
19037 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時00分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．7
1：32．3

稍重
良

66 シュバルツボンバー 牡2鹿 54 福永 祐一�KTレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498－ 41：34．2レコード 3．2�
22 タガノバルバドス 牡2鹿 54 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 458－ 21：34．62� 6．5�
88 タイセイソニック 牡2黒鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 420－ 21：35．13 3．1�
33 ウインルーカス 牡2鹿 54 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新ひだか 木田牧場 458－ 4 〃 ハナ 5．2�
44 エングローサー 牡2鹿 54 武 豊中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 462＋ 21：35．52� 11．3�
89 セイウンフォーカス 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 454－14 〃 クビ 20．0	
11 セドゥラマジー 牝2栗 54 川田 将雅 
シルクレーシング 吉田 直弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494－ 21：35．81� 13．3�
55 エ イ コ ー ン 牡2鹿 54 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 420－ 61：36．22� 181．6�
77 ハイヒールモモタン 牝2鹿 54 川須 栄彦小笹 公也氏 宮 徹 浦河 村下農場 442－ 41：36．73 104．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，337，100円 複勝： 30，084，100円 枠連： 8，339，100円
馬連： 41，420，200円 馬単： 23，952，800円 ワイド： 23，614，000円
3連複： 55，191，000円 3連単： 97，010，300円 計： 303，948，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連（2－6） 990円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 340円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 4，950円

票 数

単勝票数 計 243371 的中 � 61736（2番人気）
複勝票数 計 300841 的中 � 66021（2番人気）� 42158（4番人気）� 78162（1番人気）
枠連票数 計 83391 的中 （2－6） 6489（5番人気）
馬連票数 計 414202 的中 �� 33818（3番人気）
馬単票数 計 239528 的中 �� 11825（4番人気）
ワイド票数 計 236140 的中 �� 20527（2番人気）�� 26804（1番人気）�� 16790（5番人気）
3連複票数 計 551910 的中 ��� 44283（2番人気）
3連単票数 計 970103 的中 ��� 14207（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．5―11．6―11．7―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―36．0―47．6―59．3―1：10．7―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シュバルツボンバー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Acatenango デビュー 2017．6．25 阪神5着

2015．2．21生 牡2鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

19038 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時30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

24 テイルバック 牡3青鹿56 幸 英明新井 康司氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 478－ 61：24．7 157．5�
23 ファニーフェロー 牡3黒鹿56 岩田 康誠小田 吉男氏 斉藤 崇史 日高 加藤牧場 462＋ 4 〃 クビ 29．6�
713 タカノイダテン 牡3芦 56 太宰 啓介山口多賀司氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 482＋ 21：25．12� 4．0�
612 ハートフルタイム 牡3黒鹿56 M．デムーロ青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 492－ 21：25．2� 2．2�
11 アサカディスタンス 牡3鹿 56 福永 祐一�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 464－ 81：25．3� 5．8�
48 ウニオミュスティカ 牡3栗 56

54 △荻野 極吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 496－ 21：25．62 5．2	
47 メ イ ト サ ン �3鹿 56 藤岡 佑介 J．ウィルソン氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B462－101：25．7クビ 99．8

815 メイクミーハッピー 牡3栗 56 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 456＋16 〃 アタマ 36．0�
714 テイケイラフイン 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 412± 01：25．91 215．4�
59 スズカスマート 牝3鹿 54 和田 竜二永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 470＋ 61：26．11� 15．0
816 ブルーオラーリオ 牡3青鹿56 酒井 学 �ブルーマネジメント渡辺 薫彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 452－121：27．27 79．7�
510 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 454 ―1：27．41� 200．8�
36 チャーリーバローズ 牡3鹿 56 小牧 太猪熊 広次氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 432± 01：27．61� 220．7�
35 カシノスプリング 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗柏木 務氏 藤沢 則雄 様似 スイートフアーム 456＋ 81：28．34 225．5�
611 ハニークローシュ 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 458－141：29．15 311．4�
12 マ イ ボ ニ ー 牡3栗 56 松山 弘平薪浦 亨氏 角田 晃一 新ひだか 木下牧場 556＋101：33．3大差 119．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，053，700円 複勝： 48，770，000円 枠連： 12，217，600円
馬連： 59，309，600円 馬単： 31，859，400円 ワイド： 37，448，500円
3連複： 89，179，600円 3連単： 122，718，000円 計： 431，556，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，750円 複 勝 � 2，490円 � 630円 � 210円 枠 連（2－2） 53，790円

馬 連 �� 75，100円 馬 単 �� 219，210円

ワ イ ド �� 13，050円 �� 6，040円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 118，380円 3 連 単 ��� 1，892，990円

票 数

単勝票数 計 300537 的中 � 1526（11番人気）
複勝票数 計 487700 的中 � 4294（10番人気）� 18674（6番人気）� 76602（2番人気）
枠連票数 計 122176 的中 （2－2） 176（35番人気）
馬連票数 計 593096 的中 �� 612（60番人気）
馬単票数 計 318594 的中 �� 109（133番人気）
ワイド票数 計 374485 的中 �� 729（52番人気）�� 1586（33番人気）�� 5895（16番人気）
3連複票数 計 891796 的中 ��� 565（132番人気）
3連単票数 計1227180 的中 ��� 47（1122番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．8―12．3―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．1―45．9―58．2―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイルバック �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．15 京都6着

2014．3．22生 牡3青鹿 母 トロピカルスイーツ 母母 プ チ ト マ ト 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 マイボニー号は，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〕 マイボニー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年8月9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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エナジーハピネス号・メイショウラクエン号
（非抽選馬） 2頭 エイトクレイン号・サンライズソウマ号

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４日



19039 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・左）

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
1：10．0
1：08．7

重
重

714 スターズバース 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 478－161：13．0 14．9�
35 キョウワヒラリー 牝3鹿 54 岩田 康誠�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 498± 01：13．21� 3．1�
23 プリンセスヨウク 牝3鹿 54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 444± 01：13．41� 10．0�
611 サウンドビクトリー 牝3鹿 54 中谷 雄太増田 雄一氏 高橋 康之 新ひだか 見上牧場 502－ 2 〃 クビ 14．2�
11 タガノハウオリ 牝3栗 54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 444－ 21：13．61 18．5	
48 サトノシュテルン 牝3黒鹿54 武 豊里見 治氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋141：13．91� 2．4

59 マクトゥーブ 牝3黒鹿54 松山 弘平杉山 一穂氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 476－ 41：14．22 88．8�
36 セレッソプレミオ 牝3黒鹿 54

51 ▲富田 暁三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新ひだか 大平牧場 426± 01：14．41� 225．8�
816 エイシンスイーツ 牝3鹿 54 酒井 学�栄進堂 川村 禎彦 浦河 三嶋牧場 492＋ 41：14．71� 334．2
47 ファヴォーラ 牝3栗 54 福永 祐一寺田 寿男氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 454± 01：14．8クビ 6．7�
12 マコトステッラミラ 牝3鹿 54

52 △荻野 極�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 400＋ 2 〃 ハナ 151．0�
24 アルムハート 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人﨑川美枝子氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋ 41：14．9� 82．5�

510 メイショウユメジ 牝3栗 54
53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 430 ―1：15．0� 91．1�

713 ク リ ス タ 牝3青鹿 54
51 ▲森 裕太朗橋元 勇氣氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 434－ 41：15．1� 75．3�

815 ニホンピロメイデー 牝3黒鹿54 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 446－ 21：15．31� 143．6�
612 ラピエサージュ 牝3黒鹿 54

51 ▲川又 賢治�G1レーシング 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428 ―1：15．72� 178．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，923，200円 複勝： 43，188，600円 枠連： 14，425，200円
馬連： 58，654，800円 馬単： 28，447，400円 ワイド： 37，959，600円
3連複： 81，246，400円 3連単： 109，521，400円 計： 406，366，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 260円 � 130円 � 210円 枠 連（3－7） 1，540円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 430円 �� 990円 �� 290円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 20，860円

票 数

単勝票数 計 329232 的中 � 17603（6番人気）
複勝票数 計 431886 的中 � 33858（6番人気）� 115818（1番人気）� 45304（4番人気）
枠連票数 計 144252 的中 （3－7） 7238（6番人気）
馬連票数 計 586548 的中 �� 30033（6番人気）
馬単票数 計 284474 的中 �� 5244（17番人気）
ワイド票数 計 379596 的中 �� 22824（4番人気）�� 8758（13番人気）�� 36333（2番人気）
3連複票数 計 812464 的中 ��� 20054（10番人気）
3連単票数 計1095214 的中 ��� 3805（72番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．2―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．7―47．9―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターズバース �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．29 京都3着

2014．4．8生 牝3鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 3戦1勝 賞金 7，800，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 ステイトリーマーチ号・フーゴ号

19040 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時30分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000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

712 プランスペスカ 牡7鹿 60 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 468－ 63：16．2レコード 9．0�
11 エ ル ゼ ロ 牡4鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 490－ 6 〃 クビ 8．2�
814 クリミアタイガー �4鹿 60 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 ハナ 6．4�
711 ヨ カ グ ラ �4栗 60 林 満明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 474＋ 43：16．3� 4．7�
45 � ホウザンゴッド 牡5栗 60 山本 康志加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 486± 03：16．4� 86．0�
813 ボブキャット 牡7鹿 60 草野 太郎村木 克子氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 498－ 23：16．5	 4．3	
33 パフュームボム 牝6鹿 58 白浜 雄造飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 486＋ 63：17．67 7．6

610 シゲルスズキ 牡4栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 500＋303：17．81	 72．3�
46 セフティーエムアイ 牡6鹿 60 黒岩 悠池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 468－ 43：18．22	 37．6�
58 シルバーソード 牡5鹿 60 平沢 健治ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518± 03：19．26 26．0�
57 シゲルロウニンアジ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 490± 03：19．51� 8．6�
34 マコトクラダリング 牝4鹿 58 北沢 伸也ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 510－ 63：20．67 16．3�
22 � サカジロウィーク 牡4黒鹿60 小坂 忠士ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 スガタ牧場 512＋ 23：22．6大差 70．6�
69 ビップハーデス 牡3栗 58 中村 将之鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 山田牧場 498－ 43：24．09 81．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，582，100円 複勝： 23，036，400円 枠連： 16，481，700円
馬連： 39，555，600円 馬単： 19，087，000円 ワイド： 23，157，400円
3連複： 62，728，900円 3連単： 81，676，400円 計： 282，305，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 280円 � 230円 � 230円 枠 連（1－7） 1，820円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 8，310円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，330円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 10，360円 3 連 単 ��� 69，820円

票 数

単勝票数 計 165821 的中 � 14627（7番人気）
複勝票数 計 230364 的中 � 20795（6番人気）� 27089（3番人気）� 26369（5番人気）
枠連票数 計 164817 的中 （1－7） 7016（8番人気）
馬連票数 計 395556 的中 �� 6851（21番人気）
馬単票数 計 190870 的中 �� 1722（40番人気）
ワイド票数 計 231574 的中 �� 3398（21番人気）�� 4489（18番人気）�� 5208（16番人気）
3連複票数 計 627289 的中 ��� 4540（34番人気）
3連単票数 計 816764 的中 ��� 848（245番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 51．9－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プランスペスカ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．25 京都4着

2010．5．8生 牡7鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
※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 オイチ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルマンタ号



19041 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

良
良

66 シンデレラメイク 牝2栗 54 中谷 雄太田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 460 ―1：22．4 13．4�
89 タムロリバティ 牝2青鹿54 武 豊谷口 屯氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 502 ―1：23．25 4．3�
22 クナップフラウ 牝2黒鹿54 太宰 啓介 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 追分ファーム 418 ―1：23．41� 18．7�
11 カ ク リ ョ ウ 牡2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 466 ―1：23．5� 50．6�
77 ケイティノーブル 牡2栗 54 国分 優作瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 456 ―1：23．71� 114．3�
810 メイショウスイレン 牝2黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 本巣 敦 376 ―1：23．91 81．9	
44 シンゼンホープ 牡2黒鹿54 �島 良太原 司郎氏 飯田 祐史 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446 ―1：24．11� 29．7

55 ブルベアノザワナ 牡2栗 54 酒井 学 �ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 442 ―1：24．73� 89．4�
33 イッツパーフェクト 牡2鹿 54 川田 将雅中村 祐子氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 508 ―1：25．23 1．8
78 ベストヴォヤージュ 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438 ―1：30．8大差 5．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，365，100円 複勝： 28，143，900円 枠連： 8，408，100円
馬連： 42，983，700円 馬単： 30，314，400円 ワイド： 23，454，300円
3連複： 52，389，000円 3連単： 116，535，900円 計： 340，594，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 230円 � 170円 � 330円 枠 連（6－8） 1，340円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，220円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 41，530円

票 数

単勝票数 計 383651 的中 � 24009（4番人気）
複勝票数 計 281439 的中 � 31594（4番人気）� 51780（2番人気）� 18868（5番人気）
枠連票数 計 84081 的中 （6－8） 4833（6番人気）
馬連票数 計 429837 的中 �� 19508（6番人気）
馬単票数 計 303144 的中 �� 4607（16番人気）
ワイド票数 計 234543 的中 �� 13735（5番人気）�� 4716（13番人気）�� 7177（9番人気）
3連複票数 計 523890 的中 ��� 7032（18番人気）
3連単票数 計1165359 的中 ��� 2034（110番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．9―11．5―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．5―58．0―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンデレラメイク �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キャプテンスティーヴ 初出走

2015．5．6生 牝2栗 母 プリンセスメイク 母母 トロピカルメイク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況・騎手変更〕 カクリョウ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。騎手幸英明は検査のため岩崎翼に変更。検量及び装鞍

のやり直しのため発走時刻6分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベストヴォヤージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月9日まで平地

競走に出走できない。
※ブルベアノザワナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19042 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第6競走 ��
��1，900�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 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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

47 オースミメテオール 牡3黒鹿56 酒井 学�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 514－142：00．7 11．5�
48 ジ ュ ー ダ ス 牡3黒鹿56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 新ひだか 下屋敷牧場 524＋ 42：00．8� 18．6�
611 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 M．デムーロ山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474－ 42：01．01� 4．1�
11 コールアングレ 牡3青鹿56 福永 祐一水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452－ 42：01．85 2．6�
713 ハイクアウト 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 484－ 2 〃 クビ 4．5�
35 ブルベアバック 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 斉藤スタッド 430－ 62：02．22� 167．2	
612 ヴィトンリード 牡3鹿 56 岩田 康誠杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 484－ 42：02．41� 11．8

815 ステッドファスト 牡3黒鹿 56

54 △荻野 極 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム B544－102：03．46 64．5�
510 マ ン ト ン 牡3黒鹿56 国分 恭介畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 454－ 22：03．71	 18．2
36 クレイトンシチー 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 464－ 42：05．310 36．7�
714 シゲルアミメキリン 牡3芦 56

53 ▲富田 暁森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 458－ 42：05．4� 199．5�
24 ハ ー ト 牡3鹿 56 藤懸 貴志サン 安達 昭夫 浦河 中村 雅明 450－ 42：05．82� 294．0�
59 フットステップ 牡3芦 56

53 ▲川又 賢治平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 B458＋ 42：07．39 66．6�
23 グリーンジャケット 牡3鹿 56 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B490＋ 22：08．04 21．3�
12 アサクサジャンボ 牡3黒鹿56 和田 竜二田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B600－ 42：10．2大差 109．2�
816 ダイヨコヅナ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太幅田 昌伸氏 庄野 靖志 新ひだか 佐藤 陽一 456 ―2：18．7大差 151．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，356，900円 複勝： 42，746，700円 枠連： 18，093，800円
馬連： 65，468，500円 馬単： 31，986，400円 ワイド： 42，587，700円
3連複： 95，339，300円 3連単： 120，880，400円 計： 447，459，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 350円 � 460円 � 190円 枠 連（4－4） 14，900円

馬 連 �� 12，740円 馬 単 �� 25，820円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 910円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 12，460円 3 連 単 ��� 112，790円

票 数

単勝票数 計 303569 的中 � 21117（4番人気）
複勝票数 計 427467 的中 � 29197（5番人気）� 21051（7番人気）� 72385（3番人気）
枠連票数 計 180938 的中 （4－4） 941（25番人気）
馬連票数 計 654685 的中 �� 3981（33番人気）
馬単票数 計 319864 的中 �� 929（64番人気）
ワイド票数 計 425877 的中 �� 3265（31番人気）�� 12414（7番人気）�� 9752（16番人気）
3連複票数 計 953393 的中 ��� 5738（36番人気）
3連単票数 計1208804 的中 ��� 777（328番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―11．4―13．2―12．5―12．2―12．9―13．2―12．9―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―30．1―43．3―55．8―1：08．0―1：20．9―1：34．1―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．8
1
3
3（13，9）16，7，6，14，8（5，15）10－12，11，1－（2，4）・（3，13，9）7，8－（6，14，10）15－（5，12）11－1＝（4，16）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オースミメテオール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2017．2．12 京都14着

2014．4．1生 牡3黒鹿 母 エアイゾルテ 母母 ニフテイアンドニート 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時55分に変更。
〔発走状況〕 ハート号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハート号・フットステップ号・アサクサジャンボ号・ダイヨコヅナ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成29年8月9日まで平地競走に出走できない。
グリーンジャケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月9日まで平地競
走に出走できない。



19043 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時20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

713 パステラリア 牝3鹿 54 M．デムーロ �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 470＋ 22：00．9 3．1�
24 リリックドラマ 牝3鹿 54 国分 恭介 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 444－ 62：01．0� 19．5�
47 アルマシャール 牡3鹿 56 和田 竜二コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 496－ 8 〃 クビ 4．6�
48 オプティマイズ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：01．21� 8．2�
818 フ ィ ッ プ ル 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 42：01．3� 7．4	
35 トーシンキング 牡3青鹿56 岩田 康誠長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 464－ 22：01．51 6．6

59 ニホンピロレイカー 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 452－ 6 〃 クビ 14．7�
36 � エイシンフレイヤ 牝3鹿 54

52 △荻野 極�栄進堂 野中 賢二 愛 Hong Kong
Eishindo 442＋102：01．71	 49．8�

612 エイシンクウカイ 牡3鹿 56 武 豊�栄進堂 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 468－ 42：01．91 16．1
510 デクレアビクトリー 牡3鹿 56 高倉 稜 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 548－10 〃 クビ 157．1�
715 メイショウハガネ 牡3黒鹿56 小牧 太松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 452－ 42：02．53� 75．8�
816 スマートモニカ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁大川 徹氏 木原 一良 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 410－ 42：03．24 114．3�
12 アスターアゲイン 牡3鹿 56 幸 英明加藤 久枝氏 森田 直行 むかわ 市川牧場 486－102：03．3� 24．5�
817 エイシンクリオネ 牝3芦 54 藤岡 佑介�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 476± 02：03．93� 52．1�
714 メイショウマッセル 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好�氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 418－ 4 〃 クビ 185．2�
11 ポエティック 牝3鹿 54

53 ☆義 英真田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 444± 02：04．11	 330．8�
611 リリーハッピー 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治土井 孝夫氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 426－ 62：04．52� 363．0�
23 サンレイトピック 牡3青鹿 56

55 ☆岩崎 翼永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 小田 誠一 456－ 4 〃 ハナ 66．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，399，700円 複勝： 52，445，800円 枠連： 19，720，700円
馬連： 77，241，000円 馬単： 32，657，700円 ワイド： 46，602，800円
3連複： 108，525，500円 3連単： 128，801，800円 計： 501，395，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 460円 � 190円 枠 連（2－7） 3，170円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 410円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，720円 3 連 単 ��� 36，010円

票 数

単勝票数 計 353997 的中 � 88860（1番人気）
複勝票数 計 524458 的中 � 97197（1番人気）� 22714（9番人気）� 77821（2番人気）
枠連票数 計 197207 的中 （2－7） 4815（14番人気）
馬連票数 計 772410 的中 �� 12799（20番人気）
馬単票数 計 326577 的中 �� 3465（25番人気）
ワイド票数 計 466028 的中 �� 7687（18番人気）�� 32038（1番人気）�� 10296（13番人気）
3連複票数 計1085255 的中 ��� 14227（16番人気）
3連単票数 計1288018 的中 ��� 2593（105番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―13．3―12．9―12．2―12．3―11．9―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―36．6―49．5―1：01．7―1：14．0―1：25．9―1：37．4―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

パステラリア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．2．19 小倉9着

2014．2．22生 牝3鹿 母 レディパステル 母母 ピンクタートル 4戦1勝 賞金 7，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴィアデラモーレ号・スプリングボックス号
（非抽選馬） 4頭 ヒミノブリランテ号・メイショウマルコマ号・ライクアエンジェル号・リーゼントシャルフ号

19044 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

714 ダンサクドゥーロ 牡3芦 54 小牧 太吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 500－ 21：53．2 5．9�
611 サウスザスナイパー 牡3黒鹿54 川田 将雅南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 526＋ 81：53．62� 1．9�
47 フィールドセンス 牡3鹿 54 国分 優作前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 508－121：53．81� 40．5�
23 � ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 幸 英明熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 526－ 6 〃 アタマ 39．2�
815 フォレストタウン 牡3黒鹿54 水口 優也山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 512－ 41：53．9クビ 9．5�
24 クールデザイン 牝3鹿 52 松山 弘平 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 450－ 41：54．43 14．4	
816 ガ ウ ェ イ ン 牡4鹿 57 高倉 稜西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 478－ 81：54．5クビ 70．5

12 ワールドリースター 牡5鹿 57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：54．71� 49．6�
11 ベディヴィア 牡3栗 54 武 豊 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 458＋ 21：55．02 8．1�
48 ミラクルユニバンス 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 クビ 71．6
510 ナムラヘラクレス 牡3鹿 54 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 478－ 4 〃 アタマ 26．7�
612 セイイーグル 牡3鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 444－ 41：55．1� 40．5�
36 キャノンプレート 	5黒鹿 57

54 ▲富田 暁 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B472＋ 41：55．2クビ 31．3�
713 サトノフレイム 牡3鹿 54

53 ☆加藤 祥太里見 治氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 504± 01：55．52 35．0�
59 � ナニスンネン 牡5栗 57 和田 竜二杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 510± 01：55．6クビ 29．7�
35 アルコステラート 牡4鹿 57 藤岡 佑介藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 482＋101：56．98 255．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，916，800円 複勝： 59，947，500円 枠連： 20，085，300円
馬連： 82，654，600円 馬単： 41，510，100円 ワイド： 51，716，400円
3連複： 117，895，200円 3連単： 164，404，600円 計： 578，130，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 120円 � 600円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，460円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 26，090円

票 数

単勝票数 計 399168 的中 � 53673（2番人気）
複勝票数 計 599475 的中 � 86882（2番人気）� 174923（1番人気）� 16181（9番人気）
枠連票数 計 200853 的中 （6－7） 38434（1番人気）
馬連票数 計 826546 的中 �� 112355（1番人気）
馬単票数 計 415101 的中 �� 18108（5番人気）
ワイド票数 計 517164 的中 �� 47181（1番人気）�� 4880（24番人気）�� 13211（10番人気）
3連複票数 計1178952 的中 ��� 20500（9番人気）
3連単票数 計1644046 的中 ��� 4567（69番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―14．1―12．8―11．6―12．7―12．3―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．6―51．4―1：03．0―1：15．7―1：28．0―1：40．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ダンサクドゥーロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．12 京都2着

2014．5．10生 牡3芦 母 ファーレサルティ 母母 ケイティーズファースト 8戦2勝 賞金 21，800，000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 カズマペッピーノ号



19045 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第9競走 ��
��1，400�

き よ す

清 洲 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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

48 バ リ ス 牡6栗 57 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 490－ 41：19．8 4．6�
816 サンライズマジック 牡3鹿 54 荻野 極松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 484＋ 41：20．22� 7．2�
611 モ ザ イ ク 牡3黒鹿54 岩田 康誠吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 444＋ 21：20．3� 18．7�
12 バシレウスライオン 牡4鹿 57 川田 将雅ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B466－ 41：20．4� 17．6�
612 ミルトドリーム 牡3鹿 54 松山 弘平永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 508＋101：20．5� 37．4�
11 ス ノ ー マ ン 牡4鹿 57 M．デムーロ永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 490－ 41：20．71 5．4	
35 ステラルージュ 牝3栗 52 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 396－ 2 〃 アタマ 4．6

713 メイショウラバンド 牝6鹿 55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 466＋ 81：20．91	 24．7�
23 トーホウドミンゴ 牡3青鹿54 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 478－ 8 〃 クビ 63．1�
815 スナークスカイ 牡4鹿 57 幸 英明杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 450＋ 21：21．0クビ 21．4
47 ファンタサイズ 牡4鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 432± 01：21．21� 7．1�
510 ウイングフリオーソ 牝3鹿 52 田中 健 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 456＋101：21．83� 100．4�
714 ドライヴナイト 牡4黒鹿57 藤岡 佑介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 516－ 21：22．33 12．8�
36 ケンシュナウザー 牡3栗 54 太宰 啓介中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458± 01：22．61
 127．5�
24 ライデンバローズ 牡3芦 54 小牧 太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 532－101：22．7
 54．9�
59 � 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 436＋ 41：23．44 204．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，850，000円 複勝： 70，874，000円 枠連： 30，314，300円
馬連： 124，171，200円 馬単： 47，176，000円 ワイド： 64，926，100円
3連複： 175，929，200円 3連単： 218，971，700円 計： 775，212，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 230円 � 370円 枠 連（4－8） 760円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，130円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 48，740円

票 数

単勝票数 計 428500 的中 � 74398（1番人気）
複勝票数 計 708740 的中 � 120656（2番人気）� 81680（4番人気）� 42000（6番人気）
枠連票数 計 303143 的中 （4－8） 30532（3番人気）
馬連票数 計1241712 的中 �� 53665（6番人気）
馬単票数 計 471760 的中 �� 9824（11番人気）
ワイド票数 計 649261 的中 �� 25293（5番人気）�� 14720（11番人気）�� 8943（25番人気）
3連複票数 計1759292 的中 ��� 12975（32番人気）
3連単票数 計2189717 的中 ��� 3257（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―33．8―45．3―56．6―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 6，12（10，5，14）（2，8，13）（7，16）（4，15）（11，1）－3－9 4 6（10，12，14）（5，8，13）2（7，16）（4，11，15）1，3＝9

勝馬の
紹 介

バ リ ス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．1．6 中山2着

2011．3．29生 牡6栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル 13戦3勝 賞金 42，476，000円

19046 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第10競走 ��
��1，600�

あ り ま つ

有 松 特 別
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．7．9以降29．7．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

55 ミ リ ッ サ 牝3栗 52 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 414－ 41：32．7レコード 2．2�
22 イレイション 牡5栗 56 藤岡 佑介 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 484－ 8 〃 クビ 3．2�
78 ロードプレミアム 牡4黒鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 490－101：32．8� 6．2�
11 オーマイガイ 牡4栗 55 岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 462＋ 21：33．12 4．9�
810 タガノカムイ 牡5栗 55 国分 優作八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 21：33．2クビ 26．5	
44 シ ン ダ ー ズ 牝5青鹿53 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 21：33．41� 24．3

33 ジ ル ダ 牝5鹿 53 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 442＋161：33．5	 72．5�
811 ラインハーディー 牝6栗 53 幸 英明大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 504－121：33．92	 35．0�
67 ブラウンカイ 牡6鹿 52 酒井 学キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 468－ 21：34．96 184．6
79 
 サントノーレ 牝5栗 50 高倉 稜吉田 修氏 村山 明 新冠 長浜牧場 504± 01：35．22 208．3�

（10頭）
66 カイザーバル 牝4黒鹿55．5 M．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 476± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，772，200円 複勝： 49，872，400円 枠連： 24，171，700円
馬連： 65，875，000円 馬単： 33，993，500円 ワイド： 34，278，200円
3連複： 59，442，500円 3連単： 116，226，000円 計： 427，631，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 280円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 差引計 437722（返還計219165） 的中 � 158163（1番人気）
複勝票数 差引計 498724（返還計179720） 的中 � 146150（1番人気）� 108455（2番人気）� 74732（4番人気）
枠連票数 差引計 241717（返還計 943） 的中 （2－5） 22442（3番人気）
馬連票数 差引計 658750（返還計706279） 的中 �� 134595（1番人気）
馬単票数 差引計 339935（返還計384960） 的中 �� 40351（1番人気）
ワイド票数 差引計 342782（返還計314219） 的中 �� 50212（1番人気）�� 25784（5番人気）�� 29827（4番人気）
3連複票数 差引計 594425（返還計1185105） 的中 ��� 60928（2番人気）
3連単票数 差引計1162260（返還計2560547） 的中 ��� 34335（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―34．5―45．6―57．5―1：09．3―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ミ リ ッ サ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．26 京都1着

2014．4．13生 牝3栗 母 シンハリーズ 母母 Baize 5戦3勝 賞金 39，594，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 カイザーバル号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で突進した際，疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。

発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 カイザーバル号は，平成29年7月10日から平成29年8月8日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。

１レース目



19047 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第11競走 ��
��1，400�第22回プロキオンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，28．7．9以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，28．7．8以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

712 キングズガード 牡6鹿 56 藤岡 佑介�日進牧場 寺島 良 浦河 日進牧場 458± 01：22．9 7．0�
58 カフジテイク 牡5青鹿57 福永 祐一加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 486 1：23．22 2．8�
814 ブライトライン 牡8青 56 川田 将雅�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 530－ 21：23．41	 13．1�
23 ゴーインググレート 牡7栗 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 486± 01：23．61	 188．4�
11 メイショウウタゲ 牡6栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 518＋ 41：24．02
 18．2	
815 キクノストーム 牡8鹿 56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 498＋ 81：24．1
 261．5

35 � トウケイタイガー 牡6黒鹿57 国分 恭介木村 信彦氏 住吉 朝男 新ひだか 下村 繁正 490－ 91：24．42 29．8�

（兵庫）

713 イーデンホール 牡5栗 56 M．デムーロ�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 486－ 61：24．72 5．6�
611 ウォータールルド 牡9黒鹿56 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 492－ 41：25．01� 232．2
59  ナンチンノン 牡6栗 56 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 524－14 〃 ハナ 83．2�
47 � マヤノオントロジー 牡8黒鹿56 山田 祥雄田所 英子氏 川西 毅 平取 北島牧場 482－131：25．31� 203．1�

（愛知） （愛知）

34 アキトクレッセント 牡5鹿 56 荻野 極岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋10 〃 ハナ 5．5�

610 レヴァンテライオン 牡3黒鹿53 中谷 雄太ライオンレースホース� 矢作 芳人 米
Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

486－ 41：25．4� 76．5�
22  ベストマッチョ 牡4黒鹿56 幸 英明馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

494± 01：25．5
 6．6�
46  チャーリーブレイヴ �7鹿 56 武 豊林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 502＋ 21：25．6クビ 24．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 159，070，700円 複勝： 221，460，600円 枠連： 96，843，000円
馬連： 551，330，500円 馬単： 225，397，900円 ワイド： 251，983，500円
3連複： 901，549，700円 3連単： 1，426，113，400円 計： 3，833，749，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 170円 � 140円 � 260円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 340円 �� 770円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 16，380円

票 数

単勝票数 計1590707 的中 � 181373（5番人気）
複勝票数 計2214606 的中 � 324190（2番人気）� 517800（1番人気）� 177098（6番人気）
枠連票数 計 968430 的中 （5－7） 167123（1番人気）
馬連票数 計5513305 的中 �� 512893（1番人気）
馬単票数 計2253979 的中 �� 83688（5番人気）
ワイド票数 計2519835 的中 �� 205608（1番人気）�� 79671（10番人気）�� 95133（8番人気）
3連複票数 計9015497 的中 ��� 240330（8番人気）
3連単票数 計14261134 的中 ��� 63102（47番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．8―12．1―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．2―46．0―58．1―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングズガード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．18 京都6着

2011．4．21生 牡6鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 26戦8勝 賞金 212，855，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 レヴァンテライオン号の騎手中谷雄太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・6番・
4番）
カフジテイク号の騎手福永祐一は，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・4番）
キングズガード号の騎手藤岡佑介は，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10，000円。（被害馬：2番）
メイショウウタゲ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。

19048 7月9日 曇 良 （29中京3）第4日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時15分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

78 チャレアーダ 牝3鹿 52 福永 祐一 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 456＋ 41：33．3 3．1�

67 チカノワール 牝3鹿 52 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 448－ 2 〃 ハナ 16．7�
22 エイシンジルコン 牝4黒鹿55 M．デムーロ�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 458＋ 41：33．4� 2．9�
79 オメガハートソング 牝5青鹿55 藤岡 佑介原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446－ 61：33．72 19．4�
33 ダノンディーヴァ 牝3黒鹿 52

50 △荻野 極�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462－10 〃 クビ 5．9�
811 ウインミレーユ 牝4黒鹿55 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 448－ 61：33．91 8．0	
55 フ ナ ウ タ 牝3栗 52 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466－ 41：34．0� 6．4

66 � ウイングタイガー 牝5鹿 55 田中 健 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 436－ 4 〃 クビ 225．6�
11 ジョウショーホマレ 牝3栗 52 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 456－ 21：34．21	 166．9�
810 ブレッシングテレサ 牝4青鹿55 川須 栄彦 シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B484＋ 61：34．51
 77．3�
44 フジクイーン 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 492＋101：34．92� 88．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 73，355，800円 複勝： 77，975，900円 枠連： 27，177，400円
馬連： 167，728，100円 馬単： 79，711，800円 ワイド： 82，135，400円
3連複： 200，782，700円 3連単： 405，972，500円 計： 1，114，839，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 310円 � 130円 枠 連（6－7） 1，890円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 800円 �� 220円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計 733558 的中 � 186061（2番人気）
複勝票数 計 779759 的中 � 163506（2番人気）� 45588（7番人気）� 177186（1番人気）
枠連票数 計 271774 的中 （6－7） 11115（9番人気）
馬連票数 計1677281 的中 �� 50700（12番人気）
馬単票数 計 797118 的中 �� 15522（18番人気）
ワイド票数 計 821354 的中 �� 23466（14番人気）�� 112731（1番人気）�� 27186（11番人気）
3連複票数 計2007827 的中 ��� 73713（6番人気）
3連単票数 計4059725 的中 ��� 22646（44番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―11．5―11．8―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―34．9―46．4―58．2―1：09．8―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

チャレアーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2017．2．25 阪神1着

2014．4．26生 牝3鹿 母 グワダラハラ 母母 Guernica 3戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 エイシンジルコン号の騎手M．デムーロは，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：7番・3番）

４レース目



（29中京3）第4日 7月9日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

221，080，000円
15，880，000円
1，700，000円
26，240，000円
65，136，000円
5，411，800円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
566，983，300円
748，545，900円
296，277，900円
1，376，392，800円
626，094，400円
719，863，900円
2，000，199，000円
3，108，832，400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 9，443，189，600円

総入場人員 16，660名 （有料入場人員 15，287名）
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