
19085 7月23日 曇 良 （29中京3）第8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
1：34．2
1：32．3

良
良

811 スカーレットカラー 牝2鹿 54 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438± 01：35．5 2．2�

79 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 472＋ 21：35．92� 5．2�

11 タニノミステリー 牡2黒鹿54 M．デムーロ谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 418－ 8 〃 クビ 4．2�
22 オークヒルロッジ 牡2青鹿54 和田 竜二宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500－ 61：36．43 4．7�
44 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 450＋ 61：36．72 51．7�
55 ウインネプチューン 牡2青鹿 54

52 △荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 458± 01：36．8クビ 25．7	
68 シゲルマツタケ 牝2栗 54 佐藤 友則森中 蕃氏 谷 潔 厚真 大川牧場 438－101：37．54 154．7


（笠松）

56 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 436－ 21：37．81� 203．5�
812 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 464＋ 81：38．12 285．4
67 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 440－ 61：38．2クビ 186．5�
710 モスアゲート 牝2鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 森田 直行 浦河 杵臼牧場 412＋ 21：38．73 139．5�
33 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 412＋ 2 （競走中止） 32．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，049，200円 複勝： 25，601，000円 枠連： 7，051，900円
馬連： 39，350，100円 馬単： 21，242，700円 ワイド： 23，261，600円
3連複： 57，087，400円 3連単： 88，153，000円 計： 284，796，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 230円 �� 200円 �� 370円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 230492 的中 � 84169（1番人気）
複勝票数 計 256010 的中 � 89370（1番人気）� 35450（4番人気）� 45347（2番人気）
枠連票数 計 70519 的中 （7－8） 8980（3番人気）
馬連票数 計 393501 的中 �� 50893（3番人気）
馬単票数 計 212427 的中 �� 16898（3番人気）
ワイド票数 計 232616 的中 �� 25870（3番人気）�� 31814（1番人気）�� 13937（6番人気）
3連複票数 計 570874 的中 ��� 61451（3番人気）
3連単票数 計 881530 的中 ��� 24692（6番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．9―12．3―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．9―46．8―59．1―1：11．3―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

スカーレットカラー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2017．6．10 阪神2着

2015．2．26生 牝2鹿 母 ヴ ェ ン ト ス 母母 ブラッシングブライド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 バルドーリア号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
※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。

19086 7月23日 曇 良 （29中京3）第8日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時30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 デ ュ ナ ミ ス 牝3黒鹿54 幸 英明 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 B514－ 21：55．6 47．7�

612 インハーフェイバー 牝3鹿 54 武 豊 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B512＋ 61：55．81� 8．5�
23 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± 0 〃 クビ 7．3�
714 スズカスマート 牝3鹿 54

52 △荻野 極永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 472＋ 21：55．9クビ 10．5�
611 シュクルダール 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム B496－ 21：56．0� 3．8�
59 ブライトメモリー 牝3黒鹿54 佐藤 友則広尾レース	 小崎 憲 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460－ 4 〃 アタマ 7．8

（笠松）

815 ブランウェン 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420－ 21：56．21� 401．1�

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 482－10 〃 アタマ 20．2�
48 サンマルタイトル 牝3栗 54 松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 420－ 6 〃 クビ 188．9
36 キシュウサラリン 牝3栗 54

51 ▲富田 暁木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 406＋ 21：56．62� 418．8�
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 428－ 41：57．02� 239．8�
47 ア ト ロ ポ ス 牝3青鹿54 D．ホワイト 大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 アタマ 9．5�

（香港）

24 ルメイユール 牝3黒鹿 54
51 ▲川又 賢治 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 500－ 61：57．74 10．1�
713 グラニーズチップス 牝3芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472－101：59．6大差 4．5�
11 グッドパートナー 牝3栗 54

53 ☆義 英真冨沢 敦子氏 崎山 博樹 新ひだか 高橋 義浩 420－ 62：00．23� 289．9�
510 ハロークオリティ 牝3鹿 54 川須 栄彦�髙昭牧場 高橋 康之 浦河 高昭牧場 484－ 22：10．2大差 351．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，022，700円 複勝： 39，590，400円 枠連： 14，283，700円
馬連： 49，936，300円 馬単： 23，882，400円 ワイド： 33，247，500円
3連複： 76，094，000円 3連単： 92，379，800円 計： 355，436，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，770円 複 勝 � 950円 � 270円 � 220円 枠 連（1－6） 5，810円

馬 連 �� 22，720円 馬 単 �� 50，590円

ワ イ ド �� 4，920円 �� 2，510円 �� 840円

3 連 複 ��� 30，180円 3 連 単 ��� 314，430円

票 数

単勝票数 計 260227 的中 � 4360（10番人気）
複勝票数 計 395904 的中 � 8928（10番人気）� 40668（5番人気）� 52503（2番人気）
枠連票数 計 142837 的中 （1－6） 1904（17番人気）
馬連票数 計 499363 的中 �� 1703（43番人気）
馬単票数 計 238824 的中 �� 354（88番人気）
ワイド票数 計 332475 的中 �� 1688（41番人気）�� 3354（33番人気）�� 10700（9番人気）
3連複票数 計 760940 的中 ��� 1891（87番人気）
3連単票数 計 923798 的中 ��� 213（628番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．2―50．5―1：03．5―1：16．5―1：29．5―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デ ュ ナ ミ ス �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．6．11 阪神14着

2014．5．9生 牝3黒鹿 母 チ ェ ル ビ ム 母母 カーリーエンジェル 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ルメイユール号の騎手川又賢治は，2コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハロークオリティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23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） 2頭 トウケイホクト号・ニホンピロハニー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

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23日 曇 良 （29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 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

59 シュライエンシチー 牡3鹿 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 西園 正都 新ひだか 飛野牧場 488－ 41：12．9 44．2�
12 マ ッ セ ル 牡3鹿 56 秋山真一郎�ノースヒルズ 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 01：13．43 8．0�
815 ファニーフェロー 牡3黒鹿56 福永 祐一小田 吉男氏 斉藤 崇史 日高 加藤牧場 464＋ 2 〃 クビ 3．8�
713 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± 0 〃 ハナ 5．6�
510 リ ガ ス 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 日高 新井 昭二 504－ 21：13．5クビ 3．7�
47 マルカテノール 牡3鹿 56 岡田 祥嗣日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 478± 01：14．24 43．2	
23 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 448－ 41：14．3� 10．5

35 エーティーライデン 牡3栗 56 高倉 稜荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 飛野牧場 482－ 21：14．51� 112．2�
714 ダイシンアルド 牡3黒鹿56 幸 英明大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 61：14．6� 43．8�
48 ノーチェデパス 牡3鹿 56 中谷 雄太吉田 照哉氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 522－181：14．8� 225．1
611 ブルベアエイプス 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B458－ 41：15．12 32．0�
612 シゲルエゾシカ 牝3栗 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 飯田 祐史 浦河 村下 貞憲 456＋ 41：15．2� 285．5�
816 ビーフォルツァ 牡3黒鹿56 和田 竜二馬場 祥晃氏 牧田 和弥 むかわ 貞広 賢治 464＋ 31：15．3クビ 48．8�
11 ジョーカルーア 牝3芦 54

52 △荻野 極上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 534＋121：15．83 6．0�
36 テイエムアルドーレ 牝3栗 54 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 近藤牧場 478＋ 61：16．65 339．0�
24 ゲイムフリー 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 平取 スガタ牧場 B454－141：17．13 52．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，554，400円 複勝： 42，679，800円 枠連： 13，702，900円
馬連： 54，310，900円 馬単： 25，310，900円 ワイド： 34，993，900円
3連複： 79，412，800円 3連単： 98，745，500円 計： 374，711，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，420円 複 勝 � 830円 � 340円 � 170円 枠 連（1－5） 710円

馬 連 �� 15，680円 馬 単 �� 44，040円

ワ イ ド �� 4，590円 �� 2，630円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 29，360円 3 連 単 ��� 281，850円

票 数

単勝票数 計 255544 的中 � 4622（10番人気）
複勝票数 計 426798 的中 � 10556（8番人気）� 29720（6番人気）� 87075（2番人気）
枠連票数 計 137029 的中 （1－5） 14824（3番人気）
馬連票数 計 543109 的中 �� 2684（38番人気）
馬単票数 計 253109 的中 �� 431（94番人気）
ワイド票数 計 349939 的中 �� 1920（45番人気）�� 3392（23番人気）�� 8605（12番人気）
3連複票数 計 794128 的中 ��� 2028（78番人気）
3連単票数 計 987455 的中 ��� 254（640番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．6―12．4―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―35．0―47．4―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュライエンシチー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2017．3．11 阪神16着

2014．5．12生 牡3鹿 母 ザ フ ラ ッ ツ 母母 Walker’s Gal 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲイムフリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23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 ビターレ号
（非抽選馬） 1頭 アスターフィール号

19088 7月23日 曇 良 （29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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

11 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± 03：16．7 3．8�
89 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 486－ 4 〃 クビ 2．4�
66 ハリケーンリリー �6鹿 60 難波 剛健山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 木村牧場 506＋ 43：19．3大差 8．0�
33 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 58 熊沢 重文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 462－ 23：19．61� 9．0�
55 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 520＋ 23：19．7� 18．2�
78 ドゥドゥドゥ 牡4青鹿60 黒岩 悠	ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 460＋ 23：20．33� 6．8

22 ヴィンセンツイヤー �6栗 60 上野 翔 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 486± 03：23．0大差 27．0�
77 イチザビーナス 牝4鹿 58 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 柴田 光陽 新ひだか 木下牧場 488＋ 83：24．17 122．4�
810 ユニバーサルソング 牡4鹿 60 山本 康志窪田 康志氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 530＋ 23：27．7大差 69．8
44 ミッキーシーガル 牡5青鹿60 西谷 誠野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 23：32．5大差 12．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，602，400円 複勝： 18，016，200円 枠連： 7，290，600円
馬連： 30，545，800円 馬単： 20，082，000円 ワイド： 17，679，000円
3連複： 44，494，000円 3連単： 87，329，000円 計： 243，039，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 120円 � 170円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 180円 �� 500円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計 176024 的中 � 36810（2番人気）
複勝票数 計 180162 的中 � 36814（2番人気）� 47652（1番人気）� 20437（4番人気）
枠連票数 計 72906 的中 （1－8） 14314（1番人気）
馬連票数 計 305458 的中 �� 57754（1番人気）
馬単票数 計 200820 的中 �� 17092（2番人気）
ワイド票数 計 176790 的中 �� 31454（1番人気）�� 7708（7番人気）�� 10980（3番人気）
3連複票数 計 444940 的中 ��� 32943（2番人気）
3連単票数 計 873290 的中 ��� 13147（7番人気）
上り 1マイル 1：43．0 4F 51．8－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレシャスタイム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 パレスミュージック デビュー 2016．2．20 小倉7着

2013．3．28生 牡4鹿 母 シルキードルチェ 母母 マーベラスメロン 障害：6戦1勝 賞金 16，100，000円
〔制裁〕 プレシャスタイム号の騎手佐久間寛志は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて平成29年7月29日から平成29年

8月6日まで騎乗停止。（被害馬：3番）
プレシャスタイム号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



19089 7月23日 曇 良 （29中京3）第8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

47 アントルシャ 牝2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 436 ―1：24．2 2．7�
34 ラ イ リ ー 牡2黒鹿 54

51 ▲川又 賢治古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 452 ―1：24．3� 85．8�
23 ロードイヒラニ 牡2青鹿54 武 豊 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 464 ―1：24．61� 4．1�
713 グランディスカーペ 牡2黒鹿54 横山 典弘小田 吉男氏 安達 昭夫 新冠 アラキフアーム 448 ― 〃 アタマ 22．6�
611 ウォーターパルフェ 牡2鹿 54 酒井 学山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 492 ―1：24．81� 59．3	
46 ブルベアクレソン 牡2鹿 54 幸 英明 �ブルアンドベア 川村 禎彦 様似 猿倉牧場 456 ―1：25．01 34．4

22 スズカゼフィール 牡2黒鹿54 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466 ―1：25．1� 28．2�
815 ワイルドフィクサー 牡2鹿 54 D．ホワイト 小川 勲氏 作田 誠二 浦河 岡本 昌市 470 ―1：25．84 10．7�

（香港）

58 マイネルベッカー 牡2鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 446 ―1：26．01	 6．5

610 イチネンプリンス 牡2黒鹿54 松山 弘平国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 448 ―1：26．1	 30．8�
59 デンコウメジャー 牡2栗 54 高倉 稜田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 452 ―1：26．73	 47．1�
35 ブルベアマイタケ 牡2黒鹿 54

52 △荻野 極 �ブルアンドベア 柴田 光陽 新ひだか 福岡 駿弥 504 ―1：26．91	 160．4�
11 タレンティドガイ 牡2鹿 54 川須 栄彦飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 460 ― 〃 ハナ 7．4�
814 タガノイチベエ 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 506 ―1：27．22 106．7�

（14頭）
712 アルマアノン 牝2青鹿54 和田 竜二コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，300，500円 複勝： 30，520，500円 枠連： 11，637，000円
馬連： 46，758，200円 馬単： 25，496，500円 ワイド： 27，741，300円
3連複： 63，538，200円 3連単： 86，160，600円 計： 320，152，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 970円 � 180円 枠 連（3－4） 4，310円

馬 連 �� 11，640円 馬 単 �� 16，420円

ワ イ ド �� 3，370円 �� 280円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 11，920円 3 連 単 ��� 92，130円

票 数

単勝票数 差引計 283005（返還計 453） 的中 � 85919（1番人気）
複勝票数 差引計 305205（返還計 522） 的中 � 89425（1番人気）� 4984（12番人気）� 44267（2番人気）
枠連票数 差引計 116370（返還計 27） 的中 （3－4） 2088（16番人気）
馬連票数 差引計 467582（返還計 1958） 的中 �� 3111（32番人気）
馬単票数 差引計 254965（返還計 1025） 的中 �� 1164（48番人気）
ワイド票数 差引計 277413（返還計 1214） 的中 �� 1907（39番人気）�� 30462（1番人気）�� 1634（41番人気）
3連複票数 差引計 635382（返還計 4938） 的中 ��� 3997（37番人気）
3連単票数 差引計 861606（返還計 5459） 的中 ��� 678（264番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．0―48．5―1：00．7―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アントルシャ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2015．1．27生 牝2鹿 母 ア ソ ル ー タ 母母 フレンチバレリーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 アルマアノン号は，疾病〔両後肢挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 ワイルドフィクサー号の騎手D．ホワイトは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・11番）
※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23日 曇 良 （29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 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

36 ワンフォーオール �3芦 56 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448－161：54．6 7．1�

612� タ ピ ゾ ー 牡3芦 56 松山 弘平大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.
Rutherford 494－ 81：54．7	 23．3�

24 � ファージンゲール 牝3鹿 54 D．ホワイト 吉田 和美氏 吉村 圭司 米 Kaz Hill
Farm 468－ 21：55．01	 3．3�

（香港）

611 シャープセンス 牡3黒鹿56 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 532 ―1：55．63
 14．5�

59 プリンスオブペスカ 牡3鹿 56 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474± 01：55．91	 6．3�
48 クリノハプスブルク 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 青森 諏訪牧場 434± 01：56．0
 62．1�
816 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 500－ 2 〃 クビ 3．4	
47 ジューンソリドール 牡3鹿 56 和田 竜二吉川 潤氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472± 01：56．1	 8．8

713 ロシニョール 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 498－ 81：56．31� 43．5�
12 シゲルボスザル 牡3黒鹿56 佐藤 友則森中 蕃氏 谷 潔 浦河 丸村村下

ファーム 464＋161：56．51� 158．3�
（笠松）

23 レジスタンス �3鹿 56 幸 英明ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438－ 21：56．92
 29．3�

714 コンフェクション 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 430＋ 61：57．85 424．3�

35 アスターアゲイン 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 久枝氏 森田 直行 むかわ 市川牧場 486± 01：57．9	 37．6�
510 ショウナンラスター 牡3栗 56 松若 風馬国本 哲秀氏 中村 均 新冠 アラキフアーム 454－ 41：58．0クビ 70．4�
815 クレスコシップ 牡3鹿 56 高倉 稜堀川 三郎氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム 502 ―1：59．06 126．9�
11 モズオトコマエ 牡3芦 56 藤懸 貴志 キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか 土田農場 542 ―2：01．1大差 92．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，440，000円 複勝： 39，326，400円 枠連： 14，424，300円
馬連： 58，826，800円 馬単： 27，641，700円 ワイド： 37，471，800円
3連複： 80，102，200円 3連単： 101，804，100円 計： 389，037，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 270円 � 520円 � 160円 枠 連（3－6） 2，420円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 520円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 42，830円

票 数

単勝票数 計 294400 的中 � 33139（4番人気）
複勝票数 計 393264 的中 � 35066（5番人気）� 15919（7番人気）� 79401（1番人気）
枠連票数 計 144243 的中 （3－6） 4607（12番人気）
馬連票数 計 588268 的中 �� 6067（22番人気）
馬単票数 計 276417 的中 �� 2275（31番人気）
ワイド票数 計 374718 的中 �� 3755（24番人気）�� 20067（4番人気）�� 6304（15番人気）
3連複票数 計 801022 的中 ��� 8457（22番人気）
3連単票数 計1018041 的中 ��� 1723（122番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―14．0―13．1―12．1―12．7―12．7―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．7―51．8―1：03．9―1：16．6―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
11，12（4，16）7（8，13）（6，9）5－2（14，10）3＝15，1
11，12（4，10）（7，16）（6，8，13，9）－2，3，14，5＝15＝1

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

勝馬の
紹 介

ワンフォーオール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．7．9 中京7着

2014．4．15生 �3芦 母 ラヴェリータ 母母 Go Classic 8戦1勝 賞金 9，750，000円
〔発走状況〕 モズオトコマエ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズオトコマエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23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） 2頭 ヴィトンリード号・チャーリーバローズ号
（非抽選馬） 1頭 ベルメーリャ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



19091 7月23日 曇 良 （29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
1：58．3
1：56．1

良
良

35 ナリタピクシー 牝4鹿 55 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 504＋102：00．6 13．6�
46 メイショウタチマチ 牝4鹿 55 川田 将雅松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 498＋ 82：00．7� 4．3�
59 アロマドゥルセ 牝3青鹿52 M．デムーロ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 428＋ 22：00．8� 3．0�
712 シャドウマリア 牝3栗 52 松山 弘平飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 ハナ 6．1�
22 エイシンジルコン 牝4黒鹿55 D．ホワイト �栄進堂 野中 賢二 新ひだか 木田牧場 460＋ 22：01．01� 9．4	

（香港）

11 ハギノカエラ 牝4栗 55
52 ▲川又 賢治安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 420＋ 42：01．63� 40．5


23 サウンドパラダイス 牝4鹿 55 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 498－ 82：01．81� 39．1�
610 リ セ エ ン ヌ 牝4青鹿55 松若 風馬吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 412± 02：02．01� 19．4�
58 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± 0 〃 アタマ 211．7
34 エスペランサルル 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 438＋ 22：02．1� 275．2�

611 ジュンテオドーラ 牝3鹿 52 和田 竜二河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：02．2� 8．5�
814 クロスアミュレット 牝3鹿 52

50 △荻野 極 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466± 02：02．41� 37．6�
47 センショウレイナ 牝4鹿 55 横山 典弘川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 468± 02：02．5クビ 83．1�
713 ラ ル ク 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－ 22：02．71 13．8�
815 ナ ル ハ ヤ 牝3黒鹿52 柴田 未崎陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 478－ 8 〃 クビ 60．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，672，300円 複勝： 63，082，000円 枠連： 19，215，900円
馬連： 82，157，800円 馬単： 35，602，800円 ワイド： 50，604，600円
3連複： 114，959，600円 3連単： 142，312，800円 計： 547，607，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 320円 � 150円 � 140円 枠 連（3－4） 2，760円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 770円 �� 820円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 25，850円

票 数

単勝票数 計 396723 的中 � 23314（6番人気）
複勝票数 計 630820 的中 � 36995（7番人気）� 117131（2番人気）� 134699（1番人気）
枠連票数 計 192159 的中 （3－4） 5388（11番人気）
馬連票数 計 821578 的中 �� 25686（11番人気）
馬単票数 計 356028 的中 �� 4472（23番人気）
ワイド票数 計 506046 的中 �� 15891（8番人気）�� 14840（9番人気）�� 45435（1番人気）
3連複票数 計1149596 的中 ��� 32795（4番人気）
3連単票数 計1423128 的中 ��� 3991（71番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―12．3―12．1―12．2―11．9―11．4―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．4―49．7―1：01．8―1：14．0―1：25．9―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタピクシー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Green Desert デビュー 2015．11．14 京都13着

2013．1．26生 牝4鹿 母 ローズジプシー 母母 Krisalya 8戦2勝 賞金 19，350，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

19092 7月23日 小雨 良 （29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

612 マイネルラック 牡4鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 474－ 21：24．3 6．4�

23 ク ラ イ シ ス 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋ 4 〃 ハナ 8．7�

510 マッカートニー 牡4栗 57 横山 典弘薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 472＋ 8 〃 クビ 14．7�
11 メンターモード 牡3鹿 54 秋山真一郎青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 508－ 41：24．61	 4．8�
815 オ リ エ ン ト 牡3鹿 54 M．デムーロ石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか 嶋田牧場 520－ 41：24．81
 4．5�
59 エイシンルカーノ 牡3栗 54 幸 英明�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 468－ 2 〃 クビ 12．2	
611 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 506＋ 21：24．9クビ 44．9

12 ララベスラーナ 牝3栗 52

49 ▲森 裕太朗ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 464－ 41：25．0	 71．8�

35 メイショウヴォルガ 牡3鹿 54 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 476± 0 〃 クビ 9．0�
47 レンズフルパワー 牡5鹿 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 498－101：25．63	 31．0
714 ハクサンベル 牡3鹿 54

53 ☆加藤 祥太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 454＋ 21：25．92 18．3�
36 � エネルワンダー 牡4鹿 57 高倉 稜鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 460＋101：26．0	 172．5�
816 タイセイプレゼンス 牡4黒鹿 57

55 △荻野 極田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 478＋ 2 〃 クビ 21．2�
24 � スズカノーチラス 牡5鹿 57

54 ▲富田 暁永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 442＋ 61：26．1クビ 140．6�
48 � キングジュエリー 牡4栗 57 D．ホワイト 平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 530－ 61：26．2	 9．4�

（香港）

713� ジンバイッタイ 牡3青鹿 54
53 ☆義 英真西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 464－221：26．62	 165．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，258，100円 複勝： 63，362，900円 枠連： 19，602，900円
馬連： 87，749，400円 馬単： 33，462，800円 ワイド： 55，039，000円
3連複： 122，996，500円 3連単： 141，955，000円 計： 560，426，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 270円 � 410円 枠 連（2－6） 1，900円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，310円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 44，880円

票 数

単勝票数 計 362581 的中 � 45035（3番人気）
複勝票数 計 633629 的中 � 81617（3番人気）� 63124（4番人気）� 35640（9番人気）
枠連票数 計 196029 的中 （2－6） 7963（9番人気）
馬連票数 計 877494 的中 �� 26680（7番人気）
馬単票数 計 334628 的中 �� 5476（11番人気）
ワイド票数 計 550390 的中 �� 18835（6番人気）�� 10691（16番人気）�� 7959（24番人気）
3連複票数 計1229965 的中 ��� 9502（34番人気）
3連単票数 計1419550 的中 ��� 2293（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―47．1―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルラック �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．9．26 阪神5着

2013．4．1生 牡4鹿 母 トーワフォーチュン 母母 グリーングッズ 21戦3勝 賞金 38，950，000円
〔発走状況〕 ハクサンベル号は，枠入り不良。
※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） 1頭 イサチルホープ号
（非抽選馬） 5頭 アタミ号・スーサンブルース号・マラードザレコード号・ランドハイパワー号・レッドヴェルサス号
※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。



19093 7月23日 小雨 良 （29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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

11 ラウレアブルーム 牡5鹿 57 森 裕太朗横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 504－ 22：13．4 56．3�
811 タガノシャルドネ 牡3鹿 54 酒井 学八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 22：13．72 23．1�
710 ブラックカード 牡3黒鹿54 M．デムーロ岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448－ 22：14．33� 5．5�
67 フ ォ ン ス 牡4黒鹿57 和田 竜二 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 480－ 62：14．4	 3．6�
33 ス プ マ ン テ 牡3青鹿54 D．ホワイト 石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 478± 02：14．5クビ 11．3�

（香港）

56 スパークルメノウ 牡3黒鹿54 武 豊島川 �哉氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 458＋ 22：14．71
 14．9	
812 ルドルフィーナ 牡4青鹿57 幸 英明 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新冠 村上 欽哉 472－122：14．8� 17．4�
55 マスターコード 牡3黒鹿54 松若 風馬
G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋182：15．01� 23．0�
44 ナ ム ラ マ ル 牡3鹿 54 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 武田 寛治 508＋ 42：15．42� 2．3
22 � マルヨアキト 牡3栗 54 佐藤 友則野村 春行氏 柴田 高志 浦河 鈴木 武蔵 B450－102：16．46 300．6�

（笠松） （笠松）

68 サンライズクロンヌ 牡4栗 57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 478± 02：17．46 19．3�
79 イージーゴー �4鹿 57 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B476－102：19．7大差 160．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，196，200円 複勝： 63，752，800円 枠連： 20，329，400円
馬連： 105，209，600円 馬単： 49，535，000円 ワイド： 54，006，400円
3連複： 135，109，800円 3連単： 220，452，700円 計： 695，591，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，630円 複 勝 � 860円 � 430円 � 270円 枠 連（1－8） 13，590円

馬 連 �� 37，140円 馬 単 �� 91，950円

ワ イ ド �� 6，230円 �� 4，030円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 58，430円 3 連 単 ��� 761，080円

票 数

単勝票数 計 471962 的中 � 6697（10番人気）
複勝票数 計 637528 的中 � 17399（10番人気）� 37893（6番人気）� 70690（3番人気）
枠連票数 計 203294 的中 （1－8） 1159（20番人気）
馬連票数 計1052096 的中 �� 2195（46番人気）
馬単票数 計 495350 的中 �� 404（95番人気）
ワイド票数 計 540064 的中 �� 2204（42番人気）�� 3429（36番人気）�� 9427（17番人気）
3連複票数 計1351098 的中 ��� 1734（96番人気）
3連単票数 計2204527 的中 ��� 210（734番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―12．6―12．3―12．0―12．2―12．0―12．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．4―34．7―47．3―59．6―1：11．6―1：23．8―1：35．8―1：47．9―2：00．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラウレアブルーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Caerleon デビュー 2014．10．4 阪神2着

2012．2．17生 牡5鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ 31戦2勝 賞金 43，551，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イージーゴー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月23日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

19094 7月23日 曇 良 （29中京3）第8日 第10競走 ��
��1，200�

お と う ば し

尾 頭 橋 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

47 � エルフィンコーブ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 和子氏 池添 学 米
John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

504－ 61：11．3 5．7�
24 タガノヴィッター 牡4鹿 57 横山 典弘八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508＋ 6 〃 クビ 4．5�
815 クリノシャンボール 牡4黒鹿57 M．デムーロ栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 500＋ 8 〃 ハナ 3．2�
23 	 メイショウカロッタ 牡5鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 日の出牧場 488－ 61：11．93
 22．1�
713 ア ー ド ラ ー 牡3鹿 54 和田 竜二吉澤 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 470＋ 21：12．0クビ 7．1�
12 ブルームーン 牡5鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 2 〃 クビ 12．3	
816 オンリーワンスター 牝4鹿 55 岩崎 翼
宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 448± 01：12．1� 41．0�
48 エンドレスシャイン 牡6鹿 57 松若 風馬岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 440－ 61：12．2
 83．0�
11 ヒドゥンブレイド 牡7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 498＋ 61：12．41 54．0

（香港）

36 	 ワンダーヴァローレ 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ
アーム 508－ 21：12．93 122．1�

510 タガノグロリオーサ 牡4栗 57 佐藤 友則八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460＋ 2 〃 クビ 18．8�

（笠松）

59 サンライズウェイ 牡7栗 57 国分 優作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：13．11� 119．8�
714	 ファミリーズオナー 牝5栗 55 酒井 学岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 白瀬 盛雄 466－ 81：13．2� 121．0�
611 ミカエルシチー 牡5鹿 57 荻野 極 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 528＋ 21：13．3
 13．9�
612 エイシンカーニバル 牡5栗 57 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 470± 01：13．61� 13．0�

（15頭）
35 ロードヴォルケーノ 牡6鹿 57 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 472－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，912，700円 複勝： 62，098，300円 枠連： 30，543，700円
馬連： 127，257，300円 馬単： 52，034，200円 ワイド： 64，027，600円
3連複： 165，800，500円 3連単： 215，130，100円 計： 760，804，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 150円 � 150円 枠 連（2－4） 1，150円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 460円 �� 520円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 9，140円

票 数

単勝票数 差引計 439127（返還計 14745） 的中 � 61444（3番人気）
複勝票数 差引計 620983（返還計 24719） 的中 � 83191（3番人気）� 107028（2番人気）� 110570（1番人気）
枠連票数 差引計 305437（返還計 431） 的中 （2－4） 20486（4番人気）
馬連票数 差引計1272573（返還計100052） 的中 �� 77966（4番人気）
馬単票数 差引計 520342（返還計 39731） 的中 �� 14110（7番人気）
ワイド票数 差引計 640276（返還計 61606） 的中 �� 34915（3番人気）�� 30900（4番人気）�� 45025（1番人気）
3連複票数 差引計1658005（返還計242279） 的中 ��� 77094（1番人気）
3連単票数 差引計2151301（返還計305460） 的中 ��� 17057（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．3―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．8―34．1―46．1―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．2
3 ・（7，15）16（11，14）13（4，10，12）3（6，8）（1，9）2 4 ・（7，15）（16，14）（11，13）（4，12）10，3，8－（6，2，9）1

勝馬の
紹 介

�エルフィンコーブ �
�
父 Adios Charlie �

�
母父 Montbrook デビュー 2015．11．1 京都1着

2013．4．4生 牝4鹿 母 Siren Cove 母母 Note to Mimi 14戦4勝 賞金 58，862，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ロードヴォルケーノ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発馬機内で暴れた際，疾病〔キ甲部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロードヴォルケーノ号は，平成29年7月24日から平成29年8月22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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テーオーソルジャー号
（非抽選馬） 4頭 オウケンビリーヴ号・サザンボルケーノ号・ツーエムカイザー号・ブリンディス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



19095 7月23日 曇 良 （29中京3）第8日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第65回トヨタ賞中京記念（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，28．7．23以降29．7．16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 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

23 ウインガニオン 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 41：33．2 9．0�
36 グランシルク 牡5鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 504± 01：33．62� 4．9�
815 ブラックムーン 牡5鹿 57 M．デムーロ Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 502＋10 〃 アタマ 3．8�
48 アスカビレン 牝5鹿 54 松山 弘平神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 466－ 41：33．91� 8．9�
510 ダノンリバティ 牡5鹿 56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 526－ 41：34．0� 7．8	
713 ムーンクレスト 牡5鹿 55 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 472＋ 61：34．1クビ 118．4

59 スーサンジョイ 牡5鹿 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 520－ 2 〃 クビ 55．6�
11 	 レッドレイヴン 牡7青鹿57 D．ホワイト �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 520± 01：34．2クビ 60．4�
（香港）

816 サンライズメジャー 牡8栗 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 480－ 41：34．3� 38．7
47 ワンアンドオンリー 牡6黒鹿58 横山 典弘�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋10 〃 ハナ 11．5�
612 トウショウピスト 牡5鹿 54 幸 英明トウショウ産業� 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 480± 01：34．4� 54．3�
714 グァンチャーレ 牡5青鹿55 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 468－ 6 〃 ハナ 12．8�
12 ケ ン ト オ ー 牡5黒鹿56 太宰 啓介田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 460－ 6 〃 クビ 29．0�
24 ピ ン ポ ン 牡7鹿 53 荻野 極小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 464－ 61：34．5� 53．3�
35 ピークトラム 牡6黒鹿56 武 豊吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498± 01：34．6クビ 22．8�
611 マイネルアウラート 牡6黒鹿57 川田 将雅 �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 466－ 41：34．7� 10．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 217，990，300円 複勝： 299，086，000円 枠連： 146，911，700円
馬連： 779，014，200円 馬単： 297，554，700円 ワイド： 384，511，100円
3連複： 1，478，824，000円 3連単： 2，159，563，500円 計： 5，763，455，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 280円 � 170円 � 170円 枠 連（2－3） 1，690円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，180円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 22，780円

票 数

単勝票数 計2179903 的中 � 192709（5番人気）
複勝票数 計2990860 的中 � 226238（7番人気）� 491354（2番人気）� 492883（1番人気）
枠連票数 計1469117 的中 （2－3） 67072（8番人気）
馬連票数 計7790142 的中 �� 228385（8番人気）
馬単票数 計2975547 的中 �� 40670（16番人気）
ワイド票数 計3845111 的中 �� 104601（5番人気）�� 80396（13番人気）�� 226979（1番人気）
3連複票数 計14788240 的中 ��� 308552（3番人気）
3連単票数 計21595635 的中 ��� 68722（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．2―11．6―12．1―11．3―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―34．7―46．3―58．4―1：09．7―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ウインガニオン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2014．10．26 京都3着

2012．4．8生 牡5黒鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ 22戦8勝 賞金 148，849，000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 クリノラホール号・サンマルホーム号
※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23日 小雨 良 （29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
1：19．6
1：19．0

良
良

510 オールポッシブル 牝3鹿 52 横山 典弘�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 488＋101：21．7 5．6�
11 アップビート 牝3鹿 52 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 61：21．91� 19．7�
12 ウェーブヒーロー 牡4鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 484－101：22．11� 6．5�
36 � サダムリスペクト 牡5鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 神垣 道弘 468± 0 〃 クビ 68．9�
611 ジョーマイク �4栗 57

56 ☆岩崎 翼上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 448－ 81：22．31	 18．1�
714 ダイメイフジ 牡3鹿 54 幸 英明宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 498－141：22．4クビ 3．2	
612� メイショウワカアユ 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 476－ 41：22．82	 125．6

24 � キングヴァラール 牡5黒鹿57 酒井 学阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 498－141：23．12 227．3�
817 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± 01：23．2クビ 9．4�
48 ブライティアレディ 牝4青鹿55 秋山真一郎小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 426＋ 8 〃 クビ 48．9
715 オーサムバローズ 牡3鹿 54 佐藤 友則猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 492－ 21：23．3	 17．8�

（笠松）

23 メイショウバンダイ 牡4栗 57
54 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 中村 均 浦河 斉藤英牧場 448－ 4 〃 クビ 94．2�

47 � ハ ル ク 牡4鹿 57 津村 明秀�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 494＋ 31：23．4クビ 55．3�
816 ペプチドブラッサム 牝4鹿 55

52 ▲富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 412＋ 4 〃 アタマ 279．9�
59 サーヒューストン 牡3栗 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 61：23．61� 22．7�
818 モ ザ イ ク 牡3黒鹿54 M．デムーロ吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 446＋ 21：23．92 6．2�
35 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡3黒鹿54 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 462－181：24．21
 16．5�

（香港）

（17頭）
713 ハッシュタグ 牡3鹿 54

52 △荻野 極石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 71，673，500円 複勝： 100，452，100円 枠連： 50，129，800円
馬連： 179，910，200円 馬単： 74，065，200円 ワイド： 98，808，600円
3連複： 263，785，000円 3連単： 370，703，400円 計： 1，209，527，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 520円 � 270円 枠 連（1－5） 1，460円

馬 連 �� 5，710円 馬 単 �� 9，680円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 890円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 12，450円 3 連 単 ��� 69，250円

票 数

単勝票数 計 716735 的中 � 101689（2番人気）
複勝票数 計1004521 的中 � 125189（2番人気）� 44255（8番人気）� 101970（4番人気）
枠連票数 計 501298 的中 （1－5） 26462（6番人気）
馬連票数 計1799102 的中 �� 24412（18番人気）
馬単票数 計 740652 的中 �� 5734（32番人気）
ワイド票数 計 988086 的中 �� 13223（21番人気）�� 29679（8番人気）�� 10137（29番人気）
3連複票数 計2637850 的中 ��� 15885（32番人気）
3連単票数 計3707034 的中 ��� 3881（198番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―11．9―11．8―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．1―58．9―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールポッシブル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．6生 牝3鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 8戦2勝 賞金 25，477，000円
〔出走取消〕 ハッシュタグ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ハルク号は，馬場入場後に左前および左後肢落鉄。発走時刻5分遅延。
※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 アイファーヴリル号
（非抽選馬） 1頭 クローディオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

４レース目



（29中京3）第8日 7月23日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

232，380，000円
2，530，000円
15，040，000円
1，740，000円
27，550，000円
69，311，000円
5，319，800円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
606，672，300円
847，568，400円
355，123，800円
1，641，026，600円
685，910，900円
881，392，400円
2，682，204，000円
3，804，689，500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 11，504，587，900円

総入場人員 23，979名 （有料入場人員 ）



平成29年度 第3回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，378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

1，695，950，000円
20，240，000円
115，970，000円
12，450，000円
189，940，000円
549，951，000円
40，450，200円
13，228，800円

勝馬投票券売得金
4，135，654，000円
6，120，254，900円
2，155，124，300円
9，623，331，800円
4，414，838，600円
5，329，971，800円
14，019，513，900円
20，684，347，100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 66，483，036，400円

総入場延人員 125，504名 （有料入場延人員 92，517名）
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