
19013 6月30日 曇 重 （1中京3） 第2日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時00分 （芝・左）
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

44 インザムービー 牝2鹿 54 幸 英明安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 462－101：22．3 1．3�
22 エアリーフローラ 牝2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 394－ 41：22．93� 4．8�
11 グッドステージ 牡2鹿 54 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 492－ 21：23．85 12．9�
33 オ ッ ト 牡2黒鹿 54

51 ▲斎藤 新中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 398－ 21：24．22� 6．5�
55 トマティーナ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 村下 明博 412－ 41：24．3� 47．2�
66 オウサマプリン 牡2黒鹿54 水口 優也田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 南部 功 480－ 81：24．4� 62．4	

（6頭）

売 得 金
単勝： 32，671，700円 複勝： 87，938，600円 枠連： 発売なし
馬連： 29，847，800円 馬単： 31，580，300円 ワイド： 15，794，800円
3連複： 33，025，000円 3連単： 153，348，600円 計： 384，206，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 110円 �� 160円 �� 200円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 580円

票 数

単勝票数 計 326717 的中 � 196946（1番人気）
複勝票数 計 879386 的中 � 739462（1番人気）� 61884（2番人気）
馬連票数 計 298478 的中 �� 120938（1番人気）
馬単票数 計 315803 的中 �� 102137（1番人気）
ワイド票数 計 157948 的中 �� 49236（1番人気）�� 21838（3番人気）�� 14479（4番人気）
3連複票数 計 330250 的中 ��� 83116（2番人気）
3連単票数 計1533486 的中 ��� 189158（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―34．8―46．5―58．2―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インザムービー 

�
父 リアルインパクト 


�
母父 Invincible Spirit デビュー 2019．6．8 東京2着

2017．2．27生 牝2鹿 母 スポークスウーマン 母母 Devil’s Imp 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。

19014 6月30日 小雨 重 （1中京3） 第2日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時35分 （芝・左）

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
1：32．3
1：30．5

良
良

48 レティキュール 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：36．0 3．2�
59 マ ー ニ 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 438＋ 4 〃 クビ 10．6�
815 アルディテッツァ 牡3鹿 56 藤井勘一郎�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 41：36．1� 17．8�
714 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476± 01：36．2クビ 4．1�

23 クロランサス 牝3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 406＋ 61：36．41� 5．1	

11 ナムラチヨガミ 牝3栗 54
51 ▲服部 寿希奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 416＋ 61：36．61� 99．6


35 ブルベアロッソ 牝3栗 54 酒井 学 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 新冠 オリエント牧場 430－10 〃 ハナ 164．3�
24 コンボルブルス 牡3黒鹿56 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 428－ 21：36．7クビ 19．5�
612 ディープカミーノ 牡3栗 56 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 476＋ 81：36．8� 12．1
47 マジェスティ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新近藤 英子氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 418＋ 41：36．9� 11．3�
611 カークソング 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来戸賀 智子氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 440－ 8 〃 クビ 16．3�
12 パーフェクトレース 牝3芦 54

53 ☆川又 賢治松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 444± 01：37．11� 90．3�
816 フ ュ ラ ー 牝3鹿 54 松若 風馬宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 白井牧場 440＋ 61：37．31� 284．5�
713 ジューンワルツ 牝3栗 54 高倉 稜吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 450± 01：37．51� 326．3�
36 カトルジュール 牡3芦 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：37．81� 60．1�
510 シゲルブルーダイヤ 牡3鹿 56 �島 克駿森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 杵臼牧場 480＋ 61：37．9� 51．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，474，800円 複勝： 49，949，000円 枠連： 14，789，600円
馬連： 60，091，800円 馬単： 27，021，500円 ワイド： 46，355，300円
3連複： 91，517，400円 3連単： 99，721，500円 計： 421，920，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 280円 � 550円 枠 連（4－5） 1，230円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，680円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 12，660円 3 連 単 ��� 61，210円

票 数

単勝票数 計 324748 的中 � 80789（1番人気）
複勝票数 計 499490 的中 � 104344（1番人気）� 42649（5番人気）� 18678（9番人気）
枠連票数 計 147896 的中 （4－5） 9272（7番人気）
馬連票数 計 600918 的中 �� 19786（7番人気）
馬単票数 計 270215 的中 �� 5371（10番人気）
ワイド票数 計 463553 的中 �� 14350（8番人気）�� 7041（23番人気）�� 5188（29番人気）
3連複票数 計 915174 的中 ��� 5420（50番人気）
3連単票数 計 997215 的中 ��� 1181（239番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．5―12．4―11．8―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．1―48．6―1：01．0―1：12．8―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

レティキュール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Old Fashioned デビュー 2018．11．11 京都2着

2016．2．21生 牝3鹿 母 ファッションプレート 母母 Miss Puzzle 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 ジューンワルツ号・フュラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月31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。
（非抽選馬） 2頭 パワーロワ号・ホッコーメヴィウス号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 中京競馬 第２日



19015 6月30日 小雨 不良 （1中京3） 第2日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

牝；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

610 アマリリステソーロ 牝3青 54 浜中 俊了德寺健二ホール
ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 432± 01：52．8 4．3�

23 イルフェソレイユ 牝3芦 54 藤懸 貴志�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 432± 01：52．9� 22．0�

59 バラーディスト 牝3黒鹿 54
52 △西村 淳也 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468± 01：53．21� 3．4�

34 イ ル マ タ ル 牝3鹿 54 酒井 学吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 460－ 21：53．41� 9．7�
22 カ リ ナ ン 牝3青鹿 54

53 ☆川又 賢治寺田 寿男氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 394－12 〃 ハナ 127．1	
46 シュジンコウ 牝3栗 54 和田 竜二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 450＋ 4 〃 アタマ 50．2

47 タイムハンドラー 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来 �サンデーレーシング 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋ 41：53．61� 52．8�

611 ブルーリップグロス 牝3青鹿54 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新冠 村上 進治 500＋ 81：53．81 248．1�
814 マリノフロンティア 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新�クラウン 角田 晃一 日高 クラウン日高牧場 466＋ 61：54．86 5．9
58 アオイハヤブサ 牝3芦 54 小崎 綾也新谷 正子氏 野中 賢二 新冠 佐藤牧場 460＋ 41：55．01� 42．1�
11 キタサンアメジスト 牝3黒鹿54 太宰 啓介�大野商事 昆 貢 日高 広中 稔 494－ 41：55．21 47．2�
712 リッフェルゼー 牝3黒鹿54 中井 裕二矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 506－ 61：55．3� 50．6�
713 エールドール 牝3栗 54 幸 英明長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 456－ 21：55．51 6．5�
815 イエスサンキュー 牝3鹿 54 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 484－ 81：55．71� 7．2�
35 パーソナルビリーフ 牝3栗 54 �島 克駿吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 460－ 81：56．55 160．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，958，600円 複勝： 43，673，400円 枠連： 13，334，200円
馬連： 58，797，900円 馬単： 27，345，400円 ワイド： 45，694，400円
3連複： 89，153，500円 3連単： 102，486，300円 計： 411，443，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 400円 � 130円 枠 連（2－6） 5，280円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 350円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 35，290円

票 数

単勝票数 計 309586 的中 � 57056（2番人気）
複勝票数 計 436734 的中 � 79837（2番人気）� 18883（7番人気）� 111379（1番人気）
枠連票数 計 133342 的中 （2－6） 1956（16番人気）
馬連票数 計 587979 的中 �� 9673（16番人気）
馬単票数 計 273454 的中 �� 2682（30番人気）
ワイド票数 計 456944 的中 �� 7235（19番人気）�� 37259（1番人気）�� 9400（16番人気）
3連複票数 計 891535 的中 ��� 15444（14番人気）
3連単票数 計1024863 的中 ��� 2105（110番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．7―13．1―12．4―11．9―12．6―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―37．1―50．2―1：02．6―1：14．5―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アマリリステソーロ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2018．10．8 京都10着

2016．4．3生 牝3青 母 ウイントゥルーラヴ 母母 ラヴインハーハート 8戦1勝 賞金 9，000，000円

19016 6月30日 小雨 重 （1中京3） 第2日 第4競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11時35分 （芝・左）
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

818 プレイリードリーム 牡3鹿 56 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 456＋ 42：03．5 18．9�
612 マハーラーニー 牝3鹿 54 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 454－ 6 〃 アタマ 2．4�
59 メ ル テ ー ル 牝3芦 54 高倉 稜中辻 明氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 482± 02：03．6� 11．7�
47 アナザードリーム 牡3鹿 56 川須 栄彦山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B462＋ 22：03．7� 36．8�
24 エイカイボルト 牡3鹿 56 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 428－ 22：03．8� 6．3�
23 スペシャルワン 牡3栗 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 454－ 8 〃 クビ 115．4	
816 メリーバローズ 牝3栗 54 和田 竜二猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 今 牧場 478＋ 82：03．9� 4．6

48 メイショウテッペキ 牡3鹿 56 藤井勘一郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤沢牧場 518＋ 82：04．0� 34．5�
12 ロードラウレア 牡3黒鹿56 松若 風馬 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 4 〃 クビ 42．7
715 サンマルジュエル 牝3栗 54 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 木戸口牧場 434± 02：04．31� 180．4�
714 オレンジオレンジ 牝3鹿 54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 442－ 22：04．51 36．5�
11 ラインエミネント 牡3鹿 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 464－ 22：04．71 16．1�
713 ファーマトパーズ 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治中西 功氏 牧田 和弥 日高 増尾牧場 424＋ 12：04．91	 471．9�
36 マイネルリャードフ 牡3栗 56 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 8 〃 クビ 120．7�
817
 ノーブルメイア 牡3鹿 56

54 △西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

500＋142：05．0クビ 25．8�
611 ダンツベスト 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗山元 哲二氏 本田 優 浦河 中神牧場 476± 02：05．63� 133．8�
35 
 サトノナレッジ 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英 Rabbah Blood-
stock Limited 510 ―2：06．02� 11．1�

510 レサラダアスール 牝3黒鹿54 城戸 義政�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 440－102：08．8大差 475．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，511，100円 複勝： 46，997，400円 枠連： 19，205，600円
馬連： 58，057，700円 馬単： 28，744，700円 ワイド： 48，245，200円
3連複： 84，053，900円 3連単： 100，673，100円 計： 420，488，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 400円 � 140円 � 290円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，610円 �� 540円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 57，290円

票 数

単勝票数 計 345111 的中 � 14538（7番人気）
複勝票数 計 469974 的中 � 23505（7番人気）� 122227（1番人気）� 36175（4番人気）
枠連票数 計 192056 的中 （6－8） 37574（1番人気）
馬連票数 計 580577 的中 �� 25459（4番人気）
馬単票数 計 287447 的中 �� 3975（18番人気）
ワイド票数 計 482452 的中 �� 17499（5番人気）�� 4449（29番人気）�� 24065（3番人気）
3連複票数 計 840539 的中 ��� 8822（19番人気）
3連単票数 計1006731 的中 ��� 1274（169番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―13．5―13．7―12．5―11．9―12．4―12．1―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―36．7―50．4―1：02．9―1：14．8―1：27．2―1：39．3―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

プレイリードリーム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2019．3．3 阪神12着

2016．3．30生 牡3鹿 母 ザ リ ー ン 母母 カ ー ロ ッ サ 6戦1勝 賞金 7，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レサラダアスール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月31日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 レサラダアスール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月31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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プリンシパル号



19017 6月30日 雨 重 （1中京3） 第2日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左）

牝；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

33 ヤマニンエルモサ 牝2鹿 54 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 440 ―1：37．2 86．9�
67 バトーデュシエル 牝2鹿 54 川田 将雅山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 ハナ 1．7�
44 スターライトジャズ 牝2鹿 54 和田 竜二犬塚悠治郎氏 高橋 義忠 平取 坂東牧場 448 ―1：37．41� 4．8�
55 グレースオブナイル 牝2鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 432 ―1：37．82� 23．1�
78 プラットフォーマー 牝2鹿 54 藤岡 康太青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 450 ―1：38．01� 24．5�
66 イズジョーノキセキ 牝2鹿 54

53 ☆森 裕太朗泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 436 ― 〃 ハナ 45．9	
79 ラレーヌデュバル 牝2鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456 ―1：38．21� 16．6

11 エ オ ス モ ン 牝2栗 54 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440 ―1：38．41� 6．0�
810 プリティユニバンス 牝2黒鹿54 小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438 ―1：38．93 156．9�
811 ルミエールイリゼ 牝2鹿 54 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 494 ―1：39．43 39．9
22 ミモザゴール 牝2鹿 54 浜中 俊ニューワールドレー

シング� 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 474 ―1：40．78 23．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 49，611，900円 複勝： 76，054，300円 枠連： 10，701，800円
馬連： 53，389，800円 馬単： 35，174，300円 ワイド： 37，900，800円
3連複： 72，971，800円 3連単： 129，817，900円 計： 465，622，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，690円 複 勝 � 880円 � 110円 � 140円 枠 連（3－6） 4，590円

馬 連 �� 6，160円 馬 単 �� 17，630円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 3，190円 �� 190円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 100，120円

票 数

単勝票数 計 496119 的中 � 4850（10番人気）
複勝票数 計 760543 的中 � 6961（10番人気）� 455840（1番人気）� 88164（2番人気）
枠連票数 計 107018 的中 （3－6） 1804（13番人気）
馬連票数 計 533898 的中 �� 6717（18番人気）
馬単票数 計 351743 的中 �� 1496（40番人気）
ワイド票数 計 379008 的中 �� 3759（24番人気）�� 2545（32番人気）�� 65897（1番人気）
3連複票数 計 729718 的中 ��� 8438（22番人気）
3連単票数 計1298179 的中 ��� 940（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―37．1―49．6―1：01．9―1：13．6―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

3 5（3，10）4（1，7）（8，6）9，11－2
2
4

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンエルモサ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2017．5．9生 牝2鹿 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヤマニンエルモサ号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

19018 6月30日 雨 重 （1中京3） 第2日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時55分 （芝・左）
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

55 ゼンノジャスタ 牡2黒鹿54 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 454 ―1：24．2 12．5�
11 ビップリバプール 牡2栗 54 福永 祐一鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 470 ―1：24．3� 2．4�
22 タマモボイジャー �2鹿 54 	島 克駿タマモ� 川村 禎彦 浦河 小島牧場 438 ―1：24．4
 6．2�
78 アサケエース 牡2鹿 54 和田 竜二大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 416 ― 〃 アタマ 18．0�
66 ア リ シ ア 牝2青鹿54 幸 英明前田 葉子氏 高野 友和 新ひだか 矢野牧場 432 ―1：24．61� 4．4�
67 レディオマジック 牡2黒鹿54 藤井勘一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 448 ― 〃 ハナ 16．6	
79 ウェーブビクトリー 牝2鹿 54 藤岡 康太万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 474 ―1：25．66 7．5

33 � ゾ フ ァ ピ ー 牝2鹿 54 岩崎 翼中辻 明氏 武 幸四郎 英 W. & R.

Barnett Ltd 460 ―1：26．02� 40．6�
810 トーレスデルパイネ 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 山下 恭茂 456 ―1：26．42� 38．5
44 コンディトラム 牡2黒鹿54 城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 平取 協栄組合 464 ―1：26．5クビ 126．4�
811 ブンキンタカシマダ 牝2鹿 54

52 △西村 淳也内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 464 ―1：27．35 49．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，024，800円 複勝： 38，858，500円 枠連： 11，270，300円
馬連： 53，938，000円 馬単： 27，924，000円 ワイド： 35，480，600円
3連複： 67，426，700円 3連単： 103，320，800円 計： 378，243，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 280円 � 130円 � 170円 枠 連（1－5） 1，370円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 520円 �� 810円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 15，860円

票 数

単勝票数 計 400248 的中 � 27007（5番人気）
複勝票数 計 388585 的中 � 26996（6番人気）� 103361（1番人気）� 55220（4番人気）
枠連票数 計 112703 的中 （1－5） 6342（6番人気）
馬連票数 計 539380 的中 �� 33225（4番人気）
馬単票数 計 279240 的中 �� 6340（14番人気）
ワイド票数 計 354806 的中 �� 17237（5番人気）�� 10344（11番人気）�� 31349（2番人気）
3連複票数 計 674267 的中 ��� 25709（5番人気）
3連単票数 計1033208 的中 ��� 4721（48番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―12．1―12．1―11．6―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノジャスタ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Bertolini 初出走

2017．3．21生 牡2黒鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



19019 6月30日 雨 不良 （1中京3） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳未勝利
発走13時25分 （ダート・左）

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

612 スターリーパレード 牡3鹿 56 幸 英明 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B484＋ 21：52．1 10．6�
47 クリノオオクニヌシ 牡3黒鹿56 藤岡 康太栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 450－201：52．41� 5．6�
36 キーシグナル 牡3鹿 56 岩崎 翼北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 中本牧場 456－ 41：52．5� 27．8�
12 ファストフォース 牡3黒鹿56 小崎 綾也安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 506－101：52．82 9．4�
11 シゲルイエロダイヤ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来森中 蕃氏 五十嵐忠男 浦河 カケハムポニークラブ 468－ 2 〃 クビ 54．7�
35 エイシンゴエモン 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 安田 翔伍 浦河 栄進牧場 486－ 61：52．9� 6．2	
714 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 500－ 61：53．0� 4．4

59 ニホンピロファルコ 牡3栗 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 480－ 61：53．63� 47．7�
611 イマジンラヴ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 484－ 61：54．02� 10．6�
815 グランツシチー 牡3栗 56 藤井勘一郎 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 杵臼牧場 B446± 01：54．21� 15．8
48 サウンドバレット 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム B464± 01：54．41 56．2�
713 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 松若 風馬 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B548＋ 21：54．5� 5．6�
24 スマートレムリア 牡3黒鹿 56

54 △西村 淳也大川 徹氏 石坂 正 日高 株式会社ス
マート 456－ 4 〃 クビ 31．5�

816 ジ グ ソ ー 牡3鹿 56 中谷 雄太石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 81：54．92� 132．1�
510 マッシヴレジェンド 牡3栗 56 �島 克駿小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472－ 41：55．64 67．4�
23 サダムシオイノモリ 牡3鹿 56 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 490－141：56．66 102．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，091，100円 複勝： 49，356，700円 枠連： 20，568，300円
馬連： 69，924，800円 馬単： 28，246，700円 ワイド： 50，561，400円
3連複： 99，617，700円 3連単： 109，312，800円 計： 459，679，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 330円 � 230円 � 770円 枠 連（4－6） 1，380円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 4，930円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 28，890円 3 連 単 ��� 159，780円

票 数

単勝票数 計 320911 的中 � 24201（6番人気）
複勝票数 計 493567 的中 � 38827（6番人気）� 66325（3番人気）� 14374（9番人気）
枠連票数 計 205683 的中 （4－6） 11505（7番人気）
馬連票数 計 699248 的中 �� 16783（13番人気）
馬単票数 計 282467 的中 �� 3115（34番人気）
ワイド票数 計 505614 的中 �� 13363（10番人気）�� 2574（45番人気）�� 5492（26番人気）
3連複票数 計 996177 的中 ��� 2586（81番人気）
3連単票数 計1093128 的中 ��� 496（474番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．0―12．5―12．2―12．4―12．7―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．0―49．5―1：01．7―1：14．1―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターリーパレード �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 Nashwan デビュー 2018．6．3 阪神6着

2016．2．26生 牡3鹿 母 アドマイヤヒラリー 母母 ダ リ ン ダ 11戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 シゲルイエロダイヤ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ニホンピロファルコ号の騎手小牧太は，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）
〔3走成績による出走制限〕 ジグソー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年8月31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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルベアカーキ号

19020 6月30日 雨 重 （1中京3） 第2日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （芝・左）
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

66 ショウナンバルディ 牡3黒鹿54 松若 風馬国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 432－ 62：02．2 14．8�
79 ファナティック 牝3鹿 52 川田 将雅 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 62：02．3� 1．7�
11 メ ガ フ レ ア 牡5黒鹿 57

55 △西村 淳也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 484＋ 22：02．62 15．7�
810 シャイニーピース 牡5鹿 57 秋山真一郎小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 490－ 42：02．81 48．7�
33 カヌメラビーチ 牡3芦 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞	湖 レイクヴィラファーム 488－ 82：03．22� 14．5	
811 ニューポート 牡3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 7．2

44 ピースフルサンデー 牡3青 54 小崎 綾也小川 勲氏 宮 徹 浦河 岡本牧場 448－ 22：03．52 37．1�
22 アドマイヤキング 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 534＋ 62：04．56 17．6�
55 ユウチェンジ 牡6黒鹿 57

56 ☆川又 賢治�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B500－ 62：05．03 32．7
67 ホウオウライジン 牡3栗 54 福永 祐一小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 アタマ 5．0�
78 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 54

51 ▲岩田 望来�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 512＋ 62：05．42� 82．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，340，600円 複勝： 79，465，500円 枠連： 14，103，200円
馬連： 75，819，300円 馬単： 43，443，100円 ワイド： 52，251，000円
3連複： 102，668，300円 3連単： 175，905，600円 計： 587，996，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 290円 � 110円 � 240円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，880円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 29，500円

票 数

単勝票数 計 443406 的中 � 23900（5番人気）
複勝票数 計 794655 的中 � 34386（6番人気）� 437743（1番人気）� 45512（4番人気）
枠連票数 計 141032 的中 （6－7） 38720（1番人気）
馬連票数 計 758193 的中 �� 48905（4番人気）
馬単票数 計 434431 的中 �� 8709（11番人気）
ワイド票数 計 522510 的中 �� 27436（5番人気）�� 6561（20番人気）�� 30365（3番人気）
3連複票数 計1026683 的中 ��� 20069（14番人気）
3連単票数 計1759056 的中 ��� 4322（97番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．5―12．6―12．6―12．4―12．2―11．7―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―36．7―49．3―1：01．9―1：14．3―1：26．5―1：38．2―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバルディ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2019．3．24 阪神1着

2016．4．23生 牡3黒鹿 母 バ ノ ヴ ィ ナ 母母 Macedon Lady 3戦2勝 賞金 12，500，000円
※ショウナンバルディ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



19021 6月30日 雨 重 （1中京3） 第2日 第9競走 ��
��2，200�

き そ が わ

木 曽 川 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳53�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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

811� ミスマンマミーア 牝4栗 55 福永 祐一吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 452－ 42：14．7 3．7�
68 ス ヴ ァ ル ナ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 512＋ 82：15．01	 5．1�
55 シ ョ パ ン 牡6黒鹿57 松若 風馬窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B478± 02：15．32 8．8�
812 タイセイモナーク 牡3鹿 53 西村 淳也田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 462± 02：15．62 29．8�
56 アルファライズ 牝3青鹿51 斎藤 新松岡 隆雄氏 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム 438－ 42：15．7クビ 7．3�
67 ヴ ィ ッ セ ン 牡8鹿 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488± 02：16．23 14．2	
11 エイシンレーザー 牡4鹿 57 幸 英明平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 486＋ 22：16．41� 51．7

33 フィールインラヴ 牡4黒鹿57 �島 克駿大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 448± 02：16．93 46．6�
44 サブライムカイザー 牡7鹿 57 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B504＋ 22：17．43 37．0
22 ブラックジェイド 牡5黒鹿57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 526± 02：17．61� 2．8�
710� ミトノグラス 牡6鹿 57 藤懸 貴志ロイヤルパーク 武 英智 新冠 ハクツ牧場 B478－ 82：18．02� 119．6�
79 デアリングアイデア 牡5鹿 57 藤井勘一郎宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 472＋122：18．21 89．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，833，900円 複勝： 60，599，000円 枠連： 21，814，400円
馬連： 107，188，600円 馬単： 45，159，700円 ワイド： 62，695，400円
3連複： 140，018，700円 3連単： 186，330，700円 計： 676，640，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 160円 � 190円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 350円 �� 500円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，860円

票 数

単勝票数 計 528339 的中 � 112025（2番人気）
複勝票数 計 605990 的中 � 138923（1番人気）� 97039（3番人気）� 69847（5番人気）
枠連票数 計 218144 的中 （6－8） 27354（2番人気）
馬連票数 計1071886 的中 �� 88982（2番人気）
馬単票数 計 451597 的中 �� 20614（4番人気）
ワイド票数 計 626954 的中 �� 48147（2番人気）�� 31562（4番人気）�� 28776（6番人気）
3連複票数 計1400187 的中 ��� 52989（5番人気）
3連単票数 計1863307 的中 ��� 17177（13番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．2―13．0―13．1―12．5―12．1―12．2―11．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．7―34．9―47．9―1：01．0―1：13．5―1：25．6―1：37．8―1：49．7―2：02．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3
2－7（6，10）3－12，8，5，11－4＝9－1・（2，7）10（3，6）（12，8）11，5，4＝（9，1）

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

勝馬の
紹 介

�ミスマンマミーア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス （5戦0勝 賞金 7，468，000円）

2015．2．23生 牝4栗 母 サンデーメモリー 母母 タヤスメモリー 4戦2勝 賞金 26，612，000円
地方デビュー 2017．5．18 門別

19022 6月30日 雨 不良 （1中京3） 第2日 第10競走 ��
��1，400�

こ う ら ん け い

香 嵐 渓 特 別
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

714 カレンガリアード 牡4黒鹿57 松若 風馬鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 470＋ 21：22．3 22．3�
47 デターミネーション 牡3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 2．1�
12 アスクハードスパン 牡4鹿 57 岡田 祥嗣廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 538＋241：22．51� 87．1�
612 サトノグリッター 牡4鹿 57 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 500＋ 61：22．6クビ 11．6�
815 エイシンデジタル 牡4栗 57 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 高野牧場 510－ 2 〃 クビ 60．1	
510 ニシノジャガーズ 牡4鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 488＋101：22．7クビ 21．1

36 ケイアイターコイズ 牡3芦 54 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 508－ 21：23．12	 3．3�
35 デピュティプライム 
6栗 57 秋山真一郎丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 クビ 37．6�
24 メリッサーニ 牝4鹿 55 �島 克駿�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 496－ 21：23．31 80．9
48 サンビショップ 
7栗 57 酒井 学�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 472± 0 〃 クビ 103．5�
11 テ ィ カ ル 
4鹿 57 中井 裕二 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 492＋ 2 〃 ハナ 39．1�
713 コンクエストシチー 
7栗 57 小崎 綾也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 466＋ 21：23．62 139．4�
59 パ ド カ ト ル 牡3鹿 54 西村 淳也今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 460± 01：24．87 9．8�
816 セイウンクールガイ 牡4栗 57 幸 英明西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 454＋ 61：25．01� 15．5�
611 スリーパスポート 牡6黒鹿57 小坂 忠士永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 486－ 81：25．1	 225．6�
23 ブ ル ー ミ ン 牝5黒鹿55 藤岡 康太佐々木雄二氏 石坂 公一 浦河 �川 啓一 472＋ 41：26．27 56．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，276，700円 複勝： 86，585，000円 枠連： 29，488，500円
馬連： 151，735，200円 馬単： 73，392，000円 ワイド： 95，017，900円
3連複： 213，254，900円 3連単： 308，890，400円 計： 1，030，640，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 460円 � 120円 � 1，740円 枠 連（4－7） 1，720円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 820円 �� 20，750円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 68，400円 3 連 単 ��� 308，040円

票 数

単勝票数 計 722767 的中 � 25878（7番人気）
複勝票数 計 865850 的中 � 36167（7番人気）� 295546（1番人気）� 8429（14番人気）
枠連票数 計 294885 的中 （4－7） 13247（6番人気）
馬連票数 計1517352 的中 �� 57872（7番人気）
馬単票数 計 733920 的中 �� 8896（21番人気）
ワイド票数 計 950179 的中 �� 31477（7番人気）�� 1139（91番人気）�� 5941（36番人気）
3連複票数 計2132549 的中 ��� 2338（141番人気）
3連単票数 計3088904 的中 ��� 727（601番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．7―12．4―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．6―45．3―57．7―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（1，3）－14（7，6）16，9（2，8）15（4，5）13，11－12，10 4 ・（1，3）14（7，6）16，2（8，9）（4，15）5（11，13）12－10

勝馬の
紹 介

カレンガリアード �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．9．30 阪神2着

2015．3．14生 牡4黒鹿 母 カ レ ン マ マ 母母 アズウィロー 13戦3勝 賞金 38，734，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ニシノジャガーズ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ニシノジャガーズ号の騎手岩部純二は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノジャガーズ号は，令和元年7月1日から令和元年7月30日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 イメル号・オールウェイズゼア号・クリノフウジン号・シゲルゴホウサイ号・スズカプリズム号・

ヒデノヴィーナス号・ペイシャエヴァー号・メイショウラビエ号

１レース目



19023 6月30日 雨 不良 （1中京3） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第55回C B C 賞（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，30．6．30以降1．6．23まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

CBC賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

69 レッドアンシェル 牡5青鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 466± 01：09．8 3．4�
44 アレスバローズ 牡7黒鹿57．5 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 496－ 4 〃 クビ 11．6�
33 セイウンコウセイ 牡6栗 58 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 506＋ 21：09．9クビ 5．6�
68 キョウワゼノビア 牝6黒鹿52 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 476－141：10．0� 22．6�
57 ビップライブリー 牡6栗 56 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476＋101：10．31� 8．5	
11 グランドボヌール 牡5鹿 54 城戸 義政田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 478－101：10．4� 10．9

56 	 コパノディール 牝6黒鹿49 松若 風馬小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 446＋ 2 〃 アタマ 47．8�
813 アウィルアウェイ 牝3鹿 51 浜中 俊吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：10．72 5．7�
45 ラインスピリット 牡8黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 438－ 61：10．8� 59．4
710 ラベンダーヴァレイ 牝6鹿 51 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：10．9� 27．7�
711 メイショウケイメイ 牝3鹿 50 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 422＋ 61：11．32� 32．1�
22 ショウナンアンセム 牡6芦 56 藤岡 康太�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 490± 01：11．51 6．5�
812 タマモブリリアン 牝6黒鹿53 西村 淳也タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 484－ 4 〃 クビ 87．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 193，851，500円 複勝： 225，078，900円 枠連： 96，078，100円
馬連： 643，834，600円 馬単： 237，487，900円 ワイド： 334，337，900円
3連複： 1，119，313，300円 3連単： 1，637，097，700円 計： 4，487，079，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 300円 � 200円 枠 連（4－6） 1，380円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 680円 �� 490円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 16，300円

票 数

単勝票数 計1938515 的中 � 455170（1番人気）
複勝票数 計2250789 的中 � 464008（1番人気）� 156074（6番人気）� 286726（3番人気）
枠連票数 計 960781 的中 （4－6） 53725（5番人気）
馬連票数 計6438346 的中 �� 277200（6番人気）
馬単票数 計2374879 的中 �� 59990（7番人気）
ワイド票数 計3343379 的中 �� 126577（6番人気）�� 184181（2番人気）�� 73534（13番人気）
3連複票数 計11193133 的中 ��� 250185（7番人気）
3連単票数 計16370977 的中 ��� 72783（31番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．2―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアンシェル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．20 札幌1着

2014．4．9生 牡5青鹿 母 スタイルリスティック 母母 Magnificient Style 15戦5勝 賞金 171，158，000円
〔制裁〕 セイウンコウセイ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

19024 6月30日 雨 不良 （1中京3） 第2日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
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

35 � ビッグデータ 牡4鹿 57 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B428＋ 21：23．6 7．8�
23 � ダノンコスモス 牝5栗 55 浜中 俊�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 458－ 21：23．7� 9．9�
11 ダイシンクローバー 牡3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 472＋ 4 〃 クビ 5．1�
24 メ ラ ナ イ ト �4青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 448－101：23．91	 5．8�
816 アナスタシオ 牝3青鹿52 
島 克駿�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 81：24．0� 17．0�
12 コパノカーリング 牡3鹿 54

53 ☆森 裕太朗小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 464＋ 41：24．1� 19．1	

59 マッスルマサムネ �4鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 476－ 41：24．2� 56．6

510 シンゼンブースター 牡3栗 54 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476± 01：24．3クビ 27．5�
612 ブ ッ チ ー ニ 牝3白 52 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 412－ 81：24．51	 3．7�
714 ウォークザライン 牡3栗 54 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 456＋ 61：24．7� 30．5
815 ア シ ャ カ ド 牡3黒鹿54 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 490－ 81：25．12� 52．6�
47 スマートアイビス 牡4黒鹿 57

54 ▲岩田 望来大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 506－ 41：25．31 86．2�
48 ダイメイコスモス 牡3栗 54 幸 英明宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 484＋101：25．4� 12．1�
36 トーホウドミンゴ 牡5青鹿57 小牧 太東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 476－161：25．5� 55．1�
713 ル リ ジ オ ン 牡4鹿 57

55 △西村 淳也�G1レーシング 石坂 公一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 61：26．35 114．8�

611 ケ プ ラ ー 牡3鹿 54 藤岡 康太 �カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 480－ 61：26．62 19．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，619，200円 複勝： 104，559，000円 枠連： 47，335，700円
馬連： 180，445，200円 馬単： 71，757，300円 ワイド： 120，962，500円
3連複： 278，853，900円 3連単： 332，292，900円 計： 1，214，825，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 280円 � 260円 � 210円 枠 連（2－3） 1，230円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，000円 �� 810円

3 連 複 ��� 7，150円 3 連 単 ��� 40，910円

票 数

単勝票数 計 786192 的中 � 79825（4番人気）
複勝票数 計1045590 的中 � 91902（5番人気）� 102778（4番人気）� 144727（3番人気）
枠連票数 計 473357 的中 （2－3） 29625（4番人気）
馬連票数 計1804452 的中 �� 36223（14番人気）
馬単票数 計 717573 的中 �� 7075（27番人気）
ワイド票数 計1209625 的中 �� 26081（11番人気）�� 30893（9番人気）�� 39099（7番人気）
3連複票数 計2788539 的中 ��� 29234（15番人気）
3連単票数 計3322929 的中 ��� 5888（108番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―12．0―12．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．6―58．8―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ビッグデータ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスデジタル

2015．5．26生 牡4鹿 母 ホクセツダンス 母母 サイレントラヴ 7戦1勝 賞金 15，700，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ダイシンクローバー号の騎手斎藤新は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・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 ネクストステップ号
（非抽選馬） 3頭 ショウナンサニー号・フィールブリーズ号・ホノルア号

４レース目



（1中京3）第2日 6月30日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 161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

234，850，000円
7，780，000円
21，860，000円
1，560，000円
27，140，000円
67，857，500円
4，407，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
694，265，900円
949，115，300円
298，689，700円
1，543，070，700円
677，276，900円
945，297，200円
2，391，875，100円
3，439，198，300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 10，938，789，100円

総入場人員 14，495名 （有料入場人員 12，888名）
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