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０７００１ ３月３日 晴 重 （２４中京１）第１日 第１競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・左）

未勝利；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

なし
１：０８．７重

６１１ パープルタイガー 牡３栗 ５６ 松山 弘平中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B４７８－ ２１：１４．１ 基準タイム ７．２�

８１６ アラビアンマジック 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４５０－ ２１：１４．３１� ２．７�
２３ トーワオモカゲ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲森 一馬齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５２４＋ ６１：１４．４� ２４．３�
４７ バトルマグマ 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ １０．７�
１１ ハッピーヤングマン 牡３栗 ５６ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４７２－ ８１：１４．６１� １４．４�
３６ コウエイリョウマ 牡３黒鹿５６ 上村 洋行伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４７６ ―１：１４．７クビ ３８．６�
５９ デ ー ヴ ィ ー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 ４３０－ ８１：１４．８� ７３．４	
４８ ラーゼンマイスター 牝３芦 ５４ 国分 恭介近藤 克麿氏 清水 出美 新ひだか 坂本 春雄 ４７６－ ４１：１４．９� ３．９

８１５ スジャウムンキン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大加藤 信之氏 谷 潔 日高 庫宝牧場 ４６８＋ ４１：１５．１１� ６．３�
７１３ サロンドクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４２０－ ４１：１５．５２� ２２．０�
１２ アイファーファルコ 牡３栗 ５６ 松田 大作中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 ４３４－１０１：１５．８１� １０６．１
５１０ ダーリンアイ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 ４９６± ０ 〃 ハナ １６１．２�
２４ ワイドシャトル 牡３鹿 ５６ 田中 博康亀井 弘氏 松永 昌博 新ひだか カタオカフアーム ４５２＋ ４ 〃 アタマ １２０．４�
３５ ビコースピカ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�レジェンド 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４０６ ―１：１６．２２� ７２．９�
７１４ ココロハヒトツ 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也北所 直人氏 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４１８ ―１：２０．０大差 １３２．２�

（１５頭）
６１２ オサマジョール 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１，５５７，９００円 複勝： ２０，３２２，７００円 枠連： １０，４２２，４００円

馬連： ２６，７０３，２００円 馬単： １８，７０８，７００円 ワイド： １３，１８８，９００円

３連複： ３９，８８４，０００円 ３連単： ５９，３８３，９００円 計： ２００，１７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ５１０円 枠 連（６－８） ６３０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，３００円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ４，３２０円 ３ 連 単 ��� ２２，８４０円

票 数

単勝票数 差引計 １１５５７９（返還計 ５５０） 的中 � １２８１４（４番人気）
複勝票数 差引計 ２０３２２７（返還計 ７０６） 的中 � ２１９５４（４番人気）� ６１０４３（１番人気）� ７２８６（８番人気）
枠連票数 差引計 １０４２２４（返還計 ６９） 的中 （６－８） １２２１９（２番人気）
馬連票数 差引計 ２６７０３２（返還計 ２５３３） 的中 �� ２２４９４（３番人気）
馬単票数 差引計 １８７０８７（返還計 １９４９） 的中 �� ６５１６（６番人気）
ワイド票数 差引計 １３１８８９（返還計 １５６５） 的中 �� ８８００（３番人気）�� ２３７６（１６番人気）�� ２８７８（１３番人気）
３連複票数 差引計 ３９８８４０（返還計 ７２５７） 的中 ��� ６８１８（１６番人気）
３連単票数 差引計 ５９３８３９（返還計 １１１３０） 的中 ��� １９１９（６６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．４―１２．４―１３．１―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．２―３４．６―４７．０―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３９．５
３ １１，１６（７，８，１５）３（１，１３）－６，９－１４－（４，５，１０）２ ４ １１－１６（３，７，８，１５）－１，１３－（９，６）＝１４（５，１０）４，２

勝馬の
紹 介

パープルタイガー �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．７．１０ 京都９着

２００９．５．１２生 牡３栗 母 ド ア 母母 ツジノフライヤー ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔出走取消〕 オサマジョール号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ココロハヒトツ号は，平成２４年４月３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アストゥリアス号

０７００２ ３月３日 晴 重 （２４中京１）第１日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・左）

未勝利；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

なし
１：４７．８重

７１３ ハッピーストーリー 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 ５２６－ ６１：５６．４ 基準タイム １６．９�

７１４ ミッキージュピター 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志三木 久史氏 福島 信晴 新冠 武田 寛治 ４５６－ ４１：５６．６１� １１．０�

２４ キーエキスパート 牡３栗 ５６ 柴山 雄一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４６２± ０１：５６．９２ １４．８�
８１６ ニシノボレロ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ６．３�
５９ スズカキングダム 牡３鹿 ５６ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８４－ ６１：５７．０クビ ４．６�
６１２ エーシンデューク 牡３青鹿５６ 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 ４８２＋ ２１：５７．４２� ４．０�
２３ オースミムーン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 ４５６＋ ２１：５８．２５ １５１．８	
３６ ドリームインプレス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一セゾンレースホース� 白井 寿昭 日高 前川ファーム ４３６± ０１：５８．３� ２０．２

８１５ ハクユウマンボ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新ひだか 小河 豊水 ４７６－ ６１：５８．４� １４６．１�
３５ コマノガレオス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ １８．４�
１２ フェアリーズサン 牡３栃栗５６ 嘉藤 貴行河村 平氏 高橋 義博 浦河 多田 善弘 ４６４＋ ２１：５８．６１� ２６１．０�
１１ ダンツフォーカス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 折手牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ４２．１�
４８ メインメリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一金森圭史朗氏 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 ４４６－ ４１：５９．８７ ２４６．８�
６１１ クロスミッション 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４８－１２１：５９．９� ４．８�
４７ タイガーシード 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４８６＋ ４２：００．５３� １７．５�
５１０ クリノホウザン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大栗本 博晴氏 谷 潔 様似 中村 勝則 ４３６－ ２２：０１．７７ ３４８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２４７，９００円 複勝： ２４，２４５，２００円 枠連： ９，９０５，９００円

馬連： ２８，０４５，４００円 馬単： １８，９９３，５００円 ワイド： １４，５２９，８００円

３連複： ４１，１２１，９００円 ３連単： ５７，６９３，２００円 計： ２０７，７８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４５０円 � ３１０円 � ４３０円 枠 連（７－７） ５，７４０円

馬 連 �� ６，２９０円 馬 単 �� １５，７７０円

ワ イ ド �� ２，３００円 �� ２，６９０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ２０，５７０円 ３ 連 単 ��� １８５，１２０円

票 数

単勝票数 計 １３２４７９ 的中 � ６１９６（７番人気）
複勝票数 計 ２４２４５２ 的中 � １３８５８（８番人気）� ２２０６８（５番人気）� １４４８６（６番人気）
枠連票数 計 ９９０５９ 的中 （７－７） １２７５（２２番人気）
馬連票数 計 ２８０４５４ 的中 �� ３２９２（２８番人気）
馬単票数 計 １８９９３５ 的中 �� ８８９（６７番人気）
ワイド票数 計 １４５２９８ 的中 �� １５５３（３２番人気）�� １３２２（３７番人気）�� ２２９４（２３番人気）
３連複票数 計 ４１１２１９ 的中 ��� １４７６（８３番人気）
３連単票数 計 ５７６９３２ 的中 ��� ２３０（５９０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１４．２―１４．１―１４．１―１３．５―１２．６―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３８．３―５２．４―１：０６．５―１：２０．０―１：３２．６―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３６．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ハッピーストーリー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．８．１４ 小倉１１着

２００９．３．２４生 牡３黒鹿 母 レガシーエンプレス 母母 レガシークラウド ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノホウザン号は，平成２４年４月３日まで平地競走に出走できない。

第１回 中京競馬 第１日



０７００３ ３月３日 晴 重 （２４中京１）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・左）

未勝利；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

なし
１：２１．８稍重

１２ バトルドミンゴ 牡３芦 ５６ 宮崎 北斗宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 ５５６＋１８１：２６．６ 基準タイム ２１．２�

５１０ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４６８－ ２１：２６．９１� ２．３�
７１３ ギルドマスター 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４７０－１８１：２７．２１� ６．１�
８１６ マッシヴヒーロー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット ４４６＋１２１：２７．４１� １０．０�
３６ ロードエストレーラ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 丸幸小林牧場 ４７４－ ４１：２７．６１� ３．７�
５９ リリーアタッカー 牡３栗 ５６ 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４６０－１６１：２７．７� １７．８�
４７ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６± ０１：２８．１２� １７．１	
６１２ クリノタイコウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次栗本 博晴氏 日吉 正和 浦河 中村 雅明 ４５８－ ８ 〃 アタマ ９６．４

４８ コウエイロックオン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４８８＋ ６１：２８．３１� ８２．３�
１１ リアルブラック �３青鹿５６ 藤岡 康太大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 ４７４＋ ６１：２８．４� ５１．７�
６１１ ミ ス バ レ イ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真谷口牧場 坂本 勝美 浦河 小倉牧場 ４５２－ ８１：２８．６１� ２１５．３�
２４ ミニスタービーン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ５０２ ― 〃 クビ ９９．７�
８１５ トウカイウインク 牝３栗 ５４ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４３４－ ６１：２８．７� １７３．６�
７１４ ナウオアネヴァー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 小島牧場 ４３４＋ ２１：２９．５５ ８１．９�
２３ ハリケーンピサ 牡３青 ５６ 上村 洋行市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４６－ ４ 〃 アタマ ３４．１�
３５ イーグルストーン 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４８０± ０１：３１．０９ １１１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９３６，７００円 複勝： ２０，３７１，７００円 枠連： ８，４４４，６００円

馬連： ２５，４０８，６００円 馬単： １８，７０７，７００円 ワイド： １３，１２０，５００円

３連複： ３６，６４１，３００円 ３連単： ６０，９４２，６００円 計： １９５，５７３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ４５０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（１－５） １，５８０円

馬 連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ６，６１０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ２，２６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５，２３０円 ３ 連 単 ��� ４９，４３０円

票 数

単勝票数 計 １１９３６７ 的中 � ４４３８（７番人気）
複勝票数 計 ２０３７１７ 的中 � ８３６５（６番人気）� ６０５２９（１番人気）� ２３１３２（３番人気）
枠連票数 計 ８４４４６ 的中 （１－５） ３９５７（６番人気）
馬連票数 計 ２５４０８６ 的中 �� ７３６７（７番人気）
馬単票数 計 １８７０７７ 的中 �� ２０８９（２１番人気）
ワイド票数 計 １３１２０５ 的中 �� ３６１８（８番人気）�� １３０８（２２番人気）�� １０４５８（２番人気）
３連複票数 計 ３６６４１３ 的中 ��� ５１７４（１３番人気）
３連単票数 計 ６０９４２６ 的中 ��� ９１０（１２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．２―１３．２―１３．０―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．８―４９．０―１：０２．０―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルドミンゴ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１１．１０．３０ 東京１２着

２００９．４．３０生 牡３芦 母 シンメイドゥバレー 母母 ネオンデライト ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アマラント号・ウォーターラグーン号・クニサキロンワン号・ジェットタイガー号・スリーオーシャン号・

トウショウテイスト号・バトルクローザップ号

０７００４ ３月３日 晴 良 （２４中京１）第１日 第４競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・左）

牝，未勝利；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

なし
１：１９．０良

４８ ベ ル シ エ ロ 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８－ ４１：２３．５ 基準タイム １１．５�

３６ ブループルチェッラ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ４．０�
７１５ スリーネイチャー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 ４５２ ―１：２３．６クビ ２５５．６�
５９ パイライトパワー 牝３鹿 ５４ 千葉 直人西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ４２８＋ ４ 〃 アタマ １１．４�
１２ デンコウチャレンジ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４４± ０１：２４．０２� ２５８．３�
７１３ ラインキャメロン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４２４－ ８ 〃 ハナ ７０．１	
４７ ハーツブラッド 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２６± ０１：２４．２１� ４．０

２４ スリーサンハーツ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３０－ ２１：２４．３クビ １２．５�
７１４ ハルノスミエ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗�中山牧場 武藤 善則 浦河 中山牧場 ４２２＋ ４１：２４．４� ９８．０�
５１０ ヤマカツナタリー 牝３栗 ５４ 松山 弘平山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４３２－ ４１：２４．５� ２２．９
８１８ モルトフェリーチェ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４２４－２０１：２４．７１ ７．５�
２３ ビューティヒロイン 牝３鹿 ５４ 田中 博康小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４２２＋１６１：２４．８� １５４．０�
６１１ コウエイコムスメ 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志伊東 政清氏 五十嵐忠男 鹿児島 服部 文明 ４１０－ ２１：２５．３３ ２７８．４�
３５ ジーピークロス 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜北側 雅司氏 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４５８－ ４１：２５．６２ ５．２�
８１６ デルマスセリ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ３９２ ―１：２５．７クビ ２５５．６�
８１７ ラブディラン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優小林 祥晃氏 崎山 博樹 厚真 谷岡牧場 ４００＋１２１：２６．６５ ３１６．８�
６１２ ババビーナス 牝３栗 ５４ 黛 弘人堀江 貞幸氏 高木 登 新ひだか 松田牧場 ４３０＋１４１：２７．０２� ２５９．９�
１１ ナリタアイル 牝３栗 ５４ 鮫島 良太�オースミ 角田 晃一 浦河 杵臼牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ １２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，４３４，７００円 複勝： ２５，７６６，８００円 枠連： １０，７２５，６００円

馬連： ３０，１６４，０００円 馬単： ２０，６４９，９００円 ワイド： １４，６３５，１００円

３連複： ４２，２８１，７００円 ３連単： ６５，４９０，９００円 計： ２２５，１４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２５０円 � １６０円 � ５，３８０円 枠 連（３－４） ４１０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ３４，８３０円 �� １３，６２０円

３ 連 複 ��� １３６，８６０円 ３ 連 単 ��� ８９５，０５０円

票 数

単勝票数 計 １５４３４７ 的中 � １０６５２（６番人気）
複勝票数 計 ２５７６６８ 的中 � ２６８９４（４番人気）� ５６０８４（１番人気）� ８８７（１６番人気）
枠連票数 計 １０７２５６ 的中 （３－４） １９７６２（１番人気）
馬連票数 計 ３０１６４０ 的中 �� １２８５３（６番人気）
馬単票数 計 ２０６４９９ 的中 �� ３６０５（１５番人気）
ワイド票数 計 １４６３５１ 的中 �� ６１５８（５番人気）�� ９９（１１０番人気）�� ２５４（６３番人気）
３連複票数 計 ４２２８１７ 的中 ��� ２２８（１９６番人気）
３連単票数 計 ６５４９０９ 的中 ��� ５４（１１４４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１２．１―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．７―３３．８―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４F４９．７―３F３７．６
３ ・（１，５）－６，３，１４，７（１２，１８）（４，８，１７）９－（１０，１１）－（２，１３）－１５－１６ ４ ・（１，５）－６，３，１４（７，１８）（４，１２，８）１７，９，１０（２，１１）１３，１５－１６

勝馬の
紹 介

ベ ル シ エ ロ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２０１１．７．１７ 新潟８着

２００９．１．１９生 牝３栗 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト ８戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 クレバーアストレア号・クロコサイレンス号・マイネサヴァラン号・ヤマニンプチガトー号



０７００５ ３月３日 晴 良 （２４中京１）第１日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０分 （芝・左）

未勝利；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

なし
１：５６．１良

３６ アドマイヤフライト 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１４－ ８２：０５．１ 基準タイム １．３�

２４ トウショウバラード 牡３青鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８－ ４２：０５．３１� ９．９�
７１４ サクラヴィクトリー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６６－１８ 〃 クビ ９．４�
７１３ ブルータンザナイト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５３６± ０２：０５．６１� １５．０�
５９ マヤノカデンツァ 牡３栗 ５６ 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６２－１８２：０５．７� ２８．９�
８１７ コスモユウチャン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４５４－ ４２：０６．０１� ２０．８	
８１８ ガ ニ オ ン 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４３４± ０２：０６．３２ ６０．０

７１５ クラーロデルナ 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 ４７４－１６２：０６．５１ １７８．４�
３５ マイネルアイザック 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真 �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 ４４０－ ８ 〃 クビ ５２．３�
１２ シンボリベローチェ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太シンボリ牧場 小崎 憲 日高 シンボリ牧場 ４９２－ ２２：０６．７１� ２４８．２
２３ ケイツーナンナ 牝３鹿 ５４ 千葉 直人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 ハシモトフアーム ４３８－１６ 〃 ハナ ２５３．８�
４７ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ ４５．２�
６１１ セルリアンヒコボシ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一�イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 ５３４－ ６２：０６．８� ３５３．６�
４８ マイクリスタル 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 浦河 木戸口牧場 B４５０－ ２ 〃 ハナ ２９６．９�
８１６ マイネルクルタナ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４６８＋ ２２：０７．４３� ２２．１�
６１２ スートスペード 牡３鹿 ５６ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４６０－ ２２：０８．３５ １６７．０�
５１０ ディアザイン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行ディアレスト 山内 研二 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２２：０８．４クビ ２５５．８�
１１ ウインドジュエリー 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也福原 正博氏 崎山 博樹 平取 高橋 幸男 ４０４－ ８２：０９．２５ ３４８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，１８９，７００円 複勝： ６４，２８３，５００円 枠連： １１，１６２，３００円

馬連： ２９，４９９，２００円 馬単： ２８，０７０，７００円 ワイド： １６，２７７，９００円

３連複： ４２，７２２，９００円 ３連単： ８９，５７４，７００円 計： ３０１，７８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １７０円 � １８０円 枠 連（２－３） ５００円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ２４０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 ��� ３，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２０１８９７ 的中 � １２３３６１（１番人気）
複勝票数 計 ６４２８３５ 的中 � ４７９０１８（１番人気）� ３６７９６（２番人気）� ３３１２２（３番人気）
枠連票数 計 １１１６２３ 的中 （２－３） １６５４８（３番人気）
馬連票数 計 ２９４９９２ 的中 �� ４３０５６（１番人気）
馬単票数 計 ２８０７０７ 的中 �� ３１７８３（１番人気）
ワイド票数 計 １６２７７９ 的中 �� ２１２２１（１番人気）�� １８０１１（２番人気）�� ３９３９（９番人気）
３連複票数 計 ４２７２２９ 的中 ��� ２２５１８（２番人気）
３連単票数 計 ８９５７４７ 的中 ��� ２０９８２（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１３．１―１３．６―１３．６―１３．３―１２．４―１２．１―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．７―３６．８―５０．４―１：０４．０―１：１７．３―１：２９．７―１：４１．８―１：５３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤフライト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．１．１５ 京都３着

２００９．５．４生 牡３鹿 母 アドマイヤキセキ 母母 オトメゴコロ ３戦１勝 賞金 ８，５００，０００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 タニノハービービー号

０７００６ ３月３日 晴 重 （２４中京１）第１日 第６競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

なし
１：４７．８重

８１３ プリンセスキナウ 牝４鹿 ５５
５２ ▲横山 和生井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４６８＋ ８１：５４．７ 基準タイム ７．５�

２２ ゴールドジェーン 牝４鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４４４－ ６ 〃 クビ ３．７�

４５ ミ リ ア ム 牝６芦 ５５ 上村 洋行 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４２８＋ ２１：５４．８� ８．６�
７１２ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 吉田 隼人西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５０６－ ６１：５５．０１� ３６．２�
６９ � ホワイトジュエル 牝５芦 ５５ 二本柳 壮 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４２－ ４１：５５．４２� ６．８�
４６ ラブソネット 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４８－１４ 〃 ハナ ４．５	
１１ マイネマグノリア 牝４栗 ５５ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム B４９４± ０１：５５．６１� ４７．６

５８ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 松山 弘平国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３０－ ２１：５５．７� ２８．９�
６１０ カフェローレル 牝４青鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４４４－１６１：５５．９１� ７４．９�
３４ メジロコウミョウ 牝４青鹿５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６４－ ６１：５７．１７ ２１．５
８１４ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 丹内 祐次吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４４８－１４１：５７．４１� ６１．１�
７１１ クリスマドンナ 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 B４８６＋１６１：５８．０３� ２８．５�
５７ � マ レ ン カ ヤ 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４４４－ ４ （競走中止） ７．８�
３３ � クリノソーニャ 牝７鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 吉田 又治 ４３８－ ８ （競走中止） ２４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，１８９，２００円 複勝： ２０，７１９，７００円 枠連： ９，５２３，７００円

馬連： ２４，８４９，５００円 馬単： １７，６７８，１００円 ワイド： １３，１３３，１００円

３連複： ３８，０００，７００円 ３連単： ６０，５８６，４００円 計： １９５，６８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２５０円 � １９０円 � ３００円 枠 連（２－８） １，５７０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １，２００円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ４，２８０円 ３ 連 単 ��� ３０，３４０円

票 数

単勝票数 計 １１１８９２ 的中 � １１８８５（４番人気）
複勝票数 計 ２０７１９７ 的中 � ２１２９６（４番人気）� ３４１１９（２番人気）� １６８４５（６番人気）
枠連票数 計 ９５２３７ 的中 （２－８） ４４９０（７番人気）
馬連票数 計 ２４８４９５ 的中 �� １１８０６（５番人気）
馬単票数 計 １７６７８１ 的中 �� ４０６７（１１番人気）
ワイド票数 計 １３１３３１ 的中 �� ５１８７（５番人気）�� ２６１３（１６番人気）�� ４７２６（７番人気）
３連複票数 計 ３８０００７ 的中 ��� ６５６０（１４番人気）
３連単票数 計 ６０５８６４ 的中 ��� １４７４（８７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．７―１２．５―１２．７―１２．５―１３．１―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３８．１―５０．６―１：０３．３―１：１５．８―１：２８．９―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．９
１
３
２（６，１１）（１，３）（７，１３）５，１０（８，１２）－９－４，１４・（２，１１）（６，１３）３（１，１２）７，５（１０，９）－８，１４，４

２
４

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

プリンセスキナウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．８．２２ 新潟９着

２００８．２．４生 牝４鹿 母 アスターフォーマリア 母母 Burst of Colors １２戦２勝 賞金 ２１，０５０，０００円
〔競走中止〕 クリノソーニャ号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

マレンカヤ号は，最後の直線コースで，転倒した「クリノソーニャ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 クリノソーニャ号の騎手嶋田純次は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金７０，０００円。



０７００７ ３月３日 晴 重 （２４中京１）第１日 第７競走 １，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

なし
１：５３．７不良

６６ ライジングサン 牡４栗 ５７ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 新ひだか 大平牧場 ５２０＋ ４１：５９．８ 基準タイム ８．２�

４４ ラインレグルス 牡４鹿 ５７
５４ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４９０± ０２：００．７５ ３９．９�

３３ トーセンケイトゥー 牡４栗 ５７ 鮫島 良太島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６－ ２ 〃 クビ ３．７�
８１１ アールシネマスタア 牡４栗 ５７ 田中 博康星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４９４－ ４ 〃 ハナ ６．７�
１１ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８２＋ ６２：００．９１� １１．５�
６７ サンライズドバイ 牡４芦 ５７ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８０－ ４２：０１．１１� ４．７	
５５ ヴ ェ イ ロ ン 牡４栗 ５７ 太宰 啓介前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ２２：０１．７３� ３．３

２２ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７ 上村 洋行中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５１４＋ ６ 〃 ハナ ２３．４�
７８ � プ ル プ ル 牝６鹿 ５５ 吉田 豊栗本 博晴氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 ４２８－１６２：０１．８� ４２．６�
８１０ アテンボーイ 牡５栗 ５７

５４ ▲原田 和真玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４８８＋１２２：０２．３３ ７６．５
７９ マッキーケインズ 牡７栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４３４＋ ２２：０３．２５ １４０．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，３９２，２００円 複勝： ２２，２９９，１００円 枠連： ７，２２８，９００円

馬連： ２４，７５５，８００円 馬単： １９，１７６，６００円 ワイド： １２，１０９，４００円

３連複： ３３，２２２，１００円 ３連単： ６３，９８３，３００円 計： １９６，１６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２７０円 � ５２０円 � １９０円 枠 連（４－６） ５，４８０円

馬 連 �� １９，１６０円 馬 単 �� ３２，１７０円

ワ イ ド �� ３，５９０円 �� ６４０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２４，１８０円 ３ 連 単 ��� ２３６，１００円

票 数

単勝票数 計 １３３９２２ 的中 � １２９８０（５番人気）
複勝票数 計 ２２２９９１ 的中 � ２１８５９（６番人気）� ９５３７（８番人気）� ３７１６６（２番人気）
枠連票数 計 ７２２８９ 的中 （４－６） ９７５（１８番人気）
馬連票数 計 ２４７５５８ 的中 �� ９５４（３３番人気）
馬単票数 計 １９１７６６ 的中 �� ４４０（６２番人気）
ワイド票数 計 １２１０９４ 的中 �� ７９６（３３番人気）�� ４９４５（７番人気）�� １８６７（２１番人気）
３連複票数 計 ３３２２２１ 的中 ��� １０１４（６２番人気）
３連単票数 計 ６３９８３３ 的中 ��� ２００（４２８番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．６―１２．３―１３．４―１３．０―１２．０―１２．４―１２．５―１２．４―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．１―１８．７―３１．０―４４．４―５７．４―１：０９．４―１：２１．８―１：３４．３―１：４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
１
３

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

・（４，６）－（２，９）－（１，３）－（５，７，１０）－８，１１・（４，６）＝３，２（１，９，７，１０）１１，５，８
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ライジングサン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．７．１０ 阪神１８着

２００８．４．２２生 牡４栗 母 テンタシオン 母母 ビューチフルドラマ １３戦１勝 賞金 １４，６００，０００円

０７００８ ３月３日 晴 良 （２４中京１）第１日 第８競走 １，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

なし
１：１９．０良

８１６ ニシノマナザシ 牡５芦 ５７
５４ ▲中井 裕二西山 茂行氏 須貝 尚介 むかわ 西山牧場 ４９８－ ４１：２３．２ 基準タイム ４．４�

２３ ダンスラナキラ 牡４黒鹿５７ 上村 洋行橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７６－ ８１：２３．４１� ２９．６�
１２ � レディオスソープ 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４６８＋１２ 〃 クビ ７２．１�
６１２ ロードエアフォース 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８４＋ ６１：２３．６１ １７．３�
４８ � キングロンシャープ 牡４栗 ５７ 田中 博康小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７８－ ５ 〃 クビ １２．２�
２４ レッドクロス 牡５栗 ５７ 田面木博公 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６４－ ６１：２３．７クビ １２．９�
４７ サクラアドニス 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４５４± ０ 〃 クビ ４．４	
３６ マ シ ラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２± ０１：２３．８クビ ３１．１


５１０ ラントゥザリード 牝４黒鹿５５ 松田 大作 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４２０＋１４ 〃 アタマ １３．６�
５９ エアギベオン 牡４青鹿５７ 松山 弘平 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 追分ファーム ４７８＋ ６１：２３．９� ６．２
７１４ ミヤジシェンロン 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４４８－１０ 〃 クビ ２０．１�
６１１ テイエムシャトウ 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 B４７２－１０１：２４．０クビ ２１１．１�
１１ スギノブロッサム 牝５鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４２６－ ６ 〃 アタマ ８．２�
８１８ ブルースター 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４７４＋１４１：２４．１� ４０．４�
７１３ アースツリー 牝５栗 ５５ 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２ 〃 ハナ ３２．８�
３５ コマノスクアーロ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４２４± ０１：２４．２クビ ２９．７�
８１７ イマカツタイガー 牡７栗 ５７ 長谷川浩大今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４９０＋ ２１：２４．５１� １４８．９�
７１５ モンサンアポロ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次山下 新一氏 岩戸 孝樹 新冠 中村農場 ４６０＋ ６１：２５．９９ ３７２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，５４９，６００円 複勝： ２７，６９４，１００円 枠連： １３，２０１，４００円

馬連： ３５，８２９，８００円 馬単： ２２，９７０，０００円 ワイド： １７，５１６，２００円

３連複： ５０，５８５，９００円 ３連単： ８０，３５４，３００円 計： ２６４，７０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ９５０円 � ２，０９０円 枠 連（２－８） ２，２５０円

馬 連 �� １５，０３０円 馬 単 �� １７，４５０円

ワ イ ド �� ４，５５０円 �� ５，７００円 �� １５，１９０円

３ 連 複 ��� １９６，４９０円 ３ 連 単 ��� ９２６，５９０円

票 数

単勝票数 計 １６５４９６ 的中 � ３０２６１（１番人気）
複勝票数 計 ２７６９４１ 的中 � ４８５６９（２番人気）� ６６７６（１３番人気）� ２９１０（１５番人気）
枠連票数 計 １３２０１４ 的中 （２－８） ４３４６（１０番人気）
馬連票数 計 ３５８２９８ 的中 �� １７６０（５６番人気）
馬単票数 計 ２２９７００ 的中 �� ９７２（７２番人気）
ワイド票数 計 １７５１６２ 的中 �� ９５２（５９番人気）�� ７５８（６８番人気）�� ２８２（１０２番人気）
３連複票数 計 ５０５８５９ 的中 ��� １９０（３８８番人気）
３連単票数 計 ８０３５４３ 的中 ��� ６４（２０４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１２．４―１２．０―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．１―４７．５―５９．５―１：１１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．７
３ １６，１５，１４（２，１２）１３（３，１０，１７）（５，６，１１）（４，９）－（１，８）７－１８ ４ １６，１５（２，１４）１２（３，１３，１７）１０，１１（５，６，９）（４，１，８）（７，１８）

勝馬の
紹 介

ニシノマナザシ �
�
父 セイウンスカイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００９．７．１２ 阪神７着

２００７．３．１８生 牡５芦 母 ニシノアズール 母母 ニシノブルーライト ２４戦２勝 賞金 ３４，２８１，０００円
〔騎手変更〕 レディオスソープ号の騎手嶋田純次は，第６競走での落馬負傷のため杉原誠人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ショウナンサンガ号
（非抽選馬） １頭 アドマイヤクーガー号



０７００９ ３月３日 晴 良 （２４中京１）第１日 第９競走 ２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

なし
１：５６．１良

１１ フェイルノート 牡５青鹿５７ 柴山 雄一 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５３６＋ ８２：０４．３ 基準タイム ６．２�

３５ ジョウノアラミス 牡４鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ５００－ ８ 〃 クビ ５．３�

１２ ニシノジャブラニ 牡４鹿 ５７ 松山 弘平西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７８－ ２２：０４．４クビ ３３．８�
７１３ クールエレガンス 牡５青鹿 ５７

５４ ▲平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５０４＋１４２：０４．７２ ６．５�
８１８ ショウナンカミング 牡４栗 ５７ 上村 洋行国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６８－ ２２：０４．８� ７２．４�
５１０ シルクランスロット 牡５栗 ５７ 国分 恭介有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ５１２－１４２：０４．９クビ ３４．４�
２４ マイネルヴァルム 牡４青鹿５７ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４６６－ ６２：０５．０� ２８．１

４８ アンナドンナ 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人吉田 千津氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４０８－ ２２：０５．１� ８３．４�
４７ チャーリーポイント 牡５鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４７６－１４ 〃 ハナ ４８．９�
７１４ トモロマイスター 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６８－ ４２：０５．２� ３９．６
５９ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ 藤岡 康太猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２０－ ２２：０５．３クビ １５．７�
６１２ トキノサコン 牡４栗 ５７ 吉田 豊田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４８４－ ６２：０５．４� １４．６�
６１１ アドマイヤカーリン 牡４青鹿５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７０－ ８ 〃 ハナ ３．１�
８１７ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 西田雄一郎吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４９４－１０２：０５．６１� ４７．２�
８１６� エリモロワイヤル 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８６－ ３ 〃 ハナ １００．０�
３６ マヤノクレド 牡４鹿 ５７ 松田 大作田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４８０－ ４ 〃 ハナ １３．７�
７１５� ブ レ イ ク 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介河合實貴男氏 服部 利之 日高 シンボリ牧場 ４６２＋ ２２：０６．２３� ８６．６�
２３ シンボリヴァルト 牡４黒鹿５７ 田中 博康シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４２－ ４２：０６．８３� ５５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，１７１，９００円 複勝： ３０，０４９，９００円 枠連： １５，９４４，８００円

馬連： ４９，５５９，６００円 馬単： ２８，９１６，３００円 ワイド： ２２，３０３，８００円

３連複： ６５，８２３，２００円 ３連単： １０９，１２７，８００円 計： ３４０，８９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２７０円 � ２１０円 � ６８０円 枠 連（１－３） １，０６０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ２，９７０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� １８，８２０円 ３ 連 単 ��� ８６，４２０円

票 数

単勝票数 計 １９１７１９ 的中 � ２４７１０（３番人気）
複勝票数 計 ３００４９９ 的中 � ２９７３４（４番人気）� ４５４４０（２番人気）� ９５８８（９番人気）
枠連票数 計 １５９４４８ 的中 （１－３） １１１４６（４番人気）
馬連票数 計 ４９５５９６ 的中 �� ２０６１３（５番人気）
馬単票数 計 ２８９１６３ 的中 �� ５８１８（１０番人気）
ワイド票数 計 ２２３０３８ 的中 �� ８６１３（４番人気）�� １７８８（３３番人気）�� ２８５９（２１番人気）
３連複票数 計 ６５８２３２ 的中 ��� ２５８２（５４番人気）
３連単票数 計１０９１２７８ 的中 ��� ９３２（２２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．５―１３．３―１３．５―１３．１―１２．５―１２．０―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３６．５―４９．８―１：０３．３―１：１６．４―１：２８．９―１：４０．９―１：５２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

フェイルノート �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．１ 東京２着

２００７．４．６生 牡５青鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス １２戦３勝 賞金 ２８，６５０，０００円

０７０１０ ３月３日 晴 良 （２４中京１）第１日 第１０競走 ��１，６００�マイルストーン賞
発走１４時５０分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
名古屋競馬株式会社賞（１着）

賞 品
本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

なし
１：３１．４良

５９ トゥザサミット 牡５鹿 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４６２± ０１：３６．０ 基準タイム ６．５�

３５ ラプリメーラ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４４２－ ６ 〃 クビ ２４．６�
５１０ インプレッシヴデイ 牡５芦 ５７ 太宰 啓介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１６－ ４ 〃 ハナ ７．９�
４８ ローレルソラン 牡４鹿 ５７ 平野 優 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 �渡 信義 ４５６＋ ８ 〃 ハナ ２４．１�
２４ カレンデイムーン 牡４栗 ５７ 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４６６－ ８１：３６．１� １４．９	
８１５ レ ト 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４６８＋２８１：３６．３１� １０．７

６１１ ヴィーヴァサルーテ 牡６青 ５７ 古川 吉洋芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０＋ ４１：３６．４� ７２．０�
６１２� サンデンマックス 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ４９６－ ４１：３６．５クビ ９９．９�
２３ シルクプロミス 牝６栗 ５５ 嘉藤 貴行有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４４６－ ４１：３６．６� ７７．７
１２ ユ ウ セ ン 牡４青鹿５７ 丸田 恭介本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４７８－ ４ 〃 クビ ３．６�
７１４ サウンドバラッド 	５鹿 ５７ 吉田 隼人増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：３７．０２� ３．１�
８１６ ニチドウルチル 牝５栗 ５５ 松田 大作山田 伸氏 千田 輝彦 新ひだか 大平牧場 ４９０－ ６１：３７．２１� ４３．５�
１１ マイネエレーナ 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４２６－ ４１：３７．５１� ６１．８�
３６ ダズリングワールド 牝４鹿 ５５ 高倉 稜 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム ４７６＋１０１：３７．６� ２４．１�
７１３
 ミラノムーン 牡５鹿 ５７ 石橋 守山口 義道氏 松永 幹夫 独 Frau U. Tim-

mermann ４６８－ ２１：３７．８１ １２９．０�
４７ バトルレッド 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 ４６６－ ６１：３８．０１� １０２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４７９，０００円 複勝： ３２，３２５，３００円 枠連： １７，６１７，５００円

馬連： ５２，２２０，３００円 馬単： ３４，０９６，６００円 ワイド： ２２，２３８，３００円

３連複： ７１，３４２，０００円 ３連単： １２８，２９４，１００円 計： ３７７，６１３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２４０円 � ６６０円 � ２２０円 枠 連（３－５） ２，２６０円

馬 連 �� １０，２３０円 馬 単 �� ２１，６２０円

ワ イ ド �� ２，３１０円 �� ７４０円 �� ４，０００円

３ 連 複 ��� ２５，２９０円 ３ 連 単 ��� １８３，１４０円

票 数

単勝票数 計 １９４７９０ 的中 � ２３８３２（３番人気）
複勝票数 計 ３２３２５３ 的中 � ３７８４９（４番人気）� １０７７２（９番人気）� ４３３５７（３番人気）
枠連票数 計 １７６１７５ 的中 （３－５） ５７５８（１２番人気）
馬連票数 計 ５２２２０３ 的中 �� ３７７０（２８番人気）
馬単票数 計 ３４０９６６ 的中 �� １１６４（６３番人気）
ワイド票数 計 ２２２３８３ 的中 �� ２３２４（２２番人気）�� ７８３９（７番人気）�� １３２４（４１番人気）
３連複票数 計 ７１３４２０ 的中 ��� ２０８２（７７番人気）
３連単票数 計１２８２９４１ 的中 ��� ５１７（４９４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．０―１２．２―１２．２―１２．２―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３５．２―４７．４―５９．６―１：１１．８―１：２３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４

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

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

勝馬の
紹 介

トゥザサミット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．２４ 東京５着

２００７．２．２生 牡５鹿 母 トゥザスターダム 母母 ムービースクリーン ２５戦２勝 賞金 ３５，１２４，０００円
〔騎手変更〕 サンデンマックス号の騎手嶋田純次は，第６競走での落馬負傷のため宮崎北斗に変更。
〔制裁〕 マイネエレーナ号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことに

ついて戒告。（１６番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルチョウカン号・ダッシュソング号
（非抽選馬） ６頭 エーシンイグアス号・トーセンフリージア号・トーセンマルス号・マヤリッシュ号・メイショウナナボシ号・

レーガン号



０７０１１ ３月３日 晴 重 （２４中京１）第１日 第１１競走 ��１，４００�中京競馬場グランドオープン記念
発走１５時２５分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５７�，牝馬２�
減

名古屋競馬株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 １５，６００，０００円 ６，２００，０００円 ３，９００，０００円 ２，３００，０００円 １，５６０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

なし
１：２１．８稍重

４７ エアティアーモ 牝５青鹿５５ 松田 大作 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：２４．１ 基準タイム ４５．０�

６１１ トシギャングスター 牡５芦 ５７ 吉田 豊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ８ 〃 クビ ２．５�
７１４ スモールキング 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５０＋ ４１：２４．４２ １２．２�
３５ ファンドリカップ 牡６芦 ５７ 松山 弘平水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０２－ ４ 〃 ハナ １４．２�
６１２ トキノエクセレント 牡４黒鹿５７ 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４６０＋ ２１：２５．０３� ５．１�
１２ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク加用 正 新冠 	渡 信義 ４９８＋ ２１：２５．１� ８．６

２４ � キングオブヘイロー 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B４８２＋ ６１：２５．３１� １６．２�
３６ トップオブパンチ 牡６鹿 ５７ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０８＋ ６１：２５．７２� ５７．７�
５１０ ピエナポパイ 牡７栗 ５７ 黛 弘人本谷 兼三氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 ５１２± ０ 〃 クビ １６０．８
５９ メトロノース 牡６芦 ５７ 藤岡 康太 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８１：２５．８� ８．２�
４８ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５７ 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５３８－ ４１：２５．９� ２２．６�
２３ ストロングポイント 牡６芦 ５７ 西田雄一郎畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４８０－１０１：２６．２１� １７０．２�
１１ マイプラーナ 牝６黒鹿５５ 野元 昭嘉五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム ４７６－ ４１：２６．４１� １００．８�
７１３� キャプテンルビー 牡７芦 ５７ 古川 吉洋�ターフ・スポート古賀 慎明 三石 ダイイチ牧場 B４６６± ０１：２７．０３� １１３．３�
８１６ トロワプレジール 牡５黒鹿５７ 竹之下智昭�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 中島牧場 ４９２± ０１：２８．３８ １１．９�
８１５ ハクバドウジ 牡７芦 ５７ 嘉藤 貴行�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１０± ０ （競走中止） ２０５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，９５７，３００円 複勝： ５６，２３３，０００円 枠連： ３８，５９６，３００円

馬連： １５６，３３３，２００円 馬単： ７４，９２８，３００円 ワイド： ５３，３８３，１００円

３連複： １８１，４３３，３００円 ３連単： ３３７，０５７，２００円 計： ９３１，９２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，５００円 複 勝 � ５００円 � １４０円 � ３７０円 枠 連（４－６） １，５２０円

馬 連 �� ７，７５０円 馬 単 �� ２０，５３０円

ワ イ ド �� ２，４２０円 �� ７，２４０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２４，１２０円 ３ 連 単 ��� ２２１，９００円

票 数

単勝票数 計 ３３９５７３ 的中 � ５９５１（１０番人気）
複勝票数 計 ５６２３３０ 的中 � ２２４８０（１０番人気）� １５９５７３（１番人気）� ３２６７０（６番人気）
枠連票数 計 ３８５９６３ 的中 （４－６） １９９３４（８番人気）
馬連票数 計１５６３３３２ 的中 �� １５９０８（３０番人気）
馬単票数 計 ７４９２８３ 的中 �� ２６９４（６９番人気）
ワイド票数 計 ５３３８３１ 的中 �� ５６９２（２９番人気）�� １８６０（５３番人気）�� １９９９３（５番人気）
３連複票数 計１８１４３３３ 的中 ��� ５５５２（７４番人気）
３連単票数 計３３７０５７２ 的中 ��� １１２１（５７６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１２．２―１２．２―１１．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．８―５９．０―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアティアーモ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００９．１２．１３ 中山２着

２００７．２．２８生 牝５青鹿 母 エアコゼット 母母 ド ッ フ １９戦５勝 賞金 ７７，５０１，０００円
〔騎手変更〕 トップオブパンチ号の騎手嶋田純次は，第６競走での落馬負傷のため上村洋行に変更。
〔競走中止〕 ハクバドウジ号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 アイディンパワー号・アクティビューティ号・アグネスマクシマム号・アドマイヤサガス号・

インプレスウィナー号・エアウルフ号・エーシンハダル号・エーシンリードオー号・カフェレジェンド号・
コパノカチーノ号・シゲルソウサイ号・スピードアタック号・トウショウクラウン号・トーホウプリンセス号・
ハイローラー号・ブラッシュアップ号・ヤマノサファイア号

０７０１２ ３月３日 晴 良 （２４中京１）第１日 第１２競走 ��２，２００�プロローグカップ
発走１６時００分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
名古屋競馬株式会社賞（１着）

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

なし
２：１０．１良

４４ トウカイパラダイス 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９８－ ６２：１７．８ 基準タイム ４．８�

８１０ コスモエンペラー 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 B５１６＋ ４２：１７．９� １１．５�
７９ シンボリボルドー 牡５鹿 ５７ 高倉 稜シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５４－１０２：１８．１１� １８．０�
３３ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５６ 丸田 恭介小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ２２：１８．３１� １．９�
７８ タガノキャプテン 牡５栗 ５７ 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９８＋１０２：１８．４� ３４．１�
６６ コウエイオトメ 牝４鹿 ５４ 田中 博康西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４７２－ ４ 〃 クビ ５．２�
８１１ カリスマミッキー 牡４栗 ５６ 松山 弘平三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４７６－ ６２：１８．６１ ３８．７	
６７ フレンチボウ 牝４鹿 ５４ 吉田 隼人吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ １６．３

１１ ロイヤルダリア 牡６黒鹿５７ 平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１０－１４２：１８．９２ ６７．７�
５５ フランドルシチー 牡７鹿 ５７ 上村 洋行 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５３８－ ６２：１９．４３ ２４．４
２２ ラガーアンバー 牡５黒鹿５７ 吉田 豊古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７４＋ ８２：１９．６１� １１６．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，７１１，５００円 複勝： ４３，５６９，６００円 枠連： １６，３５８，０００円

馬連： ６４，２５６，１００円 馬単： ４３，９７３，８００円 ワイド： ２６，６２６，４００円

３連複： ７９，００４，５００円 ３連単： １６７，６９２，２００円 計： ４７３，１９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １９０円 � ２７０円 � ４１０円 枠 連（４－８） １，６３０円

馬 連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，５３０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，１２０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ９，５６０円 ３ 連 単 ��� ３９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３１７１１５ 的中 � ５２３０３（２番人気）
複勝票数 計 ４３５６９６ 的中 � ７０１７９（２番人気）� ４１４４８（４番人気）� ２４４４２（７番人気）
枠連票数 計 １６３５８０ 的中 （４－８） ７４１２（７番人気）
馬連票数 計 ６４２５６１ 的中 �� ２３９４３（８番人気）
馬単票数 計 ４３９７３８ 的中 �� ９２０３（１３番人気）
ワイド票数 計 ２６６２６４ 的中 �� １０２１０（７番人気）�� ５８０３（１３番人気）�� ３４９７（２０番人気）
３連複票数 計 ７９００４５ 的中 ��� ６１０１（３１番人気）
３連単票数 計１６７６９２２ 的中 ��� ３１０５（１２４番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．５―１２．４―１３．８―１３．４―１３．１―１２．４―１２．３―１１．９―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２５．４―３７．８―５１．６―１：０５．０―１：１８．１―１：３０．５―１：４２．８―１：５４．７―２：０５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイパラダイス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．３．１３ 阪神１着

２００７．４．１２生 牡５黒鹿 母 トウカイミヤビ 母母 タイヨウスズラン １６戦４勝 賞金 ５７，５７５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。

対象レース



（２４中京１）第１日 ３月３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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 手 当

１６８，９２０，０００円
２，０８０，０００円
６，７００，０００円
１，５３０，０００円
１５，２４０，０００円
６２，７５８，５００円
４，８６２，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
２１７，８１７，６００円
３８７，８８０，６００円
１６９，１３１，４００円
５４７，６２４，７００円
３４６，８７０，２００円
２３９，０６２，５００円
７２２，０６３，５００円

１，２８０，１８０，６００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 ３，９１０，６３１，１００円

総入場人員 ２８，４５８名 （有料入場人員 ）


