
19041 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20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
1：21．5
1：20．3

良
良

78 タガノミルキー 牝2芦 54 幸 英明八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 416 ―1：24．6 6．3�

66 クリノセゴビア 牝2黒鹿54 松山 弘平栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 440 ― 〃 クビ 4．3�
44 アッフェルリズム 牝2黒鹿54 北村 友一山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 446 ―1：25．02� 80．2�
67 ゴールデンリバー 牡2栗 54 大下 智河越 武治氏 作田 誠二 新冠 村上 欽哉 420 ―1：25．31� 105．7�
811 レッドアマビリス 牝2鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450 ―1：25．61� 3．4�
810 ライトブリンガー 牡2栗 54 浜中 俊	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 458 ―1：25．81� 11．4

33 シゲルサンマ 牡2黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 506 ―1：26．01 19．4�
79 ドリームフォー 牡2芦 54 小牧 太	谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486 ―1：26．31� 18．3�
11 スーサンブルース 牡2鹿 54 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 452 ―1：27．15 4．4
22 ア レ ッ チ 牡2鹿 54 藤岡 佑介手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 470 ―1：27．41� 18．8�
55 アカルイハピー 牡2鹿 54

53 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 452 ―1：28．99 50．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，232，200円 複勝： 24，583，900円 枠連： 10，114，700円
馬連： 40，341，200円 馬単： 24，805，200円 ワイド： 21，054，300円
3連複： 49，573，700円 3連単： 79，195，800円 計： 275，901，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 170円 � 1，250円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 450円 �� 4，150円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 17，770円 3 連 単 ��� 75，940円

票 数

単勝票数 計 262322 的中 � 34869（4番人気）
複勝票数 計 245839 的中 � 33977（4番人気）� 44384（2番人気）� 3728（9番人気）
枠連票数 計 101147 的中 （6－7） 10007（4番人気）
馬連票数 計 403412 的中 �� 28338（4番人気）
馬単票数 計 248052 的中 �� 8212（10番人気）
ワイド票数 計 210543 的中 �� 13467（4番人気）�� 1231（35番人気）�� 1379（32番人気）
3連複票数 計 495737 的中 ��� 2092（55番人気）
3連単票数 計 791958 的中 ��� 756（252番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―36．0―48．6―1：00．7―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．0
3 2（6，8）（1，4，10）11（3，5）7－9 4 2（6，8）（1，4，10）11（3，7）（5，9）

勝馬の
紹 介

タガノミルキー �
�
父 タガノゲルニカ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2013．4．11生 牝2芦 母 タガノプレジール 母母 タガノシャルフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ゴールデンリバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

19042 7月12日 晴 良 （27中京3）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・左）

牝，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
1：58．8
1：56．1

良
良

816 ゴールドエッセンス 牝3鹿 54 川須 栄彦吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 402± 02：03．4 11．1�
817 エイシンアルファー 牝3青鹿54 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 420＋ 22：03．5� 16．1�
11 ヴァフラーム 牝3鹿 54

53 ☆松若 風馬市川真奈美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 19．0�
36 チェリーシェイディ 牝3栗 54 浜中 俊戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 456－ 42：03．71� 2．1�
715 ア ゼ リ ア 牝3鹿 54 中谷 雄太�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－102：04．12� 225．2	
24 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 418＋ 2 〃 クビ 14．9

12 インペカブル 牝3栗 54 小牧 太 �社台レースホース河内 洋 安平 追分ファーム 444＋ 82：04．2クビ 38．2�
23 リッチガール 牝3栗 54

51 ▲�島 克駿吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－12 〃 ハナ 59．3�

59 カリテスグレース 牝3黒鹿54 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 472＋102：04．41� 3．9
611 ベルディーヴァ 牝3栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 アタマ 9．3�
612 トウカイネオ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 416± 02：04．61� 273．7�
35 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 太宰 啓介森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 460－ 42：04．7� 98．7�
714 ア ズ リ ー ニ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 22：04．8� 117．7�
510 ヴァイスゴルト 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408－142：05．01 40．9�
818 グレイトフルレガロ 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 450－122：05．21� 38．6�
48 エイシンマーゼリン 牝3鹿 54 和田 竜二平井 克彦氏 今野 貞一 浦河 栄進牧場 442 ―2：05．3� 41．1�
713 レッドシェダル 牝3黒鹿 54

51 ▲義 英真 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 444－122：05．51� 234．7�
47 コスモナオス 牝3鹿 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 420± 0 〃 ハナ 180．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，397，800円 複勝： 34，449，700円 枠連： 17，973，200円
馬連： 57，544，900円 馬単： 31，457，200円 ワイド： 33，642，100円
3連複： 77，336，900円 3連単： 101，776，300円 計： 383，578，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 300円 � 430円 � 490円 枠 連（8－8） 3，130円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 13，430円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 2，810円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 27，510円 3 連 単 ��� 160，750円

票 数

単勝票数 計 293978 的中 � 21053（4番人気）
複勝票数 計 344497 的中 � 31947（4番人気）� 20688（6番人気）� 17654（7番人気）
枠連票数 計 179732 的中 （8－8） 4447（12番人気）
馬連票数 計 575449 的中 �� 8288（16番人気）
馬単票数 計 314572 的中 �� 1756（37番人気）
ワイド票数 計 336421 的中 �� 5118（15番人気）�� 3077（26番人気）�� 2341（31番人気）
3連複票数 計 773369 的中 ��� 2108（77番人気）
3連単票数 計1017763 的中 ��� 459（426番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．1―50．0―1：02．9―1：15．2―1：27．1―1：39．1―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．3
1
3

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

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

ゴールドエッセンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2015．2．22 京都5着

2012．4．14生 牝3鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 5戦1勝 賞金 7，200，000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。
（非当選馬） 1頭 エンジェルキッス号


