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19049 7月19日 曇 良 （26中京3）第5日 第1競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走10時00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

55 グリッターウイング 牡7栗 60 西谷 誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 23：17．3 1．3�
66 リアルブラック �5青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 504± 03：19．2大差 5．9�
79 ウインアルカディア 牡4栗 60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 502＋ 83：19．51� 21．4�
811 グッドスピード 牡6栗 60 小坂 忠士�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 488＋ 83：19．6� 12．8�
78 テーオーゼウス 牡6黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 496＋ 63：20．45 45．3�
22 ドリームハヤテ 牡4鹿 60 五十嵐雄祐セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 504＋ 23：22．8大差 16．1	
11 	 シャイニークラウン 牡5栗 60 中村 将之小林 昌志氏 福島 信晴 平取 コアレススタッド 458－123：26．2大差 75．0

33 メイショウオオゼキ �4鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 43：28．3大差 45．0�
67 タマモパンテオン 牡3鹿 58 植野 貴也タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 490＋123：31．0大差 125．1�
44 ジーブラック 牝4芦 58 黒岩 悠�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450＋18 （競走中止） 25．7
810	 アドマイヤキンボシ 牡4鹿 60 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506－ 4 （競走中止） 19．5�
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売 得 金
単勝： 13，450，300円 複勝： 37，563，800円 枠連： 5，882，900円
馬連： 22，067，000円 馬単： 17，667，600円 ワイド： 11，256，500円
3連複： 31，988，600円 3連単： 64，677，800円 計： 204，554，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 280円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 170円 �� 460円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 134503 的中 � 79712（1番人気）
複勝票数 計 375638 的中 � 285678（1番人気）� 24982（2番人気）� 7462（6番人気）
枠連票数 計 58829 的中 （5－6） 13511（1番人気）
馬連票数 計 220670 的中 �� 51886（1番人気）
馬単票数 計 176676 的中 �� 31172（1番人気）
ワイド票数 計 112565 的中 �� 21484（1番人気）�� 5535（4番人気）�� 3181（10番人気）
3連複票数 計 319886 的中 ��� 18809（3番人気）
3連単票数 計 646778 的中 ��� 17070（4番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 50．9－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリッターウイング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2010．2．6 京都2着

2007．4．25生 牡7栗 母 レースウィング 母母 レ ー ス 障害：3戦1勝 賞金 10，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 リアルブラック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ジーブラック号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目2号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

アドマイヤキンボシ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

19050 7月19日 雨 良 （26中京3）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35分 （ダート・左）

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

33 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± 01：54．1 14．2�
711 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 484＋ 21：54．2� 50．4�
68 レッドフォース 牡3栗 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 博資 千歳 社台ファーム 458－ 81：54．73 5．1�
69 タマモホルン 牡3鹿 56

53 ▲義 英真タマモ� 藤沢 則雄 新ひだか 曾我 博 476－ 6 〃 ハナ 2．5�
813 ファンタスマゴリア 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 468＋ 61：54．91� 21．0�

710 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± 01：55．11� 22．3

57 カツラッシュ 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬北側 雅勝氏 �島 一歩 新ひだか グランド牧場 492－ 21：55．52� 6．2�
56 エヴェレストバイオ 牝3栗 54 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 424± 01：55．92� 129．7�
812 メイショウセイウン 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 472± 01：56．64 17．3
44 リリーヒーロー 牡3栗 56 浜中 俊土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B508－121：56．8� 4．2�
22 オブラディオブラダ 牝3黒鹿54 �島 良太	グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 446＋121：56．9� 153．3�
45 ライブリアヴニール 牡3栗 56 和田 竜二加藤 哲郎氏 石橋 守 厚真 大川牧場 476＋241：57．32� 175．6�
11 アラビアンサーカス 牡3鹿 56 下原 理吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 454－ 41：57．4� 116．4�

（兵庫）
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売 得 金
単勝： 16，315，000円 複勝： 30，341，200円 枠連： 9，043，900円
馬連： 34，892，100円 馬単： 22，189，900円 ワイド： 19，073，600円
3連複： 46，718，900円 3連単： 75，779，600円 計： 254，354，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 500円 � 1，230円 � 200円 枠 連（3－7） 10，490円

馬 連 �� 36，150円 馬 単 �� 57，580円

ワ イ ド �� 8，280円 �� 1，360円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 49，770円 3 連 単 ��� 328，980円

票 数

単勝票数 計 163150 的中 � 9145（5番人気）
複勝票数 計 303412 的中 � 14719（7番人気）� 5360（9番人気）� 51483（3番人気）
枠連票数 計 90439 的中 （3－7） 668（17番人気）
馬連票数 計 348921 的中 �� 748（43番人気）
馬単票数 計 221899 的中 �� 289（78番人気）
ワイド票数 計 190736 的中 �� 582（41番人気）�� 3706（17番人気）�� 1522（26番人気）
3連複票数 計 467189 的中 ��� 704（84番人気）
3連単票数 計 757796 的中 ��� 167（489番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―38．0―51．3―1：03．3―1：15．2―1：27．9―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイガークラウン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．4．19 阪神4着

2011．5．21生 牡3黒鹿 母 フレンドリーステラ 母母 マ キ ー ナ 4戦1勝 賞金 5，850，000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。

第３回 中京競馬 第５日



19051 7月19日 雨 良 （26中京3）第5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

812 シュテルングランツ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484－ 61：54．1 6．9�
57 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 482＋ 21：54．84 1．6�
710 タ イ マ ツ リ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩崎 翼浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 岡田スタツド 452－ 4 〃 クビ 35．0�
33 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 466－ 21：55．11� 14．8�
44 シゲルエッチュウ 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B442＋ 21：55．31 4．9�
22 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 438－ 21：55．62 43．7	
813 モズワトウナイ 牡3鹿 56 高倉 稜北側 雅司氏 矢作 芳人 新ひだか 土田 扶美子 B434± 01：56．13 17．4

56 マイスクエアワン 牝3黒鹿54 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 436－ 41：56．31� 53．8�
711 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 438－ 41：56．4	 96．3�
68 グランドリビエール 牡3鹿 56 川須 栄彦森岡 幸人氏 友道 康夫 新ひだか 米田牧場 448－ 6 〃 ハナ 179．9
45 フ ア ヒ キ リ 牡3黒鹿56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 464－ 41：57．03	 15．5�
11 ローレルゼフィーロ 牡3鹿 56 森 一馬 �ローレルレーシング 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 456－ 21：57．85 262．6�
69 ネオヴィータローザ 牡3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬小林 仁幸氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 548 ―1：58．11� 33．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，504，900円 複勝： 102，357，500円 枠連： 10，629，800円
馬連： 36，044，000円 馬単： 30，102，900円 ワイド： 22，411，500円
3連複： 54，393，100円 3連単： 100，645，800円 計： 378，089，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 110円 � 430円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，840円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 32，270円

票 数

単勝票数 計 215049 的中 � 24731（3番人気）
複勝票数 計1023575 的中 � 37946（3番人気）� 798822（1番人気）� 12960（7番人気）
枠連票数 計 106298 的中 （5－8） 24633（2番人気）
馬連票数 計 360440 的中 �� 49911（2番人気）
馬単票数 計 301029 的中 �� 13414（6番人気）
ワイド票数 計 224115 的中 �� 23442（2番人気）�� 1796（26番人気）�� 6306（8番人気）
3連複票数 計 543931 的中 ��� 6615（19番人気）
3連単票数 計1006458 的中 ��� 2261（98番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．9―13．2―12．8―12．8―12．5―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．7―51．9―1：04．7―1：17．5―1：30．0―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュテルングランツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Two Punch デビュー 2014．2．8 京都8着

2011．2．19生 牡3黒鹿 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up 3戦1勝 賞金 4，600，000円

19052 7月19日 雨 良 （26中京3）第5日 第4競走 ��3，330�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� 基準タイム3：39．8良

77 アムールクエスト 牡5鹿 60 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 476± 03：44．0 6．8�
44 � エーシンジーライン 牡9黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 494－103：44．63� 4．4�
22 シゲルヘビザ 牡4黒鹿60 田村 太雅森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 492± 03：45．45 26．1�
66 ニジブルーム 牡6芦 60 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 492＋ 43：45．61� 2．5�
55 � レッドグルーヴァー 牡5芦 60 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 464－163：46．13 9．8�
88 カ ゼ カ オ ル 牡5鹿 60 北沢 伸也荻野 猛夫氏 橋田 満 平取 稲原牧場 476－ 23：46．31 15．1	
11 ミヤコデラックス 牡5鹿 60 金子 光希吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B468－ 63：46．62 73．4

33 ニライジンク 牡5栗 62 熊沢 重文�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 510－ 23：49．7大差 3．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 14，005，200円 複勝： 15，067，900円 枠連： 発売なし
馬連： 27，478，200円 馬単： 17，508，600円 ワイド： 12，416，200円
3連複： 32，462，100円 3連単： 75，211，800円 計： 194，150，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 150円 � 410円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，640円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 36，910円

票 数

単勝票数 計 140052 的中 � 16388（4番人気）
複勝票数 計 150679 的中 � 24126（4番人気）� 30289（3番人気）� 7025（7番人気）
馬連票数 計 274782 的中 �� 15848（6番人気）
馬単票数 計 175086 的中 �� 4118（15番人気）
ワイド票数 計 124162 的中 �� 7396（6番人気）�� 1867（19番人気）�� 1886（18番人気）
3連複票数 計 324621 的中 ��� 2994（26番人気）
3連単票数 計 752118 的中 ��� 1477（121番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 53．8－3F 41．1

コーナー
通過順位

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

�
�
6（3，4）7，5－8，2，1
6（5，4）7＝3，2，8－1

勝馬の
紹 介

アムールクエスト 
�
父 タヤスツヨシ 

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．2．26 阪神8着

2009．5．13生 牡5鹿 母 サンエムラヴ 母母 サンエムエンプレス 障害：13戦2勝 賞金 39，700，000円



19053 7月19日 晴 稍重 （26中京3）第5日 第5競走 ��
��1，200�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
1：10．2
1：07．8

良
良

22 タガノヴェルリー 牝2鹿 54 Z．パートン八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432 ―1：11．1 6．0�

（香港）

813 ムーンエクスプレス 牝2鹿 54 松山 弘平 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 408 ―1：11．41� 13．1�
57 ハルマッタン 牝2鹿 54 武 豊�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 472 ―1：11．61� 1．5�
68 ジョウショーエガオ 牝2栗 54 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 新ひだか 沖田 哲夫 448 ―1：11．91� 83．2�
69 モントルルシュマン 牡2鹿 54 和田 竜二藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 444 ―1：12．64 7．6�
44 クインズロンペール 牡2芦 54 幸 英明 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 484 ―1：13．02� 10．4	
56 メイショウオオラカ 牡2鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 高昭牧場 432 ― 〃 クビ 116．8

710 ディープブルー 牡2青鹿 54

51 ▲松若 風馬深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 418 ―1：13．31� 23．2�
11 ナ ン シ ー 牝2栗 54 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 412 ―1：13．62 81．8�
33 シゲルアワオドリ 牝2鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中央牧場 430 ―1：13．7クビ 180．5
812 モズレッドファーム 牡2栗 54 浜中 俊北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 有限会社

松田牧場 434 ―1：14．12� 35．3�
45 シ ュ ン イ キ 牡2栗 54 高倉 稜石川 博氏 川村 禎彦 浦河 宮内牧場 486 ―1：14．31 93．6�
711 ウインドファースト 牡2黒鹿54 北村 友一福原 正博氏 橋口弘次郎 新ひだか 岡田 猛 482 ―1：14．72� 150．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，811，200円 複勝： 43，425，700円 枠連： 9，766，400円
馬連： 40，574，000円 馬単： 30，699，200円 ワイド： 21，324，800円
3連複： 46，918，000円 3連単： 93，190，200円 計： 313，709，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 190円 � 110円 枠 連（2－8） 1，860円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，310円

ワ イ ド �� 820円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 15，480円

票 数

単勝票数 計 278112 的中 � 37030（2番人気）
複勝票数 計 434257 的中 � 53534（2番人気）� 30065（5番人気）� 217272（1番人気）
枠連票数 計 97664 的中 （2－8） 4048（8番人気）
馬連票数 計 405740 的中 �� 10018（10番人気）
馬単票数 計 306992 的中 �� 4332（16番人気）
ワイド票数 計 213248 的中 �� 5678（11番人気）�� 28581（1番人気）�� 14296（4番人気）
3連複票数 計 469180 的中 ��� 24951（4番人気）
3連単票数 計 931902 的中 ��� 4362（47番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．4―12．0―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノヴェルリー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ストラヴィンスキー 初出走

2012．1．16生 牝2鹿 母 タガノデムジュール 母母 タガノラピス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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。

19054 7月19日 晴 稍重 （26中京3）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時55分 （ダート・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� 基準タイム

中央レコード
1：25．0
1：23．1

不良
重

47 � グラブザフラッグ 牡2栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills
Co. LTD. 464 ―1：26．6 11．2�

35 ニホンピロサンダー 牡2黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 454 ―1：26．91� 16．5�
510 タ イ ユ ー ル 牡2芦 54 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 474 ― 〃 クビ 10．7�
816 メイショウカシュウ 牡2鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 472 ―1：27．1� 33．4�
36 ブレーヴストーリー 牡2青 54 浜中 俊有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 500 ―1：27．2� 4．9�
59 ワイルドサルート 牝2青鹿54 幸 英明井山 登氏 奥村 武 新冠 アサヒ牧場 474 ―1：27．3� 24．6�
23 アイファーサラオー 牡2鹿 54 熊沢 重文中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 478 ―1：27．72	 6．0	
815 マツリダアンバター 牡2黒鹿54 国分 恭介髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 448 ―1：27．91
 47．1

611 ハートフルモトヒメ 牝2鹿 54

53 ☆中井 裕二黒澤 尚氏 森 秀行 浦河 斉藤 政志 480 ―1：28．0� 44．8�
713 キンシノホマレ 牡2黒鹿54 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 川上牧場 508 ―1：28．1� 2．7�
12 ボナフォルトゥーナ 牡2栗 54 福永 祐一佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 488 ―1：28．73	 35．6
24 ドリームマオ 牝2栗 54

51 ▲松若 風馬ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新冠 堂島牧場 440 ―1：29．01� 24．3�
48 ダンスアンドボイス 牝2鹿 54 高倉 稜 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 454 ―1：29．53 166．8�
612 シゲルワッショイ 牡2栗 54 岡田 祥嗣森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 452 ―1：29．81� 65．8�
714 ローレルベルカント 牡2栗 54 川須 栄彦 �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 新冠橋本牧場 442 ―1：30．22	 16．6�
11 トウケイワイルド 牝2栗 54

51 ▲義 英真木村 信彦氏 高橋 亮 新ひだか 坂本 智広 460 ―1：30．94 115．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，900，100円 複勝： 32，543，600円 枠連： 13，319，300円
馬連： 40，416，700円 馬単： 24，752，200円 ワイド： 20，554，600円
3連複： 50，216，100円 3連単： 69，453，400円 計： 275，156，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 470円 � 450円 � 410円 枠 連（3－4） 2，680円

馬 連 �� 7，700円 馬 単 �� 15，750円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 1，890円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 27，930円 3 連 単 ��� 185，800円

票 数

単勝票数 計 239001 的中 � 17046（5番人気）
複勝票数 計 325436 的中 � 18142（6番人気）� 18967（5番人気）� 21392（4番人気）
枠連票数 計 133193 的中 （3－4） 3848（10番人気）
馬連票数 計 404167 的中 �� 4067（27番人気）
馬単票数 計 247522 的中 �� 1178（52番人気）
ワイド票数 計 205546 的中 �� 2331（27番人気）�� 2807（20番人気）�� 2468（24番人気）
3連複票数 計 502161 的中 ��� 1348（87番人気）
3連単票数 計 694534 的中 ��� 271（547番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．1―12．6―13．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―47．1―59．7―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グラブザフラッグ �
�
父 Tapit �

�
母父 Forty Niner 初出走

2012．4．23生 牡2栗 母 Cornelia 母母 Catequil 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 シゲルワッショイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アイファーサラオー号の騎手熊沢重文は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※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） 5頭 ウインソワレ号・エイシンカーニバル号・シュバリエブラン号・ヒデノプラチナ号・プリンセスロジカル号



19055 7月19日 曇 稍重 （26中京3）第5日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

59 トーホウスプライト 牝3鹿 54 福永 祐一東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 434± 01：24．0 1．8�

24 メイショウエフワン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 浦河 絵笛牧場 464＋ 21：24．21� 117．9�
35 サトノエカテリーナ 牝3青鹿54 Z．パートン里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 434－ 41：24．3� 5．6�

（香港）

817 ベルリネッタ 牡3鹿 56 松山 弘平大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 446± 01：24．5� 5．0�
48 ゴールデンロッド 牝3栗 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 81：25．24 24．1	
714 キクノユニゾン 牡3鹿 56 和田 竜二菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 B454＋ 2 〃 ハナ 24．7

715 カネトシキフジン 牝3黒鹿54 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398＋ 2 〃 ハナ 72．0�
36 アームストロング 	3鹿 56

53 ▲松若 風馬前原 敏行氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 436－ 61：25．41 254．3�
510 ウインボナンザ 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：25．61
 26．1
816 ホッコーファイン 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 416－ 2 〃 アタマ 72．2�
23 クロスドミナンス 牝3黒鹿54 北村 友一吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム B452＋ 21：25．81
 35．7�
12 モンスターバローズ 牡3栗 56 川須 栄彦猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 B490－101：26．11� 29．1�
713 バレーナボス 牡3栗 56 国分 優作ロイヤルパーク 宮 徹 日高 大江牧場 450－101：26．2� 142．8�
611 アグネスカクシン 牝3鹿 54 国分 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 406＋141：26．41� 287．9�
47 サトノブレゲ 牡3鹿 56 酒井 学里見 治氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：26．82� 72．9�
818 ジェットセッター 牡3青鹿56 幸 英明下河�美智子氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 ハナ 16．0�
612 サトノクリード 牡3黒鹿56 高倉 稜里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 468 ―1：27．54 96．0�
11 フェスティヴァーロ 牡3栗 56

53 ▲義 英真田上 雅春氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 81：28．88 106．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，028，000円 複勝： 53，731，100円 枠連： 15，119，900円
馬連： 59，617，000円 馬単： 36，089，000円 ワイド： 27，284，000円
3連複： 71，401，700円 3連単： 118，400，800円 計： 408，671，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，780円 � 180円 枠 連（2－5） 1，850円

馬 連 �� 11，070円 馬 単 �� 11，390円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 290円 �� 7，290円

3 連 複 ��� 16，750円 3 連 単 ��� 75，230円

票 数

単勝票数 計 270280 的中 � 118239（1番人気）
複勝票数 計 537311 的中 � 277518（1番人気）� 3193（15番人気）� 52344（3番人気）
枠連票数 計 151199 的中 （2－5） 6322（8番人気）
馬連票数 計 596170 的中 �� 4171（26番人気）
馬単票数 計 360890 的中 �� 2375（33番人気）
ワイド票数 計 272840 的中 �� 1918（31番人気）�� 28420（2番人気）�� 865（56番人気）
3連複票数 計 714017 的中 ��� 3196（48番人気）
3連単票数 計1184008 的中 ��� 1141（198番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．4
3 4（1，5，6，14）18，9（2，17）（3，7，15）8，12，10，16（11，13） 4 4，14（5，18）（1，6，9）17，2，7，15（3，8）（12，10，16）13，11

勝馬の
紹 介

トーホウスプライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2014．7．5 中京3着

2011．4．11生 牝3鹿 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティヴァーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月19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。
（非当選馬） 3頭 ハワイアンローズ号・ミヤセイリュー号・メイショウブイダン号
※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。

19056 7月19日 曇 稍重 （26中京3）第5日 第8競走 ��
��2，000�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
1：59．6
1：56．1

良
良

55 � エーシンマックス 牡4栗 57 酒井 学�栄進堂 西園 正都 英 Newsells
Park Stud 500－ 82：05．7 3．5�

710� ウィズアミッション 牝3鹿 52 福永 祐一吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-
ovo Syndicate 418－ 62：05．8	 2．5�

68 モンドシャルナ 牡3鹿 54 武 豊山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 432－ 42：06．54 3．7�
56 サダムダイジョウブ 牡4青 57 松山 弘平大西 定氏 松田 博資 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 22：06．6
 10．6�
811� クリールハヤテ 牡5栗 57 幸 英明横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488± 02：06．81
 10．1�
44 フェイマスエンド 牡3栗 54

51 ▲松若 風馬有限会社シルク�島 一歩 新冠 中村農場 474－ 2 〃 アタマ 32．9	
22 ペプチドウインド 牡4鹿 57

54 ▲義 英真沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 456－ 22：07．33 117．1

812� スリーダッシュ 牡4黒鹿57 川須 栄彦永井商事� 加藤 敬二 浦河 村中牧場 462± 02：08．15 128．0�
11 アドマイヤアース 牡3栗 54 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋16 〃 ハナ 19．7�
67 ヴォルスング 牡3鹿 54 北村 友一有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 02：08．52
 52．1
79  ブレイヴハンター 牡3鹿 54 下原 理山根 浩氏 柏原 誠路 平取 船越 伸也 436± 02：08．81	 294．1�

（兵庫） （兵庫）

（11頭）
33 サンライズブルー 牡3芦 54 武 幸四郎松岡 隆雄氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 27，869，800円 複勝： 35，377，300円 枠連： 11，364，500円
馬連： 50，133，600円 馬単： 33，664，300円 ワイド： 23，013，800円
3連複： 68，859，000円 3連単： 123，601，800円 計： 373，884，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（5－7） 320円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 190円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 差引計 278698（返還計 114） 的中 � 62800（2番人気）
複勝票数 差引計 353773（返還計 61） 的中 � 68332（3番人気）� 103642（1番人気）� 69007（2番人気）
枠連票数 差引計 113645（返還計 36） 的中 （5－7） 27262（1番人気）
馬連票数 差引計 501336（返還計 416） 的中 �� 96456（1番人気）
馬単票数 差引計 336643（返還計 255） 的中 �� 26493（3番人気）
ワイド票数 差引計 230138（返還計 193） 的中 �� 34322（1番人気）�� 20128（3番人気）�� 23817（2番人気）
3連複票数 差引計 688590（返還計 1138） 的中 ��� 134822（1番人気）
3連単票数 差引計1236018（返還計 1318） 的中 ��� 33503（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．4―13．5―13．5―13．1―12．6―11．9―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―38．1―51．6―1：05．1―1：18．2―1：30．8―1：42．7―1：54．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エーシンマックス �
�
父 Dalakhani �

�
母父 Acatenango デビュー 2012．9．9 阪神3着

2010．2．14生 牡4栗 母 Midnight Angel 母母 Midnight Fever 12戦3勝 賞金 32，040，000円
〔出走取消〕 サンライズブルー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 フェイマスエンド号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
※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。



19057 7月19日 曇 稍重 （26中京3）第5日 第9競走 ��1，400�タイランドカップ
発走14時25分 （芝・左）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（1着）

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

816 マイネノンノ 牝4栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 440－ 21：23．3 19．6�

24 ラヴァーズポイント 牝4青鹿55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 浦河 昭和牧場 496± 0 〃 クビ 16．4�
47 サ ト ノ ネ ネ 牝4鹿 55 Z．パートン里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446－ 61：23．4� 16．2�

（香港）

510 タイセイゼニス 牝4黒鹿55 川島 信二田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B470－ 21：23．5� 31．6�
48 トウカイメリー 牝5青鹿55 松若 風馬内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 442± 0 〃 クビ 40．1�
611 ヴィルジニア 牝4鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 446＋181：23．6クビ 3．9	
817 ディレットリーチェ 牝4栗 55 国分 優作飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 506± 01：23．7� 53．7

23 エ イ ン セ ル 牝4鹿 55 川須 栄彦吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 11．2�
35 ハッピーアビラ 牝5鹿 55 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：23．8クビ 5．4�
715 レッドオーラム 牝3鹿 52 北村 友一 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 474＋ 41：23．9� 6．2
714 インヴォーク 牝3栗 52 下原 理�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 424＋10 〃 クビ 112．7�

（兵庫）

36 オールオブナイト 牝3黒鹿52 武 豊市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 416＋ 2 〃 ハナ 5．0�
818 ヨッテウタッテ 牝3鹿 52 松山 弘平小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 454－ 2 〃 ハナ 28．8�
713� ミキノティータイム 牝4栗 55 酒井 学谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 462± 01：24．11 77．4�
59 テイエムリヴィエラ 牝3鹿 52 国分 恭介竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B430± 01：24．31� 96．4�
12 スイートブライアー 牝5鹿 55 高倉 稜�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 458－ 41：24．93� 166．8�
612 エイユーモモチャン 牝4黒鹿55 熊沢 重文笹部 義則氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 500＋ 21：25．22 196．4�
11 マ チ ル ダ 牝3栗 52 幸 英明萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 472－ 41：27．5大差 26．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，340，400円 複勝： 52，642，900円 枠連： 23，280，400円
馬連： 80，918，200円 馬単： 39，572，000円 ワイド： 37，957，300円
3連複： 104，574，900円 3連単： 156，663，300円 計： 526，949，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 600円 � 490円 � 550円 枠 連（2－8） 2，750円

馬 連 �� 10，500円 馬 単 �� 23，800円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 3，810円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 52，110円 3 連 単 ��� 379，860円

票 数

単勝票数 計 313404 的中 � 12747（8番人気）
複勝票数 計 526429 的中 � 22666（8番人気）� 28592（6番人気）� 25238（7番人気）
枠連票数 計 232804 的中 （2－8） 6557（13番人気）
馬連票数 計 809182 的中 �� 5967（36番人気）
馬単票数 計 395720 的中 �� 1247（80番人気）
ワイド票数 計 379573 的中 �� 2782（38番人気）�� 2569（43番人気）�� 2896（37番人気）
3連複票数 計1045749 的中 ��� 1505（159番人気）
3連単票数 計1566633 的中 ��� 299（1042番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―12．1―11．8―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．5―46．6―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．7
3 10（1，14）（4，11，16）（2，7，15，18）（5，6，12，17）13（8，3）9 4 10，14（4，16）（11，18）（7，15，17）（2，5，6）（12，13）3，8（1，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネノンノ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．1．12 京都5着

2010．3．11生 牝4栗 母 ノ ン コ 母母 レディータイクーン 12戦2勝 賞金 19，466，000円
〔その他〕 マチルダ号は，4コーナー手前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 オーファメイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

19058 7月19日 雨 稍重 （26中京3）第5日 第10競走 ��
��1，900�インディアトロフィー

発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．7．13以降26．7．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ターフオーソリティーオブインディア賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

36 ダヴィンチバローズ 牡6鹿 54 和田 竜二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 482± 01：58．1レコード 20．6�
816 メイショウイチオシ 牡3黒鹿53 武 幸四郎松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 522－ 21：58．52� 6．4�
59 ゴールデンヒーロー 牡4鹿 54 北村 友一有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 2 〃 アタマ 6．9�
611� スナーククラウン 牡5鹿 52 岡田 祥嗣杉本 豊氏 目野 哲也 新ひだか グランド牧場 470－ 61：58．6� 98．6�
11 エアラーテル 牡5栗 55 下原 理 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 470± 0 〃 ハナ 20．4�

（兵庫）

612 タガノラルフ 牡4青鹿57 福永 祐一八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 81：58．7� 6．1	

12 マ ノ ワ ー ル 牡4鹿 55 Z．パートン�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋ 21：58．8� 6．9


（香港）

714 タイセイバスター 牡4鹿 57 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 高昭牧場 504－ 41：59．22� 7．4�
35 ブライトジェム 牡6栗 53 国分 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 488＋ 21：59．3� 162．9�
24 � メイショウオトコギ 	5栗 53 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 468－ 4 〃 クビ 197．8
713 クロフネフリート 牡3鹿 53 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 534＋ 81：59．93� 3．6�
47 メイショウビリーヴ 	5黒鹿53 松山 弘平松本 和子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 448＋ 22：00．0� 73．2�
815� フォンテーヌブロー 牡6黒鹿53 酒井 学村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 498－ 62：00．74 90．9�
23 セレブリティモデル 牝4黒鹿53 川須 栄彦 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 486± 02：02．08 34．8�
510 エーペックス 牡5青鹿54 小坂 忠士�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 494－10 〃 クビ 144．8�
48 ショウナンマオ 牝5鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 2 （競走中止） 16．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，592，400円 複勝： 54，293，600円 枠連： 24，743，000円
馬連： 101，321，300円 馬単： 47，911，300円 ワイド： 40，731，500円
3連複： 121，893，800円 3連単： 188，253，500円 計： 614，740，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 440円 � 280円 � 230円 枠 連（3－8） 5，680円

馬 連 �� 7，220円 馬 単 �� 16，790円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，850円 �� 890円

3 連 複 ��� 14，630円 3 連 単 ��� 90，800円

票 数

単勝票数 計 355924 的中 � 13779（9番人気）
複勝票数 計 542936 的中 � 28808（8番人気）� 51015（6番人気）� 68829（2番人気）
枠連票数 計 247430 的中 （3－8） 3373（21番人気）
馬連票数 計1013213 的中 �� 10867（32番人気）
馬単票数 計 479113 的中 �� 2139（66番人気）
ワイド票数 計 407315 的中 �� 4506（31番人気）�� 5588（24番人気）�� 12169（11番人気）
3連複票数 計1218938 的中 ��� 6248（57番人気）
3連単票数 計1882535 的中 ��� 1503（328番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．4―29．8―43．1―55．9―1：08．3―1：20．6―1：33．2―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダヴィンチバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sicyos デビュー 2011．2．12 京都3着

2008．3．29生 牡6鹿 母 シシーダルザス 母母 River Ried 28戦4勝 賞金 50，140，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 ショウナンマオ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 スナーククラウン号の騎手岡田祥嗣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ダヴィンチバローズ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



19059 7月19日 雨 稍重 （26中京3）第5日 第11競走 ��
��2，000�マレーシアカップ

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

セランゴールターフクラブ－ペナンターフクラブ－ペラターフクラブ賞（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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

810 クランモンタナ 牡5芦 57 浜中 俊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B476－ 22：05．8 2．5�
22 ダノンフェニックス 牡6黒鹿57 福永 祐一�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：05．9� 7．9�
78 ロンギングダンサー 牡5黒鹿57 武 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 480＋ 62：06．11	 8．2�
67 マイネルアイザック 牡5黒鹿57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 42：06．31	 13．6�
33 ローレルブレット 牡5黒鹿57 松山 弘平 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 448± 02：06．4
 24．7	
79 リヤンドファミユ 牡4鹿 57 Z．パートン �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 2 〃 クビ 5．4

（香港）

44 ローゼンケーニッヒ 牡5黒鹿57 北村 友一 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 464－ 22：06．5クビ 25．4�
66 トウシンイーグル �6鹿 57 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 470＋ 6 〃 クビ 49．7�
11 ア ト ム 牡3鹿 54 武 幸四郎杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 456－ 42：07．24 4．3
55 フサイチアソート �9栗 57 下原 理岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 219．2�

（兵庫）

811� ロードロックスター 牡8鹿 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 500－ 22：09．2大差 60．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 57，206，800円 複勝： 75，421，700円 枠連： 31，104，600円
馬連： 179，019，900円 馬単： 90，703，300円 ワイド： 61，468，600円
3連複： 230，238，100円 3連単： 440，752，400円 計： 1，165，915，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 190円 枠 連（2－8） 850円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 340円 �� 400円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 6，100円

票 数

単勝票数 計 572068 的中 � 180905（1番人気）
複勝票数 計 754217 的中 � 207492（1番人気）� 91176（4番人気）� 83616（5番人気）
枠連票数 計 311046 的中 （2－8） 28321（3番人気）
馬連票数 計1790199 的中 �� 159548（3番人気）
馬単票数 計 907033 的中 �� 52654（3番人気）
ワイド票数 計 614686 的中 �� 48410（3番人気）�� 39925（4番人気）�� 21377（9番人気）
3連複票数 計2302381 的中 ��� 105013（6番人気）
3連単票数 計4407524 的中 ��� 52332（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．6―51．0―1：04．0―1：16．8―1：29．0―1：41．0―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
7，11＝（2，10）4，8，9，6，5，1，3
7，11（2，10）4－（6，9，8）（5，1）－3

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

勝馬の
紹 介

クランモンタナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．23 京都4着

2009．2．12生 牡5芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 23戦5勝 賞金 105，821，000円
〔制裁〕 クランモンタナ号の騎手浜中俊は，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：7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

19060 7月19日 雨 稍重 （26中京3）第5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

36 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 468－ 21：23．2 8．4�
35 � トータルヒート 牝3栗 52 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 446－ 2 〃 クビ 19．7�
11 ワ デ ィ 牝3栗 52

49 ▲岩崎 翼 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 458＋ 41：23．3クビ 6．5�

59 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 480－ 61：23．72	 10．6�

23 サトノアビリティ 牡4栗 57 浜中 俊里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：23．8	 2．7	
47 ハナズインパルス 牝4黒鹿55 国分 恭介M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 466＋ 21：23．9	 42．4

48 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55 武 豊岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 472± 0 〃 クビ 27．5�
815
 サトノユニコーン 牡4鹿 57 北村 友一里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B464－ 41：24．22 4．9�
12 ノアオーカン 牡4黒鹿57 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新冠 芳住 革二 474± 01：24．3	 95．6
24 ヒ ナ ア ラ レ 牝3栗 52 高倉 稜�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 468－ 61：24．51� 25．8�
816 ビバハイタッチ 牡3栗 54 国分 優作池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 478＋ 21：25．03 43．5�
611 ハルシュタット 牝5鹿 55 藤懸 貴志 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470± 01：25．21� 307．8�
510 ラフィネシチー 牝3青鹿52 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 450－ 41：25．94 38．6�
714
 スリーエスペラント 牡4栗 57 酒井 学永井商事� 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 484＋ 61：26．43 51．9�
612 ラブリープラネット 牡3栗 54

51 ▲松若 風馬三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 460－ 41：26．61 12．6�
713 イイデフューチャー 牡3黒鹿54 和田 竜二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 456＋ 41：26．7� 94．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，212，300円 複勝： 81，064，700円 枠連： 28，824，600円
馬連： 125，157，700円 馬単： 59，385，000円 ワイド： 57，797，600円
3連複： 160，724，200円 3連単： 259，010，700円 計： 817，176，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 510円 � 280円 枠 連（3－3） 6，530円

馬 連 �� 7，170円 馬 単 �� 12，980円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 1，300円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 19，900円 3 連 単 ��� 131，500円

票 数

単勝票数 計 452123 的中 � 42681（4番人気）
複勝票数 計 810647 的中 � 90031（3番人気）� 37107（7番人気）� 77350（4番人気）
枠連票数 計 288246 的中 （3－3） 3419（25番人気）
馬連票数 計1251577 的中 �� 13528（24番人気）
馬単票数 計 593850 的中 �� 3431（46番人気）
ワイド票数 計 577976 的中 �� 6569（22番人気）�� 11644（11番人気）�� 4968（32番人気）
3連複票数 計1607242 的中 ��� 6057（60番人気）
3連単票数 計2590107 的中 ��� 1428（398番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．8―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．4―46．2―58．5―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．0
3 3（1，13，15，14）（9，16）（5，12）（11，10）6，8，2（7，4） 4 3，1（15，14）（5，13，9）16（11，12）6（2，8，10）（7，4）

勝馬の
紹 介

ロードヴォルケーノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．11．9 京都4着

2011．3．22生 牡3鹿 母 ジャズキャット 母母 Barbicue Sauce 7戦2勝 賞金 17，300，000円
※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 ドニカナルボーイ号・バルトロメオ号・ヤマニンブルジョン号・ワンダーパラジーノ号



（26中京3）第5日 7月19日（土曜日） 曇時々雨一時晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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 手 当

197，760，000円
2，080，000円
7，620，000円
1，410，000円
17，400，000円
60，692，000円
5，369，800円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
341，236，400円
613，831，000円
183，079，300円
797，639，700円
450，245，300円
355，290，000円
1，020，388，500円
1，765，641，100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 5，527，351，300円

総入場人員 11，628名 （有料入場人員 10，602名）
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