
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

０７０１３ ３月４日 曇 稍重 （２４中京１）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・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� 基準タイム

中央レコード

１：５４．７
１：４７．８

重

重

１２ マコトラピスラズリ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ４４４± ０１：５５．７ ５．７�

６１２ ラルシュドール 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２－ ４１：５６．６５ ２．４�

８１５ セカンドペガサス 牝３鹿 ５４ 黛 弘人佐々木幸子氏 伊藤 圭三 新ひだか 漆原 哲雄 B４６４± ０１：５６．９１� ６１．７�
３５ ピンウィール 牝３栗 ５４ 幸 英明�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４－ ６１：５７．０� ５０．６�
５９ トゥルーマートル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４１８－ ８１：５７．３２ ６．９�
１１ ステラーフェアリー 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �ダイヤモンドファーム 新川 恵 浦河 有限会社

松田牧場 ４４０± ０１：５７．７２� ２９．３	
２４ シゲルサクランボ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３８－ ２１：５７．８クビ ９．０

４８ チャイナキッス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４１：５８．２２� ２５．５�
２３ メイクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ７．７�
４７ アラビアンパール 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－１４１：５８．４１� １６１．５

３６ クレールドリュヌ 牝３栗 ５４ 川須 栄彦 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５８＋２０１：５９．０３� １４．７�

７１４ サフィニアート 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎村山 卓也氏 高柳 瑞樹 平取 中川 隆 ５１６ ―１：５９．８５ １８５．４�
７１３ スリーセシール 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二永井商事� 武 宏平 新ひだか 藤井 益美 ４２４－１０２：００．０１� １９１．８�
６１１ ダークアイリス 牝３栗 ５４ 古川 吉洋中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４８２－ ２２：００．３２ １５．１�
５１０ クレバーインパクト 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次田� 正明氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 ４１８－１０２：０１．１５ ６３．１�
８１６ トミケンアバンセ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太冨樫 賢二氏 高野 友和 浦河 佐々木 恵一 ３９０－１８２：０２．９大差 １３４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，９４７，０００円 複勝： ２０，２３０，９００円 枠連： １０，１６７，１００円

馬連： ２８，０４４，８００円 馬単： ２０，４８９，７００円 ワイド： １４，７４０，２００円

３連複： ４２，１９７，１００円 ３連単： ６４，６２６，１００円 計： ２１２，４４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２１０円 � １４０円 � １，０３０円 枠 連（１－６） ６００円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ５，４９０円 �� ３，１６０円

３ 連 複 ��� ２３，８１０円 ３ 連 単 ��� ９９，１６０円

票 数

単勝票数 計 １１９４７０ 的中 � １６７７３（２番人気）
複勝票数 計 ２０２３０９ 的中 � ２４４１４（３番人気）� ５４５５８（１番人気）� ３４６３（１１番人気）
枠連票数 計 １０１６７１ 的中 （１－６） １２６９１（２番人気）
馬連票数 計 ２８０４４８ 的中 �� ２３６３３（２番人気）
馬単票数 計 ２０４８９７ 的中 �� ６５８０（６番人気）
ワイド票数 計 １４７４０２ 的中 �� ９３８１（３番人気）�� ６２０（５１番人気）�� １０８７（３７番人気）
３連複票数 計 ４２１９７１ 的中 ��� １３０８（７２番人気）
３連単票数 計 ６４６２６１ 的中 ��� ４８１（３１０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１３．８―１３．１―１２．６―１２．９―１３．７―１２．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３８．５―５１．６―１：０４．２―１：１７．１―１：３０．８―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．６
１
３
１５（２，１１，１６）６（１，９）１２（３，４，１４）８，５－１０，１３，７
１５，１２，２，１１（６，９）（１，４，１４）１６，３－（５，８）７，１０＝１３

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

勝馬の
紹 介

マコトラピスラズリ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．２．１１ 京都５着

２００９．４．１１生 牝３鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス ２戦１勝 賞金 ５，６００，０００円
〔騎手変更〕 チャイナキッス号の騎手嶋田純次は，第１日第６競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
〔制裁〕 ラルシュドール号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金１０，０００円。（２番・９番への進路影

響）
〔その他〕 クレバーインパクト号は，競走中に疾病〔右第３手根骨板状骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケンアバンセ号は，平成２４年４月４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グラスリベラル号
（非抽選馬） ３頭 ケープホーン号・ビバドリーム号・ファイアーアゲン号

０７０１４ ３月４日 曇 稍重 （２４中京１）第２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� 基準タイム

中央レコード

１：５４．７
１：４７．８

重

重

３４ スズカルパン 牡３鹿 ５６
５３ ▲花田 大昂永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４５０－ ６１：５６．７ ２．７�

４７ ニライジンク 牡３栗 ５６ 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４９０－ ２ 〃 ハナ １２．５�
３５ ヤマニンエクセラン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４９２± ０１：５７．２３ １２．１�
２３ エーシンハッブル 牡３青 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４９４＋ ２１：５７．５２ ４．７�
６１０ パ ト ス 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ５４０＋１６１：５７．６� ２０．２�
６１１ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０４－１４１：５７．９２ ５．６	
１１ ロトスカイハイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥國武 佳博氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４５４± ０１：５８．０クビ ２０２．２

５８ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６

５３ ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５５６－１０１：５８．４２� ４．７�
５９ レジェンドスズラン 牡３栗 ５６ 丸田 恭介鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 荒谷 英俊 ５１８－ ８１：５８．５� ４３．０�
２２ ニシノブンブンマル 牡３鹿 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 ４５８－ ４１：５８．６� ９０．５
４６ ユウキタカラオー 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ５０８＋ ８１：５８．７� ７０．８�
７１３ スノービアンコ 牡３芦 ５６

５３ ▲横山 和生山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ４３８．９�
８１５ ラストツヨシ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新冠 大林ファーム B４７２－１４１：５９．３３� １３５．０�
８１４ ク ー ノ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜門野 重雄氏 坪 憲章 宮崎 戸田 ゆり子 ４５６± ０１：５９．７２� ４３３．７�
７１２ ト ル ー マ ン 牡３鹿 ５６ 田中 博康栗嶋 豊明氏 木村 哲也 新ひだか 加野牧場 ４９８－ ２２：００．８７ １７８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，９７８，６００円 複勝： ２５，１９６，４００円 枠連： ８，０４０，２００円

馬連： ２６，１９４，３００円 馬単： １９，５０６，１００円 ワイド： １３，４０８，５００円

３連複： ３７，２６１，５００円 ３連単： ６０，７７２，９００円 計： ２０４，３５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � ３５０円 枠 連（３－４） ９４０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ６４０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ５，６４０円 ３ 連 単 ��� ２７，４７０円

票 数

単勝票数 計 １３９７８６ 的中 � ４１２３７（１番人気）
複勝票数 計 ２５１９６４ 的中 � ５９８２０（１番人気）� １８８２２（５番人気）� １５７５７（６番人気）
枠連票数 計 ８０４０２ 的中 （３－４） ６３７１（４番人気）
馬連票数 計 ２６１９４３ 的中 �� １１８２７（７番人気）
馬単票数 計 １９５０６１ 的中 �� ５２８４（１０番人気）
ワイド票数 計 １３４０８５ 的中 �� ５６５０（６番人気）�� ５３４１（８番人気）�� ２２５０（１６番人気）
３連複票数 計 ３７２６１５ 的中 ��� ４８８１（１９番人気）
３連単票数 計 ６０７７２９ 的中 ��� １６３３（８６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１４．０―１４．１―１３．５―１２．７―１３．０―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３８．５―５２．６―１：０６．１―１：１８．８―１：３１．８―１：４４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカルパン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．９．１０ 阪神４着

２００９．３．１６生 牡３鹿 母 ルンルンスズカ 母母 アイシングスズカ ９戦１勝 賞金 １５，４５０，０００円
〔騎手変更〕 スノービアンコ号の騎手嶋田純次は，第１日第６競走での落馬負傷のため横山和生に変更。
〔制裁〕 ユウキタカラオー号の騎手菅原隆一は，２コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。

スズカルパン号の騎手花田大昂は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
スズカルパン号の騎手花田大昂は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・１０番への
進路影響）

※出走取消馬 サンライズシックス号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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。
（非抽選馬） １頭 レッドアヴァロン号

第１回 中京競馬 第２日



０７０１５ ３月４日 曇 良 （２４中京１）第２日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０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� 基準タイム

中央レコード

１：２３．２
１：１９．０

良

良

１２ マ ス ク オ フ 牝３黒鹿５４ 川須 栄彦吉田 照哉氏 和田 正道 千歳 社台ファーム ４１４＋ ４１：２４．１ ２．９�

８１８ タマモトッププレイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８８－ ８１：２４．２� ６．５�
８１７ バーニングジール 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：２４．３クビ １４．１�
３５ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ５．２�
４７ ディアイレイザー 牡３栗 ５６ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 ４７４＋ ８１：２４．４クビ １６．１�
２４ クラウンエンビー 牡３栗 ５６ 幸 英明矢野 悦三氏 日吉 正和 鹿児島 小園 孝一 ４５４± ０ 〃 ハナ １２．９	
１１ ツキミハナミ 牡３芦 ５６ 太宰 啓介木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４５８－ ２１：２４．６１� ９．９

５９ ベネフィットユー 牡３黒鹿５６ 松山 弘平宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４４２－１６ 〃 ハナ １０６．０�
７１４ ハナズルナピエナ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム ４１２－ ８ 〃 アタマ ８．６�
８１６ リトルビッグマン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 友田牧場 ４４２＋ ６１：２４．７� ８８．３
５１０ エーティーオヤブン 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ １３．９�
６１２ ルクドゥフードル 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�ターフ・スポート角田 晃一 浦河 大北牧場 ４６２ ―１：２５．０１� １２３．７�
２３ テイエムブルーミン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 木原 一良 日高 滝本 健二 ４４６－ ６ 〃 ハナ １６６．４�
４８ リバーデュランダル 牡３栗 ５６ 西田雄一郎河越 武治氏 星野 忍 浦河 山春牧場 ３９２－ ８ 〃 クビ １４４．５�
６１１ カバリノランパンテ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４７２＋１０１：２５．２１� ２８６．８�

７１５ シ ー マ リ ア 牝３黒鹿５４ 丸野 勝虎根本 忠義氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４２４－ ４ 〃 クビ ５８．７�
（愛知）

３６ コスモウンディーネ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 文雅 新ひだか 中田 浩美 ４２８－ ６１：２５．４１� １８４．０�
７１３ シルフィード 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一幅田 京子氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４４０－３０１：２５．６１� ３４４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，３３７，２００円 複勝： ２７，０４５，７００円 枠連： １１，５８８，２００円

馬連： ３４，３９２，９００円 馬単： ２３，４５２，６００円 ワイド： １７，４６６，７００円

３連複： ５１，５７２，１００円 ３連単： ７５，０３２，５００円 計： ２５６，８８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ３５０円 枠 連（１－８） ６１０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� １，０７０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 ��� １９，３３０円

票 数

単勝票数 計 １６３３７２ 的中 � ４４７３９（１番人気）
複勝票数 計 ２７０４５７ 的中 � ６２３１５（１番人気）� ３０６９６（３番人気）� １６２２１（８番人気）
枠連票数 計 １１５８８２ 的中 （１－８） １４２３３（１番人気）
馬連票数 計 ３４３９２９ 的中 �� １９８６３（３番人気）
馬単票数 計 ２３４５２６ 的中 �� ８０６３（４番人気）
ワイド票数 計 １７４６６７ 的中 �� ７６７１（３番人気）�� ３９４１（１５番人気）�� ４９７５（９番人気）
３連複票数 計 ５１５７２１ 的中 ��� ８４７５（１０番人気）
３連単票数 計 ７５０３２５ 的中 ��� ２８６５（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．４―４７．７―１：００．２―１：１２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．４
３ １０（１４，１５）１６（４，１７）（３，８）（５，７，１８）（１，２）６（１１，１３）（１２，９） ４ １０，１５，１４（４，１６）８（３，１７）５（１，１８）（２，７）６（１１，１３）（１２，９）

勝馬の
紹 介

マ ス ク オ フ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１０．１０ 東京３着

２００９．５．４生 牝３黒鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔騎手変更〕 カバリノランパンテ号の騎手嶋田純次は，第１日第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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アドマイヤマグマ号・ショウナンマジック号・デジタルデータ号
※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。

０７０１６ ３月４日 曇 良 （２４中京１）第２日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０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� 基準タイム

中央レコード

１：３６．０
１：３１．４

良

良

２３ ラインロバート 牡３青鹿５６ 松田 大作大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：４０．５ １４．１�

５１０� アートオブキング 牡３栗 ５６ 太宰 啓介岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm ４５２－ ８ 〃 クビ ４０．０�
５９ アドマイヤギャラン 牝３青鹿５４ 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６２－ ８１：４０．７１� ６．９�
７１４ ベニノエクスプレス 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗�紅谷 武藤 善則 新冠 川上 悦夫 ４３４－ ４１：４０．９１� １１９．３�
３５ インクレセント 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム ４２２－ ６ 〃 クビ ２．０�
４７ シゲルササグリ 牡３黒鹿５６ 松山 弘平森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４９２± ０１：４１．０� ７．０	
２４ フランスギャル 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４７２＋１０１：４１．１	 ８０．４

８１５ ハッピーメイカー 牝３黒鹿５４ 丸野 勝虎�三枝牧場 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４３８－ ６１：４１．４１	 １５２．０�

（愛知）

７１３ エーシングランダム 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 ４７４－ ６１：４１．５	 ５．５�
６１１ ホッコーキンツル 牡３鹿 ５６ 村田 一誠矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 ４３２± ０１：４１．６	 １５８．３
４８ � ベルエアメイダン 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４４２± ０１：４１．７クビ ２８．６�
６１２ サンクフルネス 牡３青 ５６ 吉田 隼人小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 ４６０＋１６ 〃 クビ ２４．２�
８１６ モンハピネス 牝３青鹿５４ 柴山 雄一星野 壽市氏 大根田裕之 日高 前野牧場 ４００－ ６ 〃 同着 ２７５．４�
１１ フォルトファーレン 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：４２．３３� １６．４�
３６ トップイージス 牡３黒鹿５６ 幸 英明�コオロ 境 直行 新冠 柏木 一則 ４９０－ ４ 〃 クビ １２４．４�
１２ ギルデッドフレーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲森 一馬有限会社シルク清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 ４０６－ ４１：４２．９３� ３５６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７５４，０００円 複勝： ２７，７５８，６００円 枠連： １０，０５４，２００円

馬連： ３２，０６６，１００円 馬単： ２５，０４４，７００円 ワイド： １６，７５０，２００円

３連複： ４４，３９８，０００円 ３連単： ７７，７７３，４００円 計： ２５１，５９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ５００円 � １，０００円 � ２５０円 枠 連（２－５） ２，９００円

馬 連 �� ２０，４８０円 馬 単 �� ４１，７３０円

ワ イ ド �� ４，４５０円 �� １，６２０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� ３９，４８０円 ３ 連 単 ��� ２５１，７５０円

票 数

単勝票数 計 １７７５４０ 的中 � ９９５７（５番人気）
複勝票数 計 ２７７５８６ 的中 � １３９１７（７番人気）� ６４０５（９番人気）� ３５０４９（４番人気）
枠連票数 計 １００５４２ 的中 （２－５） ２５６２（１２番人気）
馬連票数 計 ３２０６６１ 的中 �� １１５６（４１番人気）
馬単票数 計 ２５０４４７ 的中 �� ４４３（８３番人気）
ワイド票数 計 １６７５０２ 的中 �� ９１６（３８番人気）�� ２５９８（１６番人気）�� １３１７（２８番人気）
３連複票数 計 ４４３９８０ 的中 ��� ８３０（９０番人気）
３連単票数 計 ７７７７３４ 的中 ��� ２２８（５５５番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１２．９―１３．１―１３．５―１３．１―１１．６―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．９―３７．８―５０．９―１：０４．４―１：１７．５―１：２９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインロバート �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 バ チ ア ー デビュー ２０１１．１０．３０ 東京５着

２００９．２．１４生 牡３青鹿 母 ディマクコンダ 母母 マストビーラヴド ５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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アールデュラン号・マイネルスパイス号
（非抽選馬） ９頭 エアロッシュ号・キチロクトップガン号・クライマックス号・ケントリューズ号・シゲルトマト号・

ジョイフルワールド号・トウケイヤマト号・ヒデノビクトリア号・レイズワーク号
※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。



０７０１７ ３月４日 曇 稍重 （２４中京１）第２日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５０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� 基準タイム

中央レコード

１：２４．１
１：２１．８

重

稍重

１１ ラフアウェイ 牝４青 ５５ 吉田 隼人�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４８＋ ４１：２５．７ ２．８�

６１２ ヴィクトリーマーチ 牝５栗 ５５ 武 幸四郎吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４５８－ ６１：２５．８� ５．５�
８１５ ミエノグレース 牝５栗 ５５ 福永 祐一里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B５００－ ２１：２６．２２� ３．６�
１２ ピュアマインド 牝４栗 ５５ 川須 栄彦吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５４＋ ８ 〃 クビ ２６．７�
７１４ ブランシェール 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：２６．３クビ ４０．９�
４８ デステニーアロー 牝６黒鹿５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１６± ０ 〃 クビ ５４．９�
５９ オンザスローン 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４３０－２４１：２６．４クビ １３８．９	
２３ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎
ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６０－ ２ 〃 アタマ １２．４�
４７ カノヤキャプテン 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５８－ ４１：２７．２５ １００．９�
５１０ イグナイトカフェ 牝６鹿 ５５

５２ ▲横山 和生西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８８＋ ４１：２７．４１� １１．１
７１３ ミニーバローズ 牝５鹿 ５５ 幸 英明猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４８０＋ ６ 〃 アタマ １６．４�
６１１� プランシングレディ 牝４鹿 ５５ 田中 博康ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新冠 若林牧場 B５１０＋１２ 〃 アタマ ３１０．０�
８１６ クリンゲルベルガー 牝６芦 ５５ 村田 一誠 
キャロットファーム 高柳 瑞樹 早来 ノーザンファーム ４５４＋１４１：２７．５� ９５．１�
３６ � サンタンジェロ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：２８．２４ １５．１�
２４ � クイーンザリッチ 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜前田 榮生氏 和田 正道 浦河 細道牧場 ４６８－ ４１：２８．６２� ５３．９�
３５ � フィッシュザビート 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 福田牧場 ４１６－１３１：３２．３大差 ８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７３５，８００円 複勝： ２８，５７４，０００円 枠連： １０，６７１，３００円

馬連： ３３，１２７，８００円 馬単： ２２，１３７，１００円 ワイド： １６，８７１，８００円

３連複： ４５，７２６，１００円 ３連単： ７４，１７２，０００円 計： ２４７，０１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（１－６） ８２０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ５，０８０円

票 数

単勝票数 計 １５７３５８ 的中 � ４５１９９（１番人気）
複勝票数 計 ２８５７４０ 的中 � ５３２６５（１番人気）� ４７７２２（３番人気）� ５２４０４（２番人気）
枠連票数 計 １０６７１３ 的中 （１－６） ９６５６（２番人気）
馬連票数 計 ３３１２７８ 的中 �� ２９７０２（２番人気）
馬単票数 計 ２２１３７１ 的中 �� １０７３９（３番人気）
ワイド票数 計 １６８７１８ 的中 �� １１１０１（２番人気）�� １９５８０（１番人気）�� １０７８１（３番人気）
３連複票数 計 ４５７２６１ 的中 ��� ３５０８７（１番人気）
３連単票数 計 ７４１７２０ 的中 ��� １０７８６（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．８―１３．１―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．５―４７．３―１：００．４―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．４
３ １，１４（７，１１）（１０，１２）（３，１３）５（４，８）（２，６）１５－９＝１６ ４ ・（１，１４）（７，１１）（１０，１２）（４，３，１３）（２，８）（５，９，６，１５）＝１６

勝馬の
紹 介

ラフアウェイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 King of Kings デビュー ２０１１．２．１２ 京都６着

２００８．４．２６生 牝４青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid １１戦２勝 賞金 ２１，４６０，０００円
〔騎手変更〕 フィッシュザビート号の騎手嶋田純次は，第１日第６競走での落馬負傷のため平野優に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィッシュザビート号は，平成２４年４月４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 リズモア号

０７０１８ ３月４日 小雨 稍重 （２４中京１）第２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）

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� 基準タイム

中央レコード

１：５４．７
１：４７．８

重

重

６１０ ダノンフィーバー 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１４－ ２１：５３．０ 基準タイム ２．４�

３５ キクノキセキ 牡５栗 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ４９６－ ６１：５３．３１� ３．５�
２３ アドマイヤジャコモ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ １３．０�
６１１ マンボダンサー 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４７２＋ ２１：５３．５１� ７４．０�
１１ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５０６± ０１：５３．６� ７．４�
５８ スターサイクル 牡６鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７６－１０ 〃 アタマ ９９．９	
３４ アポロストーム 牡６栗 ５７ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５１６＋ ６１：５３．８１� ３５．１

５９ クオリティタイム 	６鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ４１：５３．９
 ２４．３�
２２ � マルターズカイト 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４９０＋１２１：５４．０クビ １５．９�
４６ メイショウリバー 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４８４－ ２１：５４．１
 １１．６
７１２ ドリームネイチヤー 牡５鹿 ５７ 松山 弘平セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４３２－１４１：５４．６３ ２５．７�
７１３ シンワハーツクライ 牡４青 ５７

５６ ☆高倉 稜若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４４２－ ２１：５５．３４ ４７．０�
８１４ シルクエスティーム 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎有限会社シルク星野 忍 新冠 山岡ファーム ４７０－１８１：５５．６１� １８７．８�
４７ ミスタールイス 牡５青 ５７ 大野 拓弥田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 原 忠夫 ４６２－ ４１：５５．７� ３０．６�
８１５ ジョウノライアン 牡４黒鹿５７ 丸野 勝虎小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７８＋２２１：５６．５５ ２８８．２�

（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，５７９，０００円 複勝： ２２，８４８，０００円 枠連： ９，６４８，４００円

馬連： ３５，１８４，８００円 馬単： ２３，４７８，４００円 ワイド： １６，３８７，０００円

３連複： ４４，２５５，０００円 ３連単： ７３，４００，２００円 計： ２４０，７８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ３２０円 枠 連（３－６） ４４０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ６９０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ２，３８０円 ３ 連 単 ��� ７，３００円

票 数

単勝票数 計 １５５７９０ 的中 � ５１１９２（１番人気）
複勝票数 計 ２２８４８０ 的中 � ５１８９２（１番人気）� ４７２５２（２番人気）� １３３４７（６番人気）
枠連票数 計 ９６４８４ 的中 （３－６） １６４４１（１番人気）
馬連票数 計 ３５１８４８ 的中 �� ５４６５３（１番人気）
馬単票数 計 ２３４７８４ 的中 �� １９００１（１番人気）
ワイド票数 計 １６３８７０ 的中 �� ２３３４１（１番人気）�� ５３１９（６番人気）�� ３４１６（１２番人気）
３連複票数 計 ４４２５５０ 的中 ��� １３７４２（４番人気）
３連単票数 計 ７３４００２ 的中 ��� ７４２７（８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１３．０―１２．８―１２．０―１２．３―１２．８―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３７．３―５０．１―１：０２．１―１：１４．４―１：２７．２―１：３９．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンフィーバー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００８．１２．７ 阪神３着

２００６．２．１０生 牡６鹿 母 ビ バ ノ ン ノ 母母 Cutlasee ２１戦２勝 賞金 ３３，９７０，０００円
〔騎手変更〕 シンワハーツクライ号の騎手嶋田純次は，第１日第６競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
※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。



０７０１９ ３月４日 小雨 稍重 （２４中京１）第２日 第７競走 ��
��１，２００�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� 基準タイム

中央レコード

１：１４．１
１：０８．７

重

重

７１３ ランドタカラ 牡５黒鹿 ５７
５６ ☆高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８０－ ６１：１３．２ 基準タイム １４．７�

６１２� セイウンオウサム 牡５芦 ５７
５４ ▲中井 裕二西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５２０＋１０１：１３．４１� ８．１�
２４ オンワードセジール 牝６栗 ５５

５２ ▲西村 太一�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４５６－１２１：１３．７１	 １０．２�
３６ テングジョウ 牝７鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ９．３�
３５ サマーラグーン 牝６青鹿５５ 松山 弘平セゾンレースホース� 飯田 雄三 静内 静内酒井牧場 ４８２＋ ８１：１３．８クビ ９．１�
１１ バトルデーオ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ６１．４	
２３ タカノキング 牡５鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４８４＋１２１：１３．９クビ １３．９

６１１ サクラティアモ 牝５青 ５５

５２ ▲藤懸 貴志�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４２６－ ８ 〃 アタマ ７．１�
１２ キクノフレヴァン 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４７８± ０ 〃 クビ ５．１�
５１０
 トキノライジン 牡５栗 ５７

５４ ▲山崎 亮誠田中 準市氏 矢野 照正 新冠 村田牧場 ４６４＋１８１：１４．４３ １１６．４
８１６ グリーンファイヤー 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４８０＋ ２ 〃 ハナ １８．６�
８１５� マルターズブレーヴ �６鹿 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４６０－１０ 〃 クビ １５３．２�
５９ 
 ラブコマドリー 牝５栗 ５５ 伊藤 工真増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 加野牧場 ４９０－ ８１：１４．９３ １８８．１�
４７ 
 メイショウホロベツ 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４６０－２２１：１５．０� ７９．７�
４８ エナジーハート 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人�グランプリ 中尾 秀正 浦河 宮内牧場 ４２８－１０１：１５．１クビ ４．２�
７１４ コウエイキング �４鹿 ５７ 太宰 啓介西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４４４－ ２１：１５．２� ２２６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４３６，１００円 複勝： ２５，５９５，９００円 枠連： １２，６９９，１００円

馬連： ３５，６９６，６００円 馬単： ２３，５６３，５００円 ワイド： １７，９３０，５００円

３連複： ５３，２３３，１００円 ３連単： ８０，３７２，１００円 計： ２６３，５２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ４１０円 � ３３０円 � ３６０円 枠 連（６－７） ２，５５０円

馬 連 �� ４，５３０円 馬 単 �� １１，２００円

ワ イ ド �� １，２９０円 �� ２，３３０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� １３，８８０円 ３ 連 単 ��� ９９，８６０円

票 数

単勝票数 計 １４４３６１ 的中 � ７７９０（９番人気）
複勝票数 計 ２５５９５９ 的中 � １５９８３（９番人気）� ２１５６９（６番人気）� １９２７０（７番人気）
枠連票数 計 １２６９９１ 的中 （６－７） ３６８９（１２番人気）
馬連票数 計 ３５６９６６ 的中 �� ５８１９（２５番人気）
馬単票数 計 ２３５６３５ 的中 �� １５５３（５９番人気）
ワイド票数 計 １７９３０５ 的中 �� ３４９０（２１番人気）�� １８７０（４１番人気）�� ２８０９（２５番人気）
３連複票数 計 ５３２３３１ 的中 ��� ２８３１（６７番人気）
３連単票数 計 ８０３７２１ 的中 ��� ５９４（４８１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．７―１２．７―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．０―４７．７―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．２
３ ２（９，１１）（４，１６）３，８，５，７（１，１２，１４）（１０，１５，１３）６ ４ ２（９，１１）４，１６，３（１，５，８）（１２，７，１４）（１０，１５，１３）６

勝馬の
紹 介

ランドタカラ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２００９．９．１３ 阪神７着

２００７．３．１７生 牡５黒鹿 母 ランドローリエ 母母 Lettre d’Amour ２５戦２勝 賞金 ２３，８６０，０００円
〔騎手変更〕 セイウンオウサム号の騎手嶋田純次は，第１日第６競走での落馬負傷のため中井裕二に変更。
※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。
（非抽選馬） ２頭 アルテミス号・エーシンホーマー号

０７０２０ ３月４日 小雨 良 （２４中京１）第２日 第８競走 ��
��２，２００�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，４歳５６�５歳以上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� 基準タイム

中央レコード

２：１７．８
２：１０．１

良

良

７１３ ヒラボクビクトリー 牡４鹿 ５６ 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５８± ０２：１８．３ ３．１�

４７ トウシンヤマト 牡４黒鹿５６ 川須 栄彦�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４６４－ ６２：１８．５１� １１．８�

８１７ クリーンメタボ 牡４黒鹿５６ 太宰 啓介石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ２７．３�
５９ ヤマニンアーマー 牡４鹿 ５６ 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ８２：１８．６クビ ４９．４�
６１１ ワンダーアームフル 牡７鹿 ５７ 黛 弘人山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５２２＋ ２２：１８．７� ６８．４�
６１２ ダンシングムーン 	５鹿 ５７ 田中 博康岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド ４４２－ ６ 〃 クビ ２４．１�
２４ ダノンフェニックス 牡４黒鹿５６ 藤岡 康太�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３８－ ８２：１８．９１� ２．６	
３５ カシマパフューム 牝６栗 ５５ 西田雄一郎松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３０± ０ 〃 クビ ６６．８

７１５ クリノメダリスト 牝６栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３６－ ２ 〃 ハナ １２７．７�
７１４ ジョンブルクリス 牡４栗 ５６ 吉田 豊�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４８０＋ ８２：１９．０クビ ２３．８
４８ 
 クレバーロッシー 牡５栗 ５７ 丹内 祐次田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ４５６＋ ８ 〃 クビ ３８．４�
１１ クレバーキング 牡４鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６２＋１２２：１９．１クビ １５．０�
５１０ ナンヨーストロング 	５鹿 ５７ 幸 英明中村 �也氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４８６－ ８ 〃 ハナ ７．７�
８１８� マ ー ニ ー 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４０２＋１８ 〃 ハナ １８７．７�
３６ � キャニオンシンザン 牡４栗 ５６

５３ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ５０８＋ ８ 〃 ハナ ３２４．０�
２３ � タガノキズナ 牡４栗 ５６ 松田 大作八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１８－ ２ 〃 クビ ２６．３�
８１６� マイネルダウザー 牡５黒鹿５７ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 B５０２－１６２：１９．５２� １２３．６�
１２ フーガフューグ 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６２± ０２：２０．０３ １６４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４３１，０００円 複勝： ２５，９６０，４００円 枠連： １２，９２２，３００円

馬連： ３８，５２６，４００円 馬単： ２４，７６８，２００円 ワイド： １９，２１１，５００円

３連複： ５３，０３４，２００円 ３連単： ９１，３６９，３００円 計： ２８３，２２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � ４６０円 枠 連（４－７） １，０３０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，８７０円 �� ３，４１０円

３ 連 複 ��� １４，０９０円 ３ 連 単 ��� ４９，１２０円

票 数

単勝票数 計 １７４３１０ 的中 � ４４５６５（２番人気）
複勝票数 計 ２５９６０４ 的中 � ４５１９４（２番人気）� ２１２０９（４番人気）� １２８２６（６番人気）
枠連票数 計 １２９２２３ 的中 （４－７） ９３４０（４番人気）
馬連票数 計 ３８５２６４ 的中 �� １４１５０（６番人気）
馬単票数 計 ２４７６８２ 的中 �� ５７７０（８番人気）
ワイド票数 計 １９２１１５ 的中 �� ６６８９（６番人気）�� ２４９４（１９番人気）�� １３４０（３３番人気）
３連複票数 計 ５３０３４２ 的中 ��� ２７７９（４１番人気）
３連単票数 計 ９１３６９３ 的中 ��� １３７３（１２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．７―３６．１―４９．９―１：０３．６―１：１６．７―１：２９．４―１：４２．１―１：５４．４―２：０５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．２
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクビクトリー �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．２１ 京都８着

２００８．２．１５生 牡４鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール １０戦２勝 賞金 １９，１５０，０００円
〔騎手変更〕 マーニー号の騎手嶋田純次は，第１日第６競走での落馬負傷のため横山和生に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 オールターゲット号・ゼローソ号・トウカイソニック号・メイショウスピード号・リッカメルド号・

ローレルジャブラニ号



０７０２１ ３月４日 小雨 稍重 （２４中京１）第２日 第９競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５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� 基準タイム

中央レコード

１：２４．１
１：２１．８

重

稍重

１２ タイキルネサンス 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人�大樹ファーム 高木 登 早来 ノーザンファーム ５３８－ ６１：２５．７ １５．２�

１１ リズミックビート 牡５栗 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２０－ ６１：２６．０２ ６．９�
２３ デュアルサクセス 牡５黒鹿５７ 福永 祐一吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４２－ ６１：２６．２１� ３．７�
８１６ メイショウマレンゴ �６青鹿５７ 松田 大作松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４８０－１６１：２６．５１� ６６．３�
６１２ ネ グ レ ス コ 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 B４５８－ ２ 〃 アタマ ４．５�
６１１ コスモイルダーナ 牡５青鹿５７ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４８２－ ８ 〃 ハナ ４．９	
２４ � シャイニーベスト 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥八百板俊一郎氏 星野 忍 平取 雅 牧場 ４５４＋ ４１：２６．８１� １０．５

８１５ ニイハオジュウクン 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４３４＋ ６１：２６．９� ４７．８�
４８ シャイニングカラー 牡４黒鹿５７ 川須 栄彦 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４５８－１０１：２７．１� １４．４�
５１０� ゴールドサムソン 牡５青鹿５７ 松山 弘平金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５０６－ ８１：２７．４１� ４１．０
３６ � セルリアンディンゴ 牡４黒鹿５７ 幸 英明�イクタ 天間 昭一 むかわ フラット牧場 ４９０－ ４１：２７．６１� ２６．８�
５９ � フレンドチャンス 牡４鹿 ５７

５４ ▲横山 和生横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 木戸口牧場 ４２８－１３ 〃 クビ １９０．９�
７１４ カフェキングアイ 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４３８－ ６１：２７．７� ７５．６�
３５ ナガレボシイチバン 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優尾上 松壽氏 藤原 辰雄 新ひだか 小倉 光博 ４５６＋ ４１：２７．８� ９８．９�
７１３ トウカイシャンテ 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４６２－ ４１：２８．１１� ２７．３�
４７ � メ リ ト ゥ ム �７芦 ５７ 藤岡 康太田上 雅春氏 和田正一郎 静内 岡田スタツド B４５６－１０ 〃 ハナ ４８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，９１９，６００円 複勝： ３０，３１６，８００円 枠連： １７，６８２，５００円

馬連： ４３，９６８，７００円 馬単： ３０，５２６，１００円 ワイド： ２１，２５２，１００円

３連複： ５９，９９３，６００円 ３連単： １０７，８４１，９００円 計： ３２９，５０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ３６０円 � ２１０円 � １６０円 枠 連（１－１） ５，４８０円

馬 連 �� ４，９３０円 馬 単 �� １１，４５０円

ワ イ ド �� １，５３０円 �� １，１６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ４，３８０円 ３ 連 単 ��� ３８，８５０円

票 数

単勝票数 計 １７９１９６ 的中 � ９３１１（７番人気）
複勝票数 計 ３０３１６８ 的中 � １７９０９（６番人気）� ３９６９０（４番人気）� ６００７９（１番人気）
枠連票数 計 １７６８２５ 的中 （１－１） ２３８２（１８番人気）
馬連票数 計 ４３９６８７ 的中 �� ６５９４（１７番人気）
馬単票数 計 ３０５２６１ 的中 �� １９６８（４０番人気）
ワイド票数 計 ２１２５２１ 的中 �� ３２４３（１７番人気）�� ４３４８（１１番人気）�� １３３７７（２番人気）
３連複票数 計 ５９９９３６ 的中 ��� １０１０９（１０番人気）
３連単票数 計１０７８４１９ 的中 ��� ２０４９（１０２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．２―１２．５―１２．７―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．８―４８．３―１：０１．０―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキルネサンス �
�
父 Fasliyev �

�
母父 Fly Till Dawn デビュー ２００７．１２．１ 中山４着

２００５．３．２４生 牡７鹿 母 グッドゲーム 母母 Boom Bird １０戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
〔騎手変更〕 デュアルサクセス号の騎手嶋田純次は，第１日第６競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
〔制裁〕 メイショウマレンゴ号の騎手松田大作は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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） １頭 マッシヴリーダー号
（非抽選馬） ４頭 トーアティアレ号・リンドブルム号・レチタティーヴォ号・ワイルドビート号

０７０２２ ３月４日 小雨 良 （２４中京１）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�フローラルウォーク賞

発走１４時５０分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
名古屋競馬株式会社賞（１着）

賞 品
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：２３．２
１：１９．０

良

良

６１２ ニシノスタイル 牡３鹿 ５６ 松山 弘平西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４７４± ０１：２３．３ １０．０�

８１７ キリシマトリオ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４７２－ ６１：２３．４� ４６．６�
５１０ ニシノビークイック 牡３栗 ５６ 吉田 豊西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４６４－ ６１：２３．５� ３．８�
７１５ アブマーシュ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４５８－ ６１：２３．６クビ ７６．８�
１２ トランドネージュ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４６８－ ２１：２３．７� ３．７�
２３ タガノグーフォ 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４７８－ ６ 〃 クビ ５．８�
４７ トシザグレイト 牡３鹿 ５６ 原田 和真上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５６± ０１：２３．８クビ １０．５	
８１６ シンワクイーン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ ７２．６

５９ ノボリドリーム 牡３鹿 ５６ 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４２４－１０１：２３．９� ３２．５�
３５ フィロパトール 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ２８．１�
７１３ ローレルエナジー 牡３黒鹿５６ 松田 大作 ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 ５１６＋２２１：２４．１１ ５３．５�
６１１ ビッグプレゼンター 牡３鹿 ５６ 西村 太一西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４５４－ ６１：２４．２� ２０５．１�
８１８ ピュアソウル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４０２－ ８１：２４．３� ８．４�
３６ フライングバルーン 牝３栗 ５４ 上村 洋行吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３２－ ８１：２４．７２� １４．１�
２４ ダンツレアリティ 牝３栗 ５４ 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 ４３４－１０１：２５．１２� １６０．０�
７１４� クリーンチャンス 牡３芦 ５６ 太宰 啓介石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B４７４－ ８１：２５．４１� １６８．１�
４８ シルクティソナ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人有限会社シルク山内 研二 新ひだか 今 牧場 ４９２－ ２１：２５．６１� １１５．１�
１１ 	 オカノビジン 牝３栗 ５４ 丸野 勝虎岡元 匠氏 倉地 学 浦河 山田牧場 ４２２－ ３１：２７．４大差 ２０８．１�

（愛知） （愛知）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，１５９，２００円 複勝： ３７，４４６，６００円 枠連： １９，２４４，７００円

馬連： ６５，１７４，３００円 馬単： ３９，６６９，２００円 ワイド： ２８，０３６，２００円

３連複： ８６，９５６，９００円 ３連単： １５４，６６５，１００円 計： ４５４，３５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２９０円 � ８５０円 � １７０円 枠 連（６－８） ２，６８０円

馬 連 �� ２０，４３０円 馬 単 �� ３４，７３０円

ワ イ ド �� ４，７１０円 �� ５９０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� １６，８００円 ３ 連 単 ��� １４５，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２３１５９２ 的中 � １８３９１（５番人気）
複勝票数 計 ３７４４６６ 的中 � ３２６７６（５番人気）� ９０９２（１０番人気）� ７３２２３（２番人気）
枠連票数 計 １９２４４７ 的中 （６－８） ５３０６（１４番人気）
馬連票数 計 ６５１７４３ 的中 �� ２３５５（４６番人気）
馬単票数 計 ３９６６９２ 的中 �� ８４３（８０番人気）
ワイド票数 計 ２８０３６２ 的中 �� １３９８（４６番人気）�� １２７０２（４番人気）�� ３０１７（２６番人気）
３連複票数 計 ８６９５６９ 的中 ��� ３８２２（５０番人気）
３連単票数 計１５４６６５１ 的中 ��� ７８７（３９４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１２．３―１２．４―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．５―５９．９―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノスタイル �
�
父 デュランダル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．７．１７ 函館１着

２００９．２．１３生 牡３鹿 母 セイウンヒメラギ 母母 カディザデー ８戦２勝 賞金 ２６，９６０，０００円
〔騎手変更〕 クリーンチャンス号の騎手嶋田純次は，第１日第６競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オカノビジン号は，平成２４年４月４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） ６頭 カルナヴァレ号・クールユリア号・コスモアクセス号・サウスビクトル号・サンレイレーザー号・

マコトナワラタナ号
※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。



０７０２３ ３月４日 小雨 良 （２４中京１）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第４８回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・左）
４歳以上，２３．３．５以降２４．２．２６まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

中日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６２３，０００円 １７８，０００円 ８９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：０４．３
１：５６．１

良

良

６１１ スマートギア 牡７栗 ５６ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４６６－ ４２：０２．２ 基準タイム １３．７�

２３ ダンツホウテイ 牡７黒鹿５６ 吉田 豊山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７４－ ８２：０２．５１� １４．２�
８１７ ダノンバラード 牡４黒鹿５７ 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７８± ０２：０２．６� ２．９�
３５ ヒットザターゲット 牡４栗 ５５ 太宰 啓介前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０－ ４ 〃 ハナ １２．６�
８１６� エーシンジーライン 牡７黒鹿５７ 川須 栄彦�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm ４９４＋ ２２：０２．９１� １３．９�
２４ コロンバスサークル 牝６黒鹿５２ 柴山 雄一吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５６－ ２ 〃 アタマ １２．５�
８１５ セイカアレグロ 牡７鹿 ４９ 伊藤 工真久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム ５１８－１０２：０３．１１ １６４．２	
４７ オールアズワン 牡４黒鹿５３ 村田 一誠宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ６６．０

７１３ ダノンスパシーバ 牡５鹿 ５５ 藤岡 康太�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ５０８－ ８ 〃 クビ ７．０�
４８ シンメイフジ 牝５鹿 ５３ 古川 吉洋織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４６４－ ６２：０３．２クビ ２８．９�
７１４ メイショウカンパク 牡５黒鹿５６ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４９８＋ ８ 〃 クビ １４．０
６１２ リッツィースター 	５鹿 ５３ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４９０－ ４２：０３．３� ３５．８�
１２ マイネルスターリー 牡７鹿 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４９０＋ ２２：０３．４クビ ２６．２�
５１０ ア ク シ オ ン 牡９鹿 ５７ 田中 博康中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５２４－１２２：０３．５� ５２．０�
１１ � コスモファントム 牡５鹿 ５７．５ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５２０＋ ２２：０４．０３ ６．２�
５９ イケドラゴン 牡７栗 ５１ 上村 洋行池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２８－ ４２：０４．１� １２３．２�
３６ レインフォーレスト 牡６芦 ５４ 高倉 稜松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４７４± ０ （競走中止） ８８．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ８８，７００，９００円 複勝： １４０，３１５，８００円 枠連： ９０，９８５，５００円

馬連： ４２８，０５１，６００円 馬単： ２１２，３５６，９００円 ワイド： １３７，５９６，９００円

３連複： ６２６，３５０，８００円 ３連単： １，１０５，６８６，３００円 計： ２，８３０，０４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ３７０円 � ３６０円 � １５０円 枠 連（２－６） ２，８３０円

馬 連 �� ５，５１０円 馬 単 �� １２，２３０円

ワ イ ド �� １，５４０円 �� ７８０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ６，６９０円 ３ 連 単 ��� ５４，４１０円

票 数

単勝票数 計 ８８７００９ 的中 � ５１２１０（６番人気）
複勝票数 計１４０３１５８ 的中 � ８１９２３（７番人気）� ８４６９１（６番人気）� ３４６６９３（１番人気）
枠連票数 計 ９０９８５５ 的中 （２－６） ２３７７５（１５番人気）
馬連票数 計４２８０５１６ 的中 �� ５７３５２（２３番人気）
馬単票数 計２１２３５６９ 的中 �� １２８２３（５１番人気）
ワイド票数 計１３７５９６９ 的中 �� ２１５１０（２１番人気）�� ４４９３５（３番人気）�� ３５６３３（９番人気）
３連複票数 計６２６３５０８ 的中 ��� ６９１３９（１５番人気）
３連単票数 計１１０５６８６３ 的中 ��� １４９９９（１５６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．９―１２．８―１２．７―１２．０―１１．９―１２．２―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．２―３７．１―４９．９―１：０２．６―１：１４．６―１：２６．５―１：３８．７―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．７
１
３
１６（１，８，９）１５（４，１１）１７（３，５）（６，１３，１２）（２，７，１０，１４）
１６（１，９）１５，８，４，１１，３（６，１７）（５，１３，１２）２（７，１４）１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートギア �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パ ド ス ー ル デビュー ２００８．１．６ 京都３着

２００５．２．１２生 牡７栗 母 スケアヘッドライン 母母 シヤダイチヤツター ３３戦５勝 賞金 ２５１，２５８，０００円
〔競走中止〕 レインフォーレスト号は，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。
〔制裁〕 ヒットザターゲット号の騎手太宰啓介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）

０７０２４ ３月４日 小雨 良 （２４中京１）第２日 第１２競走
ペガサススタンド竣工記念

��１，２００�パノラマビューカップ
発走１６時００分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

なし
１：０６．５良

１１ ダイメイザクラ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４３２－１２１：１０．４ 基準タイム ３．８�

８１８ アルマリンピア 牝４鹿 ５５ 吉田 豊飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ １２．４�
７１４ リ ュ ン ヌ 牝５鹿 ５５ 高倉 稜吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４８０＋１０１：１０．５� １２．０�
２４ グレナディーン 牝５黒鹿５５ 幸 英明 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：１０．６� ６．０�
６１１ ブルームーンピサ 牝５芦 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４７６－ ４ 〃 アタマ ９．１�
３６ シュプリームギフト 牝４青鹿５５ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５８－ ８ 〃 ハナ ６．３�
８１６ アンフィルージュ 牝５栗 ５５ 藤岡 康太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 ４７４－１０１：１０．７� １２．４

４７ トップルビー 牝４黒鹿５５ 鮫島 良太�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４４０＋ ２１：１０．８クビ ７２．１�
７１５ メイショウバレーヌ 牝８栗 ５５ 田中 博康松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６４－ ８ 〃 クビ ９１．３�
５９ トウカイセレブ 牝６鹿 ５５ 松山 弘平内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４４０－１０１：１１．０� １０．９
８１７� シチリアーナ 牝７黒鹿５５ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４５８－ ２１：１１．１� ８６．７�
３５ � フラッパーミク 牝５黒鹿５５ 杉原 誠人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ ６４．３�
２３ チェリービスティー 牝４栗 ５５ 武 幸四郎備前島敏子氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２０－１０ 〃 クビ １６．４�
５１０ ミヤジメーテル 牝４黒鹿５５ 太宰 啓介曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 笹島 政信 ４７８＋ ２１：１１．３１� １９４．３�
４８ � サクラオハナ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人	さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４３８－ ８ 〃 クビ １８．１�
１２ � マヤノアンズ 牝７鹿 ５５ 丸田 恭介田所 英子氏 庄野 靖志 静内（有）石川牧場 B４４８－１２１：１１．４� ５９．５�
７１３ リビングプルーフ 牝５鹿 ５５ 松田 大作吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ８１：１１．５� １８７．５�
６１２ トロンプルイユ 牝５栗 ５５ 古川 吉洋前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２± ０ 〃 ハナ ３６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，６７９，３００円 複勝： ５１，１２５，５００円 枠連： ２８，３１２，９００円

馬連： ９５，３０６，５００円 馬単： ５３，７００，４００円 ワイド： ３８，９７４，０００円

３連複： １３７，０４８，６００円 ３連単： ２５０，６９２，６００円 計： ６８７，８３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ３５０円 � ３７０円 枠 連（１－８） ９１０円

馬 連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� １，１１０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� １１，１６０円 ３ 連 単 ��� ５３，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３２６７９３ 的中 � ６８９３５（１番人気）
複勝票数 計 ５１１２５５ 的中 � １００２１３（１番人気）� ３４３１９（６番人気）� ３２２４１（８番人気）
枠連票数 計 ２８３１２９ 的中 （１－８） ２３０５２（２番人気）
馬連票数 計 ９５３０６５ 的中 �� ２８５５５（７番人気）
馬単票数 計 ５３７００４ 的中 �� １０３８１（６番人気）
ワイド票数 計 ３８９７４０ 的中 �� ９８０７（９番人気）�� ８７９９（１１番人気）�� ３２０１（３７番人気）
３連複票数 計１３７０４８６ 的中 ��� ９０６５（３４番人気）
３連単票数 計２５０６９２６ 的中 ��� ３４７６（１２９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．７―１２．２―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．６―４６．８―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．８
３ １４，１０（５，８）（１，１３）１２（４，１８）（３，６，１６，１７）（９，１１）－（７，１５）２ ４ １４，１０，５，８（１，１３）１２（４，１８）１６（３，６）（１１，１７）９，１５，７，２

勝馬の
紹 介

ダイメイザクラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．２．２８ 中山４着

２００７．４．２４生 牝５鹿 母 プリモピアット 母母 マターオブプライド １９戦４勝 賞金 ５６，３８６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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 ラガーリンリン号
（非抽選馬） １頭 テイエムアモーレ号

３レース目



（２４中京１）第２日 ３月４日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １９９頭 本 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

２１８，１６０，０００円
５，３８０，０００円
２，１３０，０００円
２０，０６０，０００円
６５，９２２，０００円
５，４６３，０００円
１，９１０，４００円

勝馬投票券売得金
２８５，６５７，７００円
４６２，４１４，６００円
２４２，０１６，４００円
８９５，７３４，８００円
５１８，６９２，９００円
３５８，６２５，６００円
１，２８２，０２７，０００円
２，２１６，４０４，４００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 ６，２６１，５７３，４００円

総入場人員 ２２，３９７名 （有料入場人員 ２０，９５６名）


