
19073 7月25日 晴 稍重 （27中京3）第7日 第1競走 ��1，600�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
1：35．8
1：32．3

良
良

611 シルバーステート 牡2青鹿54 福永 祐一�G1レーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：34．7レコード 1．5�
815 ク ラ イ シ ス 牡2鹿 54 川田 将雅前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 21：35．55 7．3�
23 トウショウジャイロ 牡2黒鹿54 池添 謙一トウショウ産業� 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－ 81：35．82 5．4�
816 タンギモウジア 牝2鹿 54 小牧 太桑畑 �信氏 橋口弘次郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 492＋ 21：35．9� 17．7�
59 アッフェルリズム 牝2黒鹿54 北村 友一山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 438－ 81：36．0� 135．0	
24 ホットファイヤー 牡2鹿 54 酒井 学西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 446± 0 〃 クビ 64．0

36 クリノカルカソンヌ 牡2鹿 54 M．デムーロ栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 492± 01：36．1クビ 31．6�
48 ロイヤルクルーズ 牝2黒鹿 54

51 ▲�島 克駿�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 442－ 21：36．2� 177．5
714 イ イ デ シ ロ 牝2芦 54 幸 英明 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 438－ 4 〃 ハナ 117．4�
47 カイソクポリス 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 462＋101：36．73 245．1�
35 セキサンシップ 牝2鹿 54 太宰 啓介�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 438± 01：37．33� 83．9�
510 シゲルサンマ 牡2黒鹿54 川島 信二森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 506± 01：37．51� 442．0�
11 ヴ ェ ゼ ー ル 牡2栗 54 高倉 稜畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 534＋ 41：37．6クビ 212．1�
612 デ ィ ト 牡2黒鹿54 浜中 俊�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468± 01：38．23� 52．4�
713 クリノアローハ 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 村田牧場 442－ 41：38．51� 189．0�
12 オーバーカム 牡2鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 486－ 4 （競走中止） 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，977，200円 複勝： 140，090，900円 枠連： 14，117，400円
馬連： 53，227，200円 馬単： 39，474，100円 ワイド： 36，134，300円
3連複： 78，280，300円 3連単： 137，505，600円 計： 535，807，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 370円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 440円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，180円

票 数

単勝票数 計 369772 的中 � 191086（1番人気）
複勝票数 計1400909 的中 � 1094801（1番人気）� 80604（2番人気）� 71742（3番人気）
枠連票数 計 141174 的中 （6－8） 29219（2番人気）
馬連票数 計 532272 的中 �� 74098（2番人気）
馬単票数 計 394741 的中 �� 41182（3番人気）
ワイド票数 計 361343 的中 �� 41511（2番人気）�� 59844（1番人気）�� 17284（5番人気）
3連複票数 計 782803 的中 ��� 81258（1番人気）
3連単票数 計1375056 的中 ��� 45615（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．8―12．2―11．9―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．0―46．8―59．0―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

シルバーステート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．7．11 中京2着

2013．5．2生 牡2青鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 オーバーカム号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため発走後まもなく競走中止。
※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 コパノアラジン号・ブレイブスマッシュ号

19074 7月25日 晴 稍重 （27中京3）第7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

48 サンマルアリュール 牝3栗 54 M．デムーロ相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 510－ 21：25．9 4．8�
47 パンドラズホープ 牝3黒鹿54 Z．パートン窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424＋ 41：26．11� 7．3�

（香港）

713 デストリアー 牝3鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444± 01：26．2クビ 3．2�

714 メイショウエリー 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 478－ 61：27．05 42．4�
11 マロンマロン 牝3栗 54 C．ルメール 藤田 孟司氏 松下 武士 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 21：27．1クビ 4．8�
816 ウインドマックス 牝3鹿 54 太宰 啓介福原 正博氏 高橋 亮 平取 川向高橋育

成牧場 454± 0 〃 ハナ 50．4	
23 ウェルカムワゴン 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬下河
行雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 468± 01：27．52� 63．2�
36 パンプキンパイ 牝3栗 54 松山 弘平山本 茂氏 西橋 豊治 新冠 秋田牧場 410＋ 41：27．6� 46．7�
510 メイショウラガール 牝3鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 浦河 杵臼牧場 418＋ 61：27．7クビ 564．8
815 カラフルマーメイド 牝3鹿 54 浜中 俊谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 468－101：27．8� 7．9�
612 シ ャ ル ド ン 牝3鹿 54

51 ▲義 英真�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 442－ 41：28．12 75．9�
59 ライラックローズ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444－101：28．73� 58．7�
24 エイシンラケシス 牝3鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 440＋ 81：28．8クビ 8．9�
12 ハッピーコラソン 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 428＋101：31．6大差 29．9�
611 マーガレットペスカ 牝3青鹿54 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 442± 01：31．81 420．4�
35 ヘ ラ ル ド 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿�三嶋牧場 中内田充正 浦河 三嶋牧場 426＋101：33．9大差 135．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，018，900円 複勝： 37，493，100円 枠連： 12，977，800円
馬連： 45，586，300円 馬単： 25，565，500円 ワイド： 26，484，000円
3連複： 61，753，000円 3連単： 81，607，200円 計： 314，485，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 180円 � 120円 枠 連（4－4） 1，690円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 450円 �� 270円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 9，130円

票 数

単勝票数 計 230189 的中 � 37651（3番人気）
複勝票数 計 374931 的中 � 54663（3番人気）� 45446（4番人気）� 103557（1番人気）
枠連票数 計 129778 的中 （4－4） 5936（8番人気）
馬連票数 計 455863 的中 �� 23778（6番人気）
馬単票数 計 255655 的中 �� 6734（10番人気）
ワイド票数 計 264840 的中 �� 14220（5番人気）�� 27351（1番人気）�� 16989（4番人気）
3連複票数 計 617530 的中 ��� 35111（2番人気）
3連単票数 計 816072 的中 ��� 6475（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．7―47．4―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．5
3 1（8，13）（3，15，16）2（4，11）14，6（7，12）5－（10，9） 4 1（8，13）（3，15）（4，16）6，14（7，2）（11，12）10，9，5

勝馬の
紹 介

サンマルアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．1．24 京都8着

2012．5．5生 牝3栗 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco 10戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッピーコラソン号・マーガレットペスカ号・ヘラルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成27年8月25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。
（非抽選馬） 1頭 クールレイナ号
※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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 中京競馬 第７日



19075 7月25日 晴 稍重 （27中京3）第7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

48 ロードプレステージ 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 21：54．7 9．5�
816 オメガレイノワール 牡3青鹿56 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424± 01：55．02 12．4�
714 ミュゼバトラー 牡3栗 56 M．デムーロ髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 B482＋ 21：55．21� 3．8�
815 クリノチクバオー 牡3栗 56 酒井 学栗本 守氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 508± 01：55．62� 120．1�
510 スターペスカンタ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣河野和香子氏 野中 賢二 新冠 村上 欽哉 502± 01：56．02� 15．3�
713 ネージュドール 牡3芦 56 幸 英明池江 泰郎氏 高橋 康之 むかわ 市川牧場 436＋ 41：56．1� 4．1	
59 テイエムゴーケツ 牡3鹿 56 川須 栄彦竹園 正繼氏 鈴木 孝志 えりも エクセルマネジメント 526－ 81：56．31	 31．8

611 ララクードゥリオン 牡3青鹿56 森 一馬フジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：56．4� 14．4�
36 デンコウシュク 牡3青 56 武 幸四郎田中 康弘氏 庄野 靖志 様似 中脇 一幸 436± 01：57．14 11．1�
47 ロープアドープ 牡3青鹿56 小坂 忠士 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 浦河 日進牧場 464± 01：57．3
 29．1
612 アロハカウボーイ 牡3黒鹿56 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 470± 01：57．4� 17．1�
24 メイショウクウボ 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 500± 01：58．25 160．9�
35 � ベ ラ ル デ ィ 牡3鹿 56 C．ルメール 山本 英俊氏 角居 勝彦 米 N.Y. Kitten

Foals, LLC 502＋ 61：58．62� 6．0�
11 アトラスパワー 牡3鹿 56 秋山真一郎馬目 卓氏 田所 秀孝 安平 ノーザンファーム 462－ 82：00．210 225．2�
23 ハマノマーキュリー 牡3栗 56 高倉 稜浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 430＋ 32：00．41 333．3�
12 ロードウォーリア 牡3鹿 56 Z．パートン �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか 築紫 洋 472＋ 82：02．2大差 30．4�

（香港）

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，290，400円 複勝： 33，940，000円 枠連： 14，794，500円
馬連： 43，734，300円 馬単： 23，263，900円 ワイド： 27，533，700円
3連複： 60，448，000円 3連単： 74，739，400円 計： 299，744，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 270円 � 260円 � 170円 枠 連（4－8） 3，650円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 700円 �� 750円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 47，320円

票 数

単勝票数 計 212904 的中 � 17812（4番人気）
複勝票数 計 339400 的中 � 29872（5番人気）� 31029（4番人気）� 62796（2番人気）
枠連票数 計 147945 的中 （4－8） 3138（14番人気）
馬連票数 計 437343 的中 �� 7155（20番人気）
馬単票数 計 232639 的中 �� 2315（28番人気）
ワイド票数 計 275337 的中 �� 5623（12番人気）�� 10316（5番人気）�� 9477（6番人気）
3連複票数 計 604480 的中 ��� 7661（16番人気）
3連単票数 計 747394 的中 ��� 1145（132番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．8―13．3―12．0―12．3―12．6―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．4―51．7―1：03．7―1：16．0―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
14（7，15）（2，8）（5，11）（4，13）9（10，12）－（1，16）－6，3
16（14，8）（15，13）7－（11，12）（10，5，9）2（4，6）－1＝3

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

勝馬の
紹 介

ロードプレステージ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mineshaft デビュー 2014．11．9 京都7着

2012．3．17生 牡3黒鹿 母 タ ッ チ ア ス 母母 Satin Sunrise 7戦1勝 賞金 5，980，000円
〔発走状況〕 ロープアドープ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロープアドープ号は，平成27年7月26日から平成27年8月16日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 ロードウォーリア号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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〕 ハマノマーキュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月25日まで平

地競走に出走できない。
アトラスパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月25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 メイショウメイザン号
※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。

19076 7月25日 晴 良 （27中京3）第7日 第4競走 ��
��2，200�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
2：11．5
2：10．0

良
良

35 リッチガール 牝3栗 54
51 ▲�島 克駿吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 02：14．7 56．6�
715 クリスバローズ 牡3青鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 池江 泰寿 新ひだか チャンピオンズファーム 468－ 62：14．91� 5．1�
713 カフジドラゴン 牡3栗 56 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 鎌田 正嗣 492＋ 22：15．0クビ 139．4�
510 シップーコウライ 牡3栗 56 幸 英明	嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 466＋ 42：15．21
 4．3�
24 マイネルオルデン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 2 〃 クビ 8．5�
36 サマーローズ 牝3栗 54 藤岡 佑介樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 438－ 82：15．62� 15．1	
817 サンライズフレーズ 牡3鹿 56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 442－ 42：15．7� 4．0

12 シゲルホウネンサイ 牡3鹿 56 酒井 学森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 佐々木 恵一 B548－ 22：15．8� 32．6�
612 タガノヴェリテ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 482＋ 42：15．9クビ 7．1�

611 グディーズタイガー 牡3黒鹿56 秋山真一郎田島 大史氏 中村 均 新冠 オリエント牧場 452＋ 22：16．0� 42．3
59 メモリーユニオン 牡3栗 56 藤懸 貴志�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 成隆牧場 464－ 82：16．63� 322．5�
818 メイショウセセラギ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 456－ 82：16．81� 32．3�
816 サダムジャポン 牡3黒鹿56 松山 弘平大西 定氏 松田 博資 新ひだか 神垣 道弘 416－ 82：16．9クビ 88．9�
47 アドマイヤサクセス 牡3栗 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 日高 日高大洋牧場 458－ 62：17．0� 8．8�
23 メイショウソウソウ 牝3鹿 54 中谷 雄太松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 454－ 22：17．95 298．6�
48 ヤマニントライブ 牡3栗 56 国分 優作土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 480± 02：18．0クビ 293．4�
11 ワンダーウインディ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 506－ 62：18．85 331．7�
714 セイマイスター 牡3青鹿56 北村 友一金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 B486± 02：19．22� 112．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，181，600円 複勝： 35，777，400円 枠連： 11，158，500円
馬連： 44，732，200円 馬単： 24，616，400円 ワイド： 26，382，700円
3連複： 60，676，300円 3連単： 78，746，700円 計： 305，271，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，660円 複 勝 � 2，120円 � 220円 � 4，020円 枠 連（3－7） 3，160円

馬 連 �� 18，110円 馬 単 �� 46，500円

ワ イ ド �� 5，640円 �� 58，900円 �� 11，150円

3 連 複 ��� 437，560円 3 連 単 ��� 4，077，950円

票 数

単勝票数 計 231816 的中 � 3274（11番人気）
複勝票数 計 357774 的中 � 3866（12番人気）� 55402（3番人気）� 2005（14番人気）
枠連票数 計 111585 的中 （3－7） 2735（16番人気）
馬連票数 計 447322 的中 �� 1914（39番人気）
馬単票数 計 246164 的中 �� 397（96番人気）
ワイド票数 計 263827 的中 �� 1215（39番人気）�� 115（119番人気）�� 611（60番人気）
3連複票数 計 606763 的中 ��� 104（364番人気）
3連単票数 計 787467 的中 ��� 14（2543番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―12．6―12．9―12．8―12．8―12．8―11．8―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．5―34．8―47．4―1：00．3―1：13．1―1：25．9―1：38．7―1：50．5―2：02．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．0
1
3
14＝9（5，13）（11，15）2（8，18）3（6，12）16，4－17，1，7，10
14，9，13，5，15（3，2，11）17（8，18，16）12（6，4）（1，10）7

2
4

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

勝馬の
紹 介

リッチガール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．2．8 京都8着

2012．2．29生 牝3栗 母 ゴットザビート 母母 サーティエイトゴーゴー 5戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 ワンダーウインディ号の調教師佐藤正雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

リッチガール号の騎手�島克駿は，2コーナーでの御法（内柵に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：2番）



19077 7月25日 晴 良 （27中京3）第7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

22 ワントゥワン 牝2黒鹿54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 416 ―1：23．0 2．9�
45 アンシエルワープ 牝2栃栗54 武 豊前原 敏行氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458 ―1：23．42� 3．9�
56 ベルフラワー 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：23．5� 26．8�
33 クラリティーアイズ 牝2栗 54 Z．パートン �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 442 ―1：23．6クビ 8．6�

（香港）

812 ベイビーズブレス 牝2鹿 54 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 414 ―1：24．66 16．6	

710 アンデンモント 牡2鹿 54 幸 英明 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 460 ―1：24．7クビ 11．2


813 アグネスルコリエ 牝2鹿 54 浜中 俊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 458 ―1：24．8� 63．1�
11 マルクデラポム 牝2青鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 470 ― 〃 ハナ 29．4�
69 サグラダファミリア 牝2栗 54 C．ルメール 山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 築紫 洋 448 ― 〃 クビ 13．1
57 サンマルトゥーレ 牡2芦 54

53 ☆松若 風馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 452 ―1：25．11� 82．7�
68 シゲルクロカジキ 牡2鹿 54 福永 祐一森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 福岡 駿弥 484 ―1：25．31	 53．0�
44 オールスマイル 牝2青鹿54 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460 ―1：25．4� 59．1�
711 リ ン ネ 牝2鹿 54 北村 友一下河�行雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 466 ―1：26．03� 7．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，559，300円 複勝： 35，358，100円 枠連： 11，634，100円
馬連： 42，823，700円 馬単： 25，620，200円 ワイド： 24，296，100円
3連複： 54，640，100円 3連単： 77，779，900円 計： 302，711，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 540円 枠 連（2－4） 590円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，450円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 22，930円

票 数

単勝票数 計 305593 的中 � 85080（1番人気）
複勝票数 計 353581 的中 � 85142（1番人気）� 80628（2番人気）� 10190（9番人気）
枠連票数 計 116341 的中 （2－4） 15200（1番人気）
馬連票数 計 428237 的中 �� 60573（1番人気）
馬単票数 計 256202 的中 �� 21074（1番人気）
ワイド票数 計 242961 的中 �� 28553（1番人気）�� 3916（19番人気）�� 2281（28番人気）
3連複票数 計 546401 的中 ��� 6030（22番人気）
3連単票数 計 777799 的中 ��� 2459（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．6―47．0―59．2―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．0
3 1，3－5（2，12）6，11（10，13）－9，8－（7，4） 4 1（6，3）5（10，2，12）（11，13）8，9－（7，4）

勝馬の
紹 介

ワントゥワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Falbrav 初出走

2013．3．21生 牝2黒鹿 母 ワンカラット 母母 バルドウィナ 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。

19078 7月25日 晴 良 （27中京3）第7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

46 ミカエルシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 520－101：12．9 2．0�
814 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 新冠 中央牧場 406－ 61：13．22 30．0�
610 ギ ョ イ 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 448－ 4 〃 アタマ 38．6�
813 リミットレス 牡3栗 56 �島 良太�ノースヒルズ 武田 博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－ 81：13．51� 127．8�
11 ピエノフィオレ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 442－101：13．81� 60．7�
57 メイショウボランチ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三嶋牧場 428＋ 6 〃 クビ 36．9	
69 コウユーハレワタル 牡3鹿 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 448－ 81：13．9クビ 9．0

22 スリーシスターズ 牝3黒鹿54 武 豊 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 500－ 2 〃 クビ 3．1�
45 スリーキンシャサ 牡3鹿 56 難波 剛健永井商事� 南井 克巳 青森 石田 英機 494－ 61：14．0クビ 80．2�
711 ツジスーパーサクラ 牝3芦 54 福永 祐一辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか 岡田スタツド 450－ 61：14．63� 51．0
33 パワーオブワード �3鹿 56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石ビクトリーファーム 412－181：15．02� 401．3�
712 スナークメジャー �3鹿 56

53 ▲義 英真杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 田中 裕之 464－ 61：15．21	 437．3�
58 トップオブテーラー 牡3鹿 56 浜中 俊中西 浩一氏 石橋 守 日高 北田 剛 506－101：15．62� 21．9�
34 ツ オ イ ガ ナ 牡3栗 56 M．デムーロ三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 500－ 21：16．77 7．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，238，200円 複勝： 43，413，600円 枠連： 11，342，200円
馬連： 49，213，400円 馬単： 32，469，600円 ワイド： 27，910，800円
3連複： 72，621，900円 3連単： 112，516，800円 計： 375，726，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 470円 � 680円 枠 連（4－8） 1，810円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，250円 �� 7，180円

3 連 複 ��� 16，520円 3 連 単 ��� 50，100円

票 数

単勝票数 計 262382 的中 � 104078（1番人気）
複勝票数 計 434136 的中 � 201217（1番人気）� 14191（5番人気）� 9193（9番人気）
枠連票数 計 113422 的中 （4－8） 4839（7番人気）
馬連票数 計 492134 的中 �� 15654（6番人気）
馬単票数 計 324696 的中 �� 7642（9番人気）
ワイド票数 計 279108 的中 �� 8267（8番人気）�� 5795（12番人気）�� 960（42番人気）
3連複票数 計 726219 的中 ��� 3296（41番人気）
3連単票数 計1125168 的中 ��� 1628（124番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．3―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．2―47．5―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミカエルシチー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．8 京都9着

2012．3．22生 牡3鹿 母 テンシノキセキ 母母 ビーバップアルー 5戦1勝 賞金 7，840，000円



19079 7月25日 晴 良 （27中京3）第7日 第7競走 ��2，000�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
1：58．8
1：56．1

良
良

510 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 426± 02：01．8 74．9�

48 スマートガイア 牡3鹿 56
53 ▲�島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：02．11� 9．8�

816 タガノカムイ 牡3栗 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464± 0 〃 クビ 3．8�

24 ウインハインズ 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 中村 均 新冠 三村 卓也 460＋ 42：02．63 32．2�
715 シャイニングスター 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 B484＋ 22：02．7� 16．0�
11 ミスティーフリップ 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 22：02．8� 63．4	
817 ハイエストシルバー 牡3芦 56

55 ☆松若 風馬 
社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム B520－ 82：03．01� 14．9�
612 アクアブルーハート 牝3黒鹿54 国分 優作佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 大北牧場 424± 02：03．32 175．2�
47 ナ ポ レ オ ン 牡3栗 56 武 豊前迫 義幸氏 高野 友和 新ひだか タイヘイ牧場 476＋ 62：03．4クビ 26．9
611 シゲルヒキヤマ 牡3栗 56 高倉 稜森中 蕃氏 谷 潔 浦河 惣田 英幸 498－12 〃 ハナ 540．5�
59 ヒルノリヴァプール 牡3鹿 56 福永 祐一�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 492± 02：03．5� 8．9�
12 インシグニスブルー 牝3栗 54 酒井 学 �ブルーマネジメント藤沢 則雄 新冠 川上牧場 430－ 42：03．81� 227．4�
36 キクノメドウ 牝3青鹿54 佐藤 友則菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 450＋ 2 〃 クビ 301．9�

（笠松）

714 ステージインパクト 牡3黒鹿56 秋山真一郎一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 480－142：04．12 51．5�
23 オールマイアイ 牡3鹿 56 Z．パートン吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 514± 02：04．52� 2．6�

（香港）

818 メイショウヤマザト 牡3黒鹿 56
53 ▲義 英真松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 472＋ 62：04．71� 486．4�

713 チョーハッピー 牡3栗 56 幸 英明豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 486＋ 62：07．6大差 22．6�
35 ルートヴィヒコード 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－10 （競走中止） 10．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，971，600円 複勝： 41，995，200円 枠連： 16，253，400円
馬連： 56，724，400円 馬単： 28，944，600円 ワイド： 32，131，900円
3連複： 75，618，700円 3連単： 100，603，900円 計： 380，243，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，490円 複 勝 � 1，220円 � 350円 � 180円 枠 連（4－5） 2，570円

馬 連 �� 38，420円 馬 単 �� 90，070円

ワ イ ド �� 9，250円 �� 3，280円 �� 970円

3 連 複 ��� 38，240円 3 連 単 ��� 532，390円

票 数

単勝票数 計 279716 的中 � 2986（13番人気）
複勝票数 計 419952 的中 � 7066（11番人気）� 29924（3番人気）� 78491（2番人気）
枠連票数 計 162534 的中 （4－5） 4899（12番人気）
馬連票数 計 567244 的中 �� 1144（63番人気）
馬単票数 計 289446 的中 �� 241（146番人気）
ワイド票数 計 321319 的中 �� 870（65番人気）�� 2486（33番人気）�� 8928（8番人気）
3連複票数 計 756187 的中 ��� 1483（106番人気）
3連単票数 計1006039 的中 ��� 137（1038番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―11．6―11．4―11．9―12．6―12．5―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．9―47．5―58．9―1：10．8―1：23．4―1：35．9―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3

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

2
4

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

シゲルシチフクジン �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．9．13 阪神5着

2012．4．2生 牝3黒鹿 母 シ ン バ ル Ⅱ 母母 Valdara 13戦1勝 賞金 6，550，000円
〔競走中止〕 ルートヴィヒコード号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チョーハッピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月25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または施行団体名を表示している。

19080 7月25日 晴 良 （27中京3）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

59 ブレイクアウト 牡4青鹿 57
54 ▲義 英真安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：53．7 17．9�

816 メイショウブーケ 牝4栗 55 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 462－ 21：53．8� 17．6�
12 ウインユニファイド 牡3黒鹿54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 500± 01：54．11� 55．2�
24 ワールドリースター 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－101：54．2� 27．0�
714 アドマイヤスター 牡3青鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：54．52 10．6	
23 コウエイアース 牡5鹿 57 北村 友一西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか グランド牧場 466－ 21：54．6クビ 138．9

47 カレングラスジョー 牡5栗 57 C．ルメール 鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 518± 01：54．7� 2．8�
713 サトノスーペリア 牡4黒鹿57 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 460－ 41：54．8� 6．5�
612 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 小牧 太�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416＋ 21：55．43� 126．3
11 オリハルコン 牡4黒鹿57 Z．パートン�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 クビ 7．7�

（香港）

36 シゲルエッチュウ 牡4鹿 57
56 ☆松若 風馬森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 藤沢牧場 B446－ 21：55．61	 199．7�

510 エイシンイースト 牡4黒鹿57 M．デムーロ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 三嶋牧場 486± 01：55．81	 3．8�
611
 フ ェ ン ガ リ 牡4栗 57

54 ▲�島 克駿一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 508－ 21：55．9クビ 37．9�
35 ブルースブレイカー 牡3鹿 54 武 幸四郎市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 482－ 21：56．22 35．1�
48 ヴ ェ リ テ �3栗 54 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋10 〃 ハナ 61．9�
815 セイユニコーン 牡3芦 54 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 464± 01：56．73 216．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，386，200円 複勝： 49，245，200円 枠連： 17，235，600円
馬連： 65，936，600円 馬単： 34，921，000円 ワイド： 37，585，100円
3連複： 84，042，500円 3連単： 122，705，400円 計： 447，057，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 550円 � 390円 � 1，550円 枠 連（5－8） 2，130円

馬 連 �� 10，750円 馬 単 �� 21，340円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 11，390円 �� 7，750円

3 連 複 ��� 158，370円 3 連 単 ��� 780，360円

票 数

単勝票数 計 353862 的中 � 15809（7番人気）
複勝票数 計 492452 的中 � 23904（7番人気）� 36454（5番人気）� 7661（11番人気）
枠連票数 計 172356 的中 （5－8） 6247（8番人気）
馬連票数 計 659366 的中 �� 4753（31番人気）
馬単票数 計 349210 的中 �� 1227（59番人気）
ワイド票数 計 375851 的中 �� 3918（26番人気）�� 844（67番人気）�� 1244（55番人気）
3連複票数 計 840425 的中 ��� 398（231番人気）
3連単票数 計1227054 的中 ��� 114（1203番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．4―12．5―12．4―12．5―12．8―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．6―50．1―1：02．5―1：15．0―1：27．8―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
8，9，16－15（11，14）（2，7）13（1，10）5－（3，12）6，4
8（9，16）－14（15，7，10）11，1，2（5，13）4，6，12，3

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

勝馬の
紹 介

ブレイクアウト �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．10．6 京都4着

2011．3．5生 牡4青鹿 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 21戦2勝 賞金 28，000，000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 オルナ号
（非抽選馬） 1頭 サトノロブロイ号
※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。



19081 7月25日 晴 良 （27中京3）第7日 第9競走 ��
��1，600�スポーツ報知杯中京2歳ステークス

発走14時25分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

読売新聞中部支社賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000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
1：35．8
1：32．3

良
良

79 シ ュ ウ ジ 牡2鹿 54 小牧 太安原 浩司氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 482－ 21：36．0 1．8�
33 マテラアリオン 牡2黒鹿54 Z．パートン大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 454－ 21：36．53 22．1�

（香港）

44 ウインクルサルーテ 牝2鹿 54 秋山真一郎塚本 能交氏 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 402－ 4 〃 クビ 6．6�
66 マシェリガール 牝2黒鹿54 武 豊島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 21：36．71� 7．7�
810 コウエイテンマ 牡2栗 54 松山 弘平西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 浩美 434－ 8 〃 アタマ 9．1�
22 タガノミルキー 牝2芦 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 410－ 61：37．12� 34．7	
55 マイネルボールド 牡2鹿 54 川田 将雅 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 若林牧場 432－ 61：37．2	 17．1�
11 クールゲンノスケ 牡2鹿 54 国分 優作川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 460－ 41：38．79 331．1�
811 クリノシャンボール 牡2黒鹿54 M．デムーロ栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 476－ 41：38．91
 8．6
78 � シャイニーネーム 牝2黒鹿54 佐藤 友則�ホースケア 山中 輝久 日高 下河辺牧場 438± 01：39．11� 140．8�

（笠松） （笠松）

67 カ キ ナ ダ 牡2鹿 54 国分 恭介鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新ひだか 原 達也 478－ 21：39．73� 266．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 50，038，900円 複勝： 68，305，900円 枠連： 15，501，300円
馬連： 70，934，500円 馬単： 48，095，400円 ワイド： 36，925，300円
3連複： 81，259，900円 3連単： 188，977，700円 計： 560，038，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 300円 � 160円 枠 連（3－7） 1，920円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 570円 �� 290円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 9，940円

票 数

単勝票数 計 500389 的中 � 225837（1番人気）
複勝票数 計 683059 的中 � 382189（1番人気）� 24724（7番人気）� 63980（2番人気）
枠連票数 計 155013 的中 （3－7） 6229（7番人気）
馬連票数 計 709345 的中 �� 36191（6番人気）
馬単票数 計 480954 的中 �� 18760（9番人気）
ワイド票数 計 369253 的中 �� 16062（6番人気）�� 36618（3番人気）�� 5616（19番人気）
3連複票数 計 812599 的中 ��� 22200（12番人気）
3連単票数 計1889777 的中 ��� 13777（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．6―47．9―1：00．5―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

シ ュ ウ ジ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．7．4 中京1着

2013．3．16生 牡2鹿 母 カ ス ト リ ア 母母 More Silver 2戦2勝 賞金 23，231，000円
〔発走状況〕 シャイニーネーム号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。

19082 7月25日 晴 良 （27中京3）第7日 第10競走 ��
��1，400�

ち た

知 多 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

714 ジ ル ダ 牝3鹿 52 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 416＋ 41：21．6 20．9�
36 � ホッコーアムール 牝5青 55 幸 英明矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 466＋ 8 〃 ハナ 18．9�
35 ブ リ ク ス ト 牡3黒鹿54 Z．パートン �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 5．4�

（香港）

24 ウインスプラッシュ 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 492－101：21．81	 27．0�
612 リアルヴィーナス 牝4鹿 55 秋山真一郎山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 456－ 81：21．9
 35．1	
48 スノーエンジェル 牝3芦 52 藤岡 佑介三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 440－ 8 〃 ハナ 21．3

611 ク ロ ー チ ェ �6栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508－ 41：22．0� 31．3�
815 トウショウピスト 牡3鹿 54 池添 謙一トウショウ産業� 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 482＋ 2 〃 ハナ 10．0�
23 マルカファイン 牡6栗 57 小牧 太日下部 猛氏 松永 昌博 様似 猿倉牧場 510± 01：22．1
 137．2
510 ショウナンワダチ 牡4芦 57 C．ルメール 国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 488＋10 〃 ハナ 4．8�
816 ラッフォルツァート 牝3鹿 52 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 6 〃 同着 4．6�
12 � ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 450－101：22．31	 55．3�
11 ティーエスクライ 牝3芦 52 武 豊田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 422－ 41：22．4� 11．5�
713 タガノリバレンス 牡6鹿 57 北村 友一八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 41：22．5
 25．3�
59 ピッツネイル 牝4芦 55 高倉 稜 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 500－ 71：22．92
 286．0�
47 マイネルディアベル 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 448－ 81：23．0クビ 6．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，441，700円 複勝： 73，098，800円 枠連： 31，221，400円
馬連： 127，809，800円 馬単： 54，907，900円 ワイド： 65，587，200円
3連複： 172，125，700円 3連単： 227，631，900円 計： 796，824，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 590円 � 570円 � 230円 枠 連（3－7） 2，150円

馬 連 �� 17，630円 馬 単 �� 32，700円

ワ イ ド �� 5，040円 �� 1，760円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 32，720円 3 連 単 ��� 257，060円

票 数

単勝票数 計 444417 的中 � 16987（8番人気）
複勝票数 計 730988 的中 � 29454（10番人気）� 30593（9番人気）� 99644（3番人気）
枠連票数 計 312214 的中 （3－7） 11234（10番人気）
馬連票数 計1278098 的中 �� 5618（59番人気）
馬単票数 計 549079 的中 �� 1259（111番人気）
ワイド票数 計 655872 的中 �� 3284（60番人気）�� 9668（18番人気）�� 11030（15番人気）
3連複票数 計1721257 的中 ��� 3945（121番人気）
3連単票数 計2276319 的中 ��� 642（896番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―11．6―11．5―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．1―45．7―57．2―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ル ダ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．12．7 阪神1着

2012．2．13生 牝3鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム 7戦3勝 賞金 34，396，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※ヒラボクダッシュ号は，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。追 加 記 事（第 3回中京競馬第 4日第 9競走）

〔その他〕　　トウシンムサシ号は，競走中に疾病〔肺充血〕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。



19083 7月25日 晴 良 （27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，26．7．26以降27．7．19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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 フミノファルコン 牡5黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 534－ 21：24．0 4．3�
713 サウンドアドバイス 牝5栗 52 武 豊加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 81：24．53 11．5�
12 シグナルプロシード 牡5鹿 55 C．ルメール 髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 516＋ 6 〃 クビ 7．7�
714 レッドサクセサー 牡5青鹿53 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 平取 坂東牧場 552＋ 21：24．6クビ 181．3�
36 メイショウオセアン 牡4鹿 57 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 556＋181：24．7� 4．2	
48 サクセスフェイト 牡6黒鹿55 藤岡 佑介髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 456＋ 2 〃 クビ 29．7

816� コリンブレッセ 牡6鹿 56 Z．パートン林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C

Stautberg 506＋ 41：24．8クビ 6．7�
（香港）

510 セトノミッシー 牝5鹿 52 松山 弘平難波 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 B444± 0 〃 クビ 31．6�

35 ドニカナルボーイ 牡5黒鹿56 川田 将雅廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 454－101：25．01	 7．6
24 ハギノタイクーン 牡6鹿 54 国分 優作日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：25．1クビ 16．1�
47 スマートアレンジ 牝5鹿 53 酒井 学深見 富朗氏 池添 学 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464－ 61：25．31	 23．5�
59 グランプリナイト 牡5黒鹿55 柴田 大知�グランプリ 
島 一歩 新ひだか 川端 英幸 508＋ 21：25．4クビ 74．6�
612 メイショウゾンビ 牡6鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 502＋ 61：25．5� 86．9�
11 タイセイマスタング 牡6栗 53 高倉 稜田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 542－ 41：25．81� 175．2�
611 ダンシングミッシー 牝6鹿 53 松若 風馬伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 472－101：26．22� 41．4�
23 プラントハンター 牡5黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 446－ 81：30．5大差 16．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，437，500円 複勝： 93，949，200円 枠連： 61，482，900円
馬連： 228，474，500円 馬単： 98，219，000円 ワイド： 99，873，900円
3連複： 327，074，600円 3連単： 478，244，000円 計： 1，449，755，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 370円 � 250円 枠 連（7－8） 1，270円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 780円 �� 760円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 9，130円 3 連 単 ��� 42，370円

票 数

単勝票数 計 624375 的中 � 115470（2番人気）
複勝票数 計 939492 的中 � 189372（1番人気）� 54772（6番人気）� 90054（5番人気）
枠連票数 計 614829 的中 （7－8） 37419（2番人気）
馬連票数 計2284745 的中 �� 76128（8番人気）
馬単票数 計 982190 的中 �� 17451（14番人気）
ワイド票数 計 998739 的中 �� 33772（8番人気）�� 34579（7番人気）�� 9963（31番人気）
3連複票数 計3270746 的中 ��� 26843（27番人気）
3連単票数 計4782440 的中 ��� 8182（122番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．9―12．7―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．1―46．0―58．7―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（7，16）（13，6）10（1，5）12（4，9）（2，8，11）－15，14＝3 4 7（16，13）（1，6）（5，10）12（4，9）（8，11）2，15，14＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノファルコン �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．1 阪神5着

2010．4．30生 牡5黒鹿 母 セキサンジョオウ 母母 セキサンシラオキ 28戦5勝 賞金 121，373，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラントハンター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月25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） 5頭 エリアコンプリート号・タマブラックホール号・テイクファイア号・ドリームコンサート号・ノウレッジ号
※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。

19084 7月25日 晴 良 （27中京3）第7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）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

47 セイントバローズ 牡3鹿 54 藤岡 佑介猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 472± 01：35．0 2．5�
612 ベッラレジーナ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 430－ 61：35．1� 8．2�
510 ラ ク ア ミ 牝3栗 52

51 ☆松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B446＋ 21：35．31	 23．2�
35 ナムラケンシロウ 牡5栃栗57 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 452－ 41：35．4
 62．9�
23 ブラックバード 牡3鹿 54

51 ▲�島 克駿 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 464± 0 〃 ハナ 8．2�
12 � エイシンキサナドゥ 牡4栗 57 浜中 俊	栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

526－18 〃 アタマ 13．5

48 フェルメッツァ 牡4鹿 57 Z．パートン �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 448－ 61：35．5� 4．6�
（香港）

11 � エイシンソルティー 牝4芦 55 酒井 学	栄進堂 西園 正都 米 Redmon
Farm, LLC 484－ 21：35．6
 7．1�

59 バイオレットムーン 牡5栗 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 512± 01：35．81� 342．9
36  アクロマティック �5栗 57 川須 栄彦野田 善己氏 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 438－ 61：36．11
 412．1�
611 メイショウコルノ 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 530± 0 〃 クビ 94．5�
815 ワクワクカンヲ 牡4鹿 57 M．デムーロ小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B462－ 41：36．2クビ 15．8�
816 バトルクライス 牡3鹿 54 太宰 啓介宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 西村 和夫 458＋ 21：36．41	 36．8�
713 エターナルトルース 牝5黒鹿55 松山 弘平五影 慶則氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 428＋201：36．5� 231．4�
714 サウンドバスター 牡7鹿 57

54 ▲義 英真増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 木村牧場 B488－ 4 〃 クビ 200．4�
24 アグネスキング 牡4黒鹿57 幸 英明渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 512－101：36．82 74．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，560，100円 複勝： 62，450，000円 枠連： 32，877，700円
馬連： 121，747，800円 馬単： 62，138，900円 ワイド： 57，860，500円
3連複： 167，313，400円 3連単： 270，364，500円 計： 824，312，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 260円 � 440円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 570円 �� 960円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 28，010円

票 数

単勝票数 計 495601 的中 � 154788（1番人気）
複勝票数 計 624500 的中 � 162265（1番人気）� 55758（5番人気）� 27504（8番人気）
枠連票数 計 328777 的中 （4－6） 33060（3番人気）
馬連票数 計1217478 的中 �� 66516（3番人気）
馬単票数 計 621389 的中 �� 20930（4番人気）
ワイド票数 計 578605 的中 �� 27531（4番人気）�� 15380（10番人気）�� 6215（26番人気）
3連複票数 計1673134 的中 ��� 18584（24番人気）
3連単票数 計2703645 的中 ��� 6996（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．4―59．5―1：11．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

セイントバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West デビュー 2014．11．29 京都9着

2012．4．20生 牡3鹿 母 ゴーンクレージー 母母 Nutcase 8戦2勝 賞金 20，816，000円
〔制裁〕 ラクアミ号の騎手松若風馬は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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。



（27中京3）第7日 7月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

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

188，820，000円
10，160，000円
1，320，000円
16，820，000円
69，468，000円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
431，101，600円
715，117，400円
250，596，800円
950，944，700円
498，236，500円
498，705，500円
1，295，854，400円
1，951，423，000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 6，591，979，900円

総入場人員 11，156名 （有料入場人員 10，235名）
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