
19061 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時50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

11 プールヴィル 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 418± 01：22．0 4．2�
812 ダンツキャッスル 牡2鹿 54 幸 英明山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 468－ 41：22．1� 178．9�
44 ディープダイバー 牡2黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 440＋ 41：22．31 2．7�
33 ファビュラスギフト 牝2鹿 54

52 △富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 ハナ 7．6�
710 キ ン ジ ト ー 牡2栗 54

52 △川又 賢治山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 488－ 4 〃 アタマ 6．4�
813 ハミングデイズ 牝2鹿 54 松山 弘平飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 462＋ 41：22．83 11．5	
57 シトラスノート 牝2鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 アタマ 8．3

711 マ ー ニ 牡2黒鹿54 秋山真一郎岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 440± 01：23．33 235．2�
69 ショウナンパンサー 牡2鹿 54 松若 風馬国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 492± 01：23．51 163．8�
68 コ ル ツ ァ 牝2栗 54

51 ▲服部 寿希中島 俊房氏 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 442＋ 6 〃 クビ 172．1
56 リップグロス 牝2栗 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 422－ 81：23．81	 30．6�
45 メテオスウォーム 牡2黒鹿54 浜中 俊 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 474－ 81：24．12 27．5�
22 ブルベアボルド 牡2鹿 54

53 ☆荻野 極 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 480－ 21：24．41	 120．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，604，800円 複勝： 41，891，200円 枠連： 8，625，900円
馬連： 45，420，300円 馬単： 22，967，000円 ワイド： 31，732，000円
3連複： 62，629，100円 3連単： 85，141，900円 計： 324，012，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 2，000円 � 130円 枠 連（1－8） 2，410円

馬 連 �� 36，210円 馬 単 �� 46，930円

ワ イ ド �� 6，700円 �� 250円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 15，780円 3 連 単 ��� 179，440円

票 数

単勝票数 計 256048 的中 � 50801（2番人気）
複勝票数 計 418912 的中 � 63370（2番人気）� 3246（10番人気）� 118216（1番人気）
枠連票数 計 86259 的中 （1－8） 2770（10番人気）
馬連票数 計 454203 的中 �� 972（36番人気）
馬単票数 計 229670 的中 �� 367（64番人気）
ワイド票数 計 317320 的中 �� 1073（36番人気）�� 39020（1番人気）�� 1795（28番人気）
3連複票数 計 626291 的中 ��� 2976（40番人気）
3連単票数 計 851419 的中 ��� 344（339番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．8―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．1―45．9―57．8―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．1
3 3，8（2，10，13）5（1，7，11）－4－12＝9，6 4 3－8（2，10）（1，13）（5，7）（4，11）12＝（6，9）

勝馬の
紹 介

プールヴィル �
�
父 Le Havre �

�
母父 Kendargent デビュー 2018．7．1 中京4着

2016．3．14生 牝2鹿 母 ケ ン ホ ー プ 母母 Bedford Hope 2戦1勝 賞金 6，100，000円

19062 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 ナ イ ス ド ゥ 牝3栗 54
52 △森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 436－ 21：24．5 7．0�

815 プロネルクール 牝3鹿 54 松山 弘平�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 476－ 61：24．71 5．3�
23 メイショウハニー 牝3黒鹿54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 414－ 41：24．91� 28．8�
35 リ ー ズ ン 牝3鹿 54 福永 祐一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436－101：25．32� 7．4�
714 バトードラムール 牝3鹿 54 佐藤 友則村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 452＋ 61：25．4� 9．9�

（笠松）

510 デュアルウィールド 牝3栗 54 和田 竜二 �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 B482－ 61：25．71� 10．5	

48 カ リ ン カ 牝3黒鹿54 武 豊寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 426＋ 21：26．12� 58．9

59 ホ ロ ー ポ 牝3黒鹿54 M．デムーロ畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 長谷川牧場 444＋ 21：26．2� 8．9�
713 ファニーバニー 牝3青 54 松若 風馬市川義美ホール

ディングス� 藤岡 健一 日高 白井牧場 452＋ 4 〃 ハナ 2．6�
24 ブリトニーバローズ 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 追分ファーム 458± 01：26．3� 105．5
36 クリノフラゴナール 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 470 ― 〃 ハナ 176．7�
612 ロイヤルソード 牝3芦 54 秋山真一郎�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 462 ―1：26．93� 118．2�
12 コンヴィーヴォ 牝3栗 54 藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 420＋ 21：27．43 396．9�
816 ワンダーケーニギン 牝3鹿 54 太宰 啓介山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 城地牧場 494＋ 61：27．71� 117．3�
47 ロイヤルシャイン 牝3鹿 54

52 △富田 暁ロイヤルパーク 池添 兼雄 浦河 日進牧場 B494＋141：28．02 65．7�
611 ライズビクトリー 牝3鹿 54 田中 健松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 458 ― 〃 ハナ 149．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，402，000円 複勝： 43，180，800円 枠連： 12，453，500円
馬連： 48，354，800円 馬単： 22，988，100円 ワイド： 36，436，400円
3連複： 68，259，400円 3連単： 78，872，000円 計： 335，947，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 180円 � 520円 枠 連（1－8） 1，530円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，480円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 6，840円 3 連 単 ��� 31，940円

票 数

単勝票数 計 254020 的中 � 28679（3番人気）
複勝票数 計 431808 的中 � 60871（3番人気）� 71247（2番人気）� 17090（8番人気）
枠連票数 計 124535 的中 （1－8） 6306（8番人気）
馬連票数 計 483548 的中 �� 27541（4番人気）
馬単票数 計 229881 的中 �� 5758（10番人気）
ワイド票数 計 364364 的中 �� 20767（2番人気）�� 6091（21番人気）�� 5018（25番人気）
3連複票数 計 682594 的中 ��� 7478（30番人気）
3連単票数 計 788720 的中 ��� 1790（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．8―46．8―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ イ ス ド ゥ �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．10．29 京都2着

2015．4．2生 牝3栗 母 ナイスヴァレー 母母 ヴ ァ レ リ ー 9戦1勝 賞金 15，850，000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 アオイチャン号
※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。

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６日



19063 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走10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
1：57．7
1：53．7

良
不良

35 フ ロ ー リ ン 牡3栗 56
55 ☆荻野 極ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 61：59．5 1．8�
24 グーテンターク 牡3鹿 56 和田 竜二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490± 02：00．67 6．0�
47 ヒロノタイリク 牡3栗 56 高倉 稜高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 B488－ 42：00．81� 191．9�
815 ランドヘルメース 牡3鹿 56 柴田 未崎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 村上 欽哉 484＋ 4 〃 クビ 216．0�
12 スズカハイライト 牡3鹿 56

54 △森 裕太朗永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 440± 02：01．11� 27．8�
36 マイネルサブリエ 牡3栗 56 佐藤 友則 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 金舛 幸夫 B464－ 22：01．63 51．7	
（笠松）

611 マーナガルム 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B458± 02：01．81 4．1

59 トモジャオーサム 牡3栗 56 太宰 啓介吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 岡田牧場 506－ 22：01．9� 161．8�
11 キラーチューン 牡3栗 56

54 △川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 432± 0 〃 ハナ 7．2�
510 オースミバレル 牡3芦 56 松若 風馬�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 510± 02：02．0� 71．1
48 ショウナンバローロ 牡3鹿 56 幸 英明国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 490＋ 22：02．42� 23．7�
714 テイエムダイアラシ 牡3青鹿 56

54 △富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新ひだか 斉藤スタッド 446－ 62：02．6� 62．1�
816 ゴールドパドル 牡3鹿 56 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 486－ 42：03．87 85．6�
612 スズカビッグワン 牡3鹿 56 �島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 476± 02：05．6大差 455．5�

713 ララルラシオン 牡3鹿 56 藤懸 貴志フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 石郷岡 雅樹 476－122：07．09 170．6�
（法942）

23 シンゼンピース 牡3栗 56 �島 良太原 司郎氏 飯田 祐史 平取 有限会社中
田牧場 B468－ 2 （競走中止） 234．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，971，500円 複勝： 68，605，700円 枠連： 11，902，400円
馬連： 49，249，800円 馬単： 28，260，500円 ワイド： 37，433，300円
3連複： 74，786，300円 3連単： 110，336，600円 計： 413，546，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 2，810円 枠 連（2－3） 560円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 280円 �� 6，230円 �� 10，240円

3 連 複 ��� 31，560円 3 連 単 ��� 67，500円

票 数

単勝票数 計 329715 的中 � 141532（1番人気）
複勝票数 計 686057 的中 � 371430（1番人気）� 69498（3番人気）� 2363（15番人気）
枠連票数 計 119024 的中 （2－3） 16288（3番人気）
馬連票数 計 492498 的中 �� 66179（2番人気）
馬単票数 計 282605 的中 �� 27702（2番人気）
ワイド票数 計 374333 的中 �� 41039（2番人気）�� 1390（38番人気）�� 841（55番人気）
3連複票数 計 747863 的中 ��� 1777（67番人気）
3連単票数 計1103366 的中 ��� 1185（163番人気）

ハロンタイム 7．4―11．5―11．6―13．1―12．8―12．3―12．6―12．7―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．9―30．5―43．6―56．4―1：08．7―1：21．3―1：34．0―1：46．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ロ ー リ ン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．6．17 阪神4着

2015．4．26生 牡3栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 3戦1勝 賞金 7，750，000円
〔競走中止〕 シンゼンピース号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカビッグワン号・ララルラシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

8月15日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

19064 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11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
1：58．3
1：56．1

良
良

59 アドマイヤデジタル 牡3青鹿56 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 42：01．6 1．4�
714 ロイヤルディクリー 牡3鹿 56 秋山真一郎ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－ 82：02．02� 5．9�
713 ア ク シ ス 牡3黒鹿56 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 454± 02：02．21� 7．9�
611 レーヌルネサンス 牝3栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 404＋ 22：02．41 16．0�
510 アメイジングライト 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450 ―2：02．5� 21．9�

816 マジックバローズ 牡3鹿 56 浜中 俊猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452＋ 42：02．6	 34．6	
36 レッドフィオナ 牝3芦 54

52 △富田 暁 �東京ホースレーシング 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 444± 02：02．7� 31．5

12 ウォーターエルピス 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 522＋ 62：03．12� 104．9�
48 マイティバローズ 牡3青鹿56 和田 竜二猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 446－ 2 〃 アタマ 59．3�
715 テイケイドルチェ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 410－11 〃 クビ 110．6
818 アンチェイン 牡3黒鹿56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 476－ 6 〃 ハナ 111．3�
817 ヴィーヴァザキング 牡3鹿 56 岡田 祥嗣芹澤 精一氏 作田 誠二 新冠 守矢牧場 484－142：03．73� 360．0�
24 キングズスピーチ 牡3青鹿56 幸 英明ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518 ― 〃 クビ 38．1�
35 ワンダーアロンジェ 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 400± 02：04．55 420．1�
11 カレンエクスカリバ 牡3鹿 56 
島 良太鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 516＋ 2 〃 アタマ 436．6�
47 ダンスドリーマー 牝3青鹿54 高倉 稜矢野 亨憲氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 432－ 82：06．3大差 272．1�
23 � ヒ ロ ミ 牡3黒鹿56 佐藤 友則了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

486－ 22：07．15 105．9�
（笠松）

612 アローヘッドワン 牡3栗 56 
島 克駿幅田 京子氏 笹田 和秀 平取 原田 新治 498± 02：07．2� 91．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，255，800円 複勝： 118，010，400円 枠連： 16，562，800円
馬連： 46，996，500円 馬単： 33，133，400円 ワイド： 38，222，600円
3連複： 69，288，500円 3連単： 117，146，500円 計： 468，616，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（5－7） 180円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 190円 �� 200円 �� 400円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 292558 的中 � 160301（1番人気）
複勝票数 計1180104 的中 � 905480（1番人気）� 61028（3番人気）� 74051（2番人気）
枠連票数 計 165628 的中 （5－7） 69199（1番人気）
馬連票数 計 469965 的中 �� 81236（2番人気）
馬単票数 計 331334 的中 �� 42417（2番人気）
ワイド票数 計 382226 的中 �� 56147（1番人気）�� 51714（2番人気）�� 19895（4番人気）
3連複票数 計 692885 的中 ��� 80184（1番人気）
3連単票数 計1171465 的中 ��� 47412（2番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．3―12．5―12．7―12．6―12．6―12．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．6―48．1―1：00．8―1：13．4―1：26．0―1：38．3―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤデジタル �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．25 阪神3着

2015．3．14生 牡3青鹿 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 4戦1勝 賞金 10，500，000円
〔制裁〕 アメイジングライト号の騎手荻野極は，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロミ号・アローヘッドワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月15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 モートゥス号
（非抽選馬） 2頭 イッツパーフェクト号・スズカノルナ号
※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。



19065 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

11 エルモンストロ 牡2鹿 54 M．デムーロ�KTレーシング 中竹 和也 浦河 三嶋牧場 464 ―1：34．9 4．3�
33 セグレドスペリオル 牡2鹿 54

52 △川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 456 ―1：35．11� 17．9�
78 エイシンロード 牝2黒鹿54 松若 風馬�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 470 ― 〃 クビ 5．9�
22 グッドレイズ 牡2栗 54 秋山真一郎杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 山岡牧場 482 ―1：35．41� 15．1�
66 シャイニングデイズ 牡2鹿 54 浜中 俊杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 474 ―1：36．46 6．6�
67 ウォークザライン 牡2栗 54 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 432 ― 〃 クビ 51．2	
55 プ ロ ム 牝2鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 480 ―1：36．71� 6．5

44 シゲルダイヤ 牡2鹿 54 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 浦河 山田 昇史 474 ― 〃 クビ 66．6�
811 アメリカンウェイク 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 482 ―1：37．87 3．1
810 ギャップオブリアル 牡2黒鹿54 高倉 稜 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 454 ―1：38．01� 238．7�
79 	 スマートドレイク 牡2鹿 54 和田 竜二大川 徹氏 村山 明 加

Anderson Farms Ont. Inc.,
Rod Ferguson Farms Ltd &
Donald Ferguson

474 ―1：38．31� 65．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，231，200円 複勝： 42，425，300円 枠連： 8，910，500円
馬連： 49，337，900円 馬単： 26，975，500円 ワイド： 32，048，800円
3連複： 62，762，400円 3連単： 97，603，100円 計： 358，294，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 370円 � 190円 枠 連（1－3） 4，350円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 530円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 45，040円

票 数

単勝票数 計 382312 的中 � 73504（2番人気）
複勝票数 計 424253 的中 � 67850（2番人気）� 24811（7番人気）� 60580（3番人気）
枠連票数 計 89105 的中 （1－3） 1587（17番人気）
馬連票数 計 493379 的中 �� 8936（17番人気）
馬単票数 計 269755 的中 �� 3153（28番人気）
ワイド票数 計 320488 的中 �� 6918（16番人気）�� 16510（6番人気）�� 6415（17番人気）
3連複票数 計 627624 的中 ��� 7093（26番人気）
3連単票数 計 976031 的中 ��� 1571（170番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

エルモンストロ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．2．4生 牡2鹿 母 ミンティエアー 母母 ヒットザスポット 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19066 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時40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
1：08．5
1：07．8

良
良

67 ファンタジスト 牡2黒鹿54 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 448 ―1：09．6 3．2�
22 ディアンドル 牝2黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 クビ 2．2�
33 オーパキャマラード 牝2黒鹿54 和田 竜二�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 470 ―1：09．91� 4．4�
79 スタークォーツ 牝2青鹿 54

53 ☆荻野 極輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 458 ―1：10．32� 26．6�
56 キタノシャンシャン 牝2鹿 54 �島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 452 ―1：10．61� 21．1�
68 サ ル ー ス 牝2鹿 54

52 △川又 賢治鈴木 照雄氏 加用 正 新冠 松浦牧場 430 ―1：10．92 64．1	
710 エイシンボールディ 牡2栗 54 佐藤 友則
栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 428 ―1：11．21� 65．7�

（笠松）

44 タガノシュトラール 牡2栗 54 松山 弘平八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460 ―1：11．83� 26．0�

55 カネコメアサヒ 牡2栗 54 松若 風馬髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 430 ― 〃 アタマ 32．1
11 ショーギーニ 牡2栗 54 幸 英明吉冨 学氏 大根田裕之 日高 オリオンファーム 516 ―1：12．54 36．9�
811 ローリンローリン 牝2黒鹿 54

52 △森 裕太朗 Him Rock Racing
ホールディングス
 佐々木晶三 日高 若林 順一 418 ―1：12．92� 157．9�

812 ブルベアアルジェン 牡2栗 54 太宰 啓介 
ブルアンドベア 川村 禎彦 青森 今川 満良 508 ―1：13．11� 130．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，297，300円 複勝： 30，277，100円 枠連： 10，562，900円
馬連： 44，158，600円 馬単： 27，058，100円 ワイド： 28，914，500円
3連複： 62，097，900円 3連単： 95，558，800円 計： 332，925，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（2－6） 350円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 160円 �� 230円 �� 180円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 342973 的中 � 86541（2番人気）
複勝票数 計 302771 的中 � 60823（2番人気）� 96738（1番人気）� 51332（3番人気）
枠連票数 計 105629 的中 （2－6） 22966（1番人気）
馬連票数 計 441586 的中 �� 99603（1番人気）
馬単票数 計 270581 的中 �� 25778（2番人気）
ワイド票数 計 289145 的中 �� 48202（1番人気）�� 28383（3番人気）�� 40204（2番人気）
3連複票数 計 620979 的中 ��� 127131（1番人気）
3連単票数 計 955588 的中 ��� 39274（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―11．5―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．1―46．6―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンタジスト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2016．4．22生 牡2黒鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 キタノシャンシャン号の騎手�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戒告。（被害馬：8番）
※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。



19067 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時10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

510 イ ン テ ィ 牡4栗 57 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 516＋141：51．3 3．3�
816 スズカフリオーソ 牡4栗 57 �島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B496＋101：52．04 6．9�
713 ハクサンペリー 牡3鹿 54

52 △川又 賢治河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 492＋ 41：52．32 9．6�
47 メトロポリス 牡4青鹿57 福永 祐一堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 532± 01：52．4	 7．8�
35 フォレストタウン 牡4黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 武 幸四郎 浦河 �川 啓一 510＋ 21：52．5	 16．8�
36 クレスコブレイブ 牡4栗 57 岡田 祥嗣堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B504± 01：52．92	 161．8�
12 ミトノブラック 牡3青鹿54 松山 弘平ロイヤルパーク 崎山 博樹 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454－ 21：53．0
 46．3	
611� バイオレットフィズ 牝6黒鹿 55

54 ☆義 英真中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 454＋ 6 〃 クビ 277．3

815� マイアフェクション 牡4鹿 57 M．デムーロ五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：53．21� 4．6�
714 タ ラ ニ ス 牡3黒鹿 54

52 △森 裕太朗藤田 孟司氏 角田 晃一 新冠 川上牧場 B476－ 61：53．3	 91．9�
59 ナガラエンカ 牝4鹿 55

52 ▲服部 寿希長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 460＋ 61：53．4クビ 25．9

48 タガノアンピール 牡4黒鹿57 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 542± 01：53．61� 5．5�
612 イイコトバカリ 牝4鹿 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 470± 0 〃 クビ 68．3�
24 アロマティカス 牡4鹿 57 高倉 稜山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B458± 01：53．7クビ 110．9�
11 クリノピョートル 牡4栗 57

56 ☆荻野 極栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 494－181：55．5大差 67．5�
（15頭）

23 カフジナイサー 牡5黒鹿57 幸 英明加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，407，000円 複勝： 50，131，200円 枠連： 18，098，300円
馬連： 60，825，100円 馬単： 26，897，400円 ワイド： 43，180，600円
3連複： 83，143，100円 3連単： 96，205，100円 計： 414，887，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 210円 � 320円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，070円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 19，260円

票 数

単勝票数 差引計 364070（返還計 1805） 的中 � 88071（1番人気）
複勝票数 差引計 501312（返還計 2940） 的中 � 81985（3番人気）� 63179（4番人気）� 34422（6番人気）
枠連票数 差引計 180983（返還計 87） 的中 （5－8） 24838（2番人気）
馬連票数 差引計 608251（返還計 17616） 的中 �� 33396（4番人気）
馬単票数 差引計 268974（返還計 6851） 的中 �� 8530（4番人気）
ワイド票数 差引計 431806（返還計 9608） 的中 �� 18295（5番人気）�� 10171（16番人気）�� 11078（12番人気）
3連複票数 差引計 831431（返還計 43639） 的中 ��� 14149（14番人気）
3連単票数 差引計 962051（返還計 50189） 的中 ��� 3621（52番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―13．0―12．5―12．5―12．5―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―36．3―48．8―1：01．3―1：13．8―1：26．3―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
1，16（2，10）－（5，13）（11，14）－15，8（7，9）－12，4－6
1，16，10（2，5）（13，14）11，15（7，8，9）（4，12）6

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

勝馬の
紹 介

イ ン テ ィ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Northern Afleet デビュー 2017．4．8 阪神9着

2014．4．8生 牡4栗 母 キ テ ィ 母母 フォレストキティ 4戦3勝 賞金 20，000，000円
〔出走取消〕 カフジナイサー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 アイファーウタオー号
（非抽選馬） 2頭 キングレイスター号・ワンダーラジャ号

19068 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

812 レオコックブルー 牝3黒鹿52 浜中 俊親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 438－ 21：59．8 17．3�
56 ノーブルカリナン 牝3黒鹿52 M．デムーロ �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 434＋16 〃 クビ 3．1�
68 アロハリリー 牝3青鹿 52

51 ☆荻野 極吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444＋ 62：00．22� 4．4�
57 シャンティローザ 牝4青鹿 55

53 △川又 賢治ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 17．9�
813 ヴィルトゥース 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 394－ 42：00．3クビ 3．3�
22 ハ イ ヒ ー ル 牝3鹿 52 和田 竜二石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 クビ 7．3	
44 ア ド ラ ー タ 牝3鹿 52

50 △富田 暁 �社台レースホース大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 02：00．51� 16．5


711 オスカールビー 牝3鹿 52 佐藤 友則森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン
ズファーム 482＋ 6 〃 ハナ 23．1�

（笠松）

33 � ミスズメサイア 牝6鹿 55
53 △森 裕太朗永井 啓弍氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 436－ 42：00．6� 91．6�

45 ハーツフェルト 牝3栗 52 幸 英明林 正道氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：01．34 35．4
710� サンマルタイトル 牝4栗 55 松山 弘平相馬 勇氏 山内 研二 浦河 中村 雅明 446－ 62：01．4クビ 307．1�
11 カンポデフィオーリ 牝4黒鹿55 	島 克駿吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B446－ 6 〃 クビ 142．9�
69 プライムタイム 牝4鹿 55 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 504＋222：02．99 170．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，877，600円 複勝： 59，417，900円 枠連： 16，831，300円
馬連： 79，130，500円 馬単： 36，684，100円 ワイド： 50，835，400円
3連複： 98，970，400円 3連単： 137，881，900円 計： 523，629，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 340円 � 140円 � 150円 枠 連（5－8） 460円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，190円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 32，300円

票 数

単勝票数 計 438776 的中 � 20197（6番人気）
複勝票数 計 594179 的中 � 31957（7番人気）� 132976（1番人気）� 109050（2番人気）
枠連票数 計 168313 的中 （5－8） 28143（1番人気）
馬連票数 計 791305 的中 �� 26813（8番人気）
馬単票数 計 366841 的中 �� 4639（22番人気）
ワイド票数 計 508354 的中 �� 16061（8番人気）�� 9991（16番人気）�� 49737（1番人気）
3連複票数 計 989704 的中 ��� 23864（7番人気）
3連単票数 計1378819 的中 ��� 3094（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．0―48．2―1：00．3―1：12．5―1：24．3―1：35．8―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レオコックブルー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．12．17 阪神5着

2015．5．28生 牝3黒鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 8戦2勝 賞金 17，200，000円
〔制裁〕 ノーブルカリナン号の騎手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過怠金30，000円。（被害馬：12

番）
ハイヒール号の騎手和田竜二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

※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。



19069 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第9競走 ��1，400�タイランドカップ
発走14時15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
ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

817 スイーズドリームス 牡4鹿 57 武 豊大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498＋ 61：20．8 4．6�
611 ピュアコンチェルト 牝5鹿 55 松若 風馬吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 444－ 21：21．01� 7．8�
35 マルモレイナ 牝4鹿 55 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 452－ 2 〃 クビ 13．7�
23 � ワンダーアマービレ 牝4鹿 55 秋山真一郎山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 452－ 21：21．42� 8．1�
59 サイモンゼーレ 牡5鹿 57 川又 賢治澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 470－14 〃 クビ 19．4�
12 タガノタイト 牡3鹿 54 	島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 81：21．5� 45．8�
816 ゴールドケープ 牝4鹿 55 浜中 俊 	グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 432－ 6 〃 クビ 7．4

714 スズカフロンティア 牡4鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422－ 41：21．6クビ 28．1�
713 アサケハーツ 牡4栗 57 森 裕太朗大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 454－ 41：21．7
 30．6�
48 アストロノーティカ 牡4鹿 57 松山 弘平ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 クビ 20．0
510 アルパーシャン 牡6栗 57 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 456－ 41：21．8クビ 60．7�
36 シセイカスガ 牡7黒鹿57 富田 暁猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 422－ 2 〃 アタマ 338．6�
11 アーデルワイゼ 牝3青鹿52 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 434－ 6 〃 クビ 3．0�
24 パ ッ ポ ー ネ 牡4鹿 57 高倉 稜金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 498＋121：21．9クビ 62．7�
612 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡4黒鹿57 荻野 極 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 490＋28 〃 クビ 52．8�
815� ハ リ ー 牡5鹿 57 幸 英明馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432－181：22．32� 245．6�
47 � バレンティーノ 牝3鹿 52 佐藤 友則吉田 勝利氏 尾島 徹 新冠 須崎牧場 406＋ 11：22．51� 183．7�

（笠松） （笠松）

（17頭）

売 得 金
単勝： 40，217，500円 複勝： 60，675，900円 枠連： 27，623，400円
馬連： 97，694，700円 馬単： 40，140，500円 ワイド： 63，319，000円
3連複： 138，169，700円 3連単： 164，633，300円 計： 632，474，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 220円 � 380円 枠 連（6－8） 960円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，300円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 46，240円

票 数

単勝票数 計 402175 的中 � 68806（2番人気）
複勝票数 計 606759 的中 � 89693（2番人気）� 73704（3番人気）� 36087（6番人気）
枠連票数 計 276234 的中 （6－8） 22226（2番人気）
馬連票数 計 976947 的中 �� 35919（6番人気）
馬単票数 計 401405 的中 �� 8974（11番人気）
ワイド票数 計 633190 的中 �� 19205（8番人気）�� 12424（13番人気）�� 9363（18番人気）
3連複票数 計1381697 的中 ��� 9968（33番人気）
3連単票数 計1646333 的中 ��� 2581（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．5―45．9―57．3―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．9
3 5，9（1，4，12）11（2，6，16）（3，14）（8，17）（10，13）15，7 4 5，9（1，4，12）11，2（6，16）（3，14）8（10，17）13（7，15）

勝馬の
紹 介

スイーズドリームス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．2．4 東京4着

2014．4．29生 牡4鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 6戦2勝 賞金 18，799，000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。

19070 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第10競走 ��
��2，000�シンガポールターフクラブ賞

発走14時50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

シンガポールターフクラブ賞（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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

45 シャルドネゴールド 牡3栗 54 M．デムーロ青芝商事� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム 446＋ 62：00．1 1．7�

44 レ イ リ オ ン 牝5鹿 55 松山 弘平 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 440± 02：00．31 51．8�
710 レイズアベール 牝4鹿 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：00．51� 8．3�
69 プラチナヴォイス 牡4鹿 57 高田 潤本間 茂氏 	島 一歩 新ひだか 矢野牧場 528＋102：00．71� 13．8�
57 グラットシエル 牡4黒鹿57 	島 克駿 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 504－ 2 〃 クビ 9．7	
22 エーティーサンダー 牡5青鹿57 福永 祐一荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 524± 0 〃 ハナ 22．4

813 イ モ ー タ ル 
5青鹿57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514－ 42：00．91� 16．5�
68 テリトーリアル 牡4栗 57 幸 英明ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 22：01．0� 6．9�
56 マルカブリスク 牡5栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 444－ 22：01．1� 104．2
711 クロノスタシス 牡5芦 57 浜中 俊 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528± 02：01．2� 18．3�
11 マイネルアトゥー 牡5青鹿57 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：01．51� 182．5�
33 タガノガジュマル 牡5黒鹿57 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 414± 02：01．71� 175．6�
812 ロードアルバータ 牡4青鹿57 佐藤 友則 �ロードホースクラブ 中竹 和也 新ひだか ケイアイファーム 456－ 2 〃 クビ 36．9�

（笠松）

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，242，000円 複勝： 92，649，000円 枠連： 26，430，800円
馬連： 123，296，800円 馬単： 61，333，600円 ワイド： 74，386，100円
3連複： 160，400，100円 3連単： 265，357，500円 計： 861，095，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 750円 � 200円 枠 連（4－4） 3，620円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 320円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 42，280円

票 数

単勝票数 計 572420 的中 � 268017（1番人気）
複勝票数 計 926490 的中 � 418825（1番人気）� 16066（10番人気）� 85421（4番人気）
枠連票数 計 264308 的中 （4－4） 5647（11番人気）
馬連票数 計1232968 的中 �� 20392（13番人気）
馬単票数 計 613336 的中 �� 8407（19番人気）
ワイド票数 計 743861 的中 �� 14016（13番人気）�� 68793（3番人気）�� 4105（39番人気）
3連複票数 計1604001 的中 ��� 11982（31番人気）
3連単票数 計2653575 的中 ��� 4550（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．2―49．8―1：02．1―1：13．4―1：24．9―1：36．5―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャルドネゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Lion Heart デビュー 2017．8．6 新潟3着

2015．3．20生 牡3栗 母 セルフプリザヴェーション 母母 Saintly Speaking 7戦3勝 賞金 47，507，000円
〔発走状況〕 プラチナヴォイス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 シャルドネゴールド号の騎手M．デムーロは，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・12番・

7番・6番・10番）
グラットシエル号の騎手	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50，000円。（被害馬：6番・10
番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 プラチナヴォイス号は，平成30年7月16日から平成30年8月5日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※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。



19071 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第11競走 ��
��1，800�名 鉄 杯

発走15時25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，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

名古屋鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

816 ラインルーフ 牡6栗 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 510－ 41：49．1 6．8�
510 コパノチャーリー 牡6栗 57 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 516－ 61：50．48 10．2�
611 ローズプリンスダム 牡4青鹿56 松田 大作岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 460＋ 41：50．72 12．7�
815 アスカノロマン 牡7栗 60 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 530＋101：51．02 32．8�
47 クラシックメタル 	7鹿 56 松若 風馬吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500－ 21：51．21 10．9�
11 タガノゴールド 牡7栗 56 
島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 2 〃 クビ 145．0�
36 レッドソロモン 牡6鹿 57 
島 克駿 	東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 488＋101：51．3クビ 184．0

48 オールマンリバー 牡6黒鹿56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 5．8�
35 ジュンヴァルカン 牡5鹿 56 M．デムーロ河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526± 01：51．51� 2．1�
612 カ ゼ ノ コ 牡7鹿 57 福永 祐一�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 460＋ 61：52．03 15．8
59 ドラゴンバローズ 牡6栗 57 松山 弘平猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 498－ 61：52．32 27．8�
12 ゴーインググレート 牡8栗 56 高倉 稜田畑 利彦氏 北出 成人 新ひだか 片岡 博 484± 01：52．4 56．7�
714 マインシャッツ 牡5栗 56 幸 英明吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 484＋ 41：52．71 36．8�
24 メイショウウタゲ 牡7栗 58 秋山真一郎松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 510－ 41：52．91� 48．5�
23 トラキチシャチョウ 牡7鹿 57 佐藤 友則 	ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 512＋141：54．17 275．9�

（笠松）

（15頭）
713 マイティティー 牝6鹿 55 和田 竜二五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 82，033，900円 複勝： 102，795，200円 枠連： 63，589，800円
馬連： 267，091，200円 馬単： 107，545，700円 ワイド： 130，179，400円
3連複： 406，857，200円 3連単： 547，801，800円 計： 1，707，894，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 250円 � 290円 � 360円 枠 連（5－8） 2，010円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 7，270円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，520円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 16，350円 3 連 単 ��� 72，880円

票 数

単勝票数 差引計 820339（返還計 7579） 的中 � 96229（3番人気）
複勝票数 差引計1027952（返還計 13138） 的中 � 116769（3番人気）� 94074（4番人気）� 70924（6番人気）
枠連票数 差引計 635898（返還計 974） 的中 （5－8） 24415（9番人気）
馬連票数 差引計2670912（返還計 72817） 的中 �� 62543（13番人気）
馬単票数 差引計1075457（返還計 26914） 的中 �� 11081（26番人気）
ワイド票数 差引計1301794（返還計 47260） 的中 �� 30011（12番人気）�� 22034（18番人気）�� 14100（26番人気）
3連複票数 差引計4068572（返還計191844） 的中 ��� 18656（57番人気）
3連単票数 差引計5478018（返還計220989） 的中 ��� 5449（248番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．2―11．5―11．7―12．2―12．4―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．1―47．6―59．3―1：11．5―1：23．9―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラインルーフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．11．9 京都4着

2012．3．27生 牡6栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 19戦6勝 賞金 106，262，000円
〔競走除外〕 マイティティー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ラインルーフ号の騎手森一馬は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・7番）
※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。

19072 7月15日 晴 良 （30中京3）第6日 第12競走 ��
��1，200�フィリピントロフィー

発走16時05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

マニラジョッキークラブ－フィリピンレーシングクラブ－メトロマニラターフクラブ賞（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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

33 キーナンバー 牡5栗 57 幸 英明北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 514＋141：08．1 4．4�
78 ラベンダーヴァレイ 牝5鹿 55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428－ 61：08．2� 3．5�
89 ロ ッ ク オ ン 牡5栗 57 松山 弘平石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460± 01：08．41	 27．7�
55 アドマイヤデライト 牡5黒鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 524－ 4 〃 クビ 10．4�
77 ジュンドリーム 牝3鹿 52 佐藤 友則河合 純二氏 西村 真幸 浦河 小島牧場 470－ 41：08．5クビ 24．6�

（笠松）

44 ト ン ボ イ 牝3栗 52 松若 風馬幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 428± 01：08．6� 2．6	
22 ニシノラディアント 牡5鹿 57 松田 大作西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476－ 41：08．81	 18．0

66 
 ブロンズテーラー 牝7青鹿55 柴田 未崎中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 458－ 21：08．9クビ 74．2�
810 テイエムヒッタマゲ 牡4栗 57 太宰 啓介竹園 正繼氏 武 英智 鹿児島 テイエム牧場 492＋ 4 〃 ハナ 21．1�
11 アグネスユーリヤ 牡6鹿 57 川又 賢治畑佐 博氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 464± 01：11．0大差 13．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，766，100円 複勝： 59，148，800円 枠連： 21，708，900円
馬連： 113，685，800円 馬単： 58，476，100円 ワイド： 68，234，200円
3連複： 150，397，000円 3連単： 277，360，500円 計： 805，777，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 160円 � 470円 枠 連（3－7） 890円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，740円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 37，360円

票 数

単勝票数 計 567661 的中 � 103135（3番人気）
複勝票数 計 591488 的中 � 111176（2番人気）� 108836（3番人気）� 23258（9番人気）
枠連票数 計 217089 的中 （3－7） 18846（3番人気）
馬連票数 計1136858 的中 �� 97272（3番人気）
馬単票数 計 584761 的中 �� 22238（6番人気）
ワイド票数 計 682342 的中 �� 55266（3番人気）�� 9370（22番人気）�� 11756（18番人気）
3連複票数 計1503970 的中 ��� 14088（26番人気）
3連単票数 計2773605 的中 ��� 5382（115番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．4―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．2―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．3
3 ・（9，10）－4（3，7）5，2，8（1，6） 4 ・（9，10）（3，4）7（2，5）（1，8）6

勝馬の
紹 介

キーナンバー �
�
父 デュランダル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．10．31 京都8着

2013．5．8生 牡5栗 母 キーポケット 母母 ターフメビュース 23戦3勝 賞金 65，925，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 アグネスユーリヤ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 アグネスユーリヤ号は，発走調教再審査。
※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。

３レース目



（30中京3）第6日 7月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

212，450，000円
5，180，000円
20，910，000円
1，770，000円
23，430，000円
68，288，000円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
502，306，700円
769，208，500円
243，300，500円
1，025，242，000円
492，460，000円
634，922，300円
1，437，761，100円
2，073，899，000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 7，179，100，100円

総入場人員 16，451名 （有料入場人員 15，265名）
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