
19013 7月2日 晴 良 （29中京3）第2日 第1競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

良
良

67 コーディエライト 牝2栗 54 和田 竜二�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 446－ 81：22．2 7．1�
56 レピアーウィット 牡2栗 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 510－ 21：23．26 1．3�
812 ナムラアッパレ 牡2鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 448－ 61：23．41� 83．4�
55 ビッグウェーブ 牡2鹿 54 酒井 学�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 468－ 81：23．5� 48．7�
710 アイビリーブ 牡2鹿 54

51 ▲川又 賢治古賀 和夫氏 森 秀行 浦河 高松牧場 444－121：23．71� 61．3�
811 ステラローザ 牝2鹿 54 福永 祐一星野 康三氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 クビ 5．6	
68 ブルベアサンショウ 牡2鹿 54 大野 拓弥 �ブルアンドベア 坂口 正則 日高 森永牧場 B456－ 21：24．12� 111．8

44 タガノプレトリア 牡2鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440－ 61：24．2	 17．4�
33 ヒロノエイタツ 牡2鹿 54 田中 健サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 464－ 21：24．83� 55．1�
22 スズカハイライト 牡2鹿 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 440－ 41：25．01� 53．8
79 クリノマンチェスー 牝2鹿 54 幸 英明栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 414－ 41：25．74 138．5�
11 フォンダンショコラ 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗�LS.M 森 秀行 日高 田端牧場 412± 01：26．55 98．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，509，200円 複勝： 84，415，900円 枠連： 10，327，100円
馬連： 45，874，300円 馬単： 31，883，700円 ワイド： 28，414，600円
3連複： 66，933，800円 3連単： 135，545，200円 計： 427，903，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 110円 � 860円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 200円 �� 4，100円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 36，550円

票 数

単勝票数 計 245092 的中 � 29120（3番人気）
複勝票数 計 844159 的中 � 47541（3番人気）� 642191（1番人気）� 5079（9番人気）
枠連票数 計 103271 的中 （5－6） 24644（2番人気）
馬連票数 計 458743 的中 �� 101279（2番人気）
馬単票数 計 318837 的中 �� 17232（5番人気）
ワイド票数 計 284146 的中 �� 47408（2番人気）�� 1484（30番人気）�� 3609（14番人気）
3連複票数 計 669338 的中 ��� 9073（15番人気）
3連単票数 計1355452 的中 ��� 2688（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．6―47．4―59．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーディエライト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Out of Place デビュー 2017．6．11 阪神3着

2015．2．2生 牝2栗 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 フォンダンショコラ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 フォンダンショコラ号の騎手森裕太朗は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・3番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォンダンショコラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月2日まで平地

競走に出走できない。

19014 7月2日 晴 良 （29中京3）第2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 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
1：32．8
1：30．7

良
良

47 ジョーアラビカ 牡3芦 56 松山 弘平上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 504－101：35．1 7．6�
612 マ ジ ョ ラ ム 牝3鹿 54 幸 英明�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 4 〃 クビ 29．5�
24 ア ル テ ー ロ 牝3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：35．2クビ 3．1�
816 トルネードアレイ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442＋ 61：35．51� 4．6�
510 タガノヴァン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446－ 81：35．71� 44．8	
23 ロイヤルテーラー 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 420－101：35．91 210．6

12 テイエムイキオイ 牡3青鹿56 戸崎 圭太竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 446＋14 〃 クビ 5．0�
36 スターライト 牝3青鹿 54

52 △荻野 極 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 420 ―1：36．0� 12．2�

815 ソルーナブルー 牡3鹿 56 川須 栄彦 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 日高 石原牧場 468－ 21：36．32 12．4
59 サトノホルス 牡3栗 56 北村 友一里見 治氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484＋141：36．51� 69．5�
714 ロングマリアベール 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 432＋10 〃 ハナ 259．6�
611 ト ッ プ ラ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 浦河 高岸 順一 488＋ 81：36．71� 10．9�
48 オ ー ス タ ラ 牝3鹿 54 菱田 裕二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 456－ 4 〃 クビ 31．2�
11 ヤマニンカプシーヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 454＋121：37．23 251．0�
35 シゲルポインター 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 440－101：37．3� 179．2�
713 ヨンハブラック 牡3青 56 藤懸 貴志三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 石田牧場 444＋ 41：37．4� 88．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，444，400円 複勝： 49，191，500円 枠連： 13，684，700円
馬連： 56，031，200円 馬単： 27，546，400円 ワイド： 35，966，600円
3連複： 76，305，500円 3連単： 94，704，500円 計： 383，874，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 700円 � 160円 枠 連（4－6） 2，540円

馬 連 �� 8，400円 馬 単 �� 12，610円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 480円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 7，960円 3 連 単 ��� 59，340円

票 数

単勝票数 計 304444 的中 � 32021（4番人気）
複勝票数 計 491915 的中 � 55154（4番人気）� 13653（9番人気）� 103159（1番人気）
枠連票数 計 136847 的中 （4－6） 4174（12番人気）
馬連票数 計 560312 的中 �� 5167（27番人気）
馬単票数 計 275464 的中 �� 1638（43番人気）
ワイド票数 計 359666 的中 �� 4054（26番人気）�� 20894（3番人気）�� 5492（20番人気）
3連複票数 計 763055 的中 ��� 7184（27番人気）
3連単票数 計 947045 的中 ��� 1157（195番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―11．9―12．2―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．9―47．8―1：00．0―1：11．8―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ジョーアラビカ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．29 京都3着

2014．4．23生 牡3芦 母 アクティブアクト 母母 アクティブレディー 9戦1勝 賞金 11，900，000円
※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 オウケンヴィクトリ号・ニホンピロメイデー号・ノゾミ号・ホープバイオ号

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２日



19015 7月2日 晴 稍重 （29中京3）第2日 第3競走 ��
��1，400�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 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
1：21．9
1：21．5

良
不良

714 アストロノーティカ 牡3鹿 56 菱田 裕二 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 494＋ 21：25．6 8．7�

12 エイシンユニコーン 牡3黒鹿56 武 豊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 514－ 61：25．81� 4．3�
24 ジ ェ ミ ニ ズ 牡3栗 56 和田 竜二ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 492＋ 41：25．9クビ 5．0�
713� ソニックアロー 牡3栗 56

54 △荻野 極大野 照旺氏 浜田多実雄 米
Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

520＋ 21：26．53� 3．6�
510 クールデイズ 牡3黒鹿56 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 474－ 61：26．81	 12．9�
816 アイスグレー 牝3芦 54 
島 良太 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 村上 欽哉 492 ― 〃 クビ 70．2	
35 プライムコード 牡3栗 56 横山 典弘
ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 472± 0 〃 ハナ 7．8�
815 ロードバリスタ �3黒鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 490＋ 6 〃 アタマ 14．5�
612 オールージュ 牡3栗 56 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 448－ 21：27．33 42．9
36 コンノートスリー 牡3鹿 56 北村 友一浜野順之助氏 河内 洋 新ひだか 前田ファーム 476－ 41：27．51� 148．9�
48 ブラックシンデレラ 牝3鹿 54 幸 英明 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 
川 啓一 444－ 41：27．6クビ 110．5�
47 ビッグディッパー 牡3芦 56

53 ▲川又 賢治芳賀美知子氏 
島 一歩 日高 新井 昭二 508－ 8 〃 アタマ 77．8�
11 ナッシングエルス 牡3黒鹿56 大野 拓弥名古屋友豊� 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 464＋201：27．81� 20．3�
23 ゼットガンバー 牡3栗 56 松山 弘平
フォーレスト 池添 兼雄 浦河 絵笛牧場 480＋ 21：28．12 29．2�
59 スカイリモーネ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 市川牧場 446± 01：31．8大差 143．7�
611 メイショウカザハナ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗松本 和子氏 沖 芳夫 浦河 太陽牧場 534 ―1：34．1大差 97．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，718，000円 複勝： 42，400，200円 枠連： 16，317，000円
馬連： 59，042，400円 馬単： 26，730，300円 ワイド： 39，696，300円
3連複： 84，845，300円 3連単： 97，366，200円 計： 397，115，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 160円 � 170円 枠 連（1－7） 570円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 780円 �� 960円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 19，630円

票 数

単勝票数 計 307180 的中 � 27968（5番人気）
複勝票数 計 424002 的中 � 34781（7番人気）� 79688（1番人気）� 65734（2番人気）
枠連票数 計 163170 的中 （1－7） 22082（1番人気）
馬連票数 計 590424 的中 �� 23471（5番人気）
馬単票数 計 267303 的中 �� 4686（15番人気）
ワイド票数 計 396963 的中 �� 12540（8番人気）�� 10013（13番人気）�� 31544（1番人気）
3連複票数 計 848453 的中 ��� 21942（4番人気）
3連単票数 計 973662 的中 ��� 3595（44番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．3―13．3―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．7―47．0―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．6
3 5，7（2，9）（6，13）4，14，3，10（1，12）15－8－16＝11 4 5（2，7）（4，6，9，13）（1，3，14）（15，10）（8，12）16＝11

勝馬の
紹 介

アストロノーティカ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Machiavellian デビュー 2017．4．9 阪神15着

2014．3．28生 牡3鹿 母 シェルシーカー 母母 Wilayif 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカザハナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月2日まで平地

競走に出走できない。
スカイリモーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エナジーハピネス号
（非抽選馬） 2頭 テイエムグルービー号・メッサーマイスター号

19016 7月2日 晴 良 （29中京3）第2日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：58．4
1：56．1

良
良

817 クロスアミュレット 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466＋142：01．4 9．3�
510 スリーソードシチー 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 398＋ 2 〃 ハナ 39．1�
714 リープジーン 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 450＋ 62：01．71� 27．3�
713 ラニカイブルーム 牡3黒鹿56 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 502－ 8 〃 クビ 18．4�
611 ピ ュ ア ラ ブ 牝3黒鹿54 太宰 啓介松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 436＋ 2 〃 アタマ 35．3	
818 バ ー ボ ネ ラ 牝3栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 442＋ 62：02．01� 73．4

47 ペ ガ ー ズ 牡3鹿 56 横山 典弘 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新冠 ヒカル牧場 484＋ 82：02．1� 3．3�
12 サ ン タ ナ 牡3黒鹿 56

55 ☆義 英真折手 邦雄氏 荒川 義之 新ひだか 折手牧場 488－ 8 〃 クビ 4．4�
24 ガルトマーン 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 452＋ 62：02．2クビ 6．8
11 テ ン ペ ス ト 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 ハナ 76．4�
59 ロードレジスタ 牡3青 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 430 ―2：02．3� 6．2�
35 ヤマニンアドルフォ 	3青鹿 56

53 ▲川又 賢治土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 388＋ 22：02．51 303．7�
715 スズカマイゲスト 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B472－ 22：02．6� 71．7�
23 アーダルベルト 牡3鹿 56 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 B432＋ 6 〃 クビ 47．6�
36 エオヒップス 牡3青鹿56 菱田 裕二前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 62：03．13 67．4�
612
 グランドホール 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 M. Susumu
Hayashi 462＋ 62：03．63 99．7�

48 
 ス カ イ フ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mr Hubert
Honore 456＋102：03．81� 12．6�

（17頭）
816 トウシンアサヒ 牡3鹿 56 高倉 稜�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 （計量不能） （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，021，500円 複勝： 45，775，500円 枠連： 15，983，700円
馬連： 55，704，900円 馬単： 27，160，300円 ワイド： 38，705，900円
3連複： 77，271，800円 3連単： 89，664，800円 計： 381，288，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 370円 � 990円 � 670円 枠 連（5－8） 2，800円

馬 連 �� 23，500円 馬 単 �� 35，300円

ワ イ ド �� 5，780円 �� 3，630円 �� 5，590円

3 連 複 ��� 172，480円 3 連 単 ��� 677，150円

票 数

単勝票数 差引計 310215（返還計 488） 的中 � 26456（5番人気）
複勝票数 差引計 457755（返還計 660） 的中 � 36078（5番人気）� 11392（10番人気）� 17667（8番人気）
枠連票数 計 159837 的中 （5－8） 4412（15番人気）
馬連票数 差引計 557049（返還計 1481） 的中 �� 1837（54番人気）
馬単票数 差引計 271603（返還計 556） 的中 �� 577（89番人気）
ワイド票数 差引計 387059（返還計 979） 的中 �� 1725（53番人気）�� 2762（38番人気）�� 1784（52番人気）
3連複票数 差引計 772718（返還計 3204） 的中 ��� 336（287番人気）
3連単票数 差引計 896648（返還計 2922） 的中 ��� 96（1333番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．6―12．5―12．1―11．9―12．0―11．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．3―48．8―1：00．9―1：12．8―1：24．8―1：36．4―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロスアミュレット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2017．2．26 阪神5着

2014．3．4生 牝3鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 3戦1勝 賞金 5，600，000円
〔競走除外〕 トウシンアサヒ号は，事故のため装鞍所入所時に競走除外。
※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 ブルベアリンクス号・メイショウマッセル号
（非抽選馬） 2頭 ヴィアデラモーレ号・ニホンピロレイカー号



19017 7月2日 晴 良 （29中京3）第2日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・左）

牝，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

712 トロワゼトワル 牝2鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 458 ―1：36．8 3．5�
611 レッドシャーロット 牝2鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 クビ 5．8�
59 エムケイフローラル 牝2青鹿54 藤岡 佑介 �丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 420 ―1：37．11� 13．0�
11 ノアダイヤモンド 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 460 ―1：38．16 29．5�
23 バルドーリア 牝2黒鹿 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 410 ―1：38．2� 38．0	

22 ウインタイムリープ 牝2鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 448 ―1：38．51� 106．9

713 メイショウツバキ 牝2黒鹿54 �島 良太松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 438 ―1：38．92� 247．1�
815 キープシークレット 牝2黒鹿54 武 豊 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454 ―1：39．0� 9．1
46 ローズベリル 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480 ―1：39．1� 2．4�
34 シゲルマツタケ 牝2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 448 ― 〃 アタマ 189．5�
610 アイファーアピール 牝2鹿 54 大野 拓弥中島 稔氏 坂口 正則 新ひだか 静内山田牧場 458 ―1：39．31� 119．7�
47 グリンテソーロ 牝2栗 54 中谷 雄太了德寺健二氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：39．51 112．0�
58 シーダークィーン 牝2鹿 54 和田 竜二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 452 ―1：39．71� 39．4�
814 デュアルウィールド 牝2栗 54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 474 ―1：39．91� 84．8�
35 ブルベアキヌサヤ 牝2栗 54 高倉 稜 �ブルアンドベア 木原 一良 日高 賀張三浦牧場 500 ―1：40．32� 179．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，688，600円 複勝： 36，897，200円 枠連： 11，798，800円
馬連： 51，284，900円 馬単： 30，423，500円 ワイド： 30，921，200円
3連複： 71，039，300円 3連単： 99，467，000円 計： 371，520，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 190円 � 290円 枠 連（6－7） 890円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 360円 �� 780円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 11，460円

票 数

単勝票数 計 396886 的中 � 93819（2番人気）
複勝票数 計 368972 的中 � 73062（2番人気）� 49911（3番人気）� 27361（5番人気）
枠連票数 計 117988 的中 （6－7） 10249（3番人気）
馬連票数 計 512849 的中 �� 45161（3番人気）
馬単票数 計 304235 的中 �� 14157（5番人気）
ワイド票数 計 309212 的中 �� 23902（3番人気）�� 9719（8番人気）�� 7757（9番人気）
3連複票数 計 710393 的中 ��� 15765（8番人気）
3連単票数 計 994670 的中 ��� 6289（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．9―49．3―1：01．7―1：13．7―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

トロワゼトワル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2015．2．28生 牝2鹿 母 セコンドピアット 母母 エービーヌードル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19018 7月2日 晴 良 （29中京3）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時50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

810 タイセイプライド 牡2青鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 502 ―1：23．4 1．5�
89 アトレヴィード 牝2鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 432 ―1：24．03� 10．3�
77 ノーボーダー 牡2栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 478 ―1：24．1� 5．9�
44 ブルベアハーブ 牡2鹿 54 福永 祐一 �ブルアンドベア 橋田 満 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 464 ―1：24．2� 27．0�
11 ケ ワ ロ ス 牝2鹿 54 横山 典弘山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 422 ―1：24．3クビ 17．1�
66 ベイブリッジ 牡2青鹿54 武 豊�KTレーシング 橋口 慎介 浦河 三嶋牧場 436 ―1：24．51	 15．6	
55 モスアゲート 牝2鹿 54 和田 竜二 
ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 杵臼牧場 410 ― 〃 クビ 80．4�
33 
 フォルツァエフ 牡2鹿 54

51 ▲川又 賢治大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells
& Janie Wells 472 ―1：24．81� 8．7�

22 エイシンペガサス 牡2鹿 54 藤岡 佑介�栄進堂 野中 賢二 浦河 高野牧場 424 ―1：25．43� 47．4
78 ブルベアサラダナ 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 高橋 修 398 ―1：25．82� 178．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，000，300円 複勝： 44，330，700円 枠連： 9，851，500円
馬連： 47，184，700円 馬単： 31，304，900円 ワイド： 26，809，500円
3連複： 56，842，200円 3連単： 111，856，700円 計： 363，180，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（8－8） 800円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 280円 �� 190円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，050円

票 数

単勝票数 計 350003 的中 � 179114（1番人気）
複勝票数 計 443307 的中 � 240545（1番人気）� 34301（4番人気）� 44685（2番人気）
枠連票数 計 98515 的中 （8－8） 9466（4番人気）
馬連票数 計 471847 的中 �� 48673（3番人気）
馬単票数 計 313049 的中 �� 27313（3番人気）
ワイド票数 計 268095 的中 �� 23657（3番人気）�� 43943（1番人気）�� 8805（8番人気）
3連複票数 計 568422 的中 ��� 40994（2番人気）
3連単票数 計1118567 的中 ��� 26548（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―48．3―1：00．4―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．1
3 9（5，10）（4，6，8）（2，7）1，3 4 ・（9，10）（5，8）6（4，7）（2，1）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイプライド �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ 初出走

2015．3．25生 牡2青鹿 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



19019 7月2日 曇 稍重 （29中京3）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・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
1：48．9
1：47．8

重
重

59 サルサディオーネ 牝3栗 52 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 488＋ 21：52．2 4．6�
11 アオイテソーロ 牝3黒鹿52 武 豊了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：53．05 8．0�
815 ヒ ダ ロ マ ン 牝4黒鹿55 北村 友一日下部 猛氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 492－121：53．63� 29．1�
35 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：53．7� 27．7�
24 カ カ ア コ 牝3栗 52

49 ▲川又 賢治山住 勲氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋121：53．91� 73．6�
48 エ キ ド ナ 牝4青鹿55 松山 弘平�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 484－ 2 〃 ハナ 13．7	
714 クインズヌーサ 牝3鹿 52 藤懸 貴志亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 444－101：54．0� 119．0

23 サウンドパラダイス 牝4鹿 55 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 506＋ 21：54．21� 11．4�
510 エンドレスコール 牝3黒鹿 52

50 △荻野 極 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 41：54．3クビ 17．0

713 カリーニョミノル 牝3鹿 52 M．デムーロ吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482± 0 〃 クビ 2．5�
611 ワタシノロザリオ 牝3青鹿52 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 440± 01：54．51 44．1�
47 	 ラックアサイン 牝5鹿 55 
島 良太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 488－101：54．71� 94．4�
12 ショウナンサアーダ 牝5黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 520＋ 2 〃 クビ 147．5�
816 ジャーマンアイリス 牝4芦 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 7．2�
36 メイショウアケボノ 牝4鹿 55 国分 優作松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 512＋201：54．8クビ 197．5�
612 エヴォリューション 牝6鹿 55

52 ▲森 裕太朗岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490＋ 81：55．54 34．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，172，100円 複勝： 67，614，200円 枠連： 19，386，300円
馬連： 86，848，400円 馬単： 39，448，500円 ワイド： 56，965，100円
3連複： 124，562，700円 3連単： 146，652，400円 計： 584，649，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 260円 � 640円 枠 連（1－5） 1，960円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 950円 �� 2，260円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 24，480円 3 連 単 ��� 86，860円

票 数

単勝票数 計 431721 的中 � 74033（2番人気）
複勝票数 計 676142 的中 � 96257（2番人気）� 69806（4番人気）� 22890（10番人気）
枠連票数 計 193863 的中 （1－5） 7644（9番人気）
馬連票数 計 868484 的中 �� 27214（6番人気）
馬単票数 計 394485 的中 �� 11324（6番人気）
ワイド票数 計 569651 的中 �� 16087（6番人気）�� 6407（25番人気）�� 3705（42番人気）
3連複票数 計1245627 的中 ��� 3815（80番人気）
3連単票数 計1466524 的中 ��� 1224（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．5―50．1―1：02．5―1：14．9―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サルサディオーネ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2016．11．13 京都13着

2014．5．3生 牝3栗 母 サルサクイーン 母母 シーサイドエンゼル 5戦2勝 賞金 12，500，000円

19020 7月2日 曇 良 （29中京3）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
1：06．7
1：06．5

良
良

23 ナ ー ウ ル 牝4青鹿55 武 豊金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 474＋ 41：09．1 6．1�

510 プレシャスロード �5青鹿 57
56 ☆岩崎 翼山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 466－ 2 〃 アタマ 46．0�

47 ペ ス カ ネ ラ 牝3黒鹿52 国分 優作山口 敦広氏 松下 武士 新冠 斉藤 安行 432－ 21：09．2� 10．4�
817 テイエムソッキュウ �3青鹿 54

51 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 474＋ 61：09．41� 271．2�
48 ハルマッタン 牝5鹿 55 高倉 稜�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 28．7�
12 モズカタクラ 牡3栗 54 川須 栄彦 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 460＋ 4 〃 クビ 43．9	
713 スズカコーズライン 牡3鹿 54

51 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 472－ 61：09．5クビ 7．3

715 アンバーミニー 牝3鹿 52 	島 良太 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 アタマ 93．9�
714 サウンドテーブル 牡3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 488＋ 2 〃 ハナ 15．7
612 エスペランサリュウ 牡4鹿 57 和田 竜二江上 幸�氏 西橋 豊治 日高 中館牧場 478＋181：09．71
 14．7�
11 フォーチュンキセキ 牝3鹿 52 菱田 裕二山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 438－ 61：09．8
 16．0�
36 アタックバイオ 牡3鹿 54 福永 祐一バイオ� 藤原 英昭 平取 坂東牧場 480＋ 61：09．9クビ 4．3�
59 ビックリシタナモー 牡3黒鹿54 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 496－ 21：10．0� 3．2�
24 � スターストリーム 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 432＋ 61：10．1� 115．3�

35 ダッシャークワトロ �4鹿 57
54 ▲川又 賢治芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B448－ 41：10．2クビ 168．8�

818 バトルハルトマン 牡4栗 57 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 山岸 康 516－ 81：10．41� 202．1�
816 イ ロ ハ 牝3鹿 52 幸 英明山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 420－16 〃 クビ 99．6�
611� トチノマドンナ 牝4黒鹿 55

54 ☆義 英真阿部東亜子氏 斉藤 崇史 浦河 山田 昇史 434＋ 61：11．14 349．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，403，400円 複勝： 55，159，500円 枠連： 21，072，200円
馬連： 81，656，000円 馬単： 34，954，000円 ワイド： 52，636，400円
3連複： 113，196，100円 3連単： 132，847，000円 計： 528，924，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 790円 � 310円 枠 連（2－5） 960円

馬 連 �� 14，650円 馬 単 �� 22，540円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 980円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 27，030円 3 連 単 ��� 184，500円

票 数

単勝票数 計 374034 的中 � 48558（3番人気）
複勝票数 計 551595 的中 � 70314（3番人気）� 15608（10番人気）� 47246（5番人気）
枠連票数 計 210722 的中 （2－5） 16938（3番人気）
馬連票数 計 816560 的中 �� 4319（42番人気）
馬単票数 計 349540 的中 �� 1163（64番人気）
ワイド票数 計 526364 的中 �� 3638（36番人気）�� 14332（8番人気）�� 2680（45番人気）
3連複票数 計1131961 的中 ��� 3140（83番人気）
3連単票数 計1328470 的中 ��� 522（537番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．1
3 8（6，14）（4，16）（2，17，18）1，5，13（3，10，15）（9，12）7－11 4 8（6，14）（4，16，18）（2，17）1，5（10，13）3（12，15）9，7＝11

勝馬の
紹 介

ナ ー ウ ル �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．11．14 京都2着

2013．1．20生 牝4青鹿 母 プリティアンブレラ 母母 ウィッチズハット 14戦2勝 賞金 23，100，000円
※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） 1頭 テイエムダグラス号
（非抽選馬） 2頭 ハーツジュニア号・フジクイーン号



19021 7月2日 曇 良 （29中京3）第2日 第9競走 ��
��2，200�

き そ が わ

木 曽 川 特 別
発走14時25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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

36 � マウントゴールド 牡4鹿 57 中谷 雄太青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452＋ 22：13．1 68．2�
714 ルックトゥワイス 牡4鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 430－ 4 〃 ハナ 1．8�
24 ヴァフラーム 牝5鹿 55 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 16．9�
12 カ ラ ビ ナ 牡4鹿 57 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 22：13．31	 14．2�
47 ポポカテペトル 牡3芦 54 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 クビ 6．7�
11 デンコウインパルス 牡5鹿 57 太宰 啓介田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 480－ 4 〃 アタマ 75．0	
510 ララエクラテール 牡5鹿 57 北村 友一フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B428＋ 22：13．51	 22．1

611 サトノリュウガ 牡3鹿 54 武 豊里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 10．9�
816 シ ョ パ ン 牡4黒鹿57 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 474＋122：13．71	 4．9�
48 ビップレボルシオン 牡6鹿 57 荻野 極鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 522＋ 62：13．91	 120．7
23 サダムロードショー 牡7鹿 57 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 42：14．0� 384．0�
818 エイシンライダー 牡5黒鹿57 大野 拓弥�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 B494± 02：14．63� 344．6�
59 コートオブアームズ 牡5鹿 57 幸 英明 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 456－ 42：14．7� 98．0�
713 トウキョウタフガイ 牡6鹿 57 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 472± 02：14．8� 291．6�
817 ライトファンタジア 牝5栗 55 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B454－ 62：14．9� 65．8�
715� スリーヴェローチェ 牡8鹿 57 水口 優也永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 470＋ 42：15．0� 434．8�
612 ダンディーズムーン 牡6鹿 57 島 良太田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－222：15．1クビ 355．5�
35 サンライズセンス 牡5栗 57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 118．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，560，400円 複勝： 94，526，900円 枠連： 26，317，500円
馬連： 135，933，700円 馬単： 65，184，200円 ワイド： 77，403，700円
3連複： 179，960，000円 3連単： 269，470，600円 計： 906，357，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，820円 複 勝 � 1，260円 � 120円 � 300円 枠 連（3－7） 2，980円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 12，580円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 8，420円 �� 610円

3 連 複 ��� 15，270円 3 連 単 ��� 190，220円

票 数

単勝票数 計 575604 的中 � 6744（9番人気）
複勝票数 計 945269 的中 � 12059（11番人気）� 332238（1番人気）� 63829（6番人気）
枠連票数 計 263175 的中 （3－7） 6822（11番人気）
馬連票数 計1359337 的中 �� 49528（7番人気）
馬単票数 計 651842 的中 �� 3885（35番人気）
ワイド票数 計 774037 的中 �� 11618（16番人気）�� 2243（53番人気）�� 35126（5番人気）
3連複票数 計1799600 的中 ��� 8835（46番人気）
3連単票数 計2694706 的中 ��� 1027（357番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．5―12．9―12．8―12．4―12．4―12．0―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．7―35．2―48．1―1：00．9―1：13．3―1：25．7―1：37．7―1：49．4―2：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．4
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�マウントゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mt. Livermore

2013．3．28生 牡4鹿 母 マウントコブラ 母母 Kobla 4戦2勝 賞金 22，885，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 コートオブアームズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 ショパン号の騎手M．デムーロは，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・12番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コートオブアームズ号は，平成29年7月3日から平成29年8月1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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 セルリアンラビット号

19022 7月2日 曇 稍重 （29中京3）第2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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 ケ イ マ 牡4鹿 57 福永 祐一石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B486＋ 21：23．1 5．1�
48 アディラート 牡3黒鹿54 武 豊安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 494＋ 4 〃 クビ 1．6�
510 スターカットダイヤ 牡3栗 54 菱田 裕二小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 454＋ 21：23．52� 23．1�
23 ナムラヒューマン 牡5芦 57 川須 栄彦奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 474＋ 41：23．71	 170．2�
611 アナザーバージョン 
6鹿 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480－ 61：23．91	 42．1�
35 ピースマーク 牡6鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント B502＋ 8 〃 アタマ 13．8	
47 � ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 北村 友一前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 426＋ 6 〃 ハナ 31．8

11 メイショウグジョウ 牡3栗 54 松山 弘平松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 456－ 21：24．0クビ 30．5�
36 シンゼンスタチュー 
4黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486± 01：24．21 48．1�
713 メリートーン 牝4鹿 55 戸崎 圭太水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 466＋ 81：24．3� 19．9
816 タイセイエクレール 牡4鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 508－ 4 〃 同着 6．7�
815 モンラッシェ 牡6栗 57 荻野 極吉澤 克己氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 81：24．62 72．1�
59 ア バ ン サ ル 
6栗 57 �島 良太今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 494－141：24．81	 262．3�
612 アイファーサラオー 牡5鹿 57 藤懸 貴志中島 稔氏 橋口 慎介 新冠 大林ファーム 496－221：25．75 182．2�
714 セルリアンコスモ 牡5鹿 57 水口 優也�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 520＋ 11：25．91	 443．0�
24 レンイングランド 牡5芦 57 酒井 学田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 530－10 〃 ハナ 90．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，173，300円 複勝： 103，469，800円 枠連： 35，710，500円
馬連： 163，216，600円 馬単： 79，298，100円 ワイド： 92，882，600円
3連複： 229，685，400円 3連単： 361，183，500円 計： 1，134，619，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 110円 � 300円 枠 連（1－4） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，240円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 16，130円

票 数

単勝票数 計 691733 的中 � 106569（2番人気）
複勝票数 計1034698 的中 � 141900（2番人気）� 398992（1番人気）� 52686（5番人気）
枠連票数 計 357105 的中 （1－4） 70717（1番人気）
馬連票数 計1632166 的中 �� 262738（1番人気）
馬単票数 計 792981 的中 �� 43081（4番人気）
ワイド票数 計 928826 的中 �� 105397（1番人気）�� 17022（14番人気）�� 39249（4番人気）
3連複票数 計2296854 的中 ��� 63084（6番人気）
3連単票数 計3611835 的中 ��� 16230（45番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―10．9―11．5―12．0―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．7―45．2―57．2―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ イ マ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 グ ラ ン デ ラ デビュー 2016．4．30 京都2着

2013．4．1生 牡4鹿 母 アキノフライ 母母 アキノグラン 8戦3勝 賞金 36，557，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 アイファーサラオー号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アードラー号
（非抽選馬）13頭 エイシンビジョン号・サントノーレ号・サンライズウェイ号・サンレイルージュ号・ゼンノサーベイヤー号・

タガノカトレア号・ヒドゥンブレイド号・フクノグリュック号・モアニケアラ号・リアルプロジェクト号・
リバーサイドパーク号・リリーウイナー号・ロードヴォルケーノ号

１レース目



19023 7月2日 雨 良 （29中京3）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第53回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，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

CBC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 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 シャイニングレイ 牡5鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 530－ 21：08．0 5．7�
714 セカンドテーブル 牡5栗 56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 484－ 2 〃 ハナ 57．9�
24 アクティブミノル 牡5黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B480＋ 21：08．31� 15．9�
12 ティーハーフ 牡7栗 57 国分 優作 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 462± 0 〃 クビ 16．3�
611 スノードラゴン 牡9芦 58 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 512－ 2 〃 ハナ 34．2�
48 ナリタスターワン 牡5鹿 55 和田 竜二	オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462－ 8 〃 ハナ 92．5

817 ラヴァーズポイント 牝7青鹿52 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 512－ 41：08．4� 134．0�
818 トーセンデューク 牡6鹿 55 武 豊島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 18．3
11 オメガヴェンデッタ 	6鹿 56 荻野 極原 
子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B502－ 21：08．5� 125．6�
23 � メラグラーナ 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 528± 01：08．71 4．1�
713� エイシンスパルタン 牡6芦 56 藤岡 佑介	栄進堂 藤岡 健一 米

Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

500＋ 2 〃 ハナ 6．9�
816 メイソンジュニア 牡3鹿 53 菱田 裕二 	カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 アタマ 18．2�
612 アルティマブラッド 牝5青鹿53 福永 祐一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474－ 21：08．8� 8．4�
715 タイムトリップ 牡3黒鹿52 幸 英明中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 476－ 21：08．9クビ 12．0�
36 ラインスピリット 牡6黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438＋ 21：09．11� 69．6�
59 トウショウドラフタ 牡4栗 56 横山 典弘トウショウ産業	 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 472－ 21：09．2� 10．6�
510 ア リ ン ナ 牝3鹿 50 高倉 稜 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド 408－ 41：09．3� 14．7�
35  オ ウ ノ ミ チ 牡6黒鹿54 松山 弘平小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 478＋ 21：09．62 143．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 195，289，500円 複勝： 305，697，400円 枠連： 150，442，700円
馬連： 695，622，800円 馬単： 262，846，800円 ワイド： 344，113，000円
3連複： 1，241，360，400円 3連単： 1，697，625，500円 計： 4，892，998，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 290円 � 1，000円 � 520円 枠 連（4－7） 1，370円

馬 連 �� 18，380円 馬 単 �� 28，240円

ワ イ ド �� 5，130円 �� 2，390円 �� 6，110円

3 連 複 ��� 89，500円 3 連 単 ��� 417，490円

票 数

単勝票数 計1952895 的中 � 273752（2番人気）
複勝票数 計3056974 的中 � 312843（2番人気）� 72351（13番人気）� 150553（10番人気）
枠連票数 計1504427 的中 （4－7） 84958（4番人気）
馬連票数 計6956228 的中 �� 29318（60番人気）
馬単票数 計2628468 的中 �� 6979（110番人気）
ワイド票数 計3441130 的中 �� 17229（62番人気）�� 37638（36番人気）�� 14437（68番人気）
3連複票数 計12413604 的中 ��� 10402（246番人気）
3連単票数 計16976255 的中 ��� 2948（1255番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．7―11．1―11．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．2―44．3―55．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．8
3 4（14，16）（1，5）12（6，17）（8，10）13（2，3，15）11，7－18－9 4 4，14，16（1，5）（8，12）（6，17）10（2，13）（3，15）（11，7）－18－9

勝馬の
紹 介

シャイニングレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．9 京都1着

2012．5．22生 牡5鹿 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 7戦4勝 賞金 135，610，000円
〔制裁〕 ティーハーフ号の騎手国分優作は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

19024 7月2日 雨 稍重 （29中京3）第2日 第12競走 ��
��1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

612 カルムパシオン �4鹿 57
56 ☆加藤 祥太前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－121：59．0 37．0�
816 ストライクイーグル 牡4青鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 B488－ 21：59．1	 2．6�
24 クリノピョートル 牡3栗 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 488－101：59．52
 127．1�
11 ムイトオブリガード 牡3鹿 54 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：59．92
 6．9�
714 マンハッタンロック 牡3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 02：00．0
 7．0	
815 キングサムソン 牡5鹿 57 和田 竜二伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 474－ 22：00．31	 37．0

23 ジ オ ラ マ 牡4栗 57 酒井 学�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 524± 02：00．4	 12．6�
713 ラインフィール 牡4栗 57 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 498± 0 〃 アタマ 19．1�
510� ラ ロ ー デ 牝3鹿 52

50 △荻野 極飯田 正剛氏 松田 国英 米 Chiyoda Farm,
Shizunai 482－ 82：01．25 10．0

611 フ ラ ン ド ル 牡4鹿 57 戸崎 圭太寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490－ 22：01．3クビ 4．8�
35 タマモアタック 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484－ 42：02．15 17．0�
47 スナークレッド 牡4鹿 57 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 472－18 〃 クビ 283．0�
12 アロマティカス 牡3鹿 54 高倉 稜山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B452＋ 62：02．95 213．4�
36 ショウナンガッチャ 牡6栗 57 森 一馬国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 486－ 22：03．0クビ 163．4�
48 � ウォータープリアム 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 506－182：03．1	 77．0�
59 ダンツエンペラー 牡4鹿 57 藤岡 佑介山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 2 〃 クビ 112．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，915，300円 複勝： 123，555，600円 枠連： 41，745，000円
馬連： 198，607，300円 馬単： 78，471，600円 ワイド： 108，913，000円
3連複： 268，458，900円 3連単： 400，270，300円 計： 1，300，937，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，700円 複 勝 � 910円 � 170円 � 2，390円 枠 連（6－8） 660円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 15，740円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 31，820円 �� 6，000円

3 連 複 ��� 174，620円 3 連 単 ��� 1，240，150円

票 数

単勝票数 計 809153 的中 � 17479（9番人気）
複勝票数 計1235556 的中 � 29591（10番人気）� 272236（1番人気）� 10636（13番人気）
枠連票数 計 417450 的中 （6－8） 48293（2番人気）
馬連票数 計1986073 的中 �� 23793（25番人気）
馬単票数 計 784716 的中 �� 3737（54番人気）
ワイド票数 計1089130 的中 �� 10647（30番人気）�� 873（104番人気）�� 4675（48番人気）
3連複票数 計2684589 的中 ��� 1153（245番人気）
3連単票数 計4002703 的中 ��� 234（1426番人気）

ハロンタイム 7．3―11．0―11．7―13．5―12．2―12．1―12．6―13．2―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．3―30．0―43．5―55．7―1：07．8―1：20．4―1：33．6―1：46．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カルムパシオン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．5 京都4着

2013．4．16生 �4鹿 母 ヴィクトリアアイ 母母 キャットクイル 15戦3勝 賞金 21，450，000円
〔制裁〕 ラローデ号の騎手荻野極は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・7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） 1頭 ジョウショーチカラ号
（非抽選馬） 2頭 ガウェイン号・キャノンプレート号

４レース目



（29中京3）第2日 7月2日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 188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
厩務員出走奨励金

239，550，000円
5，060，000円
17，880，000円
1，960，000円
28，320，000円
76，628，000円
5，194，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
674，896，000円
1，053，034，400円
372，637，000円
1，677，007，200円
735，252，300円
933，427，900円
2，590，461，400円
3，636，653，700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 11，673，369，900円

総入場人員 19，429名 （有料入場人員 17，764名）
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