
19043 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時20分 （ダート・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
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 キタサンコンサート 牡3芦 56 福永 祐一�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム 482± 01：24．7 2．2�
48 ミカエルシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 530－ 41：25．12� 6．5�
713 エッジクリフ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－121：25．31� 4．5�
59 コウユーハレワタル 牡3鹿 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 456＋ 41：25．4クビ 13．5�
714 ワキノハガクレ 牡3黒鹿 56

55 ☆松若 風馬脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 420＋ 41：25．72 200．4	
47 � ウインエアフォース 牡3黒鹿56 松山 弘平�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones B502＋ 21：25．8� 9．3

12 モズアリュール 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャピタル・システム 	島 一歩 日高 目黒牧場 460－ 21：25．9� 57．0�
11 セレブレイトソング 
3栗 56 藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－ 61：26．21� 34．4�
35 ストリークライト 牡3黒鹿56 和田 竜二吉田 晴哉氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 502－101：26．3� 49．1
510 カフジイーグル 牡3栗 56 佐藤 友則加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 498 ―1：26．51 169．5�

（笠松）

815 スカイパッション 牝3栗 54 小牧 太小林都美子氏 平田 修 日高 下河辺牧場 460－ 41：26．82 31．5�
612 ダンツラッシュ 牡3鹿 56 秋山真一郎山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 496＋ 61：27．22� 110．1�
23 アスタークリスタル 牡3芦 56 川須 栄彦加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 472－ 81：27．94 409．7�
611 フェイバーシチー 牡3鹿 56 太宰 啓介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 488－ 81：28．0� 163．7�
816 ブロードキャスト 牡3芦 56 三浦 皇成前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B506－ 21：28．21� 28．0�
36 リリーヴィクトリー 牡3黒鹿56 北村 友一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 496－ 41：28．62� 10．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，003，400円 複勝： 50，447，300円 枠連： 19，975，300円
馬連： 71，431，700円 馬単： 38，059，600円 ワイド： 40，546，700円
3連複： 95，165，200円 3連単： 132，680，900円 計： 484，310，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（2－4） 420円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 300円 �� 250円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，890円

票 数

単勝票数 計 360034 的中 � 125966（1番人気）
複勝票数 計 504473 的中 � 147510（1番人気）� 66472（3番人気）� 87101（2番人気）
枠連票数 計 199753 的中 （2－4） 36750（1番人気）
馬連票数 計 714317 的中 �� 73032（2番人気）
馬単票数 計 380596 的中 �� 27853（2番人気）
ワイド票数 計 405467 的中 �� 35550（2番人気）�� 44020（1番人気）�� 18983（5番人気）
3連複票数 計 951652 的中 ��� 62924（1番人気）
3連単票数 計1326809 的中 ��� 24696（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．7―12．4―12．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．2―45．9―58．3―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンコンサート �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．20 阪神3着

2012．3．23生 牡3芦 母 キンセイマル 母母 コミニュケーション 2戦1勝 賞金 5，800，000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。
（非当選馬） 3頭 スピードチュウイ号・メイショウコウテン号・ワグテイル号
（非抽選馬） 2頭 エルラディユー号・ピンクノキセキ号
※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。

19044 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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
2：11．5
2：10．0

良
良

24 ワンダーアツレッタ 牡3黒鹿54 C．ルメール 山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 476－ 82：14．9 1．7�
714 マイネルレオーネ 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 404＋ 42：15．11� 26．7�
36 サダムロードショー 牡5鹿 57 北村 友一大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 2 〃 アタマ 45．9�
23 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 22：15．2クビ 6．2�
815 トウカイトレジャー 牡3栗 54 福永 祐一内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 506± 02：15．3� 9．5�
612 ウインリバティ 牝4黒鹿55 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 444± 0 〃 ハナ 15．6	
35 ダブルイーグル 牡7鹿 57

54 ▲�島 克駿田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 478＋ 2 〃 クビ 128．1

816 サダムブルーハワイ 牝3鹿 52 戸崎 圭太大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 482± 02：15．4� 11．6�
510 マイネルフレスコ 牡4栗 57 和田 竜二 �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 480＋ 22：15．5� 16．9�
12 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：15．81� 13．8
47 	 ジェットソング 牡5黒鹿 57

54 ▲義 英真橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 追分ファーム 452＋ 62：16．01� 76．9�
59 	 ランドスター 牡4栗 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498－ 62：16．21� 217．8�
611 クリノダイコクテン 牡4栃栗57 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 476＋ 82：16．3� 226．6�
48 ゼットスマイル 牡3栗 54

53 ☆松若 風馬�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 490－ 42：16．4クビ 53．3�
11 コンクエストシチー 牡3栗 54 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 460－ 62：17．67 199．0�
713 バルトロメオ 牡5鹿 57 太宰 啓介 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B476－ 22：17．92 308．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，198，600円 複勝： 74，919，100円 枠連： 21，181，000円
馬連： 77，570，500円 馬単： 44，486，400円 ワイド： 42，359，200円
3連複： 102，584，100円 3連単： 164，550，000円 計： 564，848，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 530円 � 680円 枠 連（2－7） 1，690円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，320円 �� 8，500円

3 連 複 ��� 17，480円 3 連 単 ��� 52，690円

票 数

単勝票数 計 371986 的中 � 174734（1番人気）
複勝票数 計 749191 的中 � 405093（1番人気）� 18114（8番人気）� 13710（9番人気）
枠連票数 計 211810 的中 （2－7） 9705（6番人気）
馬連票数 計 775705 的中 �� 24792（7番人気）
馬単票数 計 444864 的中 �� 10902（9番人気）
ワイド票数 計 423592 的中 �� 11397（7番人気）�� 8346（13番人気）�� 1234（54番人気）
3連複票数 計1025841 的中 ��� 4401（51番人気）
3連単票数 計1645500 的中 ��� 2264（147番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．8―13．1―12．7―12．6―12．8―12．6―12．0―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―36．1―49．2―1：01．9―1：14．5―1：27．3―1：39．9―1：51．9―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0
1
3
13（4，16）－（1，7，12）－（5，10）3（9，15）（8，14）11，2－6・（13，16）（4，7，12）（1，5，10）14（3，15）2（8，9）（11，6）

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアツレッタ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．12．13 阪神6着

2012．5．16生 牡3黒鹿 母 ワンダーマッスル 母母 ワンダーヒロイン 10戦2勝 賞金 32，687，000円


