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19049 7月16日 曇 良 （28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 7，500，000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

22 ブレイクアウト 牡5青鹿60 森 一馬安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490＋ 43：18．3 2．0�
55 スズカチャンプ 牡7鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 510＋ 23：18．83 71．9�
44 ニ ン ジ ャ 牡7鹿 60 熊沢 重文ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 476＋ 63：19．01� 3．5�
66 ツカサブレイブ 牡4青鹿60 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 470＋ 43：19．21� 22．6�
89 トーセンメリッサ 牝4青 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋ 23：19．62� 8．0�
11 トーアヒミコ 牝3黒鹿56 石神 深一高山ランド	 星野 忍 豊浦トーア牧場 452＋ 43：21．08 34．0

810 アンバーグリスキー 牡4鹿 60 五十嵐雄祐青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 442± 03：21．1� 15．5�
77 メモリーデシジョン �4栗 60 西谷 誠	シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 472－ 43：23．5大差 23．5�
78 タイキフロンティア 牡4黒鹿60 草野 太郎大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 468± 03：25．9大差 16．9�
33 ピースメーカー 牡5鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋263：28．7大差 10．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 13，372，200円 複勝： 24，833，600円 枠連： 7，051，100円
馬連： 25，235，100円 馬単： 17，543，000円 ワイド： 15，366，600円
3連複： 40，873，500円 3連単： 66，400，600円 計： 210，675，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 960円 � 150円 枠 連（2－5） 6，990円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 9，580円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 220円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 9，130円 3 連 単 ��� 58，210円

票 数

単勝票数 計 133722 的中 � 52974（1番人気）
複勝票数 計 248336 的中 � 150006（1番人気）� 2149（10番人気）� 25125（2番人気）
枠連票数 計 70511 的中 （2－5） 781（20番人気）
馬連票数 計 252351 的中 �� 2409（25番人気）
馬単票数 計 175430 的中 �� 1372（31番人気）
ワイド票数 計 153666 的中 �� 1380（30番人気）�� 22813（1番人気）�� 798（36番人気）
3連複票数 計 408735 的中 ��� 3354（29番人気）
3連単票数 計 664006 的中 ��� 827（180番人気）
上り 1マイル 1：49．0 4F 54．0－3F 40．3

コーナー
通過順位

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

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

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5青鹿 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 障害：2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。

19050 7月16日 小雨 良 （28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）

牝，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

714 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 500＋ 81：55．9 54．7�
48 スターリットナイト 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534± 0 〃 ハナ 6．6�
12 フ ラ ッ ク ス 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗山本 堅治氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 420＋121：56．11� 27．0�
510 オーシャンマタハリ 牝3黒鹿54 国分 恭介松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 420－ 61：56．2� 12．7�
23 エイシンウィキ 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極�栄進堂 西園 正都 浦河 三嶋牧場 502＋ 61：56．3� 5．9	
24 ワンダースニュマン 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 信行氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 480－ 41：56．4� 7．7

816 イ イ ナ ヅ ケ 牝3鹿 54 畑端 省吾大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：56．5� 2．5�
59 アークマイニング 牝3栗 54 幸 英明門野 文典氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 492－ 8 〃 クビ 9．8�
612 レ イ ナ ア ラ 牝3黒鹿54 M．デュプレシス 名古屋友豊� 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：57．03 14．2
（新）

11 モルトカリーナ 牝3黒鹿54 松山 弘平原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494－ 61：57．63� 24．2�
47 レジャンドドレ 牝3黒鹿54 酒井 学吉田 晴哉氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 502＋ 21：58．13 36．4�
611 メイショウカイヒメ 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 462－ 81：58．41� 72．1�
713 トウカイペアーナ 牝3栗 54 松田 大作内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 446－ 41：58．61 163．8�
36 ナリタマカニ 牝3鹿 54 高倉 稜�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 470＋10 〃 クビ 104．0�
815 ベッラヴィータ 牝3鹿 54 佐藤 友則前田 葉子氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 61：58．91� 305．2�
（笠松）

35 スマートアンカー 牝3芦 54
53 ☆	島 克駿トニー倶楽部 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 472－ 41：59．11 231．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，750，700円 複勝： 34，768，700円 枠連： 12，705，200円
馬連： 42，590，400円 馬単： 23，162，900円 ワイド： 28，408，500円
3連複： 64，619，300円 3連単： 81，420，600円 計： 309，426，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，470円 複 勝 � 1，180円 � 260円 � 1，040円 枠 連（4－7） 10，510円

馬 連 �� 18，270円 馬 単 �� 44，200円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 11，780円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 105，580円 3 連 単 ��� 908，150円

票 数

単勝票数 計 217507 的中 � 3179（11番人気）
複勝票数 計 347687 的中 � 7034（11番人気）� 41478（3番人気）� 8055（10番人気）
枠連票数 計 127052 的中 （4－7） 936（22番人気）
馬連票数 計 425904 的中 �� 1806（45番人気）
馬単票数 計 231629 的中 �� 393（97番人気）
ワイド票数 計 284085 的中 �� 1626（41番人気）�� 618（68番人気）�� 1679（40番人気）
3連複票数 計 646193 的中 ��� 459（191番人気）
3連単票数 計 814206 的中 ��� 65（1278番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．9―13．5―12．3―12．5―12．8―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．3―51．8―1：04．1―1：16．6―1：29．4―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウアケボノ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 メイショウホムラ デビュー 2016．2．6 京都12着

2013．3．13生 牝3鹿 母 メイショウナゴン 母母 メイショウハゴロモ 8戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 フラックス号の騎手森裕太朗は，決勝線手前で外側に斜行したことについて平成28年7月23日から平成28年7月31日まで

騎乗停止。（被害馬：9番・16番・4番）
※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 タイセイウインク号・ドゥラセア号・ヒデノホープ号
※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。

第３回 中京競馬 第５日



19051 7月16日 小雨 良 （28中京3）第5日 第3競走 ��1，200�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 4，800，000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

611 タガノシェーヴル 牡3栗 56 和田 竜二八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 426－ 21：13．3 10．7�

12 ハニーブーケ 牝3鹿 54 松田 大作�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 432± 01：13．4� 23．0�
612 オリエンタルポリス 牡3芦 56 幸 英明下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 480＋ 4 〃 クビ 8．3�
815 ユーキホープ 牡3鹿 56 小牧 太田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 和田牧場 486－ 2 〃 ハナ 2．8�
35 タガノキングパワー 牡3鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B476＋ 21：13．61� 32．6�
23 オ ク タ ゴ ン 牡3栗 56 佐藤 友則山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 対馬 正 526＋101：13．81� 4．7	

（笠松）

24 スリースピナーズ 牝3青鹿54 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434－ 2 〃 クビ 8．6


714 プリンセスノワール 牝3黒鹿 54
53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：13．9クビ 10．6�

36 シゲルクロカジキ 牡3鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 福岡 駿弥 502－ 21：14．43 203．9�
47 メイショウコッコ 牝3栗 54 太宰 啓介松本 好氏 安達 昭夫 浦河 辻 牧場 440－141：14．5クビ 54．0�
510 メイショウヒナタ 牝3青鹿54 武 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 468＋181：14．6� 10．9�
48 セイシュプリーム 牝3鹿 54 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 浦河 伏木田牧場 432－ 21：14．91� 19．4�
59 アラタマプラン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 424± 0 〃 クビ 71．7�
816 フィーリングウェル 牝3栗 54

51 ▲荻野 極�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋141：15．11� 108．9�

11 ス リ ー バ ゴ 牡3青鹿56 柴田 未崎永井商事� 坪 憲章 むかわ 新井牧場 476－ 41：15．2� 261．9�
713 シゲルスズキ 牡3栗 56

54 △義 英真森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 470－ 21：15．3� 232．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，511，500円 複勝： 29，345，600円 枠連： 13，681，700円
馬連： 42，704，600円 馬単： 22，590，800円 ワイド： 27，044，800円
3連複： 61，110，500円 3連単： 73，612，700円 計： 291，602，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 310円 � 460円 � 250円 枠 連（1－6） 3，290円

馬 連 �� 6，520円 馬 単 �� 11，140円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 930円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 68，590円

票 数

単勝票数 計 215115 的中 � 15955（6番人気）
複勝票数 計 293456 的中 � 24917（5番人気）� 15208（8番人気）� 33603（3番人気）
枠連票数 計 136817 的中 （1－6） 3214（14番人気）
馬連票数 計 427046 的中 �� 5073（26番人気）
馬単票数 計 225908 的中 �� 1520（47番人気）
ワイド票数 計 270448 的中 �� 3419（27番人気）�� 7721（9番人気）�� 4435（20番人気）
3連複票数 計 611105 的中 ��� 3436（49番人気）
3連単票数 計 736127 的中 ��� 778（247番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．5―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．4―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノシェーヴル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．1．16 京都4着

2013．3．1生 牡3栗 母 ラヴソレイユ 母母 ヴァイオレットラブ 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走状況〕 タガノキングパワー号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 シゲルカマス号
※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。

19052 7月16日 曇 良 （28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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：39．5良

22 コスモパルダ 牡7青鹿60 山本 康志 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 510＋ 63：40．4 12．2�
44 � コ ン コ ー ド 牡4鹿 60 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 528＋ 43：40．61� 3．0�
77 ヴィクトリースター 牡8鹿 60 白浜 雄造 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 470－ 23：40．81� 8．4�
66 クラウンフレイム 牡4鹿 60 北沢 伸也�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 476＋ 23：41．54 38．8�
89 クリノダイコクテン 牡5栃栗60 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 480－ 23：41．71� 6．2	
810 メイショウオヤシオ 	4栗 60 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 464＋ 43：41．8� 18．5

55 ラ ス テ ラ 牝5鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 494＋ 43：42．22� 4．0�
11 � ビットアレグロ 牡7栗 60 五十嵐雄祐礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 482－ 83：42．3
 16．4�
33 アグネスヴェルテュ 牡5鹿 60 熊沢 重文渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 480－ 43：43．25 6．0
78 テーオーゼウス 牡8黒鹿60 佐久間寛志小笹 公也氏 日吉 正和 むかわ 上水牧場 502± 03：45．5大差 76．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，783，900円 複勝： 19，911，500円 枠連： 8，280，600円
馬連： 31，102，700円 馬単： 18，560，200円 ワイド： 17，878，200円
3連複： 46，451，600円 3連単： 71，698，400円 計： 231，667，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 310円 � 150円 � 220円 枠 連（2－4） 3，020円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，070円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 49，410円

票 数

単勝票数 計 177839 的中 � 11608（6番人気）
複勝票数 計 199115 的中 � 13886（6番人気）� 41237（1番人気）� 22455（4番人気）
枠連票数 計 82806 的中 （2－4） 2120（14番人気）
馬連票数 計 311027 的中 �� 8261（14番人気）
馬単票数 計 185602 的中 �� 2055（37番人気）
ワイド票数 計 178782 的中 �� 3869（17番人気）�� 4267（16番人気）�� 6451（10番人気）
3連複票数 計 464516 的中 ��� 5615（29番人気）
3連単票数 計 716984 的中 ��� 1052（238番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．9－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモパルダ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．17 新潟1着

2009．3．27生 牡7青鹿 母 オトメノイノリ 母母 テ イ ズ リ ー 障害：6戦2勝 賞金 25，800，000円
〔制裁〕 コスモパルダ号の騎手山本康志は，2周目4号障害を外側に斜飛したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番・5番・

3番）
〔その他〕 コスモパルダ号は，各障害を外側に斜飛したことについて障害調教注意。



19053 7月16日 曇 良 （28中京3）第5日 第5競走 ��1，600�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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

56 アメリカズカップ 牡2黒鹿54 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460 ―1：36．6 2．4�
710 サマーサプライズ 牡2鹿 54 佐藤 友則吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 466 ―1：36．81� 43．9�

（笠松）

68 クレアチェイス 牝2鹿 54 M．デムーロ �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 436 ― 〃 クビ 21．1�
33 ダノンオブザイヤー 牡2青鹿54 D．ホワイト �ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 488 ―1：37．12 6．4�

（香港）

812 バ レ ー ロ 牡2黒鹿54 武 豊 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．2� 7．0	
69 エンドゲーム 牡2鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 502 ―1：37．3� 7．6

813 ガウディウム 牡2鹿 54

53 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 432 ―1：37．4クビ 33．5�
711 デッラサルーテ 牝2黒鹿54 藤岡 康太杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 436 ―1：37．5� 23．4�
45 アローシャトル 牡2鹿 54 松田 大作佐々木孝之氏 高橋 康之 浦河 木村牧場 438 ―1：37．71� 61．2
11 ルタンデュボヌール 牡2黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476 ―1：37．91� 6．0�
22 ダンツアムール 牝2青鹿54 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 日高 スマイルファーム 430 ―1：38．75 38．4�
44 ショウナンカラーズ 牡2鹿 54 酒井 学国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 446 ―1：38．91� 164．4�
57 セローフォース 牡2鹿 54 大下 智 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 藤原牧場 482 ―1：39．0クビ 173．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，420，900円 複勝： 40，463，700円 枠連： 10，682，300円
馬連： 49，050，500円 馬単： 28，267，300円 ワイド： 26，851，400円
3連複： 61，134，300円 3連単： 91，211，300円 計： 345，081，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 800円 � 510円 枠 連（5－7） 1，780円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，660円 �� 9，060円

3 連 複 ��� 41，340円 3 連 単 ��� 155，590円

票 数

単勝票数 計 374209 的中 � 125455（1番人気）
複勝票数 計 404637 的中 � 117505（1番人気）� 9550（10番人気）� 16195（7番人気）
枠連票数 計 106823 的中 （5－7） 4641（11番人気）
馬連票数 計 490505 的中 �� 7636（16番人気）
馬単票数 計 282673 的中 �� 3878（23番人気）
ワイド票数 計 268514 的中 �� 4400（15番人気）�� 4214（17番人気）�� 745（51番人気）
3連複票数 計 611343 的中 ��� 1109（94番人気）
3連単票数 計 912113 的中 ��� 425（393番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―12．3―11．8―12．0―12．1―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．7―37．0―48．8―1：00．8―1：12．9―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アメリカズカップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

2014．2．7生 牡2黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 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または施行団体名を表示している。

19054 7月16日 曇 良 （28中京3）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （ダート・左）

牝，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
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 オールスマイル 牝3青鹿54 M．デムーロ前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452－ 41：25．4 2．9�

59 シゲルメジロザメ 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 452＋ 2 〃 クビ 6．8�
24 セトノチーター 牝3栗 54 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 442＋ 61：25．71� 9．5�
12 リュウキンカ 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 406－101：25．91� 24．0�
612 オリエンタルローズ 牝3鹿 54 小牧 太山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 484－ 41：26．11 4．7�
815 ペ リ コ ー ル 牝3栗 54 畑端 省吾門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 452± 0 〃 クビ 203．3	
714 ゼ ラ ル ダ 牝3栗 54 福永 祐一幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 坪田 信作 474－ 61：26．84 15．6

35 メイショウガーデン 牝3黒鹿54 国分 優作松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 510－14 〃 ハナ 14．9�
713 サトノベリーニ 牝3栗 54 松山 弘平里見 治氏 須貝 尚介 新ひだか フジワラフアーム 430－141：27．11� 122．9�
510 フロジストン 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－ 21：27．2クビ 8．0

36 エンプレスクー 牝3黒鹿54 松若 風馬�中山牧場 奥村 豊 浦河 中山牧場 422＋ 41：27．3� 33．9�
47 サウンドダンサー 牝3鹿 54 D．ホワイト 増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 61：27．51 14．5�

（香港）

611 マヤブリリアント 牝3栗 54 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 402± 01：27．6� 61．2�
11 ナディエージダ 牝3栗 54

52 △義 英真�イクタ 加用 正 新冠 村本牧場 454＋ 41：28．02� 133．4�
816 ラインルージュ 牝3栗 54 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 456 ―1：28．74 179．5�
48 エレジェントマイン 牝3鹿 54 藤岡 康太下河�行雄氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 440＋ 41：28．8クビ 70．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，816，200円 複勝： 43，865，500円 枠連： 14，242，500円
馬連： 53，350，400円 馬単： 26，193，800円 ワイド： 32，891，900円
3連複： 79，914，000円 3連単： 90，652，100円 計： 367，926，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 180円 � 240円 枠 連（2－5） 410円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 380円 �� 550円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 9，230円

票 数

単勝票数 計 268162 的中 � 72727（1番人気）
複勝票数 計 438655 的中 � 109636（1番人気）� 59064（3番人気）� 36896（5番人気）
枠連票数 計 142425 的中 （2－5） 26670（1番人気）
馬連票数 計 533504 的中 �� 39837（2番人気）
馬単票数 計 261938 的中 �� 12653（2番人気）
ワイド票数 計 328919 的中 �� 23424（2番人気）�� 14957（4番人気）�� 11883（7番人気）
3連複票数 計 799140 的中 ��� 21573（4番人気）
3連単票数 計 906521 的中 ��� 7113（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．3―47．6―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールスマイル �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．7．25 中京12着

2013．2．22生 牝3青鹿 母 アディアフォーン 母母 ファレノプシス 10戦1勝 賞金 13，950，000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。



19055 7月16日 曇 良 （28中京3）第5日 第7競走 ��
��2，200�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 4，800，000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
2：09．9
2：09．9

良
良

36 トゥルーハート 牡3黒鹿56 秋山真一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 452＋ 22：15．9 5．8�

612 コンパッション 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース藤岡 健一 浦河 酒井牧場 476－ 22：16．0� 11．1�
11 マ リ ネ リ ス 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 42：16．31� 4．7�

12 � エイシンフィリップ 牡3鹿 56 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 愛 H. K. Ei-
shindo 468－ 62：16．4	 17．4�

23 テイエムナナヒカリ 牡3青鹿56 小牧 太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 前谷 武志 496± 02：16．5	 7．7	
35 � ゴルディオン 牡3鹿 56 国分 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 米 Buck Pond
Farm, Inc 492＋ 4 〃 アタマ 48．2


713 ウイングカイユウ 
3鹿 56 �島 良太池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 468± 02：16．6クビ 125．8�
815 ディスグラース 牝3黒鹿54 D．ホワイト �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 498＋ 8 〃 ハナ 6．9�

（香港）

714 ライペンミノル 牡3栗 56
54 △義 英真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 506± 0 〃 ハナ 11．8

24 マイネルチャンプ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 むかわ 上水牧場 484＋ 82：16．7	 13．3�

611� ジョリーザスターズ 牝3黒鹿54 福永 祐一大塚 亮一氏 斉藤 崇史 仏
Mr Marcello
Randelli, Mlle
Sonja Banziger

470－ 22：16．8	 5．0�
510 ヴァーティスブルー 牡3青鹿56 中谷 雄太 �ブルーマネジメント松下 武士 浦河 大道牧場 440± 02：17．75 87．6�
59 ジージトガンカイ 牝3栗 54 岡田 祥嗣松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 492＋102：18．65 103．3�
816� フ サ リ ア 牡3栗 56 川田 将雅一村 哲也氏 森 秀行 米 Glendalough

LLC 446＋ 42：18．92 39．6�
48 アルファヴィル 牡3芦 56

53 ▲荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B444－ 22：19．11� 76．8�
47 スピードジャンパー 牡3鹿 56 佐藤 友則�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 492－ 42：19．73	 154．9�

（笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，517，700円 複勝： 35，043，400円 枠連： 16，765，800円
馬連： 56，292，500円 馬単： 27，411，700円 ワイド： 32，284，900円
3連複： 77，049，600円 3連単： 96，999，500円 計： 366，365，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 270円 � 160円 枠 連（3－6） 970円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 560円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 34，000円

票 数

単勝票数 計 245177 的中 � 33302（3番人気）
複勝票数 計 350434 的中 � 43946（3番人気）� 28816（6番人気）� 63499（1番人気）
枠連票数 計 167658 的中 （3－6） 13260（4番人気）
馬連票数 計 562925 的中 �� 12977（16番人気）
馬単票数 計 274117 的中 �� 3931（23番人気）
ワイド票数 計 322849 的中 �� 7789（14番人気）�� 15512（2番人気）�� 7005（16番人気）
3連複票数 計 770496 的中 ��� 10774（15番人気）
3連単票数 計 969995 的中 ��� 2068（105番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．9―13．1―12．9―13．1―12．5―12．1―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．3―35．0―47．9―1：01．0―1：13．9―1：27．0―1：39．5―1：51．6―2：03．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥルーハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．1．24 中京6着

2013．3．9生 牡3黒鹿 母 スコアズビー 母母 シルバーチャリス 6戦1勝 賞金 6，100，000円
※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。

19056 7月16日 曇 良 （28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 7，500，000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
1：58．8
1：56．1

良
良

57 マイネルネーベル 牡4鹿 57 和田 竜二 �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 452－ 42：01．5 10．3�

45 � ストロングタイタン 牡3鹿 54 D．ホワイト �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 522－ 2 〃 クビ 8．8�

（香港）

710 ジャジャウマガール 牝3鹿 52 福永 祐一廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 466＋ 82：01．71	 6．1�
11 ヤマニンシルフ 牡3栗 54 小牧 太土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 432－ 42：01．91	 25．9�
44 ゴールドエッセンス 牝4鹿 55 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 422＋10 〃 ハナ 5．0	
33 ステイキングダム 牡3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 424＋ 6 〃 クビ 2．5

56 メイショウミツボシ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 468－ 22：02．0クビ 8．9�
22 
 スリーマキシマム 牡5鹿 57

55 △義 英真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 490＋ 2 〃 クビ 65．8�
812 エリタージュゲラン 牡5鹿 57

54 ▲荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 日高 白井牧場 456± 02：02．21 67．3

813 ルナーランダー 牡3栗 54 幸 英明 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 496－ 42：02．3� 12．3�

69 
 パスファインダー 牡5鹿 57 松田 大作辻 高史氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 454－ 42：03．04 147．0�
711� リ ン 牝3黒鹿52 佐藤 友則渋谷 高雄氏 山中 輝久 浦河 福岡 光夫 430± 02：04．06 299．2�

（笠松） （笠松）

68 
 エンパイアルーラー 4鹿 57 藤懸 貴志畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 534－ 52：07．7大差 104．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，542，800円 複勝： 39，811，700円 枠連： 14，823，700円
馬連： 70，891，800円 馬単： 34，055，500円 ワイド： 34，791，700円
3連複： 86，472，800円 3連単： 129，438，900円 計： 442，828，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 300円 � 290円 � 240円 枠 連（4－5） 790円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 8，990円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 750円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 50，890円

票 数

単勝票数 計 325428 的中 � 25199（6番人気）
複勝票数 計 398117 的中 � 33612（6番人気）� 34544（5番人気）� 46618（4番人気）
枠連票数 計 148237 的中 （4－5） 14502（3番人気）
馬連票数 計 708918 的中 �� 12362（19番人気）
馬単票数 計 340555 的中 �� 2841（41番人気）
ワイド票数 計 347917 的中 �� 6260（20番人気）�� 12298（10番人気）�� 8242（16番人気）
3連複票数 計 864728 的中 ��� 9921（30番人気）
3連単票数 計1294389 的中 ��� 1844（198番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．0―49．6―1：01．7―1：14．2―1：26．1―1：37．9―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルネーベル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．1．25 京都3着

2012．2．13生 牡4鹿 母 マイネレーツェル 母母 ケイアイベール 14戦3勝 賞金 27，000，000円
〔制裁〕 ヤマニンシルフ号の騎手小牧太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンパイアルーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月16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。



19057 7月16日 晴 良 （28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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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

818 ロイヤルストリート 牝4鹿 55 福永 祐一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 446＋141：20．5 3．8�
817 ナガラフラワー 牝4鹿 55 秋山真一郎長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 466－ 81：20．6� 2．8�
510 カ ジ ノ ブ ギ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 クビ 16．9�
47 ナ ー ウ ル 牝3青鹿52 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 458＋ 21：20．7� 7．6	
715 エ ル ノ ル テ 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462－ 21：20．91� 19．2

713 クラウンアイリス 牝5栗 55 太宰 啓介�クラウン 大根田裕之 大分 クラウンファーム 408－ 41：21．11� 15．7�
23 レッドカーラ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430－ 61：21．2クビ 9．7�
612	 ラ バ ニ ー ユ 牝4芦 55 武 豊前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 420＋ 2 〃 ハナ 17．7
12 ブライティアレディ 牝3青鹿52 幸 英明小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 428＋ 6 〃 アタマ 21．6�
611	 エスペランサナナ 牝5鹿 55 
島 良太江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 杵臼牧場 474＋ 21：21．41 393．1�
35 タイムレスメロディ 牝3鹿 52 中谷 雄太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 412－ 21：21．5� 32．5�
816 フィーユダムール 牝3鹿 52 和田 竜二窪田 康志氏 石坂 正 安平 追分ファーム 420－ 61：21．71� 83．5�
714 ローザルージュ 牝3黒鹿52 松若 風馬村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 482－ 4 〃 クビ 70．9�
11 アイファープリティ 牝3鹿 52 佐藤 友則中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上 悦夫 428－ 61：21．8クビ 20．1�

（笠松）

24 エスペランサルル 牝4栗 55 国分 恭介江上 幸�氏 飯田 雄三 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 416－ 41：21．9� 170．6�

36 	 アイファーハート 牝4黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 444＋ 61：22．53� 350．6�
59 ウェディングラン 牝4鹿 55 岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 434＋ 41：22．6� 330．6�
48 ブンブンブラウ 牝3鹿 52 
島 克駿三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 中田 英樹 B446－ 41：23．66 97．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，804，100円 複勝： 57，338，100円 枠連： 27，692，800円
馬連： 97，130，900円 馬単： 42，352，200円 ワイド： 51，626，200円
3連複： 137，684，400円 3連単： 174，492，000円 計： 628，120，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 140円 � 380円 枠 連（8－8） 610円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，270円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 16，420円

票 数

単勝票数 計 398041 的中 � 82633（2番人気）
複勝票数 計 573381 的中 � 101266（2番人気）� 132651（1番人気）� 27597（9番人気）
枠連票数 計 276928 的中 （8－8） 34909（1番人気）
馬連票数 計 971309 的中 �� 113268（1番人気）
馬単票数 計 423522 的中 �� 21535（2番人気）
ワイド票数 計 516262 的中 �� 53165（1番人気）�� 9524（14番人気）�� 10263（12番人気）
3連複票数 計1376844 的中 ��� 26174（6番人気）
3連単票数 計1744920 的中 ��� 7702（24番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―11．7―12．0―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．0―45．7―57．7―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルストリート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．2．28 阪神5着

2012．5．11生 牝4鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 11戦3勝 賞金 30，799，000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。

19058 7月16日 晴 良 （28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，27．7．18以降28．7．10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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

510 スマートラファエル 牡7黒鹿56 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：59．1 19．1�
713 マウントハレアカラ 牡4鹿 57．5 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 468＋ 61：59．41� 2．1�
12 キングカヌヌ 牡4芦 55 松田 大作 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B496± 0 〃 クビ 5．1�
816 デ モ ニ オ 牡5青 54 国分 恭介 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490－ 22：00．03� 77．9�
815 ディアブルーダー 	5鹿 55 幸 英明髙樽さゆり氏 高橋 義忠 日高 浜本牧場 516＋ 8 〃 クビ 11．2	
36 マイネルビクトリー 牡3鹿 53 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 466－ 42：00．1� 9．7

47 スランジバール 牡7鹿 53 武 豊�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 480－ 62：00．2� 55．8�
48 キングブレイク 牡7栗 55 国分 優作阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 520＋ 22：00．51� 100．1�
35 ディーセントワーク 牡5黒鹿54 酒井 学 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 42：00．6� 134．5
612
 セプティエーム 牡4芦 55 佐藤 友則吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

480－ 62：00．7クビ 19．2�
（笠松）

59 ガ ヤ ル ド 牡5鹿 54 中谷 雄太佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 462－ 22：00．91 43．6�
714� メジャーシップ 牡5鹿 54 高倉 稜阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 482－ 62：01．11� 24．4�
611 ティンバレス 牝4青鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：01．31� 6．4�
24 スズカアドニス 牡6栗 55 義 英真永井 宏明氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 488＋102：02．79 129．7�
23 ウォーターフレアー 牝5黒鹿52 岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 506＋ 82：02．91 75．9�
11 テーオーイージス 牡5黒鹿54 M．デュプレシス 小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 494± 02：04．6大差 61．0�

（新）
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売 得 金
単勝： 44，023，400円 複勝： 59，473，000円 枠連： 24，881，600円
馬連： 111，421，400円 馬単： 55，084，200円 ワイド： 57，778，500円
3連複： 159，667，100円 3連単： 222，812，300円 計： 735，141，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 320円 � 130円 � 180円 枠 連（5－7） 1，130円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，260円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 25，470円

票 数

単勝票数 計 440234 的中 � 18355（6番人気）
複勝票数 計 594730 的中 � 34959（6番人気）� 163231（1番人気）� 81312（3番人気）
枠連票数 計 248816 的中 （5－7） 17025（5番人気）
馬連票数 計1114214 的中 �� 54366（5番人気）
馬単票数 計 550842 的中 �� 9439（13番人気）
ワイド票数 計 577785 的中 �� 24552（5番人気）�� 10872（13番人気）�� 43206（2番人気）
3連複票数 計1596671 的中 ��� 42978（7番人気）
3連単票数 計2228123 的中 ��� 6342（67番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．5―13．3―13．1―12．8―12．3―12．7―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―29．8―43．1―56．2―1：09．0―1：21．3―1：34．0―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートラファエル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．2．25 阪神7着

2009．5．4生 牡7黒鹿 母 フラッシュウェーブ 母母 プラチナウェーブ 28戦4勝 賞金 70，019，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 テーオーイージス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 テーオーイージス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年8月16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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビートゴーズオン号
（非抽選馬） 6頭 キョウワランサー号・ステージジャンプ号・セルリアンラッシュ号・タイマツリ号・マッシヴヒーロー号・

ワースムーン号
※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。



19059 7月16日 晴 良 （28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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

68 アングライフェン 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 82：00．3 3．4�

44 ヴォルシェーブ 牡5栗 57 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 クビ 7．5�
812 エアアンセム 牡5黒鹿57 D．ホワイト �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494＋142：00．93� 3．5�

（香港）

55 スズカルパン 牡7鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 464－ 42：01．0� 8．2�
11 エーティータラント 牡6芦 57 M．デムーロ荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 498－ 2 〃 クビ 6．4�
33 サンマルホーム 牡6栗 57 小牧 太相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B450＋ 22：01．21� 84．5	
67 シ ホ ウ 牡5鹿 57 武 豊
協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 508－ 82：01．51	 6．9�
22 ポセイドンバローズ 牡6栗 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新冠 新冠橋本牧場 B476± 0 〃 ハナ 51．2�
79 レッドルーラー 牡6鹿 57 M．デュプレシス �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498＋122：01．71
 28．8

（新）

56 ジ ェ ラ ル ド �7栗 57 中谷 雄太 
キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－142：01．8	 29．5�
811� ドリームネイチヤー 牡9鹿 57 熊沢 重文中地賢次郎氏 中村 均 新ひだか 中村 和夫 440± 02：02．54 282．6�
710 ショウナンラグーン 牡5黒鹿57 松若 風馬国本 哲秀氏 国枝 栄 洞湖 レイクヴィラファーム 498＋162：02．71� 35．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 69，098，500円 複勝： 103，130，900円 枠連： 41，048，400円
馬連： 225，025，500円 馬単： 99，969，600円 ワイド： 99，378，400円
3連複： 328，633，100円 3連単： 536，840，600円 計： 1，503，125，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 220円 � 130円 枠 連（4－6） 1，130円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 580円 �� 240円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 10，630円

票 数

単勝票数 計 690985 的中 � 158789（1番人気）
複勝票数 計1031309 的中 � 223611（2番人気）� 92435（6番人気）� 227251（1番人気）
枠連票数 計 410484 的中 （4－6） 28028（5番人気）
馬連票数 計2250255 的中 �� 99559（9番人気）
馬単票数 計 999696 的中 �� 23845（15番人気）
ワイド票数 計 993784 的中 �� 40613（9番人気）�� 120590（1番人気）�� 42288（8番人気）
3連複票数 計3286331 的中 ��� 155357（4番人気）
3連単票数 計5368406 的中 ��� 36595（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．2―49．8―1：01．6―1：13．5―1：25．5―1：37．1―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アングライフェン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．7．26 中京4着

2012．4．13生 牡4鹿 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 18戦5勝 賞金 91，888，000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。

19060 7月16日 晴 良 （28中京3）第5日 第12競走 ��
��1，800�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 7，500，000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

48 ヒデノインペリアル 牡4栗 57 柴田 未崎大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 514± 01：53．2 5．6�
24 � ディープオーパス 牡3芦 54 松若 風馬深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz 492＋ 81：53．62	 15．7�
611 サウスオブボーダー 牡3鹿 54 M．デムーロ三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 452± 01：53．7	 4．5�
12 ザイディックメア 牡4鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 458± 01：53．91
 3．6�
59 ウェーブキング 牡4鹿 57 松田 大作万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 502－ 61：54．11 19．7�
816 タガノアーバニティ 牡3栗 54 国分 恭介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486＋ 21：54．41� 74．6	
510 シーサイドバウンド �5芦 57

56 ☆島 克駿 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 22．2

815 ボンナヴァン 牡3鹿 54 川田 将雅吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 528± 0 〃 同着 10．4�
612 エイシンナセル 牡4鹿 57 福永 祐一�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 482－ 41：54．5クビ 5．8
714 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57 熊沢 重文大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 474－121：54．81� 133．7�
35 アフターミー 牡3鹿 54 藤岡 康太下河�美智子氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 434＋ 21：55．33 78．2�
47 メイショウブーケ 牝5栗 55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 478＋ 81：55．4	 35．9�
36 アルコステラート 牡3鹿 54 D．ホワイト 藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 476－ 61：56．14 77．5�

（香港）

713� バイオレットフィズ 牝4黒鹿55 武 豊中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 434－ 21：56．73	 62．0�
11 エ レ メ ン ツ 牝3黒鹿52 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：57．23 17．0�
23 � メイショウハクラク 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 504＋ 21：59．3大差 191．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，797，000円 複勝： 78，160，200円 枠連： 37，007，900円
馬連： 132，981，300円 馬単： 58，392，300円 ワイド： 73，871，400円
3連複： 195，043，300円 3連単： 261，308，400円 計： 885，561，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 420円 � 190円 枠 連（2－4） 4，290円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 10，390円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 870円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 12，690円 3 連 単 ��� 77，570円

票 数

単勝票数 計 487970 的中 � 69204（3番人気）
複勝票数 計 781602 的中 � 110047（4番人気）� 39264（7番人気）� 119371（2番人気）
枠連票数 計 370079 的中 （2－4） 6684（15番人気）
馬連票数 計1329813 的中 �� 16910（25番人気）
馬単票数 計 583923 的中 �� 4213（44番人気）
ワイド票数 計 738714 的中 �� 7491（28番人気）�� 22521（7番人気）�� 9932（23番人気）
3連複票数 計1950433 的中 ��� 11522（39番人気）
3連単票数 計2613084 的中 ��� 2442（247番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．2―13．1―13．1―12．5―12．6―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．1―50．2―1：03．3―1：15．8―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒデノインペリアル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2014．11．15 福島2着

2012．3．25生 牡4栗 母 ジャックヒマワリ 母母 レディアイスキューブス 16戦3勝 賞金 50，412，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウハクラク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月16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。
（非抽選馬） 5頭 ウインユニファイド号・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・レアリゼ号
※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。



（28中京3）第5日 7月16日（土曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

200，520，000円
2，530，000円
5，940，000円
1，440，000円
20，340，000円
67，361，250円
5，610，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
397，438，900円
566，145，900円
228，863，600円
937，777，100円
453，583，500円
498，172，500円
1，338，653，500円
1，896，887，400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 6，317，522，400円

総入場人員 11，870名 （有料入場人員 10，866名）
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