
19057 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第9競走 ��1，400�タイランドカップ
発走14時25分 （芝・左）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（1着）

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

611 レッドカーラ 牝3黒鹿52 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426＋ 81：22．0 10．2�
713 リーサルウェポン 牝4鹿 55 川田 将雅 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 430＋ 2 〃 クビ 1．6�
46 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55 Z．パートン里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460－ 21：22．31� 12．0�

（香港）

815 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 川島 信二小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460± 01：22．4� 11．9�
47 スヴァラッシー 牝4青鹿55 川須 栄彦吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 452－ 21：22．5クビ 39．3�
58 モントボーゲン 牝4鹿 55 C．ルメール 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476± 01：23．03 17．9

34 タガノレベッカ 牝4栗 55 秋山真一郎八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 442－ 41：23．1� 36．4�
814 タマモイヤリング 牝3黒鹿52 幸 英明タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 448－ 61：23．2� 33．6�
23 � ダノンサイクロン 牝4青鹿55 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 466＋121：23．3クビ 98．2
35 アドマイヤウイング 牝4鹿 55 和田 竜二近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 クビ 40．3�
11 � レディカリビアン 牝4芦 55 国分 恭介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 452＋ 81：23．51	 43．5�
22 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 松山 弘平田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B476± 01：23．71� 161．9�
59 ダークブルー 牝3黒鹿52 浜中 俊�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 472－ 41：23．91	 10．2�
610 サチノクイーン 牝4鹿 55 国分 優作佐藤 勝士氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム B474－ 6 〃 クビ 15．5�
712 グランドデザイン 牝3黒鹿52 武 幸四郎西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 454± 01：24．85 40．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，027，300円 複勝： 83，905，200円 枠連： 21，565，800円
馬連： 83，234，000円 馬単： 48，562，000円 ワイド： 46，878，000円
3連複： 108，309，600円 3連単： 178，319，900円 計： 610，801，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 210円 � 110円 � 180円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，240円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 16，770円

票 数

単勝票数 計 400273 的中 � 31317（2番人気）
複勝票数 計 839052 的中 � 43961（4番人気）� 514633（1番人気）� 55548（2番人気）
枠連票数 計 215658 的中 （6－7） 36589（1番人気）
馬連票数 計 832340 的中 �� 86075（1番人気）
馬単票数 計 485620 的中 �� 15322（7番人気）
ワイド票数 計 468780 的中 �� 34077（3番人気）�� 8422（13番人気）�� 44613（1番人気）
3連複票数 計1083096 的中 ��� 33280（6番人気）
3連単票数 計1783199 的中 ��� 7707（37番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．0―11．7―12．0―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．5―33．5―45．2―57．2―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．8
3 2－12（9，10，14）（6，7，11）（5，8，15，13）－（1，3，4） 4 2－12（9，10，14）（6，7）11（5，8）（15，13）1（3，4）

勝馬の
紹 介

レッドカーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2014．11．22 京都4着

2012．1．19生 牝3黒鹿 母 シンデレラロマンス 母母 シ ン デ ィ 6戦2勝 賞金 19，843，000円
※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。

19058 7月18日 曇 重 （27中京3）第5日 第10競走 ��
��1，900�インディアトロフィー

発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．7．19以降27．7．12まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

ターフオーソリティーオブインディア賞（1着）
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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

35 メイショウソレイユ 牡5鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 460＋ 41：59．0 96．9�
47 モズライジン 牡3芦 53 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 464－ 41：59．1� 5．4�
815 プリンスダム 牡4黒鹿57 Z．パートン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B490－ 21：59．31� 4．1�

（香港）

24 ゴーイングベル 牡5芦 54 �島 良太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 512－ 41：59．4	 46．1�
59 
 ヤマカツティラノ 牡6鹿 53 和田 竜二山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 474－ 61：59．5クビ 246．6	
612 トゥヴァビエン 牡5黒鹿54 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 526± 0 〃 クビ 32．8

713 パフュームボム 牝4鹿 52 国分 恭介飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 460－ 4 〃 ハナ 46．4�
714 シ ョ ー グ ン 牡5鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 626＋ 22：00．35 18．6�
36 メテオライト �6栗 54 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 518＋ 62：01．57 37．8
23 エイヴィアンボス 牡5鹿 54 C．ルメール 桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 530－182：01．6� 6．4�
816 ナンヨーマーク 牡4青鹿56 川田 将雅中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 516＋ 42：02．45 11．0�
11 サーランスロット 牡7鹿 54 藤懸 貴志山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 484－ 82：03．35 79．5�
510 エリーフェアリー 牝4鹿 54 幸 英明谷川 正純氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 42：04．36 26．9�
48 フリークエンシー �5黒鹿55 太宰 啓介山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 538＋ 62：05．36 12．9�
12 エンキンドル 牡4青 55 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B558－ 22：05．51� 3．9�
611 マトリョーシカ 牝4黒鹿54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 498－ 42：06．13� 31．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，850，700円 複勝： 59，746，300円 枠連： 28，471，200円
馬連： 108，486，000円 馬単： 47，032，300円 ワイド： 52，497，100円
3連複： 141，552，500円 3連単： 183，858，300円 計： 662，494，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，690円 複 勝 � 1，600円 � 210円 � 180円 枠 連（3－4） 6，010円

馬 連 �� 31，730円 馬 単 �� 74，730円

ワ イ ド �� 8，020円 �� 4，550円 �� 670円

3 連 複 ��� 30，750円 3 連 単 ��� 450，320円

票 数

単勝票数 計 408507 的中 � 3370（15番人気）
複勝票数 計 597463 的中 � 7057（15番人気）� 81153（3番人気）� 105084（2番人気）
枠連票数 計 284712 的中 （3－4） 3671（23番人気）
馬連票数 計1084860 的中 �� 2649（72番人気）
馬単票数 計 470323 的中 �� 472（158番人気）
ワイド票数 計 524971 的中 �� 1622（79番人気）�� 2878（51番人気）�� 21536（5番人気）
3連複票数 計1415525 的中 ��� 3452（100番人気）
3連単票数 計1838583 的中 ��� 296（1178番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―10．9―12．6―12．3―12．9―13．3―13．2―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―17．7―28．6―41．2―53．5―1：06．4―1：19．7―1：32．9―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．3
1
3
2，8（4，11）16－（1，10，14）15，6，13（3，5）－9－（12，7）
2（8，11，16）（4，14，7）10（1，15）（5，3）6（13，9）12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウソレイユ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S. デビュー 2013．1．13 京都10着

2010．5．25生 牡5鹿 母 ズ リ 母母 Amizette 26戦4勝 賞金 38，995，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーフェアリー号・フリークエンシー号・エンキンドル号・マトリョーシカ号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，平成27年8月18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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ジャマイカジョー号・メイショウドゥーマ号・ラインルーフ号・リアライズブラザー号
（非抽選馬） 2頭 アスターフレンチ号・ブライトジェム号
※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。


