋アタマ 19．9�
612 ヒルノマテーラ 牝3黒鹿52 �島 良太�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 450－ 8 〃 アタマ 3．5	
611 スカイキューティー 牝4黒鹿55 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 480＋ 4 （降着） 10．0

36 アドマイヤウイング 牝3鹿 52 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 452－ 41：35．0� 13．4�
816 ナムラキッス 牝3黒鹿52 酒井 学奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 452－10 〃 クビ 46．0�
713 プリンセスアスク 牝3青鹿 52

49 ▲岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 452＋ 61：35．21 25．9
510 ブリュネット 牝4栗 55 小牧 太 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 486＋ 6 〃 クビ 16．6�
714� ミキノティータイム 牝4栗 55 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 462－ 41：35．3クビ 114．4�
24 テイエムナデューラ 牝3栗 52 高倉 稜竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 426－ 4 〃 クビ 286．1�
35 シードオブハピネス 牝3黒鹿52 武 豊�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：35．4クビ 16．8�
11 バカニシナイデヨ 牝3栗 52

49 ▲義 英真小林 祐介氏 崎山 博樹 日高 若林 武雄 440＋ 41：35．61� 157．0�
12 コリャコリャ 牝3鹿 52 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 444－10 〃 クビ 68．9�
48 メイショウアシタバ 牝4鹿 55 国分 恭介松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 480－ 41：40．8大差 172．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，810，000円 複勝： 66，930，600円 枠連： 28，379，700円
馬連： 119，522，600円 馬単： 57，699，800円 ワイド： 52，541，200円
3連複： 152，497，000円 3連単： 257，736，600円 計： 778，117，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 280円 � 270円 � 140円 枠 連（4－8） 3，440円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 9，380円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 730円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 42，470円

票 数

単勝票数 計 428100 的中 � 29328（5番人気）
複勝票数 計 669306 的中 � 50958（5番人気）� 55002（4番人気）� 165910（1番人気）
枠連票数 計 283797 的中 （4－8） 6391（15番人気）
馬連票数 計1195226 的中 �� 19609（18番人気）
馬単票数 計 576998 的中 �� 4610（34番人気）
ワイド票数 計 525412 的中 �� 7891（19番人気）�� 18656（6番人気）�� 23670（2番人気）
3連複票数 計1524970 的中 ��� 24475（10番人気）
3連単票数 計2577366 的中 ��� 4399（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．0―46．4―58．3―1：09．7―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

フレイムコード �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2011．11．5 京都1着

2009．2．20生 牝5鹿 母 シマノラピス 母母 シマノエメラルド 18戦3勝 賞金 51，388，000円
〔降着〕 スカイキューティー号は，4位〔タイム1分34秒9，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ヒルノマテーラ」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため6着に降着。（そ
の他被害馬：10番）

〔制裁〕 スカイキューティー号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成26年7月19日から
平成26年7月27日まで騎乗停止。（被害馬：12番・10番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウアシタバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月12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 エインセル号・オーキッドレイ号・フェイブルネージュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26中京3）第3日 7月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

175，210，000円
7，820，000円
1，450，000円
15，550，000円
64，673，500円
4，524，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
358，888，500円
694，530，500円
219，598，600円
898，793，300円
508，038，300円
411，922，300円
1，196，495，800円
2，087，728，100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 6，375，995，400円

総入場人員 12，209名 （有料入場人員 11，018名）
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