
19085 7月24日 曇 良 （28中京3）第8日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （ダート・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
1：12．2
1：10．2

良
不良

815 ア ー ド ラ ー 牡2鹿 54 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B452－ 61：12．9 13．6�
35 エ ッ シ ャ ー 牡2栗 54 幸 英明小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 466＋ 41：13．85 28．1�
816 メイショウミズカゼ 牡2栗 54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 450－ 21：13．9� 3．6�
510 ダブルスプリット 牡2栗 54 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 456± 01：14．11� 8．1�
11 キーメンバー 牡2鹿 54 酒井 学北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 422＋ 21：14．52	 150．5�
24 ミスミーチャン 牝2鹿 54 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 アタマ 4．1	
47 
 ル イ 牡2鹿 54 D．ホワイト 西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B506＋ 61：14．81� 5．6

（香港）

59 チェリーボンボン 牝2青鹿 54
51 ▲三津谷隼人山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 430－ 41：14．9クビ 341．7�

714 イイコトバカリ 牝2鹿 54
53 ☆�島 克駿小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 454－ 21：15．0� 15．6�

36 アドレスマッチング 牡2鹿 54 柴田 未崎大迫 基弘氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム B476－ 21：15．21	 188．4
23 カズマデプレシャン 牡2黒鹿54 福永 祐一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 466－101：15．41� 6．4�
48 キクノビエント 牡2栗 54 国分 優作菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 株式会社

RUMIファーム 468± 01：15．5クビ 231．8�
713 ガールズブランド 牝2栗 54 太宰 啓介吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 432－ 41：15．92	 135．5�
611 シゲルブルドッグ 牡2黒鹿 54

52 △義 英真森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 446± 01：16．0� 145．8�
612 シゲルウルフ 牡2黒鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 454± 01：16．21� 399．8�
12 ネガエバカナイソウ 牡2黒鹿 54

51 ▲荻野 極小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 460－ 61：16．73 187．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，001，500円 複勝： 31，342，700円 枠連： 11，624，600円
馬連： 43，043，100円 馬単： 22，832，500円 ワイド： 24，836，300円
3連複： 67，658，500円 3連単： 83，652，900円 計： 307，992，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 270円 � 520円 � 160円 枠 連（3－8） 2，510円

馬 連 �� 11，110円 馬 単 �� 20，650円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 640円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 98，610円

票 数

単勝票数 計 230015 的中 � 14276（6番人気）
複勝票数 計 313427 的中 � 27561（6番人気）� 12280（8番人気）� 67429（1番人気）
枠連票数 計 116246 的中 （3－8） 3589（12番人気）
馬連票数 計 430431 的中 �� 3002（27番人気）
馬単票数 計 228325 的中 �� 829（54番人気）
ワイド票数 計 248363 的中 �� 2590（27番人気）�� 10532（8番人気）�� 4504（18番人気）
3連複票数 計 676585 的中 ��� 4421（41番人気）
3連単票数 計 836529 的中 ��� 615（278番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．3―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．8―47．1―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ー ド ラ ー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．6．18 阪神4着

2014．5．7生 牡2鹿 母 ハイジトウショウ 母母 ターナートウショウ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウイナーズロード号・エドワード号・パワーズオブテン号・マイネルファート号・メタルソース号
※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。

19086 7月24日 曇 良 （28中京3）第8日 第2競走 ��
��1，600�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
1：32．8
1：30．7

良
良

23 ハナズレジェンド 牡3栗 56 川田 将雅広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 456＋ 81：35．0 3．5�
713 エンヴァール 牡3栗 56 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464－ 21：35．1� 1．6�
11 ロ ビ ー ナ 牝3青鹿54 M．デムーロ加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440± 01：35．63 9．1�
59 テイエムタービン 牝3鹿 54 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 448＋201：35．7クビ 179．2�
510 ラトーヌワイズ 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 464－ 21：35．8� 63．2�
816 クリノヴェルサイユ 牝3鹿 54 酒井 学栗本 博晴氏 荒川 義之 様似 様似渡辺牧場 430＋ 8 〃 クビ 167．7	
714	 ソングライティング 牝3黒鹿54 D．ホワイト 吉田 和子氏 高野 友和 米 Fares Farms,

L.L.C. 492－ 61：35．9クビ 12．3

（香港）

48 ホロスコープ 牡3鹿 56
55 ☆
島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 61：36．11 99．4�
47 パ ロ ー マ 牝3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 410－10 〃 アタマ 13．4�
611 シゲルオニカマス 牡3鹿 56 太宰 啓介森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 532＋ 21：36．52� 28．5
612 オヤマホクト 牡3鹿 56 
島 良太加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448＋101：36．6クビ 393．0�
24 ロサモスカータ 牝3鹿 54 小牧 太吉田 勝己氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 446－ 41：36．7� 128．4�
815	 キラリジェームス 牡3鹿 54 松山 弘平吉田 和美氏 池添 学 豪 Alpara Lodge B530－ 21：36．8� 115．8�
12 ファントムカフェ 牡3黒鹿56 幸 英明ライオンレースホース� 石橋 守 新ひだか タイヘイ牧場 484 ― 〃 ハナ 136．0�
36 モアナブリーズ 牝3鹿 54 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 406－ 81：36．9� 270．5�
35 パ レ ー ド 牝3鹿 54 和田 竜二下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 456± 0 〃 アタマ 122．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，100，100円 複勝： 60，040，200円 枠連： 11，311，700円
馬連： 47，661，100円 馬単： 32，035，600円 ワイド： 28，604，200円
3連複： 74，525，100円 3連単： 118，801，100円 計： 401，079，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（2－7） 210円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 140円 �� 370円 �� 330円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，760円

票 数

単勝票数 計 281001 的中 � 63059（2番人気）
複勝票数 計 600402 的中 � 80088（2番人気）� 376036（1番人気）� 35423（3番人気）
枠連票数 計 113117 的中 （2－7） 41067（1番人気）
馬連票数 計 476611 的中 �� 150656（1番人気）
馬単票数 計 320356 的中 �� 35067（2番人気）
ワイド票数 計 286042 的中 �� 69218（1番人気）�� 15813（5番人気）�� 18576（3番人気）
3連複票数 計 745251 的中 ��� 98970（1番人気）
3連単票数 計1188011 的中 ��� 31179（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．6―47．6―59．9―1：11．7―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ハナズレジェンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Moon Rocket デビュー 2016．2．14 京都2着

2013．4．5生 牡3栗 母 ムーンライトゼファー 母母 Zephyr’s Test 4戦1勝 賞金 10，500，000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 エイシンジンセイ号
※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。

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８日



19087 7月24日 曇 良 （28中京3）第8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

24 シルバーメール 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 428－ 21：12．6 3．1�
12 アーリードライヴ 牝3芦 54 中谷 雄太 �シルクレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B472＋ 41：13．02� 79．7�
23 ショーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 468－ 61：13．1� 7．9�
611 デルマオチョウ 牝3鹿 54 福永 祐一浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 462＋ 21：13．2� 5．2�
47 シ ー オ ー ク 牝3栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 464＋ 41：13．41� 8．4�
11 メイショウトヅガワ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 湯窪 幸雄 日高 高柳 隆男 478± 01：13．5� 247．8	
48 ワンダーフェリス 牝3黒鹿 54

51 ▲荻野 極山本 信行氏 渡辺 薫彦 新ひだか 城地 清満 474－ 21：13．6� 28．4

713 ホッコーフウガ 牡3鹿 56 国分 優作矢部 道晃氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム 474－10 〃 ハナ 61．7�
612 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 B480＋ 4 〃 ハナ 13．5�
510 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 478－ 2 〃 ハナ 18．9
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± 01：13．81� 10．1�
816 アドマイヤフィズ 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492± 01：14．12 32．4�
714 エ タ ー ナ ル 牡3鹿 56 M．デムーロ三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド B492± 0 〃 ハナ 7．3�
35 シゲルオニアジ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 三好牧場 474＋ 81：14．2� 253．7�
36 タマモペンライト 牝3鹿 54 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 454＋ 2 〃 ハナ 52．8�
59 アグネスソワレ 牝3栗 54 M．デュプレシス 渡辺公美子氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 480± 01：18．3大差 80．7�

（新）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，802，800円 複勝： 42，496，900円 枠連： 15，436，200円
馬連： 51，321，500円 馬単： 25，287，800円 ワイド： 36，847，700円
3連複： 87，009，500円 3連単： 96，772，400円 計： 381，974，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 1，480円 � 270円 枠 連（1－2） 7，830円

馬 連 �� 17，760円 馬 単 �� 27，210円

ワ イ ド �� 5，120円 �� 570円 �� 8，200円

3 連 複 ��� 36，930円 3 連 単 ��� 170，290円

票 数

単勝票数 計 268028 的中 � 68824（1番人気）
複勝票数 計 424969 的中 � 81647（1番人気）� 5638（13番人気）� 40524（4番人気）
枠連票数 計 154362 的中 （1－2） 1527（20番人気）
馬連票数 計 513215 的中 �� 2239（50番人気）
馬単票数 計 252878 的中 �� 697（89番人気）
ワイド票数 計 368477 的中 �� 1780（50番人気）�� 18056（2番人気）�� 1104（67番人気）
3連複票数 計 870095 的中 ��� 1767（116番人気）
3連単票数 計 967724 的中 ��� 412（564番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．3―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．9―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーメール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2015．7．18 中京12着

2013．3．9生 牝3鹿 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast 7戦1勝 賞金 10，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスソワレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月24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。
（非抽選馬） 4頭 アンバーナイト号・エイシンシエル号・シゲルカマス号・テイエムダグラス号
※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。

19088 7月24日 曇 良 （28中京3）第8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

711 エッケザックス �4鹿 60 浜野谷憲尚 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442＋ 83：16．7レコード 42．1�
22 クリノイザナミ 牝5青 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 450＋ 83：18．08 81．8�
56 タカノハーバー 牡6青鹿60 西谷 誠山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 484－ 63：18．53 3．6�
710 タマモトッププレイ 牡7黒鹿60 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 500± 03：18．82 3．4�
11 ルートヴィヒコード 牡4鹿 60 白浜 雄造�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 472± 03：19．12 3．3	
44 グッドカフェ �8青鹿60 中村 将之杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 484－ 43：19．52� 8．3

33 チョウゴキゲン 牡4黒鹿60 佐久間寛志丸山 隆雄氏 日吉 正和 新冠 武田牧場 524－ 63：21．4大差 56．7�
812� ビービーボイジャー 牡6栗 60 山本 康志�坂東牧場 田中 剛 浦河 金成吉田牧場 506＋ 63：21．5� 45．8�
45 ウインネオルーラー 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 482＋ 43：22．35 8．6
57 シゲルババチャン 牝3鹿 56 小野寺祐太森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 450＋ 23：23．79 85．6�
69 オビーディエント 牡7黒鹿60 林 満明�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 464－123：23．8� 25．7�
813 サウンドギャツビー 牡4黒鹿60 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 494－ 23：24．65 65．5�
68 ムラングシャンティ 牝4芦 58 北沢 伸也三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 岡田牧場 474－ 4 （競走中止） 112．7�
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売 得 金
単勝： 17，287，500円 複勝： 18，903，500円 枠連： 10，158，400円
馬連： 32，749，600円 馬単： 22，012，200円 ワイド： 19，151，100円
3連複： 54，999，000円 3連単： 85，960，000円 計： 261，221，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，210円 複 勝 � 910円 � 1，320円 � 170円 枠 連（2－7） 10，880円

馬 連 �� 102，750円 馬 単 �� 208，970円

ワ イ ド �� 14，920円 �� 2，620円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 79，470円 3 連 単 ��� 890，300円

票 数

単勝票数 計 172875 的中 � 3285（7番人気）
複勝票数 計 189035 的中 � 4521（9番人気）� 3023（12番人気）� 40614（2番人気）
枠連票数 計 101584 的中 （2－7） 723（25番人気）
馬連票数 計 327496 的中 �� 247（67番人気）
馬単票数 計 220122 的中 �� 79（131番人気）
ワイド票数 計 191511 的中 �� 326（68番人気）�� 1903（24番人気）�� 1939（22番人気）
3連複票数 計 549990 的中 ��� 519（133番人気）
3連単票数 計 859600 的中 ��� 70（927番人気）
上り 1マイル 1：45．4 4F 53．1－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エッケザックス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2014．8．3 新潟5着

2012．5．9生 �4鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走中止〕 ムラングシャンティ号は，競走中に異常歩様となったため2周目6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ムラングシャンティ号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。



19089 7月24日 曇 良 （28中京3）第8日 第5競走 ��1，600�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
1：34．7
1：32．3

稍重
良

815 クライムメジャー 牡2栗 54 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 498 ―1：35．6 2．9�
12 アドマイヤミヤビ 牝2芦 54 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486 ―1：35．81� 3．7�
611 ピスカデーラ 牝2鹿 54 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 450 ―1：36．12 5．9�
48 ソーグリッタリング 牡2鹿 54 D．ホワイト �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480 ―1：36．52� 7．0�

（香港）

11 タガノブルゴーニュ 牡2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 奥村 豊 浦河 大北牧場 476 ―1：36．92� 72．3	
612 サトノマサムネ 牡2鹿 54 和田 竜二里見 治氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 458 ―1：37．11� 13．2

510 ラピッドシップ 牡2黒鹿54 福永 祐一飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：37．2クビ 24．1�
36 エジステンツァ 牡2鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―1：37．52 20．0�
713 タガノグルナ 牡2鹿 54 幸 英明八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486 ―1：37．71� 85．7
714 サクラヴァンガード 牡2鹿 54 酒井 学�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 514 ―1：38．23 240．7�
47 メザセテッペン 牡2栗 54 高倉 稜西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 462 ―1：38．73 265．4�
23 ナムラスパルタクス 牡2黒鹿54 太宰 啓介奈村 信重氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム 456 ―1：38．8� 213．9�
24 コウエイダリア 牝2黒鹿54 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 468 ―1：39．22� 115．7�
35 ユキエファルコン 牡2黒鹿54 松若 風馬平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 466 ― 〃 ハナ 151．6�
59 カシノスターダスト �2黒鹿54 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 日高 白瀬 盛雄 470 ―1：39．41� 308．0�
816 メイショウカリン 牝2鹿 54 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 472 ―1：39．82� 22．8�
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売 得 金
単勝： 39，035，800円 複勝： 36，940，200円 枠連： 14，381，300円
馬連： 54，304，000円 馬単： 30，589，200円 ワイド： 29，434，100円
3連複： 71，449，500円 3連単： 98，388，800円 計： 374，522，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（1－8） 490円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 240円 �� 370円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 390358 的中 � 111175（1番人気）
複勝票数 計 369402 的中 � 84898（1番人気）� 67290（2番人気）� 58736（3番人気）
枠連票数 計 143813 的中 （1－8） 22392（1番人気）
馬連票数 計 543040 的中 �� 83458（1番人気）
馬単票数 計 305892 的中 �� 24756（1番人気）
ワイド票数 計 294341 的中 �� 34785（1番人気）�� 19293（2番人気）�� 15819（4番人気）
3連複票数 計 714495 的中 ��� 44887（2番人気）
3連単票数 計 983888 的中 ��� 17356（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．3―12．5―12．2―11．5―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．4―48．9―1：01．1―1：12．6―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

クライムメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2014．3．31生 牡2栗 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タガノオマケ号
※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。

19090 7月24日 曇 良 （28中京3）第8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

69 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 468－ 41：53．8 2．7�
711 モンストルコント 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 490－101：54．54 5．1�
814 リリーシューター 牡3鹿 56 和田 竜二土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496＋ 41：54．6� 2．1�
22 クリノプラハ 牡3鹿 56 藤岡 康太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 536－121：55．34 15．3�
58 スリーベアハート 牡3鹿 56 国分 優作永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 B476－ 21：55．51 298．3	
610 キクノテソロ 牡3鹿 56 松山 弘平菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 476－ 41：55．71� 186．1

45 リベランジェロ 牡3鹿 56 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 宮内牧場 516－ 61：55．8クビ 74．1�
33 ノボリクラウン 牡3黒鹿56 酒井 学原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 444± 01：56．22� 83．3�
712 スマートガルーダ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿大川 徹氏 松田 国英 新冠 秋田牧場 B478± 01：56．3� 39．7
11 メイショウユキンコ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日東牧場 432－ 4 〃 ハナ 122．1�
34 オ ー パ 	3鹿 56 岡田 祥嗣馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム B492－ 8 〃 ハナ 14．8�
46 スズカコメット 牡3黒鹿56 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 478－181：56．72� 317．1�
57 ロマンチックドラマ 牝3鹿 54

52 △義 英真吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 460＋281：57．23 157．2�
813 ロードデスティニー 牡3鹿 56 松若 風馬 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 惣田 英幸 496＋102：21．1大差 74．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，228，800円 複勝： 41，100，500円 枠連： 11，917，300円
馬連： 49，583，100円 馬単： 31，844，300円 ワイド： 28，752，500円
3連複： 72，041，000円 3連単： 126，934，800円 計： 390，402，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 250円 �� 140円 �� 200円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 282288 的中 � 80858（2番人気）
複勝票数 計 411005 的中 � 73765（2番人気）� 39661（3番人気）� 194038（1番人気）
枠連票数 計 119173 的中 （6－7） 11873（3番人気）
馬連票数 計 495831 的中 �� 46482（3番人気）
馬単票数 計 318443 的中 �� 16177（5番人気）
ワイド票数 計 287525 的中 �� 24188（3番人気）�� 66716（1番人気）�� 33926（2番人気）
3連複票数 計 720410 的中 ��� 154577（1番人気）
3連単票数 計1269348 的中 ��� 33141（7番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．2―12．8―12．4―12．4―12．9―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．9―50．7―1：03．1―1：15．5―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4F50．7―3F38．3
1
3
9，11（3，13）4（12，14）（2，7）－5，8（1，6）10
9，2（11，14）5，3－（12，8）（4，13）（7，6）1，10

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

勝馬の
紹 介

トウカイエクレール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．11．22 京都10着

2013．3．25生 牡3鹿 母 トウカイウェーブ 母母 トウカイパステル 11戦1勝 賞金 12，980，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードデスティニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月24日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 メイショウオルソ号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）



19091 7月24日 曇 良 （28中京3）第8日 第7競走 ��2，000�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
1：58．4
1：56．1

良
良

22 ヴ ィ ブ ロ ス 牝3青 52 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414＋ 82：00．5 6．7�
58 アオイプリンセス 牝3鹿 52 藤岡 康太新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 436＋ 22：01．24 6．3�
57 アルケミスト 牝3鹿 52

50 △義 英真�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 422＋ 22：01．52 25．0�
610 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 464＋ 2 〃 クビ 41．9�
711 グランディフローラ 牝4鹿 55 C．ルメール �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 478＋ 62：01．92� 1．7�
45 アイファープリティ 牝3鹿 52 和田 竜二中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 434＋ 62：02．0クビ 43．9	
46 � ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 472± 0 〃 クビ 180．1

69 ライトファンタジア 牝4栗 55 川田 将雅吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：02．42� 10．3�
814 デルマオギン 牝3鹿 52 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 クビ 15．6�
33 � イ ト ハ ユ リ 牝5芦 55

52 ▲荻野 極田畑 憲士氏 庄野 靖志 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B474－ 42：02．5クビ 158．2

34 � サンレイフレンチ 牝5栗 55 �島 良太永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 420± 02：02．71 294．5�
11 エ マ ノ ン 牝3黒鹿52 武 豊丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496＋142：02．91 9．2�
712 ブルーオリエント 牝3鹿 52

51 ☆�島 克駿桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 B464＋122：03．32� 160．7�
813� アグリナデシコ 牝5黒鹿55 藤懸 貴志アグリRC 柴田 光陽 浦河 グランデファーム 438＋ 22：03．51 576．2�
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売 得 金
単勝： 36，593，500円 複勝： 58，798，100円 枠連： 13，988，600円
馬連： 65，508，100円 馬単： 39，757，200円 ワイド： 37，771，900円
3連複： 96，912，300円 3連単： 153，350，700円 計： 502，680，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 330円 � 260円 � 730円 枠 連（2－5） 1，890円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，280円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 10，850円 3 連 単 ��� 49，020円

票 数

単勝票数 計 365935 的中 � 43376（3番人気）
複勝票数 計 587981 的中 � 48651（4番人気）� 64218（2番人気）� 18469（7番人気）
枠連票数 計 139886 的中 （2－5） 5735（6番人気）
馬連票数 計 655081 的中 �� 23857（7番人気）
馬単票数 計 397572 的中 �� 6719（13番人気）
ワイド票数 計 377719 的中 �� 13863（6番人気）�� 4146（20番人気）�� 5734（19番人気）
3連複票数 計 969123 的中 ��� 6697（35番人気）
3連単票数 計1533507 的中 ��� 2268（142番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．3―12．0―12．1―12．1―12．4―11．9―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―36．6―48．6―1：00．7―1：12．8―1：25．2―1：37．1―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ブ ロ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．10．24 京都2着

2013．4．9生 牝3青 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 5戦2勝 賞金 15，300，000円

19092 7月24日 曇 良 （28中京3）第8日 第8競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

36 � カフジオリオン 牡4鹿 57 福永 祐一加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 470－ 61：23．7 9．6�

714 ラインシュナイダー 牡4鹿 57 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 470＋ 41：24．02 1．6�
12 	 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± 0 〃 クビ 6．5�
24 	 タイキレガトゥス 牡4栗 57 国分 優作�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B466± 01：24．53 26．0�
612 コンクエストシチー 牡4栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 472＋ 21：24．6
 200．3	
11 ビタミンエース 牡5鹿 57 松田 大作村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 512－ 2 〃 クビ 66．3

23 エイシンファイヤー 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 496＋ 21：24．91� 67．1�
815 シルバーソード 牡4鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 21：25．53
 37．3�
59 メイショウヤギリ 牡4黒鹿 57

56 ☆�島 克駿松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 478± 01：25．6
 166．1
47 フミノミニスター 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 496－121：26．34 73．0�
816	 ライブリヘイロー 牝6鹿 55 岡田 祥嗣加藤 哲郎氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 492＋ 61：26．83 269．9�
510	 ワンダージェニアル 牡7鹿 57

54 ▲荻野 極山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 522－ 31：26．9クビ 402．0�
35 	 ケンブリッジゼウス 牡4栗 57 藤岡 康太中西 宏彰氏 大久保龍志 新冠 川上牧場 550＋ 8 〃 クビ 7．2�
48 エミネントレコード 牡5鹿 57 幸 英明�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B486＋ 8 〃 アタマ 14．8�
611� ワンダフルラスター 牡4鹿 57 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift

Farm LLC 514＋ 2 〃 アタマ 29．1�
713 シゲルサンマ 牡3黒鹿 54

52 △義 英真森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 520－141：27．11
 107．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，993，600円 複勝： 96，531，900円 枠連： 19，030，300円
馬連： 80，422，900円 馬単： 45，716，200円 ワイド： 46，243，600円
3連複： 112，700，300円 3連単： 177，348，600円 計： 615，987，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 200円 � 110円 � 150円 枠 連（3－7） 330円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 330円 �� 690円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 11，110円

票 数

単勝票数 計 379936 的中 � 31387（4番人気）
複勝票数 計 965319 的中 � 43278（5番人気）� 643913（1番人気）� 69997（2番人気）
枠連票数 計 190303 的中 （3－7） 44435（1番人気）
馬連票数 計 804229 的中 �� 79757（3番人気）
馬単票数 計 457162 的中 �� 15798（9番人気）
ワイド票数 計 462436 的中 �� 36066（3番人気）�� 14929（7番人気）�� 55758（1番人気）
3連複票数 計1127003 的中 ��� 62321（2番人気）
3連単票数 計1773486 的中 ��� 11570（31番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―12．1―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．1―46．2―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフジオリオン �
�
父 Pulpit �

�
母父 Rahy デビュー 2014．9．21 阪神4着

2012．5．22生 牡4鹿 母 Patti O’Rahy 母母 Fun House 17戦2勝 賞金 26，220，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 シゲルサンマ号の調教師飯田祐史は，馬場入場時に同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて戒告。
ビタミンエース号の騎手松田大作は，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50，000円。（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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アイファーサラオー号・ウォーターメアヌイ号・サンライズフレンチ号
（非抽選馬） 1頭 ニホンピロヘーゼル号



19093 7月24日 曇 良 （28中京3）第8日 第9競走 ��
��2，200�

あ つ み

渥 美 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

55 トーセンバジル 牡4黒鹿57 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478－ 22：13．6 2．2�
22 サンデーウィザード 牡4鹿 57 C．ルメール 巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 2．9�
89 � リッチーリッチー 牡3栗 54 D．ホワイト �ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery 504－ 4 〃 ハナ 4．9�

（香港）

88 コートオブアームズ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458－ 22：14．45 9．2	
77 オリハルコン 牡5黒鹿57 藤岡 康太�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524－ 62：14．93 13．4

66 ダブルイーグル 牡8鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480± 02：15．0クビ 34．6�
11 ヒルノマレット 牡4黒鹿57 松山 弘平�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 506± 02：16．06 29．1�
33 ダンツエイコウ 牡3鹿 54 	島 克駿山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 466± 02：16．63
 67．3
44 ウルトラバロック 牡3鹿 54 M．デュプレシス�G1レーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 488± 02：17．66 82．6�

（新）

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，414，000円 複勝： 39，919，600円 枠連： 14，684，900円
馬連： 72，529，800円 馬単： 45，942，900円 ワイド： 37，610，500円
3連複： 100，712，200円 3連単： 246，101，800円 計： 597，915，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（2－5） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 140円 �� 230円 �� 240円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，160円

票 数

単勝票数 計 404140 的中 � 142266（1番人気）
複勝票数 計 399196 的中 � 106640（1番人気）� 104974（2番人気）� 60545（3番人気）
枠連票数 計 146849 的中 （2－5） 44824（1番人気）
馬連票数 計 725298 的中 �� 207029（1番人気）
馬単票数 計 459429 的中 �� 73962（1番人気）
ワイド票数 計 376105 的中 �� 85270（1番人気）�� 35365（2番人気）�� 34932（3番人気）
3連複票数 計1007122 的中 ��� 188036（1番人気）
3連単票数 計2461018 的中 ��� 152868（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．0―13．1―12．7―12．4―12．1―11．7―11．3―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．7―36．7―49．8―1：02．5―1：14．9―1：27．0―1：38．7―1：50．0―2：01．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンバジル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．29 阪神2着

2012．3．1生 牡4黒鹿 母 ケアレスウィスパー 母母 エヴリウィスパー 10戦3勝 賞金 59，445，000円
※出走取消馬 フリーフォール号（疾病〔右寛跛行〕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。

19094 7月24日 曇 良 （28中京3）第8日 第10競走 ��
��1，400�

こ う ら ん け い

香 嵐 渓 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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
1：21．9
1：21．5

良
不良

22 プレスティージオ 牡3栗 54 幸 英明奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 470＋ 41：23．6 11．7�
34 ツーエムマイスター 牡4黒鹿57 松山 弘平水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456－ 41：24．13 6．4�
47 アナザーバージョン �5鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：24．2	 3．0�
815 ハラペーニョペパー 牝4芦 55 武 豊 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 506＋ 81：24．52 2．4�
11 ワイルドダラー 牡5青鹿57 和田 竜二 Him Rock Racing 和田 雄二 新ひだか 平野牧場 B500＋ 2 〃 アタマ 30．4	
23 ヒドゥンブレイド 牡6黒鹿57 D．ホワイト �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 502＋101：24．6クビ 40．1


（香港）

611 カ オ ー ル 牝5青 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516＋ 81：24．81 18．8�

35 
 レガリテート 牡6鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 6 〃 クビ 198．5�

610
 ヒラボクダッシュ 牡7栗 57 太宰 啓介�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 442－26 〃 ハナ 194．8
713 アダムズアップル 牡5鹿 57 川田 将雅吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 514± 01：25．01� 20．6�
58 シ ュ ウ ギ ン 牝6鹿 55 岩崎 翼山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 456＋ 21：25．31� 50．4�
46 サンライズウェイ 牡6栗 57 酒井 学松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 464＋141：25．51� 169．1�
814 ル イ カ ズ マ 牡5鹿 57 松若 風馬合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 490＋ 41：25．6� 30．5�
59 レッドサバス 牡4黒鹿57 島 克駿 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 26．8�
712� ベストサーパス 牡7栗 57 藤懸 貴志小川 勲氏 奥村 豊 米 Iron County

Farms Inc B498＋ 81：25．81� 203．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，020，500円 複勝： 60，911，600円 枠連： 27，218，600円
馬連： 131，687，100円 馬単： 65，657，000円 ワイド： 64，914，600円
3連複： 192，481，300円 3連単： 303，306，200円 計： 891，196，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 270円 � 220円 � 140円 枠 連（2－3） 2，700円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 7，000円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 700円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 24，050円

票 数

単勝票数 計 450205 的中 � 30667（4番人気）
複勝票数 計 609116 的中 � 46564（4番人気）� 65767（3番人気）� 149636（2番人気）
枠連票数 計 272186 的中 （2－3） 7800（11番人気）
馬連票数 計1316871 的中 �� 27603（13番人気）
馬単票数 計 656570 的中 �� 7028（23番人気）
ワイド票数 計 649146 的中 �� 12257（16番人気）�� 23361（4番人気）�� 46470（2番人気）
3連複票数 計1924813 的中 ��� 48831（9番人気）
3連単票数 計3033062 的中 ��� 9141（67番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．9―12．1―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．1―46．0―58．1―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレスティージオ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2015．9．20 阪神1着

2013．4．13生 牡3栗 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ 6戦3勝 賞金 32，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 カラパナビーチ号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アキノアッパー号・ラディカル号
（非抽選馬）11頭 アチーヴ号・ゴールデンバローズ号・セトアロー号・セルリアンラッシュ号・ナンヨーカノン号・ビッグギグ号・

マッドアバウトユー号・ヤマイチジャスティ号・ヨシオ号・ラブミークン号・ロンドンタウン号
※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。

１レース目



19095 7月24日 曇 良 （28中京3）第8日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第64回トヨタ賞中京記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，27．7．25以降28．7．17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

トヨタ賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

713 ガリバルディ 牡5鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504± 01：33．6 11．7�
47 ピークトラム 牡5黒鹿56 小牧 太吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498＋ 61：33．7� 8．9�
612 ケ ン ト オ ー 牡4黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 462－ 21：33．8� 8．0�
714 ダンスアミーガ 牝5栗 53 M．デュプレシス �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 クビ 180．0�

（新）

611 ダノンリバティ 牡4鹿 56 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 520＋101：33．9クビ 8．8	
35 タガノエトワール 牝5鹿 53 酒井 学八木 良司氏 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 40．6

59 カレンケカリーナ 牝6黒鹿53 	島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 500＋101：34．0クビ 63．5�
510 アルマディヴァン 牝6栗 53 幸 英明コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 492－ 41：34．1� 46．9�
23 スマートオリオン 牡6栗 57．5 武 幸四郎大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 506－101：34．2� 24．0
48 
 ダッシングブレイズ 牡4栗 56 C．ルメール グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

502＋101：34．41 3．5�
12 ワキノブレイブ 牡6青鹿56 D．ホワイト 脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 492－ 21：34．5� 80．4�

（香港）

36 トウショウドラフタ 牡3栗 54 田辺 裕信トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460± 0 〃 クビ 5．3�
11 カ オ ス モ ス 牡6鹿 56 松若 風馬小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 486－16 〃 ハナ 55．8�
816 ダ ロ ー ネ ガ 牡7鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 498－ 21：34．71� 54．9�
815 タガノエスプレッソ 牡4鹿 55 M．デムーロ八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 21：35．12� 7．6�
24 マイネルアウラート 牡5黒鹿56 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 6 〃 クビ 16．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 181，292，600円 複勝： 251，977，400円 枠連： 146，083，500円
馬連： 682，192，900円 馬単： 278，448，000円 ワイド： 316，426，200円
3連複： 1，251，649，400円 3連単： 1，909，691，400円 計： 5，017，761，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 360円 � 280円 � 300円 枠 連（4－7） 1，780円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 11，700円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 1，740円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 14，750円 3 連 単 ��� 87，790円

票 数

単勝票数 計1812926 的中 � 123027（7番人気）
複勝票数 計2519774 的中 � 178452（7番人気）� 244407（3番人気）� 220100（5番人気）
枠連票数 計1460835 的中 （4－7） 63528（8番人気）
馬連票数 計6821929 的中 �� 103315（22番人気）
馬単票数 計2784480 的中 �� 17838（52番人気）
ワイド票数 計3164262 的中 �� 48840（23番人気）�� 46650（24番人気）�� 57001（13番人気）
3連複票数 計12516494 的中 ��� 63605（46番人気）
3連単票数 計19096914 的中 ��� 15770（294番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．8―11．7―11．8―11．2―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．5―47．2―59．0―1：10．2―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ガリバルディ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zafonic デビュー 2013．8．3 新潟2着

2011．2．7生 牡5鹿 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig 16戦6勝 賞金 133，160，000円
〔制裁〕 アルマディヴァン号の騎手幸英明は，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100，000円。（被害馬：2番・4

番）
ピークトラム号の騎手小牧太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：14番・3番・8番）

※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 ウインガニオン号
※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。

19096 7月24日 曇 良 （28中京3）第8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

24 ラ ク ア ミ 牝4栗 55 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B444－ 21：21．2 18．1�
11 トレジャートローヴ 牡3芦 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448± 01：21．41 35．2�
48 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 430＋ 2 〃 アタマ 3．4�
12 レッドリーガル 牡4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B480＋ 2 〃 ハナ 7．8�
35 フェザリータッチ 牡3鹿 54 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 442± 01：21．5� 13．3	
23 モンラッシェ 牡5栗 57 D．ホワイト 吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 468＋ 41：21．71� 29．8


（香港）

715 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 444－ 61：21．8� 14．4�
817 エイシンミノアカ 牝3黒鹿52 和田 竜二�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 430－ 8 〃 アタマ 7．4�
612� ウメマツサクラ 牝3鹿 52 国分 恭介木村 信彦氏 森田 直行 日高 道見牧場 460＋10 〃 ハナ 35．6
713 マテラアリオン 牡3黒鹿54 M．デムーロ大野 照旺氏 森 秀行 浦河 高松牧場 464＋ 6 〃 クビ 14．4�
47 ダノンブライト 牡4青鹿57 武 豊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 460± 01：21．9クビ 4．6�
611 ノボリレジェンド 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 452＋ 41：22．0� 15．2�
59 ウインオスカー 牡3鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 482＋ 61：22．53 96．0�
816 コ ン テ ナ 牡4鹿 57

54 ▲荻野 極住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 592－ 6 〃 ハナ 29．8�
818 マイネルサグラ 牡3栗 54

52 △義 英真 �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 466＋ 81：22．71 187．1�

714� リッカクロフネ 牡4芦 57 小牧 太立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 464－101：23．33� 335．2�
510 マイネルボールド 牡3鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 若林牧場 436＋ 81：23．4	 332．1�

36 エイシンギガント 牡3黒鹿54 松田 大作�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 452－141：23．61� 183．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 66，049，200円 複勝： 87，009，700円 枠連： 51，492，400円
馬連： 179，069，400円 馬単： 73，571，000円 ワイド： 92，634，400円
3連複： 256，455，100円 3連単： 366，249，700円 計： 1，172，530，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 410円 � 750円 � 180円 枠 連（1－2） 2，790円

馬 連 �� 17，250円 馬 単 �� 30，560円

ワ イ ド �� 4，870円 �� 1，440円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 25，860円 3 連 単 ��� 228，900円

票 数

単勝票数 計 660492 的中 � 29111（9番人気）
複勝票数 計 870097 的中 � 50993（6番人気）� 24778（11番人気）� 162619（1番人気）
枠連票数 計 514924 的中 （1－2） 14258（11番人気）
馬連票数 計1790694 的中 �� 8042（61番人気）
馬単票数 計 735710 的中 �� 1805（113番人気）
ワイド票数 計 926344 的中 �� 4822（56番人気）�� 16868（14番人気）�� 9462（29番人気）
3連複票数 計2564551 的中 ��� 7436（89番人気）
3連単票数 計3662497 的中 ��� 1160（791番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―10．9―11．5―11．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．7―45．2―56．7―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 ・（4，11）12（5，13）（2，6，9，16）（1，8，14）（3，7）（10，17）18－15 4 ・（4，11）－12，5，13（2，6，16）9（1，8，14）（10，3，7）（18，17）－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ク ア ミ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．9．13 阪神2着

2012．1．30生 牝4栗 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 14戦2勝 賞金 24，556，000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 イオラニ号
※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8日 7月24日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

230，400，000円
1，270，000円
7，820，000円
1，690，000円
25，710，000円
68，392，500円
5，682，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
569，819，900円
825，972，300円
347，327，800円
1，490，072，600円
713，693，900円
763，227，100円
2，438，593，200円
3，766，558，400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 10，915，265，200円

総入場人員 24，213名 （有料入場人員 ）



平成28年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，392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

1，674，380，000円
11，400，000円
74，890，000円
11，900，000円
176，850，000円
531，506，750円
41，220，800円
13，363，200円

勝馬投票券売得金
4，010，089，300円
5，814，905，000円
2，114，167，100円
9，225，600，500円
4，584，809，600円
4，840，131，600円
13，256，984，100円
20，943，328，900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 64，790，016，100円

総入場延人員 122，040名 （有料入場延人員 88，952名）
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