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19049 7月14日 晴 良 （30中京3）第5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3：16．2良

44 メイショウグジョウ 牡4栗 60 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 468＋ 43：19．4 1．4�
55 ファンヴィー 牡4栗 60 平沢 健治猿田 栄二氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 532＋143：20．03� 12．7�
22 � マサノホウオウ 牡4黒鹿60 草野 太郎古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 486± 03：21．610 37．3�
67 ラ デ ィ ウ ス 牡7鹿 60 難波 剛健名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 476＋ 43：21．81� 12．0�
810� カシマホープスター 牡5黒鹿60 小坂 忠士鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 510＋123：22．01� 48．5�
66 パイロキシン 牡6栗 60 金子 光希加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 490－ 63：23．9大差 6．6	
811 ライブリシュナイト 牡5鹿 60 高田 潤加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 490＋ 23：25．17 16．5

11 ダンツブレーブ 牡4芦 60 佐久間寛志山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 458－103：25．2� 29．9�
79 ア オ ス タ 	4栗 60 山本 康志吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 502－ 2 〃 クビ 29．6�
33 ウエスタンオウジ 	8鹿 60 五十嵐雄祐西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 476＋ 6 （競走中止） 23．5
78 トウケイフクキタル 牡5栗 60 黒岩 悠木村 信彦氏 湯窪 幸雄 日高 道見牧場 474－ 6 （競走中止） 62．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 13，575，600円 複勝： 47，809，600円 枠連： 8，723，100円
馬連： 22，322，200円 馬単： 17，136，000円 ワイド： 15，518，000円
3連複： 37，508，600円 3連単： 63，710，200円 計： 226，303，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 270円 � 540円 枠 連（4－5） 910円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 450円 �� 820円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 19，900円

票 数

単勝票数 計 135756 的中 � 76428（1番人気）
複勝票数 計 478096 的中 � 384398（1番人気）� 10945（5番人気）� 4525（9番人気）
枠連票数 計 87231 的中 （4－5） 7427（3番人気）
馬連票数 計 223222 的中 �� 16848（4番人気）
馬単票数 計 171360 的中 �� 9578（4番人気）
ワイド票数 計 155180 的中 �� 9518（4番人気）�� 4841（9番人気）�� 915（39番人気）
3連複票数 計 375086 的中 ��� 4572（26番人気）
3連単票数 計 637102 的中 ��� 2320（69番人気）
上り 1マイル 1：43．3 4F 49．7－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウグジョウ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2016．7．17 中京8着

2014．5．22生 牡4栗 母 メイショウベーネ 母母 ラ リ シ ェ ス 障害：5戦1勝 賞金 19，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 ウエスタンオウジ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

トウケイフクキタル号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ウエスタンオウジ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目6号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査〔平地調教を含む〕。

19050 7月14日 晴 良 （30中京3）第5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

47 デイジーブリランテ 牝3黒鹿54 秋山真一郎�三嶋牧場 �島 一歩 浦河 三嶋牧場 458± 01：53．1 7．5�
12 ウォーターレラ 牝3黒鹿54 M．デムーロ山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466± 01：54．05 2．9�
612 バーニングガール 牝3鹿 54 �島 克駿長谷川光司氏 安田 翔伍 浦河 �川フアーム 454－ 81：54．31� 60．5�
816 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿54 浜中 俊奈村 睦弘氏 村山 明 新ひだか 八田ファーム 458＋ 41：54．4クビ 9．2�
815 フィナリザール 牝3栃栗 54

52 △川又 賢治 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462－ 41：54．61� 4．7�
611 カネトシレーヌ 牝3栗 54 福永 祐一兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 斉藤英牧場 456－ 21：54．91� 10．5	
714 グローバルフェイム 牝3芦 54

52 △富田 暁 
カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 474－161：55．0クビ 103．1�

36 セレンディバイト 牝3青 54 高倉 稜水野 淳氏 松下 武士 日高 道見牧場 480－ 61：55．32 25．2�
23 ニホンピロカラス 牝3栗 54 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 420－ 8 〃 クビ 363．4
35 タイセイプリマ 牝3黒鹿54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 千代田牧場 448± 01：55．51 17．4�
59 ケイティーズソレル 牝3栗 54 武 豊 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 450－ 81：55．71 23．5�
713 レッドゼノビア 牝3栗 54 幸 英明 
東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 450－ 41：55．8� 15．2�
11 ミストレスメジャー 牝3栗 54 松若 風馬 
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 510＋ 41：56．12 145．4�
24 エルカラファテ 牝3鹿 54

53 ☆荻野 極吉田 照哉氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 448＋ 21：56．2クビ 9．4�
48 シゲルアズキ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 456＋ 81：56．62� 412．9�
510 スズカカトレア 牝3栗 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 414－ 21：59．6大差 80．1�
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売 得 金
単勝： 26，530，100円 複勝： 38，092，000円 枠連： 13，575，500円
馬連： 45，543，500円 馬単： 20，966，000円 ワイド： 34，341，500円
3連複： 65，513，000円 3連単： 73，234，800円 計： 317，796，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 150円 � 1，080円 枠 連（1－4） 1，000円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 550円 �� 6，230円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 20，040円 3 連 単 ��� 104，720円

票 数

単勝票数 計 265301 的中 � 28139（3番人気）
複勝票数 計 380920 的中 � 41325（3番人気）� 89432（1番人気）� 6444（11番人気）
枠連票数 計 135755 的中 （1－4） 10444（2番人気）
馬連票数 計 455435 的中 �� 33354（2番人気）
馬単票数 計 209660 的中 �� 5977（6番人気）
ワイド票数 計 343415 的中 �� 17414（2番人気）�� 1352（52番人気）�� 2545（40番人気）
3連複票数 計 655130 的中 ��� 2451（69番人気）
3連単票数 計 732348 的中 ��� 507（371番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．2―50．1―1：02．4―1：14．9―1：27．7―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デイジーブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．4．29 京都13着

2015．4．19生 牝3黒鹿 母 イケトップクイーン 母母 ディジーハイツ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 バーニングガール号の騎手�島克駿は，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30，000円。（被害馬：5番・

16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカカトレア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月14日まで平地競

走に出走できない。

第３回 中京競馬 第５日



19051 7月14日 晴 良 （30中京3）第5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
1：10．0
1：08．7

重
重

713 ヘ ー ザ 牝3栗 54 M．デムーロ岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 B430＋ 21：12．0 2．5�
12 クリノカサット 牝3栗 54 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 444± 01：12．1� 15．0�
35 テーオージーニアス 牡3鹿 56 武 豊小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 482－ 41：12．73� 4．3�
11 ウエスタンマリーヤ 牝3鹿 54 高倉 稜西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 476－ 61：12．8クビ 5．5�
815 ビッグウェーブ 牡3鹿 56

54 △富田 暁�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 472＋ 61：13．01	 20．2�
47 メイショウサリー 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 日高 高柳 隆男 446＋ 21：13．1� 99．8	
816 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54

53 ☆義 英真佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 426＋ 4 〃 ハナ 17．9

36 アイビリーブ 牡3鹿 56

54 △川又 賢治古賀 和夫氏 森 秀行 浦河 高松牧場 458＋101：13．95 64．3�
48 サンライズアイドル 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 492＋ 41：14．64 246．8�
611 リ ラ イ オ ン 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗岡田 壮史氏 武 幸四郎 新ひだか 岡田スタツド 524 ―1：14．81 82．0
24 カフジサファイア 牝3黒鹿54 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 454－10 〃 クビ 120．0�
714 ス コ ー タ イ 牝3栗 54 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 440＋ 6 〃 アタマ 66．0�
59 ミンナノシャチョウ 牡3鹿 56 浜中 俊 �ミキハウスHKサービス 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム B504± 01：15．11� 5．1�
510 ネ リ チ ャ ギ 牝3栗 54 秋山真一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 船越牧場 438＋ 41：15．41� 114．0�
23 ロンリーボーイ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 408＋ 61：15．5� 142．8�
612 スカイブルーダイヤ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 496＋101：18．5大差 253．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，487，800円 複勝： 36，530，300円 枠連： 12，354，900円
馬連： 45，545，300円 馬単： 24，857，100円 ワイド： 34，182，400円
3連複： 63，357，000円 3連単： 82，128，700円 計： 329，443，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 270円 � 160円 枠 連（1－7） 570円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 610円 �� 240円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 9，530円

票 数

単勝票数 計 304878 的中 � 95367（1番人気）
複勝票数 計 365303 的中 � 89077（1番人気）� 26130（5番人気）� 61107（2番人気）
枠連票数 計 123549 的中 （1－7） 16583（2番人気）
馬連票数 計 455453 的中 �� 19886（6番人気）
馬単票数 計 248571 的中 �� 7171（11番人気）
ワイド票数 計 341824 的中 �� 13265（8番人気）�� 42254（1番人気）�� 11237（10番人気）
3連複票数 計 633570 的中 ��� 26113（4番人気）
3連単票数 計 821287 的中 ��� 6242（21番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．5―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ ー ザ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．12．16 阪神8着

2015．4．4生 牝3栗 母 ゼリービーン 母母 ジュエルヒル 8戦1勝 賞金 9，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイブルーダイヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月14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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アントルメ号・クリノヴィグラス号・ジャックビーンズ号・ゼットフォルトゥナ号・ヒルノコルドバ号・

プリンセステソーロ号・メイショウドーラ号
（非抽選馬） 1頭 ドストライク号

19052 7月14日 晴 良 （30中京3）第5日 第4競走 ��3，330�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400万円超過馬は
超過額300万円毎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3：37．4良

11 メイショウヤエヤマ 牡4鹿 60 平沢 健治松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 516－ 43：39．0 1．9�
44 タガノアーバニティ 牡5栗 60 熊沢 重文八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506－ 23：39．1� 5．5�
77 ダンツプリウス 牡5鹿 60 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 514－ 83：40．05 3．1�
22 メイショウタカモリ 牡4芦 60 植野 貴也松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 498＋ 23：41．49 8．4�
33 スマートガルーダ 牡5鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 494＋ 2 〃 クビ 50．8�
66 トーアヒミコ 牝5黒鹿58 石神 深一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 464± 03：42．25 30．8	
55 プレシャスタイム 牡5鹿 60 北沢 伸也小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 430－ 6 （競走中止） 12．9


（7頭）

売 得 金
単勝： 17，375，300円 複勝： 15，051，200円 枠連： 発売なし
馬連： 26，522，000円 馬単： 18，070，600円 ワイド： 12，985，500円
3連複： 29，624，900円 3連単： 82，769，500円 計： 202，399，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 170円 �� 160円 �� 230円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 計 173753 的中 � 69595（1番人気）
複勝票数 計 150512 的中 � 57060（1番人気）� 33255（2番人気）
馬連票数 計 265220 的中 �� 43435（2番人気）
馬単票数 計 180706 的中 �� 18550（3番人気）
ワイド票数 計 129855 的中 �� 19733（2番人気）�� 21804（1番人気）�� 12600（4番人気）
3連複票数 計 296249 的中 ��� 57396（1番人気）
3連単票数 計 827695 的中 ��� 38140（3番人気）
上り 1マイル 1：43．1 4F 51．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

�
�
1，4（2，7）（3，6）5
1，7，4－2，6＝3

勝馬の
紹 介

メイショウヤエヤマ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．20 小倉9着

2014．3．25生 牡4鹿 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 障害：7戦2勝 賞金 34，100，000円
〔競走中止〕 プレシャスタイム号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



19053 7月14日 晴 良 （30中京3）第5日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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
1：21．5
1：20．3

良
良

814 ローゼンクリーガー 牝2青 54
52 △川又 賢治吉田 勝利氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 458 ―1：21．6 5．5�

46 ルチアーナミノル 牝2鹿 54 武 豊吉岡 實氏 本田 優 安平 ノーザンファーム 482 ―1：21．81� 3．6�
58 マ カ ベ リ 牝2鹿 54 松若 風馬 Top Feather� 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 440 ―1：22．33 19．5�
815 ラ ミ エ ル 牝2鹿 54 松山 弘平桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 438 ― 〃 クビ 10．2�
713 メイショウオトワ 牝2栗 54 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 432 ―1：22．51� 185．9�
22 ブリングイットオン 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 422 ―1：22．6� 7．7	
47 クリノビッグサージ 牝2栗 54 田中 健栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 490 ― 〃 アタマ 110．8

34 アナスタシオ 牝2青鹿54 M．デムーロ�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450 ―1：23．45 3．6�
35 バンカーズギャル 牝2栗 54

52 △富田 暁永井 秀貴氏 高橋 義忠 新冠 石郷岡 雅樹 438 ―1：23．5� 60．9�
610 ダンツブライト 牝2栗 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 熊本 ストームファーム

コーポレーション 466 ―1：23．81� 58．4
59 フ ラ イ ア 牝2栗 54 �島 克駿�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 小島牧場 470 ―1：23．9� 53．5�
11 ララフォーナ 牝2栗 54 福永 祐一 �シルクレーシング 武 英智 洞	湖 レイクヴィラファーム 486 ―1：24．22 12．6�
23 ウインアミーリア 牝2鹿 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 426 ―1：24．3クビ 45．9�
611 アイファープライス 牝2鹿 54 秋山真一郎中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 408 ― 〃 クビ 213．5�
712 アイファーサリーレ 牝2鹿 54

53 ☆義 英真中島 稔氏 崎山 博樹 日高 Wing Farm 406 ―1：24．51� 392．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，285，500円 複勝： 38，356，000円 枠連： 12，756，100円
馬連： 49，454，200円 馬単： 24，081，400円 ワイド： 32，354，700円
3連複： 62，773，700円 3連単： 79，041，000円 計： 336，102，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 160円 � 340円 枠 連（4－8） 670円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，260円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 21，370円

票 数

単勝票数 計 372855 的中 � 57126（3番人気）
複勝票数 計 383560 的中 � 55314（3番人気）� 73374（2番人気）� 23708（7番人気）
枠連票数 計 127561 的中 （4－8） 14706（3番人気）
馬連票数 計 494542 的中 �� 37814（2番人気）
馬単票数 計 240814 的中 �� 7901（7番人気）
ワイド票数 計 323547 的中 �� 21136（2番人気）�� 6258（17番人気）�� 8792（10番人気）
3連複票数 計 627737 的中 ��� 11213（12番人気）
3連単票数 計 790410 的中 ��� 2681（62番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―12．1―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．0―46．1―57．9―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．5
3 14，7，6，15（2，10）－（9，5）（8，13）（1，12）3（4，11） 4 14，7，6（2，10，15）－（9，5）（8，13）12－（1，4）（3，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ローゼンクリーガー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．3．21生 牝2青 母 ク エ ル ク ス 母母 ダイアゴネル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19054 7月14日 晴 良 （30中京3）第5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 イ ベ リ ア 牡3黒鹿56 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486－ 61：54．0 5．2�
612 エイシンレーザー 牡3鹿 56 和田 竜二平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 486＋ 4 〃 アタマ 8．3�
11 サンライズローリエ 牡3青鹿56 松山 弘平松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458－101：54．1� 12．2�
35 スズカビレッジ 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B438－14 〃 ハナ 61．0�
59 ワークアンドワーク 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新冠 タニグチ牧場 466－ 2 〃 クビ 3．1�
815 ダノンカイザー 牡3黒鹿56 浜中 俊�ダノックス 安田 隆行 千歳 社台ファーム 494－101：54．31� 8．1	
714 アルマトップエンド 牡3栗 56

54 △富田 暁コウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 482± 01：54．4クビ 11．0

816 シゲルサツマイモ 牡3鹿 56 �島 克駿森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 468± 01：55．25 62．4�
510 ディヴァインサーガ 牡3青鹿56 松若 風馬杉山 忠国氏 大久保龍志 新ひだか 明治牧場 438－111：55．3� 25．2�
12 スターズテソーロ 牡3鹿 56 M．デムーロ 了德寺健二ホールディングス� 吉村 圭司 新冠 つつみ牧場 492－ 21：55．4クビ 4．4
23 ヤマニンフレッチェ 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 498＋ 21：55．82� 393．2�
713 カズフィンテック 牡3黒鹿56 秋山真一郎合同会社雅苑興業 西浦 勝一 日高 白井牧場 B452－ 81：55．9クビ 105．1�
611 ドリームバンバン 牡3鹿 56 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 槇本牧場 466± 01：56．85 166．3�
24 ヒルノオークランド 牡3鹿 56 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 浦河 谷川牧場 482－ 21：57．86 188．4�
36 シゲルニンニク 牡3鹿 56

55 ☆義 英真森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 ガーベラパー
クスタツド 450－ 21：58．65 363．8�

48 コンファーメント 牡3鹿 56 酒井 学ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－162：00．3大差 117．7�
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売 得 金
単勝： 34，658，200円 複勝： 48，213，500円 枠連： 13，815，300円
馬連： 58，538，900円 馬単： 26，131，400円 ワイド： 40，487，700円
3連複： 76，644，600円 3連単： 89，984，200円 計： 388，473，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 300円 � 350円 枠 連（4－6） 2，120円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，220円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 12，130円 3 連 単 ��� 49，460円

票 数

単勝票数 計 346582 的中 � 52392（3番人気）
複勝票数 計 482135 的中 � 64583（3番人気）� 41399（5番人気）� 32920（7番人気）
枠連票数 計 138153 的中 （4－6） 5046（10番人気）
馬連票数 計 585389 的中 �� 22193（8番人気）
馬単票数 計 261314 的中 �� 6220（12番人気）
ワイド票数 計 404877 的中 �� 12666（8番人気）�� 8550（16番人気）�� 5451（22番人気）
3連複票数 計 766446 的中 ��� 4738（39番人気）
3連単票数 計 899842 的中 ��� 1319（163番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．1―49．7―1：02．0―1：14．6―1：27．4―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
16（2，15）7，13，10，1（3，8，12）5，14，6，4，9，11・（16，15）7（1，2，12）13（10，5，9）14，3，6－11（4，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イ ベ リ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．6．25 阪神7着

2015．1．15生 牡3黒鹿 母 アドマイヤアモーレ 母母 ベラミアモーレ 6戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンファーメント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月14日まで平地競

走に出走できない。



19055 7月14日 晴 良 （30中京3）第5日 第7競走 ��
��1，600�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
1：32．7
1：30．7

良
良

611 ブレイニーラン 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450－ 21：34．0 1．8�
12 ア ト ミ カ 牝3鹿 54 武 豊合同会社東堂 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 418－ 21：34．21� 17．7�
713� シャドウノエル 牝3黒鹿54 	島 克駿飯塚 知一氏 中竹 和也 仏 M. Patrick

Barbe 480 ―1：34．3
 19．6�
510 ガナドゥール 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 518± 0 〃 クビ 5．5�
612 ソールライト 牡3芦 56

54 △森 裕太朗畑佐 博氏 角田 晃一 新ひだか 沖田 博志 494－ 61：34．4� 63．3�
816 ロードヴォラーレ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極 	ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム B432－ 41：34．5クビ 14．1

815 ウインサクヤヒメ 牝3鹿 54 和田 竜二	ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 61：34．71� 8．3�
714 シーアフェアリー 牝3栗 54

52 △富田 暁	G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 446± 01：34．8クビ 98．5�
59 ディアブライド 牝3黒鹿54 幸 英明 	グリーンファーム今野 貞一 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 クビ 9．2
24 マイネルルティレ 牡3栗 56 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 41：35．01� 20．1�
36 メイショウココロ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 474＋141：35．21 317．1�
35 タレンティドガイ 牡3鹿 56

54 △川又 賢治飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B468－ 31：35．62� 327．5�
11 サウンドガバーナ 牡3鹿 56 松若 風馬増田 雄一氏 杉山 晴紀 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 496－ 81：35．7クビ 58．5�
48 イリアンソス 牝3青鹿54 太宰 啓介ザ・ヒルズ 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 420－ 81：36．01
 229．9�
47 ナムラユッキー 牝3鹿 54 酒井 学奈村 睦弘氏 森田 直行 新ひだか 八田ファーム 486 ―1：36．42� 259．3�
23 � クーファウェヌス 牝3栗 54 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 英 Zenno Man-

agement Inc 484 ―1：37．03� 69．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，151，800円 複勝： 69，430，100円 枠連： 16，576，100円
馬連： 62，018，100円 馬単： 32，381，900円 ワイド： 43，544，100円
3連複： 84，634，200円 3連単： 123，062，300円 計： 467，798，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 400円 � 480円 枠 連（1－6） 1，110円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 720円 �� 910円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 7，950円 3 連 単 ��� 25，830円

票 数

単勝票数 計 361518 的中 � 156295（1番人気）
複勝票数 計 694301 的中 � 340416（1番人気）� 25562（7番人気）� 20063（8番人気）
枠連票数 計 165761 的中 （1－6） 11474（4番人気）
馬連票数 計 620181 的中 �� 29116（6番人気）
馬単票数 計 323819 的中 �� 10369（9番人気）
ワイド票数 計 435441 的中 �� 16187（6番人気）�� 12526（9番人気）�� 2765（36番人気）
3連複票数 計 846342 的中 ��� 7977（25番人気）
3連単票数 計1230623 的中 ��� 3453（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．3―47．2―59．3―1：11．0―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイニーラン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．10．21 京都3着

2015．3．6生 牡3鹿 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 6戦1勝 賞金 13，750，000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 メイショウキョウジ号

19056 7月14日 晴 良 （30中京3）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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
1：58．3
1：56．1

良
良

67 シースプラッシュ 牡3鹿 54 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 496－ 21：59．3 18．3�
710 ティーブラッサム 牡4黒鹿 57

54 ▲服部 寿希深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 526＋ 21：59．51 6．2�
79 ナ ム ラ マ ル 牡4鹿 57 武 豊奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 506－10 〃 クビ 9．1�
68 タガノヤグラ 牡4栗 57 岡田 祥嗣八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462± 01：59．92� 34．6�
22 チャップリン 牡6黒鹿57 秋山真一郎髙瀬 真尚氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 488－122：00．32� 75．0�
812 テイエムリボー 牡3青鹿 54

52 △富田 暁竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 482＋ 62：00．4� 95．0	
55 トゥザフロンティア 牡3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋182：00．5
 1．9

811 パワースピネル 牝3鹿 52 水口 優也田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 増本牧場 414－102：01．03 449．8�
56 モ ザ イ ク 牡4黒鹿57 福永 祐一吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 464＋ 2 〃 クビ 3．3�
11 サンライズクロンヌ 牡5栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 B478± 02：01．31
 20．5
33 � クレスコエルザ 牝6鹿 55 高倉 稜堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B426＋102：01．61
 393．0�
44 ダンツセイケイ 牡3鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 482＋ 22：02．34 202．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，827，400円 複勝： 71，703，600円 枠連： 14，491，100円
馬連： 66，876，600円 馬単： 38，890，800円 ワイド： 39，717，400円
3連複： 84，118，600円 3連単： 156，427，900円 計： 513，053，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 700円 � 290円 � 420円 枠 連（6－7） 2，000円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 12，100円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，850円 �� 800円

3 連 複 ��� 11，550円 3 連 単 ��� 96，510円

票 数

単勝票数 計 408274 的中 � 17793（5番人気）
複勝票数 計 717036 的中 � 24761（6番人気）� 70802（3番人気）� 44700（4番人気）
枠連票数 計 144911 的中 （6－7） 5588（5番人気）
馬連票数 計 668766 的中 �� 10398（15番人気）
馬単票数 計 388908 的中 �� 2409（29番人気）
ワイド票数 計 397174 的中 �� 7890（14番人気）�� 5393（19番人気）�� 13209（9番人気）
3連複票数 計 841186 的中 ��� 5462（32番人気）
3連単票数 計1564279 的中 ��� 1175（200番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―12．0―12．0―12．1―12．3―12．1―12．0―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．8―34．8―46．8―58．9―1：11．2―1：23．3―1：35．3―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
9－1，5（2，7）（3，6）10－4－12，11＝8
9（1，5）（7，6）（2，12）10（3，4，11）＝8

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

勝馬の
紹 介

シースプラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 小倉5着

2015．3．3生 牡3鹿 母 シーディザーブス 母母 ディフェレンテ 9戦2勝 賞金 18，900，000円



19057 7月14日 晴 良 （30中京3）第5日 第9競走 ��
��1，200�マカオジョッキークラブトロフィー

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

マカオジョッキークラブ賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

58 スマートシャヒーン 牡4芦 57 �島 克駿大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 476＋ 61：08．1 30．3�
47 ワールドフォーラブ 牝4黒鹿55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 448－ 41：08．2	 4．2�
59 ジ ョ イ フ ル 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 61：08．3クビ 5．6�
815 スリーケープマンボ 牡3鹿 54 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 488＋ 2 〃 クビ 5．1�
46 デザートストーム 牡4黒鹿57 福永 祐一ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 41：08．51 4．6�
35 テイエムイキオイ 牡4青鹿57 荻野 極竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桜井牧場 466－ 6 〃 クビ 23．1	
610 ア オ ア ラ シ 牝4黒鹿55 国分 優作松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 450－ 21：08．6
 384．7

712� チャーミングポッケ 牝6栗 55 富田 暁橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 460－ 2 〃 同着 428．6�
611� ラルムドランジュ 牝3青鹿52 武 豊�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-

stown Stud 410± 01：08．7
 4．9�
34 トーホウドミンゴ 牡4青鹿57 秋山真一郎東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 472－ 41：08．91 94．0
713 ホープフルスター 牡4栗 57 松山 弘平前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－10 〃 ハナ 55．7�
814� ケンデスティニー 牡3栗 54 和田 竜二中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

B476＋ 31：09．53
 42．3�
23 ミルトドリーム 牡4鹿 57 太宰 啓介永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 522＋ 4 〃 アタマ 169．7�
11 テイエムスグレモン 牡3鹿 54 川又 賢治竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 478－ 4 〃 クビ 98．7�
22 マイネルエメ 牡3鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B470± 0 〃 ハナ 12．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，307，900円 複勝： 64，622，600円 枠連： 21，087，100円
馬連： 96，841，200円 馬単： 40，133，500円 ワイド： 56，977，100円
3連複： 125，538，800円 3連単： 181，458，700円 計： 627，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 710円 � 170円 � 200円 枠 連（4－5） 550円

馬 連 �� 8，690円 馬 単 �� 18，870円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 2，100円 �� 580円

3 連 複 ��� 9，400円 3 連 単 ��� 98，760円

票 数

単勝票数 計 413079 的中 � 10902（8番人気）
複勝票数 計 646226 的中 � 17783（8番人気）� 116873（2番人気）� 90008（5番人気）
枠連票数 計 210871 的中 （4－5） 29663（1番人気）
馬連票数 計 968412 的中 �� 8632（22番人気）
馬単票数 計 401335 的中 �� 1595（51番人気）
ワイド票数 計 569771 的中 �� 6099（23番人気）�� 6764（21番人気）�� 27070（8番人気）
3連複票数 計1255388 的中 ��� 10014（31番人気）
3連単票数 計1814587 的中 ��� 1332（271番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．1―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．1―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートシャヒーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．3 中山1着

2014．2．4生 牡4芦 母 ファイブスター 母母 スターリーロマンス 8戦2勝 賞金 19，742，000円

19058 7月14日 晴 良 （30中京3）第5日 第10競走 ��
��1，900�インディアトロフィー

発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，29．7．15以降30．7．8まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ターフオーソリティーオブインディア賞（1着）
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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

46 アイアンテーラー 牝4栗 53 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 466－ 41：57．7レコード 9．5�
45 ストーミーバローズ 牡3栗 53 松山 弘平猪熊 広次氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458－ 21：57．8� 5．8�
814 チュウワウィザード 牡3青鹿53 福永 祐一中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470－121：57．9� 3．2�
11 オペラハット 牡7鹿 53 松若 風馬小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 456－111：58．11	 199．6�
22 マイネルユキツバキ 牡3鹿 53 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 522＋ 2 〃 クビ 5．6�
57 
 フィールシュパース 牡3栗 53 �島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 540＋ 61：59．05 6．0	
711� フレンドミラクル 牡5栗 54 森 裕太朗横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 456－ 41：59．32 76．6

33 ザ ク イ ー ン 牝4黒鹿53 幸 英明�NICKS 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 484－ 21：59．93� 4．8�
610 フレグラントブレス 牝5芦 52 荻野 極吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 クビ 24．6�
69 サンライズレーヴ 牡7栗 53 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 482－ 22：00．11	 147．2
813 ピエナクルーズ 牡5鹿 54 秋山真一郎本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 448－ 82：00．52� 213．1�
712� キーアシスト 牡7鹿 53 酒井 学北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 高瀬 敦 506＋ 42：00．6� 34．0�
58 モンストルコント 牡5黒鹿54 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 500＋ 42：01．02� 65．6�
34 ブリンディス 牡6青鹿54 松田 大作新木 鈴子氏 小崎 憲 浦河 ヒダカフアーム 504－ 42：01．63� 164．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，468，100円 複勝： 79，735，800円 枠連： 25，616，200円
馬連： 143，750，900円 馬単： 54，935，100円 ワイド： 72，170，100円
3連複： 181，529，100円 3連単： 240，676，400円 計： 852，881，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 250円 � 180円 � 150円 枠 連（4－4） 3，220円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 820円 �� 610円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 19，810円

票 数

単勝票数 計 544681 的中 � 45700（6番人気）
複勝票数 計 797358 的中 � 66970（6番人気）� 116332（3番人気）� 162034（1番人気）
枠連票数 計 256162 的中 （4－4） 6161（13番人気）
馬連票数 計1437509 的中 �� 41679（13番人気）
馬単票数 計 549351 的中 �� 7408（28番人気）
ワイド票数 計 721701 的中 �� 21391（13番人気）�� 29685（9番人気）�� 50298（2番人気）
3連複票数 計1815291 的中 ��� 61716（7番人気）
3連単票数 計2406764 的中 ��� 8808（75番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．3―12．8―12．5―12．4―12．4―12．7―12．3―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．0―29．3―42．1―54．6―1：07．0―1：19．4―1：32．1―1：44．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアンテーラー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．10．1 阪神1着

2014．3．8生 牝4栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 12戦4勝 賞金 45，801，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 チュウワウィザード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：12番）

ストーミーバローズ号の調教師石坂正は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて戒告。



19059 7月14日 晴 良 （30中京3）第5日 第11競走 ��
��2，000�マレーシアカップ

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

セランゴールターフクラブ－ペナンターフクラブ－ペラターフクラブ賞（1着）
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 140，000円 40，000円 20，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 エ ン ジ ニ ア 牡5鹿 57 和田 竜二髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 482± 02：00．7 4．2�

33 メイズオブオナー 牝4鹿 55 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 454－ 4 〃 クビ 2．2�
66 スズカルパン 牡9鹿 57 幸 英明永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 474－ 42：00．91� 15．4�
11 サトノティターン 牡5黒鹿57 M．デムーロ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 570－ 22：01．0	 2．1�
55 マイネルラフレシア 牡5栗 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 62：01．63	 24．9�
44 
 ガーニーフラップ 牡5鹿 57 森 裕太朗横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 484＋ 82：03．08 100．6	

（6頭）

売 得 金
単勝： 79，924，700円 複勝： 55，627，800円 枠連： 発売なし
馬連： 110，587，500円 馬単： 77，898，900円 ワイド： 36，484，800円
3連複： 104，962，100円 3連単： 484，491，900円 計： 949，977，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 140円 �� 300円 �� 250円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 799247 的中 � 151190（3番人気）
複勝票数 計 556278 的中 � 124457（2番人気）� 223362（1番人気）
馬連票数 計1105875 的中 �� 281357（2番人気）
馬単票数 計 778989 的中 �� 76521（5番人気）
ワイド票数 計 364848 的中 �� 85878（1番人気）�� 25223（5番人気）�� 32617（4番人気）
3連複票数 計1049621 的中 ��� 136746（2番人気）
3連単票数 計4844919 的中 ��� 124391（12番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―12．8―12．4―12．3―11．7―11．5―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．7―38．5―50．9―1：03．2―1：14．9―1：26．4―1：37．7―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．3
1
3
6（3，5）（2，1）－4
6，5，3（2，1）－4

2
4
6（3，5）（2，1）－4
6，5，3（2，1）－4

勝馬の
紹 介

エ ン ジ ニ ア 

�
父 Sea The Stars 


�
母父 Oratorio デビュー 2015．6．27 東京3着

2013．3．6生 牡5鹿 母 ロリーフォードリー 母母 Heart Stopping 21戦5勝 賞金 85，068，000円

19060 7月14日 晴 良 （30中京3）第5日 第12競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 ニホンピロタイド 牡3青鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 484－ 81：23．0 5．0�
713 メイショウラケーテ 牡4黒鹿57 武 豊松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 460± 01：23．21� 2．7�
612 マッカートニー 牡5栗 57 M．デムーロ薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 472－ 41：23．73 5．1�
23 エイシンデジタル 牡3栗 54 松若 風馬�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 514＋ 41：23．8� 11．0�
59 ミトノアミーゴ 牡3栗 54 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 450－ 61：24．01� 67．0	
815 キセキノツヅキ 牡5鹿 57 秋山真一郎 
社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 460－141：24．21� 6．0�
47 タガノプレトリア 牡3鹿 54

52 △富田 暁八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446＋ 8 〃 ハナ 13．5�

35 マルカノカガヤキ 牡4黒鹿57 太宰 啓介日下部 猛氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 502－ 41：24．41� 61．6
24 バトルデゼル 牡4栗 57

56 ☆荻野 極 
シルクレーシング 吉田 直弘 浦河 林 孝輝 532＋18 〃 クビ 79．9�
11 キクノウェスター 牡3鹿 54 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 494± 01：24．5� 14．9�
12 セイイーグル �4鹿 57 福永 祐一吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 428－ 81：24．6� 46．8�
36 	 セイウンニジョーズ 牡4栗 57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 千歳 社台ファーム 440－ 81：24．91
 180．2�
611 テ ィ カ ル �3鹿 54 岡田 祥嗣 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 490－18 〃 ハナ 269．4�
48 セイウンデルレイ 牡3鹿 54

51 ▲服部 寿希西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 488－141：25．32� 71．8�
510	 スズカアポロ 牡7黒鹿57 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 468－101：26．15 380．9�
714 ルクスムンディー 牡3鹿 54

52 △川又 賢治前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 492－ 81：27．05 72．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，951，500円 複勝： 84，221，800円 枠連： 31，507，800円
馬連： 139，490，100円 馬単： 56，342，000円 ワイド： 86，772，300円
3連複： 198，341，600円 3連単： 266，029，200円 計： 929，656，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 130円 � 160円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 370円 �� 480円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計 669515 的中 � 105276（2番人気）
複勝票数 計 842218 的中 � 115488（3番人気）� 199595（1番人気）� 130314（2番人気）
枠連票数 計 315078 的中 （7－8） 54388（1番人気）
馬連票数 計1394901 的中 �� 133300（1番人気）
馬単票数 計 563420 的中 �� 25076（4番人気）
ワイド票数 計 867723 的中 �� 59591（2番人気）�� 43919（4番人気）�� 74758（1番人気）
3連複票数 計1983416 的中 ��� 102373（1番人気）
3連単票数 計2660292 的中 ��� 25033（9番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．9―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．8―45．7―58．0―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロタイド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 スニッツェル デビュー 2018．1．14 京都1着

2015．4．9生 牡3青鹿 母 ニホンピロヴィータ 母母 ニホンピロタイラ 6戦2勝 賞金 16，150，000円
〔制裁〕 ニホンピロタイド号の騎手酒井学は，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：14番・10番・9

番）
セイウンデルレイ号の騎手服部寿希は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
バトルデゼル号の騎手荻野極は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
セイウンデルレイ号の騎手服部寿希は，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30，000円。（被害馬：3番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アドマイヤムテキ号
（非抽選馬） 3頭 スリーヘリオス号・ハニーゴールド号・ワンダープレジール号



（30中京3）第5日 7月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

203，800，000円
4，750，000円
12，510，000円
1，190，000円
18，370，000円
65，822，000円
5，207，600円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
479，543，900円
649，394，300円
170，503，200円
867，490，500円
431，824，700円
505，535，600円
1，114，546，200円
1，923，014，800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 6，141，853，200円

総入場人員 11，971名 （有料入場人員 10，892名）
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