
19037 7月10日 晴 重 （28中京3）第4日 第1競走 ��
��1，600�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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

44 リンクスゼロ 牡2黒鹿54 松若 風馬目谷 一幸氏 森 秀行 新冠 イワミ牧場 460－ 21：37．4 5．7�
57 クリスタルバブルス 牡2黒鹿54 武 豊 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 444－ 21：37．61� 21．2�
33 ゴールドケープ 牝2鹿 54 M．デュプレシス �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 428－ 61：37．7� 71．5�

（新）

45 ファニーフェロー 牡2黒鹿54 福永 祐一小田 吉男氏 藤原 英昭 日高 加藤牧場 448－ 21：37．91� 17．1�
68 スズカロング 牡2鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480＋ 81：38．0� 65．3�
56 マイネルブロッケン 牡2青鹿54 国分 恭介 �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 414＋ 21：38．21 9．3	
710 ドリームソルジャー 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 ディアレスト
クラブ 450＋ 2 〃 クビ 7．6


813 スティーマーレーン 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 476－ 8 〃 ハナ 13．6�
11 メルヴィンカズマ 牡2黒鹿54 川田 将雅合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470－ 41：38．3� 2．3
711 サツキユニヴァース 牝2栗 54 松山 弘平小野 博郷氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 432± 01：38．51� 11．0�
69 ブリシンガメン 牝2栗 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 456－ 8 〃 クビ 22．9�
22 ジューンリーザ 牝2鹿 54 高倉 稜吉川 潤氏 崎山 博樹 日高 出口牧場 442－ 81：38．81	 248．6�
812 テイエムアニマンテ 牡2青鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 聖心台牧場 466± 01：39．86 115．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，405，200円 複勝： 32，018，400円 枠連： 10，920，400円
馬連： 44，008，300円 馬単： 26，078，100円 ワイド： 28，842，200円
3連複： 65，633，200円 3連単： 97，456，000円 計： 328，361，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 560円 � 1，590円 枠 連（4－5） 1，110円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 6，120円 �� 13，070円

3 連 複 ��� 134，120円 3 連 単 ��� 543，500円

票 数

単勝票数 計 234052 的中 � 34371（2番人気）
複勝票数 計 320184 的中 � 61819（2番人気）� 13189（8番人気）� 4238（11番人気）
枠連票数 計 109204 的中 （4－5） 7623（5番人気）
馬連票数 計 440083 的中 �� 6675（18番人気）
馬単票数 計 260781 的中 �� 2250（32番人気）
ワイド票数 計 288422 的中 �� 3961（22番人気）�� 1207（40番人気）�� 562（57番人気）
3連複票数 計 656332 的中 ��� 367（161番人気）
3連単票数 計 974560 的中 ��� 130（784番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．1―48．5―1：01．3―1：13．2―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

リンクスゼロ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．6．12 阪神2着

2014．2．22生 牡2黒鹿 母 チ ャ メ 母母 コスモハイクラス 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出走取消馬 テソーロ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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。

19038 7月10日 晴 重 （28中京3）第4日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

11 エイシンキスミー 牝3鹿 54 M．デムーロ�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 490± 02：04．3 10．7�
35 スイフトアタック 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗�ノースヒルズ 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 514－ 42：04．4� 98．2�
611 ホットメッセージ 牡3青鹿56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 450＋ 62：04．5� 65．2�
47 フ ラ ン ド ル 牡3鹿 56 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 ハナ 1．6�
36 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 498－ 22：04．71	 3．1�
818 ピンクノオウマサン 牝3芦 54 和田 竜二石川 幸司氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 428＋ 4 〃 ハナ 29．5	
23 ヤマニンゲイナー 牡3青鹿 56

53 ▲荻野 極土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 432＋ 22：04．8� 17．2

48 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 22：05．01� 92．6�
714 トウカイバレーノ 牝3黒鹿54 国分 優作内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 440－ 6 〃 クビ 20．3�
715 ツーエムブレイヴ 牡3黒鹿56 松田 大作村上 憲政氏 本田 優 浦河 中村 雅明 486－ 42：05．21 153．7
612 マジックダイオウ 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 460－ 2 〃 クビ 281．7�
817 ダノンジェット 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣�ダノックス 高野 友和 日高 下河辺牧場 462－ 42：05．41	 277．6�
12 ゴーフォワード 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 458－ 42：05．61	 26．3�
24 ホーリーアーマー 牡3鹿 56 松山 弘平天堀 忠博氏 橋田 満 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 468－ 42：05．7� 192．9�
59 ヤマカツトップガン 牡3鹿 56 熊沢 重文�駒秀 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 478± 02：06．65 254．8�
816
 キャナルハート 牝3鹿 54 中谷 雄太�大樹ファーム 矢作 芳人 米 Mike

Abraham 466－ 82：07．13 200．7�
713 カシノマイドリーム 牝3鹿 54

52 △義 英真柏木 務氏 日吉 正和 新ひだか 上村 清志 438＋122：07．63 298．7�
510 ラッシングベル 牡3黒鹿56 酒井 学 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 434－ 42：15．9大差 150．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，025，900円 複勝： 79，333，400円 枠連： 13，569，100円
馬連： 49，793，200円 馬単： 35，260，000円 ワイド： 31，852，100円
3連複： 77，075，100円 3連単： 131，453，700円 計： 444，362，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 910円 � 3，720円 � 3，700円 枠 連（1－3） 1，280円

馬 連 �� 59，550円 馬 単 �� 91，820円

ワ イ ド �� 12，240円 �� 6，930円 �� 43，790円

3 連 複 ��� 561，220円 3 連 単 ��� 3，286，340円

票 数

単勝票数 計 260259 的中 � 19358（3番人気）
複勝票数 計 793334 的中 � 24210（4番人気）� 5553（9番人気）� 5577（8番人気）
枠連票数 計 135691 的中 （1－3） 8190（4番人気）
馬連票数 計 497932 的中 �� 648（51番人気）
馬単票数 計 352600 的中 �� 288（89番人気）
ワイド票数 計 318521 的中 �� 672（53番人気）�� 1192（35番人気）�� 187（98番人気）
3連複票数 計 770751 的中 ��� 103（291番人気）
3連単票数 計1314537 的中 ��� 29（1484番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．2―49．4―1：02．1―1：14．8―1：27．5―1：39．4―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．8
1
3

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

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

エイシンキスミー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．6．11 阪神8着

2013．4．24生 牝3鹿 母 エーシンカルメン 母母 Bohemian Lady 2戦1勝 賞金 4，800，000円
〔制裁〕 スイフトアタック号の調教師橋口慎介は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッシングベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月10日まで平地競

走に出走できない。
※トウカイバレーノ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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４日



19039 7月10日 晴 重 （28中京3）第4日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

11 キョウワエステル 牝3鹿 54 福永 祐一�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 468－ 11：12．2 39．4�
23 デルマオチョウ 牝3鹿 54 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 クビ 14．6�
12 エ タ ー ナ ル 牡3鹿 56 藤岡 康太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド B492－ 81：12．41� 39．2�
713 タイキラメール 牡3栗 56 幸 英明�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 472＋ 81：12．5� 2．2�
36 メイショウクノイチ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 438－ 21：12．71� 37．4�
611 ロ ワ ー ル 牝3栗 54 	島 良太林 進氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 412－101：12．8クビ 256．2	
35 メイショウサイジン 牝3鹿 54

52 △義 英真松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 468＋ 61：12．9
 33．8

510 ヤマニンロスター 牡3栗 56 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B480＋131：13．0
 84．5�
24 ウインフェルベール 牡3青鹿56 川田 将雅�ウイン 	島 一歩 新ひだか 藤巻 則弘 480＋ 21：13．1� 8．7
815 ボンテアトル 牝3鹿 54 田中 健吉田 修氏 福島 信晴 新ひだか タガミファーム 482－ 41：13．2クビ 11．8�
714� ジ ラ ン ド ラ 牡3栗 56 酒井 学前田 葉子氏 岡田 稲男 米 North Hills

Co. Limited B544± 01：13．3� 11．3�
612 ハートハンター 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 笹地牧場 402－ 61：14．04 276．1�
59 スーサンブルース 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 464＋ 61：14．31
 46．3�
816 ヴィクトリアマンボ 牝3青鹿54 武 豊 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 452± 01：14．4
 5．0�
48 � エイシンピカデリー 牝3栗 54 M．デムーロ平井 克彦氏 藤岡 健一 米

The Robert
and Beverly
Lewis Trust

456＋ 4 〃 アタマ 9．1�
47 ヤマイチマロン 牝3鹿 54 国分 恭介坂本 肇氏 浜田多実雄 新ひだか 有限会社石川牧場 530＋101：15．57 186．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，793，600円 複勝： 43，049，000円 枠連： 17，592，600円
馬連： 53，994，100円 馬単： 28，253，700円 ワイド： 35，102，900円
3連複： 78，865，500円 3連単： 101，701，500円 計： 387，352，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，940円 複 勝 � 1，160円 � 670円 � 960円 枠 連（1－2） 3，420円

馬 連 �� 24，470円 馬 単 �� 55，910円

ワ イ ド �� 5，920円 �� 7，360円 �� 6，080円

3 連 複 ��� 71，520円 3 連 単 ��� 508，500円

票 数

単勝票数 計 287936 的中 � 5835（11番人気）
複勝票数 計 430490 的中 � 9625（11番人気）� 17491（7番人気）� 11804（10番人気）
枠連票数 計 175926 的中 （1－2） 3979（13番人気）
馬連票数 計 539941 的中 �� 1710（52番人気）
馬単票数 計 282537 的中 �� 379（119番人気）
ワイド票数 計 351029 的中 �� 1533（52番人気）�� 1230（61番人気）�� 1491（53番人気）
3連複票数 計 788655 的中 ��� 827（162番人気）
3連単票数 計1017015 的中 ��� 145（1027番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．7―12．3―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．7―47．0―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワエステル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．2．27 阪神4着

2013．4．14生 牝3鹿 母 キョウワモンロー 母母 プティットイル 3戦1勝 賞金 5，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 ヤマイチマロン号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤマイチマロン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年9月10日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クニサキゴメスタア号・サウンドガリア号・タガノキングパワー号・ラブリーラッフル号
（非抽選馬） 2頭 ウイングカイユウ号・セイシュプリーム号

19040 7月10日 晴 重 （28中京3）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム3：17．2良

45 メイショウツガル 牡8鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 太陽牧場 478－ 63：22．4 2．0�
22 トーセンマイティ 牡5鹿 60 山本 康志島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 520－ 23：22．5� 8．5�
610 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 480± 03：22．82 87．6�
814� レッドサヴァージ 牡4青鹿60 金子 光希 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 472＋143：23．22� 24．8�
11 � フィリグラーナ 牡5栗 60 五十嵐雄祐畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新冠 村本牧場 456＋ 63：23．3� 8．5	
46 グランドデザイン 牝4黒鹿58 平沢 健治西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 444－163：23．72� 72．8

813 ヤマニンブルジョン 牡6栗 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486－ 23：23．91� 8．6�
712 ステイバーニング 牡4黒鹿60 熊沢 重文岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 466－ 23：27．5大差 31．5�
33 メイショウメイザン 牡4鹿 60 林 満明松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488＋ 63：28．24 46．2
57 � ゴールドクラウス 	5鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新ひだか 城地 和義 452－ 63：28．83� 5．0�
34 アズマタックン 牡3青鹿58 北沢 伸也東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 478＋ 23：29．43� 40．8�
711 トキノディライト 牝3黒鹿56 白浜 雄造田中 準市氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 492＋ 23：29．61� 21．4�
69 � ワンダープレジール 牡4黒鹿60 田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 444＋ 43：31．5大差 81．8�
58 シゲルヒラスズキ 牡3黒鹿58 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新ひだか 坂本 春信 438＋ 23：34．2大差 139．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，516，400円 複勝： 23，409，500円 枠連： 12，717，100円
馬連： 35，050，100円 馬単： 23，074，100円 ワイド： 22，581，200円
3連複： 54，735，900円 3連単： 85，634，000円 計： 277，718，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 290円 � 1，320円 枠 連（2－4） 1，060円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，120円 �� 11，190円

3 連 複 ��� 29，760円 3 連 単 ��� 78，780円

票 数

単勝票数 計 205164 的中 � 80644（1番人気）
複勝票数 計 234095 的中 � 80265（1番人気）� 16521（5番人気）� 2883（11番人気）
枠連票数 計 127171 的中 （2－4） 9291（4番人気）
馬連票数 計 350501 的中 �� 22731（4番人気）
馬単票数 計 230741 的中 �� 10712（6番人気）
ワイド票数 計 225812 的中 �� 12142（4番人気）�� 1789（32番人気）�� 491（67番人気）
3連複票数 計 547359 的中 ��� 1379（82番人気）
3連単票数 計 856340 的中 ��� 788（204番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 54．3－3F 40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウツガル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Mountain Cat デビュー 2010．11．27 京都1着

2008．1．25生 牡8鹿 母 フラワーキャット 母母 デヴィルインフライト 障害：5戦1勝 賞金 12，400，000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 ツカサブレイブ号



19041 7月10日 晴 重 （28中京3）第4日 第5競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

44 ジューヌエコール 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476 ―1：23．0 4．1�
33 メイショウハバネラ 牝2栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 444 ―1：23．31� 4．0�
56 スパイクナード 牝2黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426 ―1：23．72� 9．2�
812 ベルウッドカペラ 牡2青鹿54 M．デムーロ鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 458 ―1：24．01� 5．1�
55 エンジェルパルフェ 牝2鹿 54 藤岡 康太増山 武志氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 432 ― 〃 ハナ 18．8	
67 ピンクブリザード 牝2鹿 54 川田 将雅ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 クビ 5．1

11 シゲルギンギツネ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 456 ―1：24．21� 22．6�
79 フ レ ー バ ー 牝2栗 54 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：25．15 32．1�
22 メタルフリー 牡2栗 54 国分 優作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 448 ―1：25．31 150．7
811 パワーズオブテン 牡2鹿 54 田中 健�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 420 ―1：25．62 94．5�
710 ドリームズライン 牡2栗 54 松田 大作杉山 忠国氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 446 ―1：25．81� 26．8�
68 エ ド ワ ー ド 牡2栗 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 様似 富田 恭司 452 ―1：27．39 74．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，273，800円 複勝： 30，450，500円 枠連： 10，088，100円
馬連： 47，618，600円 馬単： 27，127，200円 ワイド： 24，968，600円
3連複： 59，093，200円 3連単： 89，143，500円 計： 324，763，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 140円 � 200円 枠 連（3－4） 670円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 320円 �� 560円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 6，290円

票 数

単勝票数 計 362738 的中 � 74096（2番人気）
複勝票数 計 304505 的中 � 62669（1番人気）� 58640（2番人気）� 32326（5番人気）
枠連票数 計 100881 的中 （3－4） 11661（1番人気）
馬連票数 計 476186 的中 �� 49077（1番人気）
馬単票数 計 271272 的中 �� 12255（3番人気）
ワイド票数 計 249686 的中 �� 21812（1番人気）�� 11006（7番人気）�� 9563（10番人気）
3連複票数 計 590932 的中 ��� 27193（3番人気）
3連単票数 計 891435 的中 ��� 10259（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．5―47．8―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューヌエコール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2014．3．21生 牝2鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19042 7月10日 晴 重 （28中京3）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

48 アナザープラネット 牡3鹿 56 C．ルメール 市川義美ホール
ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 478＋121：52．1 3．3�

11 トウカイエクレール 牡3鹿 56 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 472± 01：52．31� 8．1�
23 ホシルミエール �3鹿 56 和田 竜二永井冨佐子氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 456－121：53．04 62．2�
12 カフジマニッシュ 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 514－ 21：53．1クビ 5．5�
24 デューズワイルズ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �キャロットファーム 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 470－ 21：54．05 4．1	
816 メイショウセグレタ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 510 ―1：54．63� 234．2

714 モンストルコント 牡3黒鹿 56

54 △義 英真 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 500＋161：54．92 16．1�
611 イ フ リ ー ト 牡3栗 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：55．32� 7．5�
815 エンパイアバローズ 牡3鹿 56 M．デュプレシス 猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 506－ 21：55．5� 33．2

（新）

36 カントリーロード 牡3黒鹿56 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 442± 01：55．6� 18．3�
713 ベルウッドエフディ 牡3黒鹿56 幸 英明鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 436－ 21：56．23� 22．6�
510 ユウキビバワンダー �3栗 56 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 514－ 61：58．3大差 329．6�
35 イチザビーナス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 460－181：58．4� 294．0�
612 ワイルドキッド 牡3栗 56

53 ▲荻野 極林 正道氏 浜田多実雄 新ひだか 三石橋本牧場 B496＋101：59．25 224．0�
59 エイシンキララ 牝3鹿 54 松若 風馬�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 442－ 41：59．52 22．9�
47 レッドカムラッド 牡3鹿 56 松山 弘平 �東京ホースレーシング 橋田 満 浦河 杵臼牧場 486－ 62：02．2大差 98．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，717，000円 複勝： 49，559，000円 枠連： 15，853，700円
馬連： 64，618，600円 馬単： 33，064，800円 ワイド： 41，174，000円
3連複： 88，676，300円 3連単： 118，467，000円 計： 448，130，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 250円 � 1，180円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 810円 �� 3，030円 �� 5，260円

3 連 複 ��� 26，770円 3 連 単 ��� 104，480円

票 数

単勝票数 計 367170 的中 � 88799（1番人気）
複勝票数 計 495590 的中 � 97038（2番人気）� 51189（5番人気）� 8169（10番人気）
枠連票数 計 158537 的中 （1－4） 19697（1番人気）
馬連票数 計 646186 的中 �� 23401（10番人気）
馬単票数 計 330648 的中 �� 7177（12番人気）
ワイド票数 計 411740 的中 �� 13835（10番人気）�� 3425（32番人気）�� 1956（39番人気）
3連複票数 計 886763 的中 ��� 2484（73番人気）
3連単票数 計1184670 的中 ��� 822（340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．2―50．0―1：02．2―1：14．4―1：27．2―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アナザープラネット �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．3．6 中山2着

2013．4．4生 牡3鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走状況〕 エンパイアバローズ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 イチザビーナス号の騎手三津谷隼人は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：13番・14番）
〔その他〕 イチザビーナス号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イチザビーナス号・ワイルドキッド号・エイシンキララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成28年8月10日まで平地競走に出走できない。
ユウキビバワンダー号・レッドカムラッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成28年9月10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カイソクポリス号
（非抽選馬） 3頭 スマートガルーダ号・トーホウグローリー号・ミスターライジン号
※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。



19043 7月10日 晴 重 （28中京3）第4日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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

33 シ ン ダ ー ズ 牝4青鹿55 M．デムーロ 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 464＋ 21：35．2 5．7�

22 クラシックリディア 牝3黒鹿52 岩田 康誠 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430－ 41：35．41� 45．1�
56 � コパノディール 牝3黒鹿52 松山 弘平小林 祥晃氏 崎山 博樹 むかわ 市川牧場 420＋ 41：35．5クビ 20．4�
68 ミエノサクシード 牝3栗 52 秋山真一郎里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 450＋ 21：35．6� 7．7�
812 フロレットアレー 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 422－ 21：35．81� 54．6�
69 レーヌドブリエ 牝4栗 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 440± 01：36．01	 6．1	
44 カフジビーナス 牝3鹿 52 武 豊加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 404＋ 4 〃 ハナ 47．3

813 ゼーリムニル 牝3鹿 52 幸 英明一村 哲也氏 
島 一歩 日高 高山牧場 462－ 41：36．21	 15．0�
57 ラベンダーヴァレイ 牝3鹿 52 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 クビ 1．7
45 アルトゥーナ 牝5黒鹿 55

52 ▲荻野 極 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 430－ 61：36．51� 87．1�
711 クラウンドジャック 牝3栗 52 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B470－ 21：36．6� 79．2�
11 オースミハナチャン 牝3栗 52 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 474－ 61：37．34 130．9�
710� イサチルルンナ 牝4芦 55

53 △義 英真小坂 功氏 大根田裕之 新ひだか 前川 正美 464＋ 61：37．4� 215．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 38，516，400円 複勝： 68，509，200円 枠連： 16，236，500円
馬連： 72，456，500円 馬単： 43，568，400円 ワイド： 41，915，800円
3連複： 93，741，900円 3連単： 174，155，300円 計： 549，100，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 370円 � 1，410円 � 770円 枠 連（2－3） 8，570円

馬 連 �� 9，910円 馬 単 �� 18，350円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 1，760円 �� 5，380円

3 連 複 ��� 43，370円 3 連 単 ��� 273，880円

票 数

単勝票数 計 385164 的中 � 53430（2番人気）
複勝票数 計 685092 的中 � 54447（3番人気）� 11900（9番人気）� 22872（6番人気）
枠連票数 計 162365 的中 （2－3） 1468（17番人気）
馬連票数 計 724565 的中 �� 5666（20番人気）
馬単票数 計 435684 的中 �� 1780（39番人気）
ワイド票数 計 419158 的中 �� 4481（21番人気）�� 6224（16番人気）�� 1979（39番人気）
3連複票数 計 937419 的中 ��� 1621（81番人気）
3連単票数 計1741553 的中 ��� 461（426番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．0―48．0―1：00．2―1：11．7―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

シ ン ダ ー ズ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．1．24 京都1着

2012．2．12生 牝4青鹿 母 キュームレイト 母母 Honoria 13戦3勝 賞金 23，200，000円
〔制裁〕 コパノディール号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※フロレットアレー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19044 7月10日 晴 重 （28中京3）第4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 7，500，000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

612 レッドサバス 牡4黒鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 470＋ 41：52．1 6．8�
35 ダノンレーザー 牡3栗 54 C．ルメール�ダノックス 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 516± 01：52．2� 4．3�
510 キタサンコンサート 牡4芦 57 �島 良太�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B478± 01：52．83� 5．9�
48 サンライズレーヴ 牡5栗 57

55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 480± 0 〃 クビ 32．4�

59 キングラディウス 牡3栗 54 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B456－ 81：52．9� 20．0	
714 シ ュ ネ ー ル 牡5鹿 57 松山 弘平永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500－ 21：53．85 47．0

23 スマイルフォース 牡4鹿 57 高倉 稜上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 61：54．01� 82．4�
816� バ ニ ス タ ー 牡4青鹿57 松田 大作村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 508± 01：54．1クビ 170．2�
47 ルドルフィーナ 牡3青鹿54 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 470± 01：54．2� 3．4
611 ドゥドゥドゥ 牡3青鹿54 石橋 脩�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 450± 01：54．94 105．1�
36 サンライズミライ 牡3鹿 54 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 490－ 2 〃 アタマ 13．2�
815 タ イ ユ ー ル 牡4芦 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 492－14 〃 ハナ 8．9�
713 ロウアンドロウ 牡4栗 57 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 484＋ 21：55．11 108．6�
24 ナンヨーアーミー 牡3鹿 54 M．デムーロ中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 532± 01：55．2	 15．9�
12 アグネスユニコーン 牡5黒鹿 57

54 ▲森 裕太朗渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B488－161：56．26 46．1�
（15頭）

11 � キングズアフェアー 
4黒鹿57 中谷 雄太吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 508＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，048，200円 複勝： 55，174，100円 枠連： 19，795，800円
馬連： 76，699，600円 馬単： 35，110，000円 ワイド： 48，061，100円
3連複： 99，012，100円 3連単： 127，292，300円 計： 498，193，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 150円 � 170円 枠 連（3－6） 1，210円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 570円 �� 600円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 15，840円

票 数

単勝票数 差引計 370482（返還計 16773） 的中 � 43477（4番人気）
複勝票数 差引計 551741（返還計 26651） 的中 � 65649（4番人気）� 104182（1番人気）� 83727（3番人気）
枠連票数 差引計 197958（返還計 613） 的中 （3－6） 12659（5番人気）
馬連票数 差引計 766996（返還計 80643） 的中 �� 36535（4番人気）
馬単票数 差引計 351100（返還計 40877） 的中 �� 7499（11番人気）
ワイド票数 差引計 480611（返還計 58544） 的中 �� 20673（4番人気）�� 19516（5番人気）�� 38559（1番人気）
3連複票数 差引計 990121（返還計195226） 的中 ��� 31629（3番人気）
3連単票数 差引計1272923（返還計246644） 的中 ��� 5825（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．7―49．1―1：01．1―1：13．5―1：25．9―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドサバス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．27 中山3着

2012．4．30生 牡4黒鹿 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル 16戦3勝 賞金 35，340，000円
〔競走除外〕 キングズアフェアー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キングズアフェアー号は，平成28年7月11日から平成28年8月9日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エイシンファイヤー号・ジャストヴィークル号・ビバハイタッチ号・ライムチェイサー号
（非抽選馬） 2頭 ウインユニファイド号・レアリゼ号



19045 7月10日 晴 稍重 （28中京3）第4日 第9競走 ��
��1，200�

お と う ば し

尾 頭 橋 特 別
発走14時25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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

47 ウエスタンラムール 牡4黒鹿57 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 452－ 41：10．6 36．6�
24 ショコラブラン 牡4芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472＋ 21：10．7� 2．2�
816 メイショウワダイコ 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 530± 0 〃 クビ 18．2�
59 センターピース 牡4栗 57 C．ルメール 水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464－ 21：11．01� 4．8�
713 キングソング 牡6鹿 57 川田 将雅松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 438－ 6 〃 クビ 16．0�
815 ヨ シ オ 牡3鹿 54 武 豊仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462－ 21：11．1	 11．9	
611 プレシャスルージュ 牡4黒鹿57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：11．52� 19．5

510 プレフェリート 牡5鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 492± 01：11．71
 19．6�
11 ヤマニンメンヒル 牡7鹿 57 松田 大作土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 478＋101：12．02 85．7
23 � トッコディルーチェ 牡3鹿 54 丸田 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

494＋ 4 〃 クビ 23．6�
12 ディスティンダリア 牝4鹿 55 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド B458－ 41：12．21
 80．5�
48 � メイショウボンロク 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 484－20 〃 ハナ 171．4�
36 ナンゴクロックオン 牡3栗 54 柴田 未崎渡 義光氏 島 一歩 宮崎 田上 勝雄 484＋221：12．41� 178．6�
612 ヤマニンシャンデル 牝4栗 55 M．デムーロ土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458＋ 81：12．6	 6．1�
35 � トキノセレブ 牝5鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 482＋ 2 〃 ハナ 48．3�

（15頭）
714�� ディプロムソング 牡5芦 57 和田 竜二林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 502＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，440，700円 複勝： 74，604，500円 枠連： 24，906，300円
馬連： 122，922，300円 馬単： 57，204，700円 ワイド： 68，884，100円
3連複： 159，456，300円 3連単： 238，753，700円 計： 795，172，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，660円 複 勝 � 740円 � 120円 � 580円 枠 連（2－4） 2，830円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 12，110円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 7，730円 �� 980円

3 連 複 ��� 22，810円 3 連 単 ��� 187，740円

票 数

単勝票数 差引計 484407（返還計 2374） 的中 � 10582（10番人気）
複勝票数 差引計 746045（返還計 3498） 的中 � 17804（10番人気）� 259987（1番人気）� 23524（9番人気）
枠連票数 差引計 249063（返還計 335） 的中 （2－4） 6798（9番人気）
馬連票数 差引計1229223（返還計 11530） 的中 �� 22925（12番人気）
馬単票数 差引計 572047（返還計 6534） 的中 �� 3540（39番人気）
ワイド票数 差引計 688841（返還計 9502） 的中 �� 11196（15番人気）�� 2215（58番人気）�� 18653（8番人気）
3連複票数 差引計1594563（返還計 29784） 的中 ��� 5242（65番人気）
3連単票数 差引計2387537（返還計 42746） 的中 ��� 922（490番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―46．2―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンラムール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．11．2 京都7着

2012．4．26生 牡4黒鹿 母 ウエスタンクィーン 母母 ウエスタンシャープ 23戦4勝 賞金 52，785，000円
〔競走除外〕 ディプロムソング号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アイムユアドリーム号・ウォリアーズソウル号・チーフアセスメント号・マッドアバウトユー号・メイショウカフウ号・

ラピダメンテ号・ラブミークン号

19046 7月10日 晴 稍重 （28中京3）第4日 第10競走 ��
��2，200�

き そ が わ

木 曽 川 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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

56 ヤマカツライデン 牡4黒鹿57 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 536＋ 82：14．4 4．4�
22 サンライズセンス 牡4栗 57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 502－ 42：14．5� 9．3�
57 ジェネラルゴジップ 牡4青鹿57 C．ルメール �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 474＋ 42：14．6クビ 6．8�
45 サトノエトワール 牡3青鹿54 M．デュプレシス 里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム B494＋ 2 〃 アタマ 13．4�

（新）

813 エクストレミティー 牡5鹿 57 幸 英明 J．ウィルソン氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 60．3�
710 ヴ ォ ー ジ ュ 牡3青鹿54 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 496－ 62：14．7	 7．5	
33 ステイザコース 
6栗 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 62：14．8	 43．1

44 フロリダパンサー 牡5青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488＋ 22：15．01	 38．1�
11 アドマイヤツヨシ 牡6鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 22：15．21 39．6�
812 エトランドル 牡4鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 532－ 4 〃 クビ 2．8
69 ビップレボルシオン 牡5鹿 57 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 516± 0 〃 アタマ 17．4�
711 リ ノ リ オ 牡5黒鹿57 武 豊岡田 牧雄氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 508± 02：15．62	 17．7�
68 ウェーブゴールド 牡5黒鹿57 和田 竜二万波 健二氏 中尾 秀正 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 488＋ 62：16．55 153．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，435，200円 複勝： 79，102，800円 枠連： 33，154，200円
馬連： 142，544，600円 馬単： 64，091，000円 ワイド： 73，864，100円
3連複： 187，695，400円 3連単： 274，693，800円 計： 911，581，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 220円 � 200円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 520円 �� 560円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 16，660円

票 数

単勝票数 計 564352 的中 � 101081（2番人気）
複勝票数 計 791028 的中 � 149406（2番人気）� 85567（4番人気）� 96391（3番人気）
枠連票数 計 331542 的中 （2－5） 22553（4番人気）
馬連票数 計1425446 的中 �� 66866（6番人気）
馬単票数 計 640910 的中 �� 15856（9番人気）
ワイド票数 計 738641 的中 �� 37431（3番人気）�� 34548（4番人気）�� 18663（11番人気）
3連複票数 計1876954 的中 ��� 39583（9番人気）
3連単票数 計2746938 的中 ��� 11951（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．0―13．2―12．9―12．1―11．9―11．8―11．6―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．0―36．0―49．2―1：02．1―1：14．2―1：26．1―1：37．9―1：49．5―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツライデン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．6．14 阪神4着

2012．5．5生 牡4黒鹿 母 ヤマカツオーキッド 母母 ヤマカツスズラン 24戦4勝 賞金 68，340，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



19047 7月10日 晴 稍重 （28中京3）第4日 第11競走 ��
��1，400�第21回プロキオンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，27．7．11以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，27．7．10以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

814 ノ ボ バ カ ラ 牡4栗 57 M．デムーロ�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 498－101：22．1 3．3�
610� ニシケンモノノフ 牡5栗 56 岩田 康誠西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 508－ 61：22．2	 5．9�
59 キングズガード 牡5鹿 56 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 448－ 2 〃 クビ 3．6�
34 ブライトライン 牡7青 56 石橋 脩�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 532± 01：22．52 10．1�
23 グレープブランデー 牡8黒鹿58 和田 竜二 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B526＋ 21：22．6	 20．4	
58 ダノングッド 牡4栗 56 丸田 恭介�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B516＋ 4 〃 ハナ 20．3

22 カフジテイク 牡4青鹿56 幸 英明加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482－ 2 〃 ハナ 23．0�
11 ワンダーコロアール 牡7黒鹿56 福永 祐一山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 482－101：22．8� 43．5�
815 キクノストーム 牡7鹿 57 国分 恭介菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 496－ 21：23．22	 123．5
611 マルカフリート 牡10鹿 56 秋山真一郎日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 486－ 8 〃 ハナ 84．2�
713 タガノトネール �6鹿 57 松若 風馬八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 71：23．73 11．0�
47 ワイドバッハ 牡7鹿 56 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 494＋101：23．8クビ 56．1�
35 クラリティスカイ 牡4鹿 58 C．ルメール 杉山 忠国氏 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 486－10 〃 クビ 10．0�
46 ムスカテール 牡8黒鹿57 藤岡 康太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 01：23．9	 208．1�
712 ポメグラネイト 牡5栗 56 松山 弘平畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 572－101：24．0	 75．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 175，560，100円 複勝： 226，261，100円 枠連： 117，209，500円
馬連： 580，765，800円 馬単： 245，329，700円 ワイド： 255，117，200円
3連複： 898，346，900円 3連単： 1，465，693，800円 計： 3，964，284，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 340円 �� 250円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計1755601 的中 � 418255（1番人気）
複勝票数 計2262611 的中 � 475414（1番人気）� 343864（3番人気）� 464006（2番人気）
枠連票数 計1172095 的中 （6－8） 104803（3番人気）
馬連票数 計5807658 的中 �� 516008（2番人気）
馬単票数 計2453297 的中 �� 127345（3番人気）
ワイド票数 計2551172 的中 �� 188974（2番人気）�� 288453（1番人気）�� 144583（3番人気）
3連複票数 計8983469 的中 ��� 656177（1番人気）
3連単票数 計14656938 的中 ��� 235131（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．3―11．8―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．1―45．4―57．2―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ボ バ カ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．8生 牡4栗 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス 18戦5勝 賞金 131，129，000円
［他本会外：2戦1勝］

19048 7月10日 晴 稍重 （28中京3）第4日 第12競走 ��
��1，400�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
1：20．0
1：19．0

良
良

36 ノーブルルージュ 牝4黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 456＋ 21：21．6 20．0�
59 � サトノユニコーン 牡6鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 橋口 慎介 新ひだか グランド牧場 B474－ 41：21．81 9．5�
12 ダノンブライト 牡4青鹿57 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 クビ 3．8�
47 サトノプレステージ 牡6鹿 57 和田 竜二里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 508± 01：21．9	 11．0�
611 サプルマインド 牝3鹿 52 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 428＋18 〃 ハナ 3．8	
713 メイショウラバンド 牝5鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 456± 0 〃 クビ 6．2

612� ダノンロンシャン 牡5芦 57 M．デュプレシス�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム B470－ 81：22．22 60．2�

（新）

816� シ ン キ ロ ウ 牡4青鹿57 酒井 学野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 456＋ 41：22．41 62．2�
24 ゲンキチハヤブサ 
4栗 57

54 ▲荻野 極荒井 壽明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン
牧場 450－121：22．5クビ 29．5

35 クールジョーカー 牡5黒鹿57 柴田 未崎小林竜太郎氏 梅田 智之 様似 髙村 伸一 454＋ 2 〃 アタマ 116．6�
11 スマートスペクター 牡3鹿 54 武 豊大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 424＋ 2 〃 ハナ 7．0�
714 サトノワイバーン 牡3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－ 61：22．71� 27．7�
23 � スズカグランデ 
5栗 57

54 ▲三津谷隼人永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 420± 01：23．12� 213．7�
818 ラ イ ザ ン 牡5青鹿57 松若 風馬林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460± 01：23．52� 24．9�
48 � ティーエスナイン 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B444－231：23．6	 114．9�
510� パスファインダー 牡5鹿 57

55 △義 英真辻 高史氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 458± 01：24．23� 199．7�
715 ア オ リ ス ト 牡3鹿 54 藤岡 康太小田 吉男氏 安達 昭夫 日高 三城牧場 500＋ 2 〃 ハナ 65．5�
817 スズカブリザード 牡10鹿 57 松田 大作永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 500－ 21：24．3� 390．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 62，680，800円 複勝： 84，922，900円 枠連： 43，539，200円
馬連： 179，178，200円 馬単： 77，267，500円 ワイド： 86，062，100円
3連複： 236，818，400円 3連単： 367，601，300円 計： 1，138，070，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 510円 � 310円 � 170円 枠 連（3－5） 7，900円

馬 連 �� 7，910円 馬 単 �� 17，280円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，680円 �� 800円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 93，610円

票 数

単勝票数 計 626808 的中 � 25069（7番人気）
複勝票数 計 849229 的中 � 35627（8番人気）� 66270（5番人気）� 163004（1番人気）
枠連票数 計 435392 的中 （3－5） 4268（24番人気）
馬連票数 計1791782 的中 �� 17554（27番人気）
馬単票数 計 772675 的中 �� 3352（57番人気）
ワイド票数 計 860621 的中 �� 9715（22番人気）�� 12977（19番人気）�� 28831（7番人気）
3連複票数 計2368184 的中 ��� 18123（27番人気）
3連単票数 計3676013 的中 ��� 2847（281番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．1―46．0―57．6―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルルージュ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2014．6．8 阪神1着

2012．3．23生 牝4黒鹿 母 スプラッシュビート 母母 トリプルマッチ 19戦2勝 賞金 24，161，000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。
（非当選馬） 1頭 フロレットアレー号
※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。

４レース目



（28中京3）第4日 7月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

232，450，000円
2，530，000円
9，200，000円
1，760，000円
25，870，000円
68，087，500円
5，697，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
590，413，300円
846，394，400円
335，582，500円
1，469，649，900円
695，429，200円
758，425，400円
2，099，150，200円
3，272，045，900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 10，067，090，800円

総入場人員 17，177名 （有料入場人員 15，816名）
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