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19001 7月1日 曇 重 （29中京3）第1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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．7良

69 レッドルーラー 牡7鹿 60 西谷 誠 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496－ 43：17．6 5．2�
45 � シゲルナマハゲ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 458－ 83：18．02� 32．6�
610 プレシャスタイム 牡4鹿 60 佐久間寛志小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 426－ 43：20．1大差 2．6�
46 カレンバッドボーイ 牡7鹿 60 小坂 忠士鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482± 03：20．73� 9．1�
712 マイネルヴォーダン 牡5栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 510－ 83：21．33� 5．8�
711� セルリアンシュロス 牡6青鹿60 草野 太郎	イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 488－143：22．36 70．4

22 ブラックマイスター 牡3青鹿58 黒岩 悠山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 476＋ 23：26．3大差 57．5�
34 トーキングポイント 牡3黒鹿58 熊沢 重文水上 行雄氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 516＋ 23：27．47 36．3�
58 サトノフェラーリ 牡6鹿 60 上野 翔里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474＋ 43：27．5� 15．4
11 モンマックス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐	和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 526－ 23：30．3大差 7．3�
813 チ ョ ン マ ゲ 牡4黒鹿60 小野寺祐太内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 444± 03：30．51� 83．9�
33 チーフアセスメント 牡6鹿 60 難波 剛健 	社台レースホース五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 83：32．110 23．4�
57 � アスターリュート 	3黒鹿58 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Charles

H. Deters 524＋ 6 （競走中止） 79．4�
814 リッシンロケット 牡7芦 60 平沢 健治小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 472－12 （競走中止） 27．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，103，000円 複勝： 17，246，100円 枠連： 8，934，500円
馬連： 27，505，300円 馬単： 14，353，700円 ワイド： 17，443，700円
3連複： 43，160，800円 3連単： 57，296，700円 計： 199，043，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 460円 � 130円 枠 連（4－6） 720円

馬 連 �� 7，810円 馬 単 �� 13，850円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 320円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 36，690円

票 数

単勝票数 計 131030 的中 � 19901（2番人気）
複勝票数 計 172461 的中 � 27214（2番人気）� 6488（7番人気）� 46202（1番人気）
枠連票数 計 89345 的中 （4－6） 9516（3番人気）
馬連票数 計 275053 的中 �� 2726（23番人気）
馬単票数 計 143537 的中 �� 777（44番人気）
ワイド票数 計 174437 的中 �� 2014（23番人気）�� 16015（1番人気）�� 3245（14番人気）
3連複票数 計 431608 的中 ��� 5710（17番人気）
3連単票数 計 572967 的中 ��� 1132（107番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．5－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドルーラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．11．18 京都4着

2010．2．12生 牡7鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 アスターリュート号は，1周目1号障害〔ハードル〕手前で急に外側に逃避し，騎手がバランスをくずし落馬したため競走

中止。
リッシンロケット号は，1周目1号障害〔ハードル〕飛越の際に，外側に逃避した「アスターリュート」号の影響で，騎手が落
馬したため競走中止。

〔制裁〕 アスターリュート号の騎手林満明は，1周目1号障害手前での御法（外側に逃避された）について戒告。（被害馬：13番・14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アスターリュート号は，平成29年7月2日から平成29年7月23日まで出走停止。停止期間の満了後

に障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンハルカス号

19002 7月1日 曇 不良 （29中京3）第1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 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
1：48．9
1：47．8

重
重

12 ナガラエンカ 牝3鹿 54
51 ▲川又 賢治長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 430± 01：54．2 64．1�
59 タガノアニード 牝3黒鹿54 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B466－ 4 〃 クビ 5．9�
24 ミ リ フ ィ カ 牝3鹿 54 和田 竜二水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 478－ 61：54．83� 14．3�
815 サンマルガイア 牝3芦 54 太宰 啓介相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 486＋ 21：55．0� 8．2�
714 サイレントアスカ 牝3鹿 54 川田 将雅髙野 哲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 486± 01：56．06 2．6�
612 パープルミネルバ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 462＋ 21：56．63� 4．7�

11 デ ュ ナ ミ ス 牝3黒鹿54 松山 弘平 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 B516＋ 4 〃 ハナ 54．9	

713 ウインプルミエ 牝3鹿 54
52 △荻野 極
ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B446－ 21：56．7� 16．0�

36 サ ン バ デ ィ 牝3芦 54
51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 中竹 和也 日高 アイズスタッド株式会社 408＋ 41：56．91� 77．3�

611 ドナジュディス 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼飛野牧場 昆 貢 新ひだか 飛野牧場 518－ 21：57．0クビ 289．5�

816 メイショウツムギ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 452－ 41：57．32 147．0�
47 モ ハ ー 牝3栗 54

53 ☆義 英真北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 490 ― 〃 アタマ 81．8�
48 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 武 豊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 492＋ 41：57．93� 7．6�
35 ニホンピロカーラ 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 432＋181：58．21� 148．0�
23 ド ナ マ コ ン 牝3鹿 54 高倉 稜山田 貢一氏 加用 正 日高 下河辺牧場 468± 01：58．73 36．5�
510 キシュウサラリン 牝3栗 54 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 404－101：59．02 376．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，889，300円 複勝： 42，283，100円 枠連： 10，379，200円
馬連： 47，369，700円 馬単： 21，790，800円 ワイド： 32，418，300円
3連複： 65，655，700円 3連単： 75，697，400円 計： 319，483，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，410円 複 勝 � 1，350円 � 210円 � 380円 枠 連（1－5） 7，040円

馬 連 �� 17，390円 馬 単 �� 37，220円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 5，210円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 40，560円 3 連 単 ��� 340，870円

票 数

単勝票数 計 238893 的中 � 2977（10番人気）
複勝票数 計 422831 的中 � 6749（9番人気）� 65862（2番人気）� 27882（6番人気）
枠連票数 計 103792 的中 （1－5） 1141（22番人気）
馬連票数 計 473697 的中 �� 2111（34番人気）
馬単票数 計 217908 的中 �� 439（79番人気）
ワイド票数 計 324183 的中 �� 2413（28番人気）�� 1567（38番人気）�� 8384（11番人気）
3連複票数 計 656557 的中 ��� 1214（95番人気）
3連単票数 計 756974 的中 ��� 161（657番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．3―51．5―1：04．4―1：17．2―1：29．9―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．0
1
3
15，12（2，9，14）（11，16）4，13，6（1，3，5，10）7，8
15（12，14）（9，16）（2，11）（4，6，13，8）（5，10）1（7，3）

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

勝馬の
紹 介

ナガラエンカ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．2．25 阪神3着

2014．5．15生 牝3鹿 母 アンティール 母母 キューバリブレ 5戦1勝 賞金 6，500，000円

第３回 中京競馬 第１日



19003 7月1日 曇 不良 （29中京3）第1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 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
1：10．1
1：08．7

重
重

12 パルトネール 牝3栗 54
53 ☆岩崎 翼手嶋 康雄氏 浜田多実雄 新冠 山岡ファーム 508＋ 21：12．8 107．6�

11 ナムラモンブラン 牡3黒鹿 56
53 ▲森 裕太朗奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 野坂牧場 452－ 81：13．01� 30．4�

23 メイショウチハヤ 牝3鹿 54
53 ☆義 英真松本 好雄氏 松下 武士 浦河 吉田 又治 428＋ 81：13．32 166．7�

816 マーブルクリス 牡3鹿 56 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 472± 01：13．61� 9．3�
713 ホウロクダマ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 536± 0 〃 ハナ 5．4�
714 ニューミレニアム 牡3栗 56 秋山真一郎 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 上山牧場 B424－101：13．7� 5．7	
815 マイティドリーム 牡3青鹿56 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 486－101：13．91� 4．8

611 ル パ ル ク �3鹿 56 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 500－ 21：14．0� 17．1�
510 スターゲイザー 牡3鹿 56 高倉 稜野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 B450± 0 〃 クビ 2．9
48 ダイシンフォルテ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 544－ 21：14．1クビ 55．9�
59 ボストンアプリコ 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 450－ 21：14．2� 49．1�
24 シゲルギンギツネ 牡3栗 56 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 464＋ 81：14．3� 25．2�
612 ダンツアムール 牝3青鹿54 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 日高 スマイルファーム 424－141：14．72� 26．6�
36 バトルラッシュ 牝3栗 54 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 454＋ 41：15．23 240．9�
47 マーシアサルト 牡3栗 56 和田 竜二佐藤 勝士氏 南井 克巳 新ひだか チャンピオンズファーム 524＋ 21：16．47 71．1�
35 デビュースマルト 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極 �シルクレーシング 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 522± 01：17．57 152．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，593，100円 複勝： 43，927，200円 枠連： 14，745，100円
馬連： 46，611，900円 馬単： 23，021，400円 ワイド： 31，675，200円
3連複： 62，625，800円 3連単： 77，239，900円 計： 326，439，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，760円 複 勝 � 2，770円 � 1，000円 � 6，120円 枠 連（1－1） 70，970円

馬 連 �� 68，030円 馬 単 �� 167，630円

ワ イ ド �� 11，560円 �� 33，180円 �� 16，530円

3 連 複 ��� 228，000円 3 連 単 ��� 1，473，650円

票 数

単勝票数 計 265931 的中 � 1976（13番人気）
複勝票数 計 439272 的中 � 4163（13番人気）� 12093（9番人気）� 1859（15番人気）
枠連票数 計 147451 的中 （1－1） 161（34番人気）
馬連票数 計 466119 的中 �� 531（80番人気）
馬単票数 計 230214 的中 �� 103（171番人気）
ワイド票数 計 316752 的中 �� 709（67番人気）�� 246（104番人気）�� 495（82番人気）
3連複票数 計 626258 的中 ��� 206（263番人気）
3連単票数 計 772399 的中 ��� 38（1507番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―12．4―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．7―48．1―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルトネール �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2017．1．14 京都9着

2014．4．7生 牝3栗 母 ヴ ェ ル テ ュ 母母 ペイルローズ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デビュースマルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月1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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウラクエン号
（非抽選馬） 1頭 エーティーライデン号

19004 7月1日 曇 重 （29中京3）第1日 第4競走 ��3，300�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700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：34．3稍重

68 リスヴェリアート 牡7鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 458＋ 43：37．5 12．6�
55 ドンアルフォンス 牡5黒鹿60 白浜 雄造山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 478＋ 63：37．6� 8．0�
710 スマートリバティー 牡9鹿 61 熊沢 重文大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 468＋ 23：38．13 17．7�
811 メイショウアラワシ 牡6栗 62 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 470＋ 83：38．2� 7．1�
44 ウインレーベン 牡6青鹿60 平沢 健治�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 468＋ 63：38．73 8．2�
11 サトノギャラント �8黒鹿60 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 492－ 83：38．8クビ 2．4	
812 コスモパルダ 牡8青鹿61 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 496－ 63：38．9� 6．0�
22 シゲルナガイワシ 牡4栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 松永 康利 日高 船越牧場 454－ 43：39．11 24．2�
33 クラウンフレイム 牡5鹿 60 難波 剛健�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 486－ 63：39．42 29．0
56 ウォンテッド 牡7黒鹿62 西谷 誠谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 504± 03：40．67 20．8�
79 	 メイショウトキムネ 牡6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋143：43．7大差 61．8�
67 ワールドカップ 牡5黒鹿60 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 480－ 83：47．5大差 97．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，777，900円 複勝： 23，783，900円 枠連： 11，626，100円
馬連： 35，355，800円 馬単： 20，266，700円 ワイド： 24，663，900円
3連複： 52，598，800円 3連単： 77，884，000円 計： 264，957，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 280円 � 310円 � 550円 枠 連（5－6） 3，050円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 12，610円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 2，200円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 27，450円 3 連 単 ��� 187，590円

票 数

単勝票数 計 187779 的中 � 11917（6番人気）
複勝票数 計 237839 的中 � 23639（4番人気）� 20797（6番人気）� 10295（9番人気）
枠連票数 計 116261 的中 （5－6） 2954（12番人気）
馬連票数 計 353558 的中 �� 5357（19番人気）
馬単票数 計 202667 的中 �� 1205（45番人気）
ワイド票数 計 246639 的中 �� 3706（20番人気）�� 2886（27番人気）�� 2028（40番人気）
3連複票数 計 525988 的中 ��� 1437（88番人気）
3連単票数 計 778840 的中 ��� 301（510番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．7－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リスヴェリアート �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．3．2 阪神3着

2010．5．13生 牡7鹿 母 バレエブラン 母母 ニ キ ー ヤ 障害：12戦2勝 賞金 41，550，000円



19005 7月1日 曇 稍重 （29中京3）第1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

22 フロンティア 牡2栗 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454 ―1：38．2 2．8�

56 アドマイヤアルバ 牡2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472 ―1：38．3� 3．6�
55 シャルルマーニュ 牡2鹿 54 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 470 ―1：38．72� 4．8�
68 ラ ラ ロ ワ 牡2黒鹿 54

52 △荻野 極フジイ興産� 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 486 ―1：38．91� 13．1�
710 ウインネプチューン 牡2青鹿54 和田 竜二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 458 ―1：39．64 10．2	
44 ド ゥ リ ト ル 牡2黒鹿54 秋山真一郎大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 472 ―1：39．81� 62．7

33 アクアレーヌ 牝2鹿 54 高倉 稜鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 446 ―1：39．9� 133．1�
811 リベリュール 牡2栗 54

53 ☆岩崎 翼村上 憲政氏 本田 優 浦河 赤田牧場 466 ― 〃 クビ 128．8�
79 ヌーベルフォルス 牡2黒鹿54 幸 英明岡 浩二氏 松永 幹夫 新ひだか 飛野牧場 462 ― 〃 アタマ 15．1
11 コリーヌヴェルト 牡2黒鹿54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 478 ―1：40．11 28．7�
812 タマモリング 牡2鹿 54 松山 弘平タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 434 ―1：42．1大差 33．6�
67 テイエムディラン 牡2黒鹿 54

51 ▲富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 456 ―1：42．31� 46．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，697，400円 複勝： 33，486，000円 枠連： 12，712，600円
馬連： 45，575，100円 馬単： 26，542，000円 ワイド： 27，356，600円
3連複： 59，972，000円 3連単： 81，604，700円 計： 318，946，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 160円 枠 連（2－5） 300円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 240円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 計 316974 的中 � 93050（1番人気）
複勝票数 計 334860 的中 � 82295（1番人気）� 67308（2番人気）� 46229（3番人気）
枠連票数 計 127126 的中 （2－5） 32821（1番人気）
馬連票数 計 455751 的中 �� 65869（1番人気）
馬単票数 計 265420 的中 �� 20646（1番人気）
ワイド票数 計 273566 的中 �� 30947（1番人気）�� 25777（2番人気）�� 18942（3番人気）
3連複票数 計 599720 的中 ��� 63291（1番人気）
3連単票数 計 816047 的中 ��� 24120（1番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．0―12．9―12．7―12．1―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．2―38．2―51．1―1：03．8―1：15．9―1：27．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

フロンティア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2015．4．5生 牡2栗 母 グレースランド 母母 ゴールデンサッシュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19006 7月1日 晴 重 （29中京3）第1日 第6競走 ��1，800�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 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
1：48．9
1：47．8

重
重

47 ホ ノ ル ア 牡3黒鹿56 和田 竜二守内 満氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 446＋ 21：51．7 8．7�
23 オ ニ ダ ツ 牡3栗 56 川須 栄彦鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 502－ 11：52．76 9．9�
24 シャイニーピース 牡3鹿 56 M．デムーロ小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 474－101：53．55 4．5�
59 エバーゴールド 牡3黒鹿56 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 420－ 81：53．81� 105．7�
815 ビービーアヴィド 牡3黒鹿56 武 豊坂東 勝彦氏 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482± 01：55．07 4．0�
36 クリノハプスブルク 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 青森 諏訪牧場 434－ 81：55．1� 76．9�
816 アラノイケアリイ 牡3栗 56

54 △荻野 極守内 満氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 B444－ 41：55．42 46．4	
12 ダンツワープ 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 522－141：55．61 57．1

611 ティーブラッサム 牡3黒鹿56 松山 弘平深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 516± 01：56．13 3．2�
35 ティンガティンガ 牡3芦 56 酒井 学新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 21：56．31� 81．0�
510 ゼ ル ビ ー ノ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太 キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468± 01：56．4クビ 21．8�
714 ワデスドンマナー 牡3鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 千歳 社台ファーム 498± 01：56．61� 33．4�
11 クリノハミルトン 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 中村 均 浦河 惣田 英幸 524－101：57．02� 55．1�
612 パリンジェネシス 牡3黒鹿56 福永 祐一 キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－ 8 〃 アタマ 17．3�
713 カフジバッカス 牡3鹿 56 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454－101：59．1大差 66．3�
48 ク レ オ ス 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗 サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508± 02：09．1大差 55．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，952，900円 複勝： 44，858，900円 枠連： 15，215，700円
馬連： 55，995，400円 馬単： 26，053，600円 ワイド： 39，026，600円
3連複： 79，765，800円 3連単： 92，984，800円 計： 381，853，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 200円 � 220円 枠 連（2－4） 1，180円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 980円 �� 680円 �� 940円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 27，490円

票 数

単勝票数 計 279529 的中 � 25462（4番人気）
複勝票数 計 448589 的中 � 46242（5番人気）� 59884（3番人気）� 52060（4番人気）
枠連票数 計 152157 的中 （2－4） 9951（5番人気）
馬連票数 計 559954 的中 �� 13934（12番人気）
馬単票数 計 260536 的中 �� 3020（25番人気）
ワイド票数 計 390266 的中 �� 10065（11番人気）�� 15058（7番人気）�� 10540（10番人気）
3連複票数 計 797658 的中 ��� 10603（16番人気）
3連単票数 計 929848 的中 ��� 2452（77番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―12．6―12．6―12．6―12．5―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―36．7―49．3―1：01．9―1：14．4―1：26．8―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホ ノ ル ア �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．7．17 中京6着

2014．4．30生 牡3黒鹿 母 ボストンビクトリア 母母 デ ッ ク 12戦1勝 賞金 7，300，000円
〔その他〕 クリノハミルトン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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〕 パリンジェネシス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月1日まで平地競

走に出走できない。
カフジバッカス号・クレオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月1日ま
で平地競走に出走できない。



19007 7月1日 晴 稍重 （29中京3）第1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 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
2：09．9
2：09．9

良
良

713 ナリタプレジデント 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 沖 芳夫 様似 清水 誠一 440－ 62：13．8 2．7�
715 シシャルディン 牝3青鹿54 秋山真一郎吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B426－102：14．11� 16．3�
11 スマートシグルズ 牡3栗 56 武 豊大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 440－ 22：14．31� 4．5�
12 レッドジュラーレ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 460－10 〃 ハナ 120．4�
816 ロードギブソン 牡3栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 490＋ 22：14．62 43．0�
23 メイショウキリマ 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 508－122：14．81� 196．6	
817 ラ フ ィ ン ナ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 斉藤 崇史 浦河 日の出牧場 448＋ 22：14．9クビ 12．5

35 タイセイバロン 牡3鹿 56 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 492＋ 2 〃 クビ 9．1�
48 モズアトラクション 牡3栗 56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 460－ 62：15．0クビ 15．3�
818 グランドエポワール 牡3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼田畑 利彦氏 鈴木 孝志 日高 スウィング
フィールド牧場 472－ 2 〃 クビ 238．4

612 タ ル ガ 牡3黒鹿56 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496－ 62：15．1� 13．5�

714 テイエムアレグレス 牡3栗 56 岡田 祥嗣竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 466－ 8 〃 クビ 66．4�
47 ブルベアライノ 牡3芦 56

53 ▲富田 暁 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 472－ 22：15．2クビ 60．7�
36 マヴェリックライト 牡3栗 56 酒井 学栗山 良子氏 羽月 友彦 新ひだか 株式会社U・M・A 458＋ 42：15．3� 165．4�
59 ブルベアリンクス 牡3黒鹿56 高倉 稜 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 454＋ 22：15．51� 67．3�
611 ラ ラ オ ー ロ 牡3鹿 56

54 △荻野 極�G1レーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B446－ 22：15．6� 69．4�
24 ジュンハーツ 牝3黒鹿54 松山 弘平河合 純二氏 友道 康夫 千歳 増尾牧場 510－ 22：16．02� 7．3�
510 カレンラヴニール 牡3鹿 56 和田 竜二鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：16．42� 36．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，378，800円 複勝： 47，467，500円 枠連： 16，372，500円
馬連： 69，035，900円 馬単： 30，702，300円 ワイド： 44，052，400円
3連複： 91，318，500円 3連単： 109，103，100円 計： 438，431，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 290円 � 150円 枠 連（7－7） 1，750円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 850円 �� 250円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 15，960円

票 数

単勝票数 計 303788 的中 � 89801（1番人気）
複勝票数 計 474675 的中 � 107377（1番人気）� 30887（6番人気）� 85061（2番人気）
枠連票数 計 163725 的中 （7－7） 7225（8番人気）
馬連票数 計 690359 的中 �� 24825（7番人気）
馬単票数 計 307023 的中 �� 6877（10番人気）
ワイド票数 計 440524 的中 �� 12173（10番人気）�� 52737（1番人気）�� 9673（11番人気）
3連複票数 計 913185 的中 ��� 23611（6番人気）
3連単票数 計1091031 的中 ��� 4954（29番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．6―12．7―12．5―12．3―12．1―12．2―11．9―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．9―35．5―48．2―1：00．7―1：13．0―1：25．1―1：37．3―1：49．2―2：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタプレジデント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．2．26 阪神4着

2014．3．3生 牡3鹿 母 エイシンジョアンナ 母母 エイシンプリンセス 6戦1勝 賞金 11，900，000円
※ブルベアリンクス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19008 7月1日 晴 重 （29中京3）第1日 第8競走 ��1，200�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
1：10．1
1：08．7

重
重

24 クリノシャンボール 牡4黒鹿57 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 492＋101：10．0レコード 5．5�
713 グラッブユアコート 牝5鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 476± 01：10．74 2．5�
11 � リッカクロフネ 牡5芦 57

56 ☆義 英真立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 原口牧場 462－121：11．02 79．3�
23 マッカートニー 牡4栗 57 武 豊薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 464－10 〃 クビ 11．3�
815 ピアレスピンク 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 502＋ 21：11．31� 100．9�
36 ユアマイラブ 牡4鹿 57 M．デムーロユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444－ 41：11．83 5．9	
816 チェイスダウン 牡4鹿 57 川田 将雅畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 482＋ 81：11．9� 4．6

714 ライラムーン 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464± 01：12．11	 46．2�
47 メイショウオクヒダ 牡3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 446－22 〃 クビ 59．0
35 ミスズモンブラン 牡6栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 482± 0 〃 ハナ 187．3�
12 � ショウナンアーリー 牡4鹿 57 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 新冠 富本 茂喜 468－ 81：12．52� 106．8�
510 フィールブリーズ 牡4鹿 57 高倉 稜水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 530＋ 21：12．6� 51．7�
611 クリノアントニヌス 牡3栗 54 
島 良太栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 524＋ 41：12．92 40．3�
612 アナフィエル 牝4栗 55 中谷 雄太�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 81：13．0� 227．7�
48 ロングベスト 牡3鹿 54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 508＋ 21：13．1� 22．8�
59 カレンコマンドール �4鹿 57

55 △荻野 極鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 458－ 61：14．37 25．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，317，300円 複勝： 59，183，600円 枠連： 18，490，500円
馬連： 78，046，600円 馬単： 36，156，900円 ワイド： 48，778，300円
3連複： 104，742，800円 3連単： 138，299，900円 計： 522，015，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 130円 � 860円 枠 連（2－7） 520円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，200円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 17，570円 3 連 単 ��� 65，270円

票 数

単勝票数 計 383173 的中 � 55276（3番人気）
複勝票数 計 591836 的中 � 75809（3番人気）� 171725（1番人気）� 11301（11番人気）
枠連票数 計 184905 的中 （2－7） 27355（2番人気）
馬連票数 計 780466 的中 �� 64255（2番人気）
馬単票数 計 361569 的中 �� 13018（6番人気）
ワイド票数 計 487783 的中 �� 38271（2番人気）�� 3647（30番人気）�� 3949（28番人気）
3連複票数 計1047428 的中 ��� 4471（51番人気）
3連単票数 計1382999 的中 ��� 1536（184番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―11．8―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．2―47．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノシャンボール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．6．13 阪神1着

2013．4．1生 牡4黒鹿 母 ゲ ッ コ ウ 母母 ミシシッピーミス 20戦3勝 賞金 33，950，000円
〔制裁〕 メイショウオクヒダ号の騎手秋山真一郎は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔その他〕 カレンコマンドール号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グランパルファン号・ドライヴナイト号
（非抽選馬） 2頭 アイファーヴリル号・メイショウカズヒメ号



19009 7月1日 晴 稍重 （29中京3）第1日 第9競走 ��
��1，600�

ご ざ い し ょ

御 在 所 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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

816 レ オ ナ ル ド 牡4鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446＋ 81：33．9 1．6�

510 エイシンスレイマン 牡3鹿 54 武 豊�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 468± 01：34．32� 7．3�
36 シンシアズブレス 牝4黒鹿55 松山 弘平 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 クビ 69．5�
47 ハ ム レ ッ ト 牡3鹿 54 中谷 雄太 �グリーンファーム松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 418± 01：34．4クビ 29．2�
612 ブ リ ラ ー レ 牡3栗 54 川田 将雅早野 誠氏 斉藤 崇史 洞	湖 レイクヴィラファーム 454＋ 4 〃 クビ 12．5	
11 ジ ャ コ マ ル 牡3鹿 54 国分 優作晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 440－ 81：34．5� 25．9

714
 ミトノグラス 牡4鹿 57 酒井 学ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 470－ 21：34．6� 51．0�
35 
 ミスズダンディー 牡5鹿 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 472＋ 21：34．7クビ 22．9�
59 ティーエスクライ 牝5芦 55 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 448－101：34．8� 16．3
48 トゥルーハート 牡4黒鹿57 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 460＋ 2 〃 クビ 125．0�
611 テリトーリアル 牡3栗 54 M．デムーロ 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 474＋ 4 〃 ハナ 8．6�
24 アサケハーツ 牡3栗 54 荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 442± 01：34．9� 85．9�
12 テイエムダンシング 牡5鹿 57 森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 482－ 41：35．0� 143．0�
713 トーアライジン 牡4芦 57 幸 英明高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 500－ 41：35．21� 16．0�
23 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 54 高倉 稜杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 424± 01：35．3クビ 170．4�
815 ケンビション 牡3鹿 54 岩崎 翼中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 440－ 41：36．57 140．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，862，500円 複勝： 94，860，400円 枠連： 26，558，000円
馬連： 102，549，800円 馬単： 51，606，400円 ワイド： 64，853，100円
3連複： 144，790，300円 3連単： 221，809，200円 計： 754，889，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 990円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，080円 �� 6，230円

3 連 複 ��� 14，180円 3 連 単 ��� 30，090円

票 数

単勝票数 計 478625 的中 � 232071（1番人気）
複勝票数 計 948604 的中 � 420841（1番人気）� 84898（3番人気）� 12488（11番人気）
枠連票数 計 265580 的中 （5－8） 47619（2番人気）
馬連票数 計1025498 的中 �� 115130（1番人気）
馬単票数 計 516064 的中 �� 46665（1番人気）
ワイド票数 計 648531 的中 �� 55144（1番人気）�� 7494（22番人気）�� 2448（52番人気）
3連複票数 計1447903 的中 ��� 7656（41番人気）
3連単票数 計2218092 的中 ��� 5344（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．7―47．5―59．4―1：10．9―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

レ オ ナ ル ド �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Galileo デビュー 2015．11．8 東京3着

2013．2．16生 牡4鹿 母 リオズスターレット 母母 Premiere Creation 8戦3勝 賞金 40，257，000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 エイシンジルコン号

19010 7月1日 晴 稍重 （29中京3）第1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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

711 クライムメジャー 牡3栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 506－ 21：20．6 2．9�
46 オメガタックスマン 牡5鹿 57 松山 弘平原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 ハナ 27．6�
814 ミラアイトーン 牡3青鹿54 武 豊島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526＋161：20．7
 4．9�
57 オルレアンローズ 牝4鹿 55 和田 竜二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 482＋ 41：20．8
 14．5	
813 ラベンダーヴァレイ 牝4鹿 55 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 430－ 21：21．01� 3．7

11 グレイスミノル 牝5青鹿55 M．デムーロ吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 484－ 81：21．21� 6．6�
45 ラッフォルツァート 牝5鹿 55 国分 優作 �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 472－ 41：21．3� 16．0�
610 メイショウヤマホコ 牡7黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 484＋ 41：21．4� 56．4
22 サイモンラムセス 牡7鹿 57 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B444－ 41：21．5クビ 56．6�
69 ベ ル ク リ ア 牝4芦 55 荻野 極水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 460－ 41：21．6
 24．0�
34 コートシャルマン 牝5鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458＋ 81：21．7
 49．4�
712 シャンデリアハウス 牝5黒鹿55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 ハナ 44．4�
58  サントノーレ 牝5栗 55 高倉 稜吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 504＋ 41：22．02 397．7�
33  キモンクラブ �4栗 57 柴田 未崎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 432－ 81：24．2大差 480．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，923，600円 複勝： 72，721，500円 枠連： 29，733，500円
馬連： 120，957，700円 馬単： 51，899，500円 ワイド： 67，958，200円
3連複： 170，189，200円 3連単： 223，136，700円 計： 784，519，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 430円 � 210円 枠 連（4－7） 1，010円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 420円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 31，050円

票 数

単勝票数 計 479236 的中 � 131759（1番人気）
複勝票数 計 727215 的中 � 172311（1番人気）� 33252（7番人気）� 84438（4番人気）
枠連票数 計 297335 的中 （4－7） 22775（5番人気）
馬連票数 計1209577 的中 �� 27797（10番人気）
馬単票数 計 518995 的中 �� 7725（16番人気）
ワイド票数 計 679582 的中 �� 15228（9番人気）�� 44877（2番人気）�� 8152（24番人気）
3連複票数 計1701892 的中 ��� 22605（18番人気）
3連単票数 計2231367 的中 ��� 5209（94番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．9―11．2―11．2―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．5―44．7―55．9―1：07．9

コーナー
通過順位

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

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 デビュー 2016．7．24 中京1着

2014．3．31生 牡3栗 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 7戦3勝 賞金 46，454，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※サントノーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



19011 7月1日 晴 重 （29中京3）第1日 第11競走 ��
��1，800�

しらかわごう

白川郷ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．7．2以降29．6．25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

612 アドマイヤロケット 牡5青鹿55 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 21：50．8 9．9�
23 ドラゴンバローズ 牡5栗 56 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 506＋ 41：51．22� 4．6�
11 スマートボムシェル 牡5栗 53 川田 将雅大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 504－ 61：51．41� 11．6�
48 ロードフォワード 牡6青鹿53 岩崎 翼 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 21：51．61� 97．3�
815 ナムラアラシ 牡4鹿 57 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 534± 0 〃 アタマ 3．2�
59 ラブミークン 牡5栗 53 柴田 未崎小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 498± 01：52．34 219．4	
35 メイスンウォー 牡7鹿 53 酒井 学梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 21：52．62 137．0

713 イーストオブザサン 牡4黒鹿55 松山 弘平三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 472＋ 21：52．81� 7．1�
36 ヒデノインペリアル 牡5栗 56 M．デムーロ大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 516＋ 4 〃 クビ 3．7�
611 ワトソンクリック 牡5鹿 53 幸 英明本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 512＋ 81：52．9	 67．2
816 ニットウビクトリー 牡8鹿 52 藤懸 貴志�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 488－121：53．0� 309．3�
24 アサクサスターズ 牡6栗 54 荻野 極田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494± 01：53．1� 59．2�
510 スノーモンキー 牡7鹿 55 中谷 雄太石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 458± 01：53．31� 21．8�
12 ヘルツフロイント 牡6黒鹿53 岡田 祥嗣 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム B472－ 61：53．83 152．2�
714 ベルウッドテラス 牡7鹿 54 秋山真一郎鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 514＋ 21：54．75 89．4�
47 
 ドラゴンキングダム 牡6黒鹿53 高倉 稜窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 536± 01：55．12� 125．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，181，100円 複勝： 99，906，900円 枠連： 44，552，100円
馬連： 239，158，400円 馬単： 96，239，400円 ワイド： 110，705，900円
3連複： 342，313，600円 3連単： 505，524，400円 計： 1，508，581，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 300円 � 180円 � 290円 枠 連（2－6） 2，110円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，360円 �� 840円

3 連 複 ��� 9，030円 3 連 単 ��� 51，400円

票 数

単勝票数 計 701811 的中 � 56308（5番人気）
複勝票数 計 999069 的中 � 77336（6番人気）� 174375（3番人気）� 83618（5番人気）
枠連票数 計 445521 的中 （2－6） 16336（12番人気）
馬連票数 計2391584 的中 �� 86175（9番人気）
馬単票数 計 962394 的中 �� 14429（23番人気）
ワイド票数 計1107059 的中 �� 36280（9番人気）�� 11588（19番人気）�� 34431（10番人気）
3連複票数 計3423136 的中 ��� 28422（25番人気）
3連単票数 計5055244 的中 ��� 7130（155番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．2―12．8―12．6―12．2―12．0―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．3―50．1―1：02．7―1：14．9―1：26．9―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
12（3，4）（1，5，10）（8，11）9（2，13，6，14）－15，7，16
12（3，4）10（1，5，11）6（8，13）（9，14）（15，2）－16，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤロケット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．6．29 阪神4着

2012．2．29生 牡5青鹿 母 リッチアフェアー 母母 Much Too Risky 16戦4勝 賞金 47，950，000円
〔制裁〕 アドマイヤロケット号の騎手川須栄彦は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番・1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。
（非当選馬） 1頭 アドマイヤシャイ号

19012 7月1日 曇 稍重 （29中京3）第1日 第12競走 ��
��2，000�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
1：58．4
1：56．1

良
良

11 ドラゴンカップ 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 454＋ 42：01．2 8．1�
33 コメットシーカー 牡7鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：01．3� 12．2�
44 メイショウタチマチ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 490－ 4 〃 クビ 2．1�
67 	 スターペスカンタ 牡5鹿 57

55 △荻野 極河野和香子氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 502＋ 62：01．4� 221．0�
55 エスピリトゥオーゾ 牡3栗 54

51 ▲富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 446－ 22：01．61 36．7	
22 インターンシップ 牡6鹿 57 松山 弘平近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 460＋ 22：01．7
 52．6

78 ラウレアブルーム 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 506± 02：01．8� 35．0�
79 ド ン リ ッ チ 牡3鹿 54 M．デムーロ山田 貢一氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 2 〃 クビ 4．4�
810 ナムラライラ 牝3黒鹿52 酒井 学奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 猿倉牧場 450± 02：02．01� 156．7
811 スズカホワイト 牡3芦 54 岡田 祥嗣永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 506－ 22：03．610 17．9�
66 ゼンノタヂカラオ 牡4黒鹿57 武 豊大迫久美子氏 中内田充正 新冠 村上 欽哉 496－102：03．92 4．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，404，900円 複勝： 66，796，900円 枠連： 19，630，900円
馬連： 117，071，100円 馬単： 56，216，700円 ワイド： 64，253，900円
3連複： 156，021，400円 3連単： 270，370，500円 計： 804，766，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 200円 � 230円 � 120円 枠 連（1－3） 4，310円

馬 連 �� 4，370円 馬 単 �� 7，370円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 410円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 19，300円

票 数

単勝票数 計 544049 的中 � 53227（4番人気）
複勝票数 計 667969 的中 � 71605（4番人気）� 56708（5番人気）� 206084（1番人気）
枠連票数 計 196309 的中 （1－3） 3522（16番人気）
馬連票数 計1170711 的中 �� 20731（13番人気）
馬単票数 計 562167 的中 �� 5720（26番人気）
ワイド票数 計 642539 的中 �� 13722（14番人気）�� 41342（4番人気）�� 40472（5番人気）
3連複票数 計1560214 的中 ��� 59575（6番人気）
3連単票数 計2703705 的中 ��� 10152（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―37．0―49．8―1：02．2―1：14．4―1：26．0―1：37．4―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．2
1
3
4，7（1，6，11）（5，8）3，10－2－9・（4，7）11（1，6）8（5，3）10，9－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンカップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Almutawakel デビュー 2016．1．9 京都1着

2013．3．8生 牡4鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 6戦2勝 賞金 16，500，000円



（29中京3）第1日 7月1日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 177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
厩務員出走奨励金

203，800，000円
10，280，000円
1，440，000円
21，470，000円
69，213，000円
6，115，200円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
431，081，800円
646，522，000円
228，950，700円
985，232，700円
454，849，400円
573，186，100円
1，373，154，700円
1，930，951，300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 6，623，928，700円

総入場人員 11，243名 （有料入場人員 10，025名）
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