
19073 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第1競走 ��1，600�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
1：34．2
1：32．3

良
良

33 ヒシタイザン 牡2栗 54 福永 祐一阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：35．6 4．2�
22 メイショウボサツ 牡2青鹿 54

51 ▲斎藤 新松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 446＋ 41：35．91� 2．8�
88 プロークルサートル 牡2鹿 54 和田 竜二前田 幸貴氏 佐々木晶三 浦河 上山牧場 488＋ 21：36．85 8．0�
44 ランクアップ 牡2鹿 54 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－ 21：37．01� 55．6�
77 レッドブロンクス 牡2黒鹿54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：37．53 3．5	
55 シゲルカセイ 牡2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：37．7� 7．5

11 シゲルミズガメザ 牡2栗 54 岩崎 翼森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 436＋ 21：37．8� 57．5�
66 アレグリアシチー 牡2栃栗 54

52 △西村 淳也 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 434－ 6 〃 ハナ 34．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 25，987，600円 複勝： 32，376，900円 枠連： 発売なし
馬連： 37，853，000円 馬単： 21，631，600円 ワイド： 25，549，700円
3連複： 48，091，100円 3連単： 93，430，300円 計： 284，920，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 130円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 250円 �� 360円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 259876 的中 � 51958（3番人気）
複勝票数 計 323769 的中 � 59329（3番人気）� 76508（2番人気）� 37609（5番人気）
馬連票数 計 378530 的中 �� 50402（2番人気）
馬単票数 計 216316 的中 �� 13084（5番人気）
ワイド票数 計 255497 的中 �� 28400（2番人気）�� 17364（7番人気）�� 16507（8番人気）
3連複票数 計 480911 的中 ��� 33103（6番人気）
3連単票数 計 934303 的中 ��� 14882（16番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

3 1，3，4，5（8，7）（2，6）
2
4
1，8，3（2，5，7）（4，6）
1，3（4，5，7）8（2，6）

勝馬の
紹 介

ヒシタイザン 
�
父 トーセンホマレボシ 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．6．9 阪神2着

2017．2．28生 牡2栗 母 サンキュースマイル 母母 スマイルトゥモロー 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。

19074 7月20日 曇 不良 （1中京3） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時35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
1：47．6
1：47．6

重
重

48 セブンティサン 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 424＋121：52．3 6．6�
12 レッドシルヴァーナ 牝3芦 54 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 ハナ 3．8�
36 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 430－ 21：53．15 9．4�
510 ピクシーメイデン 牝3鹿 54 川田 将雅ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442± 01：53．2� 2．1�
713 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 458－ 21：53．73 20．0	
714 サイモンオーキッド 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478± 01：53．8� 57．0


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 492－ 81：54．0� 179．2�
815 マラスキーノ 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 422－101：54．42� 122．3�
11 ヒダワールド 牝3黒鹿54 藤井勘一郎日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 522＋ 2 〃 ハナ 82．2
47 ベルジュルネ 牝3栃栗54 M．デムーロ �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：54．72 14．2�
816 タマモキラメキ 牝3栗 54 小牧 太タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440± 01：54．8クビ 84．7�
59 サニーバレット 牝3栗 54

52 △西村 淳也菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ
ファーム 470＋ 21：55．11� 93．7�

24 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 402＋ 81：56．05 27．1�

23 クリノオンリーワン 牝3芦 54
51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446＋ 41：56．32 38．6�

612 オトメザミッキー 牝3青鹿54 �島 良太三木 久史氏 長谷川浩大 新冠 佐藤牧場 412－ 41：56．51 227．8�
35 マコトホウソウゲ 牝3青 54 和田 竜二�ディアマント 角居 勝彦 新冠 新冠橋本牧場 444 ―2：01．9大差 64．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，192，200円 複勝： 43，475，500円 枠連： 11，995，100円
馬連： 47，934，200円 馬単： 24，573，900円 ワイド： 40，186，700円
3連複： 79，366，300円 3連単： 94，047，300円 計： 370，771，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 160円 � 220円 枠 連（1－4） 1，000円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 440円 �� 740円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 14，890円

票 数

単勝票数 計 291922 的中 � 35315（3番人気）
複勝票数 計 434755 的中 � 52511（3番人気）� 79276（2番人気）� 46243（4番人気）
枠連票数 計 119951 的中 （1－4） 9245（4番人気）
馬連票数 計 479342 的中 �� 34931（4番人気）
馬単票数 計 245739 的中 �� 7715（9番人気）
ワイド票数 計 401867 的中 �� 24533（4番人気）�� 13454（7番人気）�� 16154（6番人気）
3連複票数 計 793663 的中 ��� 22881（6番人気）
3連単票数 計 940473 的中 ��� 4579（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．8―50．5―1：02．9―1：15．3―1：27．8―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セブンティサン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．2．3 中京6着

2016．3．21生 牝3鹿 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン 7戦1勝 賞金 10，800，000円
〔その他〕 マコトホウソウゲ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 マコトホウソウゲ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年8月20日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 タマモキラメキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月20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） 3頭 シュジンコウ号・ペネトレーター号・マリノフロンティア号

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７日



19075 7月20日 曇 不良 （1中京3） 第7日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時05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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612 メイショウハナモリ 牡3黒鹿56 松若 風馬松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 494± 01：23．5 13．1�
611 プラネットアース 牡3鹿 56

54 △西村 淳也吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 460－ 61：23．7� 6．9�
24 ハクサンカイザー 牡3栗 56 川田 将雅河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 458－ 2 〃 アタマ 1．9�
816 ストームガスト 牡3黒鹿56 松山 弘平�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 464－ 61：24．33� 10．3�
12 ムーンオブバローダ 牡3栗 56 �島 克駿 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 490－101：24．83 13．6	
11 ワンダークラッシー 牡3鹿 56 川須 栄彦山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 B452＋ 41：25．11� 10．6

35 ク リ ー 牡3鹿 56 幸 英明サン 安達 昭夫 日高 滝本 健二 466± 01：25．2クビ 8．8�
36 アッフェルマーレ 牝3鹿 54 中井 裕二下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B472＋12 〃 クビ 30．0�
714 サクラトップハロー 牡3黒鹿56 酒井 学�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B438＋ 21：25．73 342．6
48 ウェイクール 牡3鹿 56 高倉 稜 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 日高 山際 辰夫 502－ 8 〃 アタマ 97．7�
713 マイネルメーア 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 洞	湖 レイクヴィラファーム 492－ 21：26．01� 26．4�
510 メイショウシンシン 牡3青鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 松下 武士 浦河 本巣 敦 444＋ 41：26．21
 334．7�
815 アルジェブラ 牡3鹿 56 藤井勘一郎ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－201：26．84 160．6�
59 ミスターホウジュ 牡3鹿 56 田中 健�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 456± 01：27．43� 232．6�
23 ライクトゥシャイン 牡3栗 56 中谷 雄太 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 444－ 81：27．82� 29．2�
47 カラスミヤビ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B450－ 4 〃 クビ 314．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，691，200円 複勝： 47，132，200円 枠連： 13，774，600円
馬連： 51，897，900円 馬単： 25，150，300円 ワイド： 44，208，300円
3連複： 78，428，500円 3連単： 91，777，200円 計： 387，060，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 300円 � 180円 � 110円 枠 連（6－6） 4，170円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 9，240円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 600円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 37，230円

票 数

単勝票数 計 346912 的中 � 21148（6番人気）
複勝票数 計 471322 的中 � 26980（7番人気）� 56141（2番人気）� 157244（1番人気）
枠連票数 計 137746 的中 （6－6） 2554（15番人気）
馬連票数 計 518979 的中 �� 7447（14番人気）
馬単票数 計 251503 的中 �� 2040（29番人気）
ワイド票数 計 442083 的中 �� 7070（14番人気）�� 18414（6番人気）�� 37121（3番人気）
3連複票数 計 784285 的中 ��� 15644（11番人気）
3連単票数 計 917772 的中 ��� 1787（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．2―45．8―58．0―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハナモリ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．24 京都5着

2016．3．30生 牡3黒鹿 母 ホワイトデイズ 母母 シンシンパッション 7戦1勝 賞金 8，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライクトゥシャイン号・カラスミヤビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年8月

20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〕 メイショウシンシン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月20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 アールグランツ号
（非抽選馬） 2頭 コルニッシュドール号・サントルヴィル号

19076 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第4競走 ��
��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ノーブルワークス 牝3鹿 54
52 △西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452± 01：08．9 4．9�

23 オウケンラブルナ 牝3栗 54 福永 祐一福井 明氏 安田 翔伍 浦河 辻 牧場 456－101：09．0� 4．3�
510 ラッキーバローズ 牡3鹿 56 川田 将雅猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 418－ 21：09．21� 2．2�
713 グレースベイ 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新 �キャロットファーム 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 470＋ 41：09．73 40．8�
24 	 ショウナンダニエル 牡3鹿 56 
島 克駿国本 哲秀氏 高野 友和 仏 Mr R.J.H.

Geffen 510± 01：09．91� 51．9�
36 チョウビックリ 牡3鹿 56 小崎 綾也丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 江谷牧場 434＋121：10．22 410．0	
48 ブラボーフェスタ �3栗 56

55 ☆川又 賢治杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460± 01：10．4� 89．9

715 エバークリア �3黒鹿56 藤井勘一郎�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 平山牧場 428－ 8 〃 ハナ 395．4�
47 	 ストームハート 牝3黒鹿54 M．デムーロ広尾レース� 野中 賢二 米 Pomerol P

& Y Ltd 498＋161：10．5� 13．5
35 ニホンピロハービン 牝3黒鹿54 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 466－ 61：10．71� 35．0�
612 パープルヌーン 牡3鹿 56

53 ▲岩田 望来�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438＋ 81：10．91� 17．3�

714 リュクスコンドル 牡3黒鹿56 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 472 ―1：11．0� 40．1�
818 タイセイチーフ 牡3鹿 56 和田 竜二田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 460＋ 21：11．42� 56．7�
59 モズリスペクト 牡3青鹿56 中谷 雄太 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新ひだか 田中 春美 466－301：11．72 44．3�
817 ワンダーヘイルネス �3鹿 56 松若 風馬山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 468＋ 21：12．01� 13．4�
11 	 グランドクララ 牝3鹿 54 岩崎 翼林 千枝子氏 武 幸四郎 仏 Mr Susumu

Hayashi 444 ―1：12．32 138．2�
611	 サトノジャスミン 牝3白 54 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 398＋ 61：12．4クビ 94．6�
816 アクティブガール 牝3黒鹿54 国分 優作平川 浩之氏 坂口 智康 浦河 富菜牧場 468－ 61：13．89 332．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，367，500円 複勝： 43，710，300円 枠連： 13，083，800円
馬連： 52，938，800円 馬単： 27，032，100円 ワイド： 42，410，000円
3連複： 79，056，700円 3連単： 97，136，700円 計： 388，735，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 140円 � 110円 枠 連（1－2） 970円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 350円 �� 260円 �� 260円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 333675 的中 � 53686（3番人気）
複勝票数 計 437103 的中 � 69507（3番人気）� 71063（2番人気）� 120505（1番人気）
枠連票数 計 130838 的中 （1－2） 10387（3番人気）
馬連票数 計 529388 的中 �� 40701（3番人気）
馬単票数 計 270321 的中 �� 9531（6番人気）
ワイド票数 計 424100 的中 �� 28407（3番人気）�� 43565（1番人気）�� 43486（2番人気）
3連複票数 計 790567 的中 ��� 77929（1番人気）
3連単票数 計 971367 的中 ��� 12100（6番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．0―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．2―34．2―46．0―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．7
3 ・（3，7，9）17，5（2，8，16）（10，18）（4，11）（13，12）－6，1，14，15 4 3（2，7）（5，9）（10，8，17）（4，16）13（11，18）12－6－（1，14）－15

勝馬の
紹 介

ノーブルワークス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．3．2 阪神9着

2016．4．9生 牝3鹿 母 ローズノーブル 母母 ヴィアンローズ 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーヘイルネス号・グランドクララ号・サトノジャスミン号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和元年8月20日まで平地競走に出走できない。
アクティブガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年10月20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〕 アクティブガール号・ワンダーヘイルネス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年9月20日
まで平地競走に出走できない。



19077 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時25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
1：34．2
1：32．3

良
良

610 マイネルグリット 牡2栗 54 和田 竜二 �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 474 ―1：36．6 9．2�

712 ク リ ス テ ィ 牝2芦 54 福永 祐一薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ
アーム 464 ―1：36．81� 2．7�

814 エコロブラッサム 牝2鹿 54 �島 克駿原村 正紀氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 446 ―1：36．9� 185．6�
58 グラマラスマリー 牝2栗 54 浜中 俊 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム 480 ―1：37．0� 29．4�
11 カ ヴ ァ ー ト 牡2鹿 54 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456 ―1：37．1� 16．7	
69 ゴールドティア 牝2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 ―1：37．2� 3．5

22 フルートフルデイズ 牝2黒鹿54 松山 弘平飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 462 ―1：37．51� 26．9�
813 フレイムウィングス 牡2青鹿54 国分 恭介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：38．13� 37．4�
57 イ バ ル 牡2青鹿54 小崎 綾也杉澤 光雄氏 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 472 ―1：38．2� 6．9
33 ノルトリヒト 牝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 新冠 ビッグレッドファーム 394 ― 〃 ハナ 139．4�
34 デジタルプレイヤー 牡2鹿 54 太宰 啓介寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 440 ―1：38．51� 43．4�
711 シャーベットフィズ 牡2黒鹿 54

52 △西村 淳也橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 466 ―1：38．6� 20．6�
46 ファシネイティング 牝2青鹿54 M．デムーロ近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 430 ―1：38．91� 22．9�
45 マスクオブゾロ 牡2鹿 54 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 488 ―1：39．32� 124．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，347，500円 複勝： 41，717，900円 枠連： 13，230，600円
馬連： 52，691，000円 馬単： 25，431，000円 ワイド： 38，209，800円
3連複： 72，347，300円 3連単： 83，637，100円 計： 366，612，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 240円 � 140円 � 2，740円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 500円 �� 17，140円 �� 7，750円

3 連 複 ��� 71，110円 3 連 単 ��� 326，000円

票 数

単勝票数 計 393475 的中 � 35825（4番人気）
複勝票数 計 417179 的中 � 42266（4番人気）� 107956（1番人気）� 2643（14番人気）
枠連票数 計 132306 的中 （6－7） 31253（1番人気）
馬連票数 計 526910 的中 �� 33178（3番人気）
馬単票数 計 254310 的中 �� 6468（9番人気）
ワイド票数 計 382098 的中 �� 21689（3番人気）�� 543（75番人気）�� 1207（60番人気）
3連複票数 計 723473 的中 ��� 763（154番人気）
3連単票数 計 836371 的中 ��� 186（718番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．2―48．2―1：00．4―1：12．3―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．2

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルグリット �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロージズインメイ 初出走

2017．3．21生 牡2栗 母 マイネショコラーデ 母母 コスモヴァレンチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 クリスティ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。

19078 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7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

33 ペールエール 牡2栗 54 M．デムーロ林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 500 ―1：23．2 2．2�
11 マイレリーフ 牝2鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 416 ―1：23．41 36．9�
68 イトシキオモイ 牝2鹿 54 松若 風馬岡 浩二氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412 ―1：24．35 72．9�
56 � フラミンゴフライト 牝2芦 54 浜中 俊吉田 千津氏 吉村 圭司 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

486 ―1：24．51� 4．3�
812 コ ル テ ジ ア 牡2青鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450 ―1：24．71	 33．0�
711 ミントティー 牝2栗 54

52 △西村 淳也小林 昌子氏 高柳 大輔 日高 スウィング
フィールド牧場 416 ―1：24．91 72．9	

69 カネトシデュエル 牡2鹿 54 幸 英明兼松 昌男氏 西浦 勝一 日高 宝寄山 拓樹 436 ―1：25．0
 107．2

22 � フルフラット 牡2鹿 54 田中 勝春大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Sierra Farm 506 ―1：25．31
 21．7�
57 ソウルユニバンス 牡2黒鹿54 和田 竜二亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478 ―1：25．72	 17．5�
710 エーティーロンドン 牡2栗 54 酒井 学荒木 徹氏 武 英智 日高 白井牧場 488 ―1：25．8
 14．2
813 タガノウィリアム 牡2黒鹿54 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466 ― 〃 アタマ 120．4�
45 エキスパート 牝2栗 54 太宰 啓介ニューワールドレー

シング� 武 幸四郎 様似 様似渡辺牧場 442 ―1：26．01� 67．8�
44 マ ッ シ リ ア 牡2栗 54 福永 祐一森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 470 ―1：26．74 4．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，415，200円 複勝： 37，234，900円 枠連： 11，843，000円
馬連： 51，728，000円 馬単： 25，663，300円 ワイド： 37，370，300円
3連複： 67，364，900円 3連単： 85，166，400円 計： 354，786，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 680円 � 1，220円 枠 連（1－3） 4，290円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，860円 �� 13，200円

3 連 複 ��� 43，440円 3 連 単 ��� 150，230円

票 数

単勝票数 計 384152 的中 � 143779（1番人気）
複勝票数 計 372349 的中 � 109547（1番人気）� 10794（8番人気）� 5744（11番人気）
枠連票数 計 118430 的中 （1－3） 2136（15番人気）
馬連票数 計 517280 的中 �� 12598（13番人気）
馬単票数 計 256633 的中 �� 4012（16番人気）
ワイド票数 計 373703 的中 �� 6906（15番人気）�� 3362（24番人気）�� 714（67番人気）
3連複票数 計 673649 的中 ��� 1163（102番人気）
3連単票数 計 851664 的中 ��� 411（361番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．3―12．0―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．9―48．2―1：00．2―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．0
3 1（8，3，7，10）6，13（9，11）－12（2，4）5 4 1，3（8，6，7，10）（9，11，13）－12，2（5，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペールエール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Selkirk 初出走

2017．3．14生 牡2栗 母 ア ピ ー ル Ⅱ 母母 Amenixa 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ミントティー号の騎手西村淳也は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・2番・8番・5番）



19079 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （ダート・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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

611 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 456＋ 81：10．7 6．5�
47 シャドウハンター 牡3栗 54 M．デムーロ飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 532± 0 〃 アタマ 3．6�
22 コ ラ ー ド 牡4芦 57

54 ▲岩田 望来名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 492－ 21：10．91 110．4�
712 アストロノーティカ 牡5鹿 57 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 01：11．53	 6．5�
610 ヤマニンブルーベル 牝3芦 52 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 470＋ 4 〃 クビ 31．8�
46 メイショウアマギ 牡3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：11．6	 4．3	
59 ハ ウ リ ン グ 牝4栗 55 福永 祐一ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 8 〃 ハナ 7．5

35 タガノコルソ 牡3鹿 54 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B484＋ 2 〃 アタマ 28．5�
58 ウインヒストリオン 牡4鹿 57 国分 恭介�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 464± 0 〃 クビ 62．8�
815
 エヴァキュアン 牡3黒鹿54 小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 476＋ 61：11．7	 28．2
34 タガノジェロディ 牡3栗 54 �島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 456－ 41：11．8クビ 61．6�
11 ハイエストクイーン 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 494＋141：11．9� 53．7�
23 シゲルネコメイシ 牡3栗 54 川須 栄彦森中 蕃氏 千田 輝彦 日高 スウィング

フィールド牧場 470－ 61：12．0	 28．3�
713 ハッシュタグ 牡5鹿 57

54 ▲斎藤 新石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 アタマ 17．3�
814 メイショウヤシャ 牡3栗 54

52 △西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：12．21 18．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，524，200円 複勝： 51，803，400円 枠連： 17，752，500円
馬連： 70，814，100円 馬単： 27，679，000円 ワイド： 52，981，000円
3連複： 105，796，400円 3連単： 112，665，700円 計： 474，016，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 200円 � 2，230円 枠 連（4－6） 560円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 650円 �� 9，890円 �� 6，380円

3 連 複 ��� 45，810円 3 連 単 ��� 228，160円

票 数

単勝票数 計 345242 的中 � 42010（4番人気）
複勝票数 計 518034 的中 � 78695（3番人気）� 78803（2番人気）� 4414（15番人気）
枠連票数 計 177525 的中 （4－6） 24378（1番人気）
馬連票数 計 708141 的中 �� 36445（3番人気）
馬単票数 計 276790 的中 �� 5738（10番人気）
ワイド票数 計 529810 的中 �� 22727（5番人気）�� 1325（74番人気）�� 2064（58番人気）
3連複票数 計1057964 的中 ��� 1732（143番人気）
3連単票数 計1126657 的中 ��� 358（679番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．6―47．0―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．1
3 5（7，9）（2，10）（3，6，15）11，13（4，14）（1，12）－8 4 5（7，9）（2，10）（3，6，11，15）13，4（1，12，14）8

勝馬の
紹 介

メ ラ ナ イ ト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．3 京都2着

2015．4．24生 �4青鹿 母 ノータブルアート 母母 アンブロジン 15戦2勝 賞金 31，150，000円

19080 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第8競走 ��
��2，200�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
2：09．9
2：09．7

良
良

811 モ ズ ベ ッ ロ 牡3鹿 54 M．デムーロ �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 468－ 62：13．3 2．2�
812 ダノンバリアント 牡3鹿 54 川田 将雅�ダノックス 高野 友和 浦河 三嶋牧場 450＋ 62：13．93� 3．6�
55 セ ン ト ウ ル 牡3黒鹿54 田中 勝春中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 82：14．96 11．1�
67 メイショウウズマサ 牡3黒鹿54 	島 克駿松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 504± 02：15．43 49．0�
44 グランノーブル 
6鹿 57 幸 英明三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 486－ 2 〃 アタマ 35．4�
22 シャイニーピース 牡5鹿 57 和田 竜二小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 492＋ 22：15．61� 11．6	
11 グ ラ ウ ベ ン 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 444－ 62：15．91� 67．0


56 メイショウバンカラ 牡5鹿 57 太宰 啓介松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B516± 02：16．0� 87．7�
79 キングサムソン 牡7鹿 57

56 ☆森 裕太朗伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 484－ 22：17．27 99．3�
710 コールストーム 牡5鹿 57 国分 恭介�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B506＋ 42：17．41� 20．7
33  オーラロード 
4青鹿57 藤井勘一郎吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 アサヒ牧場 B470＋ 42：17．61 245．0�
68 シャイニングデイズ 牡3鹿 54 福永 祐一杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B470± 02：17．92 4．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，858，100円 複勝： 47，079，500円 枠連： 13，998，300円
馬連： 68，184，500円 馬単： 33，277，000円 ワイド： 45，432，300円
3連複： 87，603，900円 3連単： 129，915，700円 計： 463，349，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 180円 枠 連（8－8） 490円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 260円 �� 440円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 378581 的中 � 133901（1番人気）
複勝票数 計 470795 的中 � 127827（1番人気）� 79384（3番人気）� 52995（4番人気）
枠連票数 計 139983 的中 （8－8） 22089（2番人気）
馬連票数 計 681845 的中 �� 122173（1番人気）
馬単票数 計 332770 的中 �� 33153（1番人気）
ワイド票数 計 454323 的中 �� 49379（2番人気）�� 25874（5番人気）�� 13927（10番人気）
3連複票数 計 876039 的中 ��� 50847（3番人気）
3連単票数 計1299157 的中 ��� 22824（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．2―34．5―47．0―59．9―1：12．3―1：24．1―1：36．0―1：48．4―2：00．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ズ ベ ッ ロ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2019．1．20 中京4着

2016．4．7生 牡3鹿 母 ハーランズルビー 母母 Smiling Eyes 7戦2勝 賞金 27，780，000円



19081 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第9競走 ��
��1，600�スポーツ報知杯中京2歳ステークス

発走14時25分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

読売新聞中部支社賞（1着）
賞 品

本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．2
1：32．3

良
良

22 ラインベック 牡2黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456－ 61：36．5 1．2�

66 スズカデレヤ 牡2青鹿54 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 488＋ 81：36．82 66．0�
11 アサケエース 牡2鹿 54 西村 淳也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 414－ 41：37．01	 10．9�
33 フォギーショコラ 牡2鹿 54 水口 優也田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 440－ 6 〃 アタマ 74．6�
44 メルテッドハニー 牝2黒鹿54 岩田 望来田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 396＋ 21：37．2
 97．6�
88 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 438－ 21：37．83	 4．6	
77 アイファーパープル 牡2黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 418± 01：38．86 169．4

55 ハッピールーラ 牡2鹿 54 M．デムーロ会田 裕一氏 長谷川浩大 新ひだか 三木田牧場 446－ 6 〃 ハナ 13．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 58，856，400円 複勝： 117，712，500円 枠連： 発売なし
馬連： 60，469，400円 馬単： 55，131，700円 ワイド： 37，238，000円
3連複： 70，654，300円 3連単： 274，535，100円 計： 674，597，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 360円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 510円 �� 200円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 8，510円

票 数

単勝票数 計 588564 的中 � 377825（1番人気）
複勝票数 計1177125 的中 � 937877（1番人気）� 16169（5番人気）� 50004（3番人気）
馬連票数 計 604694 的中 �� 25681（5番人気）
馬単票数 計 551317 的中 �� 19457（6番人気）
ワイド票数 計 372380 的中 �� 16950（6番人気）�� 60319（2番人気）�� 5165（13番人気）
3連複票数 計 706543 的中 ��� 21388（7番人気）
3連単票数 計2745351 的中 ��� 23364（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―36．9―48．7―1：00．8―1：12．4―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ラインベック �

父 ディープインパクト �


母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．29 中京1着

2017．4．5生 牡2黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 2戦2勝 賞金 23，196，000円

19082 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

に っ し ん

日 進 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

815 サンライズセナ 牡4栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496－ 21：50．9 3．9�
712� ベストマイウェイ 牡4鹿 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

528－ 81：51．0	 32．4�
713 スズカフロンティア 牡5鹿 57 
島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 430＋ 21：51．1	 21．0�
22 サクラアリュール 牡4栗 57 福永 祐一�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B470± 01：51．31� 2．6�
59 ドルチェリア �6鹿 57 岡田 祥嗣太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 508－141：51．83 6．0�
11 レンジストライク 牡4黒鹿57 酒井 学 	サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 61：51．9 6．0

814 ライトオブピース 牡5鹿 57 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 61：52．11	 153．2�
35 サンマルバロン �7栗 57 川又 賢治相馬 勇氏 和田 勇介 日高 三城牧場 476＋ 31：52．2クビ 197．6�
23 ショーカノン 牝5鹿 55 斎藤 新吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 510－ 6 〃 クビ 154．7
610 オールウェイズゼア 牡5黒鹿57 川須 栄彦グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 486＋ 21：52．41 61．5�
611 テイエムテツジン 牡7栗 57 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 448＋ 41：52．82	 230．0�
34 アロマティカス 牡5鹿 57 国分 優作山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B454± 01：52．9	 40．1�
47 レ ン ト ラ ー �7黒鹿57 藤井勘一郎 	キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 458－ 41：53．0	 17．9�
46 シ メ イ 牡4青鹿57 田中 勝春風早 信昭氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502－ 21：53．1	 42．2�
58 ヨ ン ク 牡3鹿 54 松若 風馬古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 478－ 71：53．73	 16．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，292，200円 複勝： 50，729，700円 枠連： 22，319，800円
馬連： 95，220，900円 馬単： 39，937，800円 ワイド： 60，053，100円
3連複： 130，820，100円 3連単： 172，487，600円 計： 607，861，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 670円 � 410円 枠 連（7－8） 1，600円

馬 連 �� 5，660円 馬 単 �� 9，360円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 1，020円 �� 4，770円

3 連 複 ��� 21，100円 3 連 単 ��� 99，960円

票 数

単勝票数 計 362922 的中 � 74059（2番人気）
複勝票数 計 507297 的中 � 97661（2番人気）� 16220（8番人気）� 29204（6番人気）
枠連票数 計 223198 的中 （7－8） 10807（7番人気）
馬連票数 計 952209 的中 �� 13022（19番人気）
馬単票数 計 399378 的中 �� 3200（32番人気）
ワイド票数 計 600531 的中 �� 9555（18番人気）�� 15524（9番人気）�� 3146（38番人気）
3連複票数 計1308201 的中 ��� 4649（56番人気）
3連単票数 計1724876 的中 ��� 1251（268番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．2―50．1―1：01．8―1：13．7―1：26．0―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズセナ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．1．14 京都4着

2015．3．16生 牡4栗 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン 13戦3勝 賞金 48，773，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



19083 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第11競走 ��
��1，400�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

22 マルカソレイユ 牝5栗 55 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 474－ 21：22．2 47．8�
11 ビックリシタナモー 牡5黒鹿57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 506－ 21：22．51� 13．0�
57 メイショウギガース 牡5青鹿57 福永 祐一松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 486＋ 61：22．6	 7．4�
34 メイショウコゴミ 牝4鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 454± 0 〃 ハナ 12．0�
46 マイウェイアムール 牝4青鹿55 藤田菜七子田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 496＋10 〃 ハナ 8．3�
610 タイセイプレシャス 
7栗 57 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 478＋ 21：22．7	 85．3�
712 ネオスターダム 牡7黒鹿57 松山 弘平一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492± 01：22．91	 16．0	
711 スズカフリオーソ 牡5栗 57 �島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B482－ 61：23．43 12．6

58 マイネルラック 牡6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 474－281：23．82	 44．9�
69 メイショウラケーテ 牡5黒鹿57 �島 良太松本 好氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 458± 0 〃 クビ 4．9�
813� リュウノユキナ 牡4芦 57 田中 勝春蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B504＋ 41：23．9	 19．5�
33 グローリーグローリ 牡4黒鹿57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 492－ 21：24．43 3．5�
45 テルメディカラカラ 牝7黒鹿55 太宰 啓介小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 472－ 41：25．03	 136．0�
814 エ テ ル ニ テ 牝4青鹿55 浜中 俊青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 494＋ 21：25．63	 10．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，620，600円 複勝： 120，119，500円 枠連： 47，621，200円
馬連： 249，901，800円 馬単： 91，200，700円 ワイド： 144，586，200円
3連複： 397，910，200円 3連単： 479，692，900円 計： 1，606，653，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，780円 複 勝 � 1，170円 � 350円 � 270円 枠 連（1－2） 11，650円

馬 連 �� 23，670円 馬 単 �� 53，310円

ワ イ ド �� 5，430円 �� 3，910円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 48，420円 3 連 単 ��� 414，510円

票 数

単勝票数 計 756206 的中 � 12639（12番人気）
複勝票数 計1201195 的中 � 23358（12番人気）� 91612（5番人気）� 128014（3番人気）
枠連票数 計 476212 的中 （1－2） 3167（27番人気）
馬連票数 計2499018 的中 �� 8182（56番人気）
馬単票数 計 912007 的中 �� 1283（115番人気）
ワイド票数 計1445862 的中 �� 6766（53番人気）�� 9438（43番人気）�� 26218（19番人気）
3連複票数 計3979102 的中 ��� 6163（136番人気）
3連単票数 計4796929 的中 ��� 839（972番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．0―32．6―44．0―56．2―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．2
3 13－14＝9（6，8）7（4，11，3）（2，5）12－1－10 4 13－14－（6，8，9）（11，7）4，2，3（5，12）1，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカソレイユ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Starborough デビュー 2016．7．3 中京8着

2014．2．17生 牝5栗 母 ウォートルベリー 母母 Rotina 19戦5勝 賞金 73，626，000円

19084 7月20日 曇 重 （1中京3） 第7日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走16時15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
1：32．3
1：30．5

良
良

815 アンドラステ 牝3黒鹿 52
49 ▲岩田 望来 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 41：33．4 5．3�
814 ソシアルクラブ 牝4栗 55

53 △西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B472－ 41：33．72 7．2�
46 ハクサンフエロ �4鹿 57 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 	川 啓一 444± 01：34．97 24．3�
59 カイザーミノル 牡3鹿 54 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：35．11
 6．0�
35 アドマイヤデジタル 牡4青鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 クビ 10．8�
58 トウカイオルデン 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 472± 0 〃 アタマ 15．6	
34 エイカイキャロル 牝3鹿 52 松若 風馬二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 458＋ 6 〃 アタマ 79．9

713� ミッドサマーハウス 牝3青 52 川田 将雅ゴドルフィン 	島 一歩 英 Godolphin 452＋ 6 〃 ハナ 4．4�
712 トルネードアレイ 牡5黒鹿 57

54 ▲服部 寿希 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム B424－221：35．2クビ 181．6�
47 ブラゾンダムール 牡4黒鹿57 	島 克駿G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 480± 01：35．51� 32．4�
23 ナンヨープランタン 牡4黒鹿57 M．デムーロ中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454± 01：35．71 4．6�
611 バ リ エ ン テ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 442－ 61：35．8 204．0�
22 � ピースラヴィング 牡4栗 57 	島 良太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 510－ 31：36．54 83．1�
11 マイネルエメ 牡4鹿 57 国分 優作 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 B476＋ 21：36．6クビ 184．0�
610 ダノンフォーチュン 牡4鹿 57 幸 英明ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 516＋ 21：37．34 17．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，354，100円 複勝： 86，057，300円 枠連： 29，605，200円
馬連： 129，164，100円 馬単： 50，254，600円 ワイド： 89，538，400円
3連複： 190，817，400円 3連単： 230，965，400円 計： 867，756，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 270円 � 250円 � 520円 枠 連（8－8） 2，160円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，410円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 18，360円 3 連 単 ��� 67，140円

票 数

単勝票数 計 613541 的中 � 91080（3番人気）
複勝票数 計 860573 的中 � 88368（5番人気）� 97150（4番人気）� 38266（8番人気）
枠連票数 計 296052 的中 （8－8） 10606（10番人気）
馬連票数 計1291641 的中 �� 40915（10番人気）
馬単票数 計 502546 的中 �� 9907（13番人気）
ワイド票数 計 895384 的中 �� 27698（9番人気）�� 9398（35番人気）�� 9613（34番人気）
3連複票数 計1908174 的中 ��� 7792（72番人気）
3連単票数 計2309654 的中 ��� 2494（262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．8―47．3―59．1―1：10．4―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．3

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

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

勝馬の
紹 介

アンドラステ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dynaformer デビュー 2019．1．20 京都1着

2016．3．17生 牝3黒鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 2戦2勝 賞金 13，500，000円
〔制裁〕 トルネードア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戒告。（被害馬：6番・3番）



（1中京3）第7日 7月20日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

201，370，000円
21，890，000円
1，190，000円
22，210，000円
68，139，000円
4，264，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
505，506，800円
719，149，600円
195，224，100円
968，797，700円
446，963，000円
657，763，800円
1，408，257，100円
1，945，457，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，847，119，500円

総入場人員 11，967名 （有料入場人員 10，810名）
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