
19043 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

816 マイネルフレスコ 牡3栗 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 22：06．8 6．1�

24 ロコモーション 牡3栗 56 藤岡 康太石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528± 02：07．01� 34．5�

817 ヤマニンボワラクテ 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 484－ 82：07．1� 183．6�
611 サンライズメシア 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 前田 宗将 506＋ 8 〃 クビ 84．1�
510 エーデルグランツ 牡3青鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486－ 62：07．2クビ 2．0	
815 マルクナッテ 牝3栗 54

51 ▲義 英真小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 396－ 4 〃 ハナ 13．6

714	 エイシンロビン 牝3黒鹿54 小牧 太�栄進堂 小崎 憲 米 Payson

Stud, Inc. 456 ―2：07．41
 88．2�
48 ドゥベルテックス 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣加藤 誠氏 中竹 和也 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468－ 42：07．5� 124．6�
11 テーオービックバン 牡3栗 56 酒井 学小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 82：07．6� 3．1
36 サ ッ ト ー 牝3芦 54 川須 栄彦吉見 典子氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 460＋ 42：08．02
 69．6�
713 ア ル ー シ ュ 牝3芦 54 戸崎 圭太有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472± 02：08．31� 24．8�
35 ローレルゼフィーロ 牡3鹿 56 森 一馬 �ローレルレーシング 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 458＋22 〃 ハナ 251．0�
59 イントゥレジェンド 牡3栗 56 �島 良太�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 476－ 22：08．61� 47．2�
23 メイケイハリケーン �3鹿 56

55 ☆中井 裕二名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 450－142：08．7� 40．0�
612 ペルフェクトゥス 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 454＋ 22：09．76 214．7�
47 フ ラ ン 牡3芦 56 松山 弘平一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 八木 常郎 444－10 〃 ハナ 134．8�
12 スリーアロー 牝3黒鹿54 和田 竜二松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－122：10．33
 35．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 28，022，800円 複勝： 33，863，800円 枠連： 15，998，300円
馬連： 56，529，000円 馬単： 37，319，000円 ワイド： 27，011，500円
3連複： 70，685，900円 3連単： 129，545，000円 計： 398，975，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 630円 � 2，280円 枠 連（2－8） 2，810円

馬 連 �� 7，220円 馬 単 �� 12，290円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 6，540円 �� 28，620円

3 連 複 ��� 167，760円 3 連 単 ��� 988，630円

票 数

単勝票数 計 280228 的中 � 36718（3番人気）
複勝票数 計 338638 的中 � 46799（3番人気）� 13239（5番人気）� 3322（14番人気）
枠連票数 計 159983 的中 （2－8） 4408（9番人気）
馬連票数 計 565290 的中 �� 6062（18番人気）
馬単票数 計 373190 的中 �� 2277（30番人気）
ワイド票数 計 270115 的中 �� 3577（16番人気）�� 1060（43番人気）�� 240（88番人気）
3連複票数 計 706859 的中 ��� 316（205番人気）
3連単票数 計1295450 的中 ��� 95（1050番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．6―13．2―12．7―12．9―12．8―12．6―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―37．5―50．7―1：03．4―1：16．3―1：29．1―1：41．7―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．7
1
3
12（2，3）13（1，8，10）（6，11）7（4，17）（15，16）（5，9，14）・（12，3）（2，13）（8，10）1（11，7）（6，16）（4，17）14（5，15）9

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

勝馬の
紹 介

マイネルフレスコ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2013．11．10 京都6着

2011．5．13生 牡3栗 母 カートゥーン 母母 カリカチユーラ 9戦1勝 賞金 7，610，000円
※出走取消馬 ユウキファイター号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 シゲルオウミ号

19044 7月13日 曇 稍重 （26中京3）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

12 キングソング 牡4鹿 57 Z．パートン松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 430－ 41：11．0 4．5�
（香港）

714 エイシンローリン 牝3栗 52 幸 英明�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 440± 01：11．21� 5．1�
47 サトノスパークル 牡3鹿 54 戸崎 圭太里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 490－ 61：11．3� 3．2�
35 タイムアラウド 牡4鹿 57 酒井 学有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 21：11．51� 10．9�
815 エンドレスシャイン 牡3鹿 54

51 ▲松若 風馬岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 430± 01：11．81� 54．5�
11 エーシングランダム 牝5黒鹿55 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 484－ 61：11．9� 12．5	
23 デンコウリョウ 	6芦 57 藤岡 康太田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 480＋ 2 〃 クビ 60．8

59 グランフィデリオ 牡3青鹿 54

53 ☆中井 裕二飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 434± 01：12．0� 45．0�
24 ガ ン ジ ー 牡3栗 54 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 480± 01：12．1� 5．6�
48 
 エルウェーオージャ 	6青 57 川島 信二雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 478＋ 21：12．2クビ 27．1
611 ローズミラクル 牡4青鹿57 蛯名 正義 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 〃 クビ 28．2�
510 セイントデジタル 牝4栗 55 高倉 稜中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468＋101：12．62� 260．0�
612 テイエムロカビリー 牡3芦 54

51 ▲岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 松浦牧場 472＋ 41：12．7� 114．7�
713
 トスカニーニ 牡4鹿 57 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 440－ 21：13．44 209．9�
36 メイショウドルセー 牡5黒鹿 57

54 ▲義 英真松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 B482± 0 〃 クビ 235．4�
816 レッドジャイヴ 牡4青鹿57 松山 弘平 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 456＋ 61：14．89 32．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，491，500円 複勝： 49，919，100円 枠連： 18，059，100円
馬連： 67，649，800円 馬単： 36，101，400円 ワイド： 32，659，100円
3連複： 84，668，100円 3連単： 129，575，500円 計： 449，123，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 160円 � 140円 枠 連（1－7） 800円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 480円 �� 340円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 304915 的中 � 53656（2番人気）
複勝票数 計 499191 的中 � 80566（2番人気）� 73847（4番人気）� 100732（1番人気）
枠連票数 計 180591 的中 （1－7） 17376（4番人気）
馬連票数 計 676498 的中 �� 43470（4番人気）
馬単票数 計 361014 的中 �� 12631（6番人気）
ワイド票数 計 326591 的中 �� 16712（4番人気）�� 25403（1番人気）�� 20335（3番人気）
3連複票数 計 846681 的中 ��� 47294（1番人気）
3連単票数 計1295755 的中 ��� 11002（10番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―12．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．5―46．9―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．5
3 14（2，4，16）1，6，7，15，3（8，9）5（10，12）13，11 4 14，2（1，4，16）6（3，7）15（5，8）9，10，12，13，11

勝馬の
紹 介

キングソング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．13 京都3着

2010．2．27生 牡4鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 7戦2勝 賞金 17，890，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 クリノプリムラ号・サンマルヴィグラス号・トウカイビジョン号・メイショウツバクロ号・ヤマニンブルジョン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


