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０７０２５ ３月１０日 曇 不良 （２４中京１）第３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� 基準タイム

中央レコード

１：１３．２
１：０８．７

稍重

重

１２ キタサンウンリュー 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 ５３０－ ４１：１２．５ 基準タイム １．６�

２４ クラウンカイザー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲水口 優也矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 ４９０－ ５ 〃 ハナ ６３．３�

６１２ ドラゴンエッグ 牝３鹿 ５４ 国分 優作越田 英喜氏 坪 憲章 新ひだか 松田牧場 ４５２－ ４１：１２．９２� １５．２�
４７ ビッグビート 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５５８－ ４１：１３．４３ ４．２�
１１ カシノアゲート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 B４６２－ ２ 〃 クビ ６２．１�
６１１ トーセンムンク 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４５０－ ２１：１３．５クビ １０．０


２３ オ ン ジ ェ ム 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 新開 幸一 日高 高柳 隆男 ４５８－１２１：１３．７１� １９．０�
５１０ ア ン コ ー ル 牡３黒鹿５６ 北村 友一岩� 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４９６ ―１：１４．３３� ８７．２�
８１６ スウェプトビア 牡３芦 ５６

５３ ▲中井 裕二畑佐 博氏 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 ４４０－ ４１：１５．０４ １１７．６
５９ クラウンカミーノ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎矢野 悦三氏 小野 次郎 新冠 カミイスタット ４４８－１２１：１５．２１� ２８．７�
４８ マリンザスターズ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４８４－ ６１：１５．３� ８６．２�
８１５ ナガラクラウン 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 向別牧場 ４２６± ０１：１５．５１� １１１．６�
７１４ クラウンエリザベス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生矢野 悦三氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 ４１８－１２１：１６．２４ ３１９．６�
３６ シアワセノカネ 牡３栗 ５６ 松山 弘平キャピタルクラブ 田島 良保 浦河 カナイシスタッド ４９４ ―１：１６．６２� ４４．３�
３５ メモリージルバ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋�シンザンクラブ 角田 晃一 日高 藤本 直弘 ４７８ ―１：１６．９１� １５６．７�
７１３ トーアアルマダ 牡３鹿 ５６ 田中 博康高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 B４６８± ０１：１８．５１０ １０８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，２４５，９００円 複勝： ３１，４０７，５００円 枠連： ７，１３２，７００円

馬連： ２１，６８２，５００円 馬単： ２０，９０９，５００円 ワイド： １１，６１０，３００円

３連複： ３４，６８３，５００円 ３連単： ６７，５５９，３００円 計： ２０７，２３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １，０６０円 � ２９０円 枠 連（１－２） ６６０円

馬 連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ４，４６０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ４３０円 �� ４，６００円

３ 連 複 ��� ９，５８０円 ３ 連 単 ��� ３８，７８０円

票 数

単勝票数 計 １２２４５９ 的中 � ６３６７１（１番人気）
複勝票数 計 ３１４０７５ 的中 � ２０２１９６（１番人気）� ２９０７（１１番人気）� １３７７４（４番人気）
枠連票数 計 ７１３２７ 的中 （１－２） ８０６７（３番人気）
馬連票数 計 ２１６８２５ 的中 �� ５３５７（１０番人気）
馬単票数 計 ２０９０９５ 的中 �� ３４６０（１２番人気）
ワイド票数 計 １１６１０３ 的中 �� ２３６９（１２番人気）�� ７４０７（３番人気）�� ５７６（３９番人気）
３連複票数 計 ３４６８３５ 的中 ��� ２６７２（３１番人気）
３連単票数 計 ６７５５９３ 的中 ��� １２８６（１０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．９―１２．３―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．４―４７．７―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
３ ４，２（３，７，９）１１（１２，１６）－１（１０，１３）８＝１５－６（５，１４） ４ ・（４，２）３（７，９）１２，１１－（１，１６）－（８，１０）１３＝１５－（５，１４）－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キタサンウンリュー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．１２．１１ 阪神５着

２００９．３．５生 牡３黒鹿 母 スペシャルウーマン 母母 タイキミステリー ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔発走状況〕 キタサンウンリュー号は，枠入り不良。

トーアアルマダ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
発走時刻７分遅延。

〔制裁〕 トーアアルマダ号の騎手田中博康は，発馬機内での御法（くぐられた）について過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 キタサンウンリュー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シアワセノカネ号・メモリージルバ号は，平成２４年４月１０日まで平地競走に出走できない。

トーアアルマダ号は，平成２４年５月１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アストゥリアス号・トウショウジュピタ号・トウショウスコア号

０７０２６ ３月１０日 曇 不良 （２４中京１）第３日 第２競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

１：５３．０
１：４７．８

稍重

重

５１０ アムールクエスト 牡３鹿 ５６ 北村 友一村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５０－ ６１：５４．９ １８．６�

２３ トウカイマルシェ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ５．６�
４８ キングスバーン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ４９０－ ４１：５５．０� ３．８�
４７ リーゼントブルース 牡３芦 ５６ 松山 弘平三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B４７４－ ２１：５５．２１� ３．７�
６１２ シーフェリックス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介藤田 宗平氏 加藤 敬二 新冠 八木農場 ４４８－ ２ 〃 クビ ９．６�
６１１ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 田中 博康 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５０－ ８１：５５．７３ ４．９�
１１ ルスナイスナイパー 牡３栗 ５６ 飯田 祐史	�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２８－１２１：５６．３３� ５９．８

１２ キタノハヤブサ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ５０４－ ４１：５６．５１� １７４．７�
８１６ マキシムギャラント 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４３２± ０１：５６．６クビ ３５．２�
５９ ケントリューズ 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二大迫 基弘氏 岡田 稲男 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６－ ４１：５７．０２� ７７．７

３６ ク ロ ク モ �３青鹿５６ 西田雄一郎石田 宏氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード ４５２＋ ２１：５７．５３ ２４．０�

８１５ ミライヘノカゼ 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ８１：５７．６� ４８．２�

７１３ マ ッ ド パ イ 牡３青鹿５６ 宮崎 北斗井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４８４－１０１：５７．７クビ ２５．４�

３５ シュターケン 牡３鹿 ５６
５３ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４３２＋ ４１：５８．７６ ２９４．９�

７１４ ポ シ ド ニ ア 牝３鹿 ５４
５１ ▲横山 和生畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 岡部牧場 ４１０＋ ８１：５８．８� ３５４．２�

２４ エヴァンバローズ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 水上 習孝 ４８８± ０１：５９．７５ ８７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，０４５，６００円 複勝： １９，６２７，３００円 枠連： ６，８３４，９００円

馬連： １８，８１７，５００円 馬単： １３，２６６，２００円 ワイド： ９，２５２，８００円

３連複： ２６，８４７，２００円 ３連単： ４３，０１３，１００円 計： １４５，７０４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ５００円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（２－５） ４，３５０円

馬 連 �� ４，９５０円 馬 単 �� １２，３００円

ワ イ ド �� １，７９０円 �� １，８６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ７，３５０円 ３ 連 単 ��� ７２，６４０円

票 数

単勝票数 計 ８０４５６ 的中 � ３４２１（６番人気）
複勝票数 計 １９６２７３ 的中 � ８５００（６番人気）� ２５１９０（３番人気）� ３０１６７（２番人気）
枠連票数 計 ６８３４９ 的中 （２－５） １１６２（１４番人気）
馬連票数 計 １８８１７５ 的中 �� ２８０７（１６番人気）
馬単票数 計 １３２６６２ 的中 �� ７９６（４１番人気）
ワイド票数 計 ９２５２８ 的中 �� １２３４（１９番人気）�� １１８１（２０番人気）�� ４３８３（６番人気）
３連複票数 計 ２６８４７２ 的中 ��� ２６９８（１９番人気）
３連単票数 計 ４３０１３１ 的中 ��� ４３７（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．２―５０．７―１：０４．１―１：１６．７―１：２９．３―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アムールクエスト �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１２．２．２６ 阪神８着

２００９．５．１３生 牡３鹿 母 サンエムラヴ 母母 サンエムエンプレス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時２０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルキョホウ号・マイソールネスト号
（非抽選馬） １頭 ルネッサンスブルー号

第１回 中京競馬 第３日



０７０２７ ３月１０日 曇 不良 （２４中京１）第３日 第３競走 １，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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

１：２４．１
１：２１．８

重

稍重

８１６ バルスピュール 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４５０± ０１：２５．９ ８．７�

８１５ パスパルトゥー 牝３栗 ５４ 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６－ ２ 〃 クビ ２．１�
２４ ヒ シ ア ー ト 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一阿部雅一郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：２６．７５ ８．３�
６１１ クニコチャン 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗�岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 ４５２－ ４１：２６．８� ６．９�
５９ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４３０－ ４１：２７．１２ ２４７．６�
１２ チーフザムーン 牝３青鹿５４ 伊藤 工真川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 高村牧場 B４７２－ ２ 〃 クビ ５６．８�
２３ セツゲツフウカ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋�樽さゆり氏 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４２８－ ４１：２７．３１� ６．９	
３６ ルチルマニッシュ 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 見上牧場 ４６４－ ４１：２７．５１� １６．８

７１４ フ リ ポ ン ヌ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優�ターフ・スポート松永 康利 浦河 大北牧場 ４３０－１０１：２７．６クビ １４２．９�
６１２ ジ ェ ネ カ ー 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦大社 聡氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ２ 〃 アタマ ４６．２
７１３ メイショウイザヨイ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 ４６８ ―１：２７．７クビ ９１．８�
３５ マスタープラネッツ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�谷岡牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 谷岡牧場 ４３８－ ８１：２８．５５ １７．９�
４７ サンマルキュート 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ４１４－１６１：２８．７１� １８５．４�
５１０ ステージマキシマム 牝３栗 ５４ 黛 弘人保谷フミ子氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４４６－ ２１：２９．４４ ３５．９�
４８ ヤマノクリスタル 牝３青鹿５４ 四位 洋文山住 勲氏 千田 輝彦 日高 竹島 幸治 ４６２＋１２１：２９．９３ ３１．９�
１１ ラインジェニファー 牝３芦 ５４ 松田 大作大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 ４１４ ― （競走中止） ６１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，６４３，４００円 複勝： １７，３５４，０００円 枠連： ７，８７２，６００円

馬連： １８，４０１，２００円 馬単： １６，５２４，１００円 ワイド： ９，８１５，３００円

３連複： ２５，９６９，９００円 ３連単： ４３，１３０，６００円 計： １４８，７１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（８－８） ８８０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ８５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� １６，５７０円

票 数

単勝票数 計 ９６４３４ 的中 � ８７６２（５番人気）
複勝票数 計 １７３５４０ 的中 � ２３３９０（２番人気）� ５４２９６（１番人気）� １５９０３（５番人気）
枠連票数 計 ７８７２６ 的中 （８－８） ６６４７（３番人気）
馬連票数 計 １８４０１２ 的中 �� １４９１７（３番人気）
馬単票数 計 １６５２４１ 的中 �� ４７０６（７番人気）
ワイド票数 計 ９８１５３ 的中 �� ７０６９（３番人気）�� ２５９３（９番人気）�� ６８７４（４番人気）
３連複票数 計 ２５９６９９ 的中 ��� ８２９８（６番人気）
３連単票数 計 ４３１３０６ 的中 ��� １９２２（３９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．７―１２．２―１２．８―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．２―４７．４―１：００．２―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バルスピュール �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１０．２９ 東京６着

２００９．３．１５生 牝３黒鹿 母 サ ウ ダ ー ジ 母母 シルヴアード ５戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔競走中止〕 ラインジェニファー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 オメガエンブレム号・トーブプリンセス号

０７０２８ ３月１０日 曇 稍重 （２４中京１）第３日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５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

８１６ ロマンスリップ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 B４５８－１８１：２５．８ ９４．０�

７１３ テ ム ジ ン 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜熊谷 貴之氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：２６．０１� １．９�

１２ コンパティビリティ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：２６．３２ ４．０�
８１７� スピリテッドエアー 牝３青 ５４ 国分 優作岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛

Breeding Capital
PLC & Swetten-
ham Stud

４８２ ― 〃 アタマ １３．４�
６１２ ロイヤルチョイス 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二�G１レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８－１０１：２６．５１� ２７．３�

７１５ アラディローザ 牝３鹿 ５４
５１ ▲水口 優也有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋１８ 〃 ハナ ２０．５	

４８ アースワンシャープ 牝３栗 ５４ 松田 大作松山 増男氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム ４７０ ―１：２６．６� １３６．０

１１ ワンダーブロタール 牝３栗 ５４ 荻野 琢真山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 永田 克之 ４４２ ― 〃 ハナ ２８．２�
８１８ ラブトゥオール 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４６８＋１４１：２６．７� ２２．２�
２３ クラシックヴィオラ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平岩� 僖澄氏 境 直行 日高 春木 昭雄 ４２６－ ６１：２７．１２� １６６．２
６１１ タマモオーロラ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人タマモ� 田島 良保 新ひだか 野坂牧場 ３９６－ ６１：２７．５２� ２４．３�
２４ ケージートチオトメ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４３４ ―１：２７．７１� ５４．４�
５１０ ストロベリーフィズ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４５０ ―１：２７．８� ９９．７�
５９ ユアーズエバー 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 浦河 秋場牧場 ４２０ ― 〃 ハナ １６６．９�
３５ ドリームパイソン 牡３栗 ５６ 柴山 雄一セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 協栄組合 ４７８＋ ４１：２７．９� １６．８�
４７ メイショウアサアケ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 B４８２± ０１：２８．１１� ２０．１�
７１４ ヤマニンオリアン 牡３栗 ５６ 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４６０＋ ２１：２８．４１� １３８．８�
３６ メイショウストック 牝３栗 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 宏平 新ひだか 本桐牧場 ４１４＋１８１：２８．５� ９２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，００７，３００円 複勝： １７，６１９，１００円 枠連： ８，６５１，７００円

馬連： １９，８７８，９００円 馬単： １７，８９７，０００円 ワイド： １０，９５２，５００円

３連複： ３１，４９７，５００円 ３連単： ４９，９８５，６００円 計： １６７，４８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，４００円 複 勝 � １，４６０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（７－８） ５１０円

馬 連 �� ６，８４０円 馬 単 �� ２８，５９０円

ワ イ ド �� ３，０９０円 �� ３，９５０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ６，７８０円 ３ 連 単 ��� １１２，８２０円

票 数

単勝票数 計 １１００７３ 的中 � ９２３（１３番人気）
複勝票数 計 １７６１９１ 的中 � １７３２（１３番人気）� ５０００９（１番人気）� ３９４１８（２番人気）
枠連票数 計 ８６５１７ 的中 （７－８） １２５７０（２番人気）
馬連票数 計 １９８７８９ 的中 �� ２１４７（１８番人気）
馬単票数 計 １７８９７０ 的中 �� ４６２（６０番人気）
ワイド票数 計 １０９５２５ 的中 �� ７１７（３２番人気）�� ５５８（４３番人気）�� ２０４１３（１番人気）
３連複票数 計 ３１４９７５ 的中 ��� ３４３２（１８番人気）
３連単票数 計 ４９９８５６ 的中 ��� ３２７（３０６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．６―１２．８―１２．６―１２．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３５．６―４８．４―１：０１．０―１：１３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３７．４
３ １５，１４（１２，１８）１３（４，１７）（２，１０）（７，１１，９，１６）８，３（５，６）＝１ ４ １５，１４（１２，１８）１３（４，１７）２（７，１０）（１１，９）（５，８，１６）（６，３）－１

勝馬の
紹 介

ロマンスリップ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１１．５ 京都７着

２００９．３．１９生 牝３鹿 母 マヤノクリオネ 母母 レディコスマー 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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケンブリッジスワン号
（非抽選馬） ４頭 エリモヴィエント号・オンワードアマンド号・スイートブライアー号・タガノリバレンス号



０７０２９ ３月１０日 曇 稍重 （２４中京１）第３日 第５競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時４５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

２：０２．２
１：５６．１

良

良

２４ カポーティスター 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１８－ ４２：０６．７ ２．０�

６１１ ハギノウィッシュ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム ４９０－ ６２：０６．９１� ６．９�
３５ ヘリオスフィア 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４６８－ ４２：０７．２１� ２０．５�
４８ ホッコーアタック 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦矢部 幸一氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４５６－ ４２：０７．３クビ ６３．０�
７１４ アールデュラン 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４６８－１４２：０７．５１� １４．３�
７１５ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４５０＋ ６２：０７．６� ６６．８�
１１ マンノプロジェクト 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４５６－ ４２：０７．７クビ ５６．６�
５１０ ト ー ア ル イ 牡３栗 ５６

５３ ▲藤懸 貴志高山ランド	 平田 修 豊浦トーア牧場 ４５４ ―２：０７．９１ ３３９．６

６１２ ドラケンスバーグ 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４ 〃 クビ ４．９�
８１７ ウォーレンバローズ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４８２－１２２：０８．０� １７３．７
４７ サカジロスイセイ 牡３鹿 ５６ 国分 優作ロイヤルパーク 武 宏平 日高 長谷部牧場 ４５８－ ６２：０８．２１� ３８．１�
８１８ ヤマニンブリス 牡３黒鹿５６ 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６２－ ２２：０８．４１� ３０．９�
２３ マイネルマイティ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 天羽牧場 ５４２－ ４ 〃 ハナ ３３．３�
８１６ ヒデノリード 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎大石 秀夫氏 昆 貢 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５５４－ ４ 〃 クビ ４０．８�
５９ スズカアーサー 牡３鹿 ５６ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５２－１０２：０８．９３ １０．８�
３６ ア ル プ ス 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋小田 廣美氏 石栗 龍彦 新冠 津田牧場 ４７８－ ６２：０９．３２� ４９７．５�
１２ ナンゴクユニバース 牡３鹿 ５６ 北村 友一渡 義光氏 武 宏平 新ひだか 桜井牧場 ４２８－１４２：０９．５１� １８２．１�
７１３ ツインピークス 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 武藤 善則 日高 ファーミングヤナキタ ４７４－ ４２：０９．６� ３０９．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，２８５，７００円 複勝： ３０，２８２，３００円 枠連： １１，９１９，６００円

馬連： ２８，０２０，４００円 馬単： ２０，１６２，８００円 ワイド： １６，４０９，４００円

３連複： ４１，６４７，７００円 ３連単： ６４，５５６，９００円 計： ２２９，２８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ３３０円 枠 連（２－６） ２２０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ５８０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� １３，０２０円

票 数

単勝票数 計 １６２８５７ 的中 � ６７３３７（１番人気）
複勝票数 計 ３０２８２３ 的中 � ８３２３３（１番人気）� ３８１９３（３番人気）� １８１３４（６番人気）
枠連票数 計 １１９１９６ 的中 （２－６） ４１２３７（１番人気）
馬連票数 計 ２８０２０４ 的中 �� ２７０４３（２番人気）
馬単票数 計 ２０１６２８ 的中 �� １２６８８（２番人気）
ワイド票数 計 １６４０９４ 的中 �� １４６４４（２番人気）�� ６８２９（５番人気）�� ３１２８（１２番人気）
３連複票数 計 ４１６４７７ 的中 ��� ８２７５（８番人気）
３連単票数 計 ６４５５６９ 的中 ��� ３６６１（２５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１３．４―１３．８―１３．３―１３．１―１２．８―１２．３―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３７．４―５１．２―１：０４．５―１：１７．６―１：３０．４―１：４２．７―１：５４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．３
１
３
９（１２，１４）１１（１３，１８）５（１，４）１７，８（３，１５）１６，６，１０，７，２
９（１２，１４）（１１，１８）（１３，４）５（１，８，１７）（３，１６）１５，１０－（６，２）－７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カポーティスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー ２０１２．２．１２ 京都２着

２００９．２．２２生 牡３黒鹿 母 サ ビ ア ー レ 母母 Sakura Fabulous ３戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
※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） ２頭 キョウエイマイン号・ギンザコンバット号

０７０３０ ３月１０日 曇 重 （２４中京１）第３日 第６競走 １，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時３５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

１：５３．０
１：４７．８

稍重

重

５５ レ ジ ア ー ネ �４鹿 ５７ 四位 洋文広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４６４＋ ２１：５３．１ ３．１�

８１０ オーヴァージョイド 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１６± ０１：５３．７３� ２．６�
７７ マイネルラピド 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤 征弘 浦河 ハッピーネ
モファーム ４８０－ ４１：５３．８� ５．０�

２２ � エバーオンワード 牡４鹿 ５７ 田中 博康井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 ４６８－ ６１：５４．０１ ２４．２�
６６ マヤリッシュ 牝４黒鹿５５ 渡辺 薫彦�まの 大橋 勇樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４１０－ ４１：５４．１� ６１．９�
１１ 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± ０１：５４．３１� ７５．５	
４４ ドリームシガー 牡５黒鹿５７ 北村 友一セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 対馬 正 ５３８－ ６１：５４．４� ５．３

８９ エムオークラウン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥大浅 貢氏 高柳 瑞樹 日高 門別牧場 B４５２－ ８１：５４．７１� ４５．６�
７８ � ダンスインザスカイ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５４＋ ６１：５４．８� ４６．８�
３３ スパーブクィーン 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４４± ０１：５９．１大差 ２５．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，６５１，６００円 複勝： １６，６７９，２００円 枠連： ５，０７０，３００円

馬連： １９，３５６，８００円 馬単： １７，１００，５００円 ワイド： １０，３９７，８００円

３連複： ２７，２９８，２００円 ３連単： ６６，４１２，１００円 計： １７２，９６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（５－８） ４１０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� ２，６９０円

票 数

単勝票数 計 １０６５１６ 的中 � ２７９７４（２番人気）
複勝票数 計 １６６７９２ 的中 � ４４７７７（１番人気）� ３６７７９（２番人気）� ２４７６４（４番人気）
枠連票数 計 ５０７０３ 的中 （５－８） ９２０９（１番人気）
馬連票数 計 １９３５６８ 的中 �� ３７０４２（１番人気）
馬単票数 計 １７１００５ 的中 �� １５１２８（２番人気）
ワイド票数 計 １０３９７８ 的中 �� １７０２０（１番人気）�� ６８４１（６番人気）�� １０３０９（４番人気）
３連複票数 計 ２７２９８２ 的中 ��� ３８４９０（２番人気）
３連単票数 計 ６６４１２１ 的中 ��� １８２７０（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．９―１３．６―１３．３―１２．３―１２．６―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．７―５０．３―１：０３．６―１：１５．９―１：２８．５―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

レ ジ ア ー ネ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１１．１．２２ 京都１１着

２００８．５．２２生 �４鹿 母 コーディーライン 母母 Private Encore ７戦１勝 賞金 １３，５００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパーブクィーン号は，平成２４年４月１０日まで平地競走に出走できない。
※マヤリッシュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０７０３１ ３月１０日 曇 重 （２４中京１）第３日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時０５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

７１２ スズカセクレターボ 牡４栗 ５７ 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７２＋ ４１：２４．１ ２．７�

３５ ラッシュザワーク 牡５栗 ５７
５４ ▲平野 優 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：２４．３１� １２．９�

５９ オ リ ジ ン �４鹿 ５７ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４６２－ ６１：２４．６１� ６．６�
４７ サワヤカユウタ 牡４栗 ５７ 北村 友一中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６＋ ６１：２４．７� ４．８�
２２ � トーホウペガサス 牡５鹿 ５７ 四位 洋文東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５１０＋ ８１：２５．０１� ３．７�
１１ � レチタティーヴォ 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 ４５４－ ６１：２５．３２ ５３．２�
２３ リ ズ モ ア 牝５鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人 	キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２ 〃 クビ ４１．９

６１０ フィドルプレイヤー 牝５栗 ５５ 川須 栄彦下河�行雄氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 ４８８－ ４１：２５．６１� ３８．６�
４６ コマンドパワー 牡４鹿 ５７ 的場 勇人平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン

牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ２６．１
３４ � キャピタルチャンス 牡４鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 ４９６－１４１：２５．９２ １７６．３�
８１４ カシノピストン 牡５芦 ５７ 松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４７２＋１４１：２６．４３ １３０．２�
６１１ シ ー マ ー ク 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 	社台レースホース高橋 文雅 千歳 社台ファーム ５３６－１４１：２６．５クビ ７６．０�
７１３ ディアトゥドリーム 牡６栗 ５７ 松田 大作増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 三石橋本牧場 ４６８＋ ８１：２７．２４ ６４．０�
８１５ ゲンパチボロン 牡４栗 ５７ 国分 優作平野 武志氏 相沢 郁 新ひだか タガミファーム B４８０＋ ４ 〃 ハナ ５８．４�
５８ � ゴールドループ 牝４栗 ５５

５４ ☆高倉 稜 IHR 和田正一郎 新ひだか 山際 智 ４７２± ０１：２８．１５ １２２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，１３６，７００円 複勝： ２２，８９１，３００円 枠連： ８，６２２，４００円

馬連： ２５，５０２，９００円 馬単： １８，１５０，８００円 ワイド： １３，３６６，１００円

３連複： ３５，３７１，０００円 ３連単： ６５，９９６，６００円 計： ２０４，０３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � １７０円 枠 連（３－７） １，９７０円

馬 連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ３１０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，７３０円 ３ 連 単 ��� １１，９６０円

票 数

単勝票数 計 １４１３６７ 的中 � ４２４５０（１番人気）
複勝票数 計 ２２８９１３ 的中 � ５２４４０（１番人気）� １５８８２（５番人気）� ３６０６７（３番人気）
枠連票数 計 ８６２２４ 的中 （３－７） ３２４０（７番人気）
馬連票数 計 ２５５０２９ 的中 �� ９２２２（７番人気）
馬単票数 計 １８１５０８ 的中 �� ４１７７（１２番人気）
ワイド票数 計 １３３６６１ 的中 �� ４３１３（８番人気）�� １２３０６（２番人気）�� ３３７２（１０番人気）
３連複票数 計 ３５３７１０ 的中 ��� ９５６８（６番人気）
３連単票数 計 ６５９９６６ 的中 ��� ４０７５（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．１―４７．１―５９．７―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．０
３ １２，１０（２，１５）９（７，１３）（３，５，１１）（４，１，６）８－１４ ４ １２（２，１０）９（７，１５）（３，５，１３）（４，１１）１－６－（１４，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカセクレターボ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉５着

２００８．２．２９生 牡４栗 母 セクレゴールド 母母 Secrettame １０戦２勝 賞金 １９，８００，０００円
※出走取消馬 ディーエスコンドル号（疾病〔左前挫跖〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キングサーベル号・トーアティアレ号

０７０３２ ３月１０日 曇 良 （２４中京１）第３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）

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

１：２３．２
１：１９．０

良

良

７１５ ラストメッセージ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４２０－１０１：２３．９ ３０．７�

５１０ エ ト ピ リ カ 牝５黒鹿５５ 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム ４４６± ０ 〃 アタマ ５．８�
７１４� クロンドローリエ 牝５青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４１８＋１０１：２４．３２� ２３．６�

８１８ ディープデザイア 牝５栗 ５５ 四位 洋文深見 敏男氏 北出 成人 新冠 パカパカ
ファーム ４３８－１０ 〃 クビ ４．０�

３６ ボンジュールメロン 牝５栗 ５５ 村田 一誠田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０８－１４ 〃 アタマ ８．７�
８１７ ラヴァーズキッス 牝４栗 ５５ 川須 栄彦 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６－１２１：２４．４クビ １５．５	
８１６ オメガローズマリー 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗原 �子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：２４．６１� ７０．９

４８ マイネクイーン 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４５０＋ ２１：２４．８１� ２８．８�

７１３� ハッピートゥデイ 牝４青鹿５５ 北村 友一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４１６－２１ 〃 クビ ７６．９�
２４ インダクティ 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３９０± ０１：２４．９クビ ９．３
６１２� マイネローレライ 牝４青鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 田中 裕之 ４６２－ ９１：２５．０� １６．７�
５９ ウインクリアビュー 牝５栗 ５５ 松田 大作�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ４．５�
３５ クィンビークイーン 牝５鹿 ５５ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４６＋ ２１：２５．１� ２５．５�
２３ � アグネスクローバー 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：２６．１６ ３７．５�
６１１ レッドアンジェリカ 牝４鹿 ５５ 国分 優作 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７６＋１２１：２６．８４ ２８．３�
４７ システーナブルー 牝４青鹿５５ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４２０＋ ２ 〃 クビ ４５．８�
１２ ショウナンサージュ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優�湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 ４５６＋１０１：２７．０１� １９５．６�
１１ � コーリンハッピー 牝４芦 ５５ 西田雄一郎伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 ４６２＋ ８１：２７．１� ２２０．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１４６，７００円 複勝： ２８，４３３，２００円 枠連： １６，０１６，８００円

馬連： ３４，４１３，４００円 馬単： ２２，１８６，１００円 ワイド： １８，２０５，７００円

３連複： ５０，０７６，７００円 ３連単： ７９，２３９，０００円 計： ２６５，７１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０７０円 複 勝 � ９９０円 � ２３０円 � ５３０円 枠 連（５－７） １，１００円

馬 連 �� １０，６９０円 馬 単 �� ２３，５００円

ワ イ ド �� ３，０１０円 �� ６，６１０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ４２，２４０円 ３ 連 単 ��� ２８８，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７１４６７ 的中 � ４４１１（１２番人気）
複勝票数 計 ２８４３３２ 的中 � ６５４４（１３番人気）� ４０５０９（２番人気）� １３３４８（７番人気）
枠連票数 計 １６０１６８ 的中 （５－７） １０７５１（４番人気）
馬連票数 計 ３４４１３４ 的中 �� ２３７６（４４番人気）
馬単票数 計 ２２１８６１ 的中 �� ６９７（８３番人気）
ワイド票数 計 １８２０５７ 的中 �� １４８０（３６番人気）�� ６６４（７５番人気）�� ３５３２（１０番人気）
３連複票数 計 ５００７６７ 的中 ��� ８７５（１３５番人気）
３連単票数 計 ７９２３９０ 的中 ��� ２０３（８７８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．４―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラストメッセージ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．５．１４ 新潟３着

２００８．２．３生 牝４栗 母 フェニックスバード 母母 トロフィーポイント ９戦２勝 賞金 ２０，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ハナカゲ号



０７０３３ ３月１０日 曇 重 （２４中京１）第３日 第９競走 １，８００�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

１：５３．０
１：４７．８

稍重

重

７１０ レオネプチューン 牡４鹿 ５７ 村田 一誠田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B４７０－ ２１：５２．８ 基準タイム ４．１�

６８ � シルクプラズマ 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲藤懸 貴志有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４５６＋ ２１：５３．０１� １２．０�

８１１ ナムラグーテン 牡４栗 ５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４６６± ０１：５３．２１� ２．０�
１１ コスモカンタービレ 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５００－ ６１：５３．８３� ７．５�
２２ 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 ４３８－ ４ 〃 アタマ ８２．２�
５６ ナンヨースラッガー 牡５芦 ５７

５４ ▲菱田 裕二中村 �也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 ５０８－ ６１：５４．０１ １４．２�
８１２ ケイアイカミカゼ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 	啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５１６－ ６ 〃 クビ １４．２

４４ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５４－ ８１：５４．１クビ ３２．４�
７９ ホ ク シ ン 牡４青鹿５７ 伊藤 工真中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B４６８－１０１：５４．５２� ７５．１�
５５ パーフェクトバイオ 牡６黒鹿５７ 国分 優作バイオ	 坪 憲章 安平 ノーザンファーム B４７０＋ ４ 〃 クビ １３．７
６７ マ ン マ ル コ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５４＋ ４１：５４．６クビ ２０３．６�
３３ シルクジェネラーレ 牡４栗 ５７

５４ ▲水口 優也有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 B４５２－ ６１：５５．６６ ９０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，９３３，３００円 複勝： ２４，７０４，２００円 枠連： １０，４６２，５００円

馬連： ３０，６９７，８００円 馬単： ２４，１２８，４００円 ワイド： １５，５０２，７００円

３連複： ３９，４０８，７００円 ３連単： ８６，７５７，９００円 計： ２４６，５９５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，８３０円

馬 連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １６０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ９，９６０円

票 数

単勝票数 計 １４９３３３ 的中 � ２８７３４（２番人気）
複勝票数 計 ２４７０４２ 的中 � ４６０２０（２番人気）� １８３１７（４番人気）� ９２９７１（１番人気）
枠連票数 計 １０４６２５ 的中 （６－７） ４２３５（７番人気）
馬連票数 計 ３０６９７８ 的中 �� １０６０１（８番人気）
馬単票数 計 ２４１２８４ 的中 �� ４６４３（１４番人気）
ワイド票数 計 １５５０２７ 的中 �� ５３０５（７番人気）�� ３１３４６（１番人気）�� １０５４９（２番人気）
３連複票数 計 ３９４０８７ 的中 ��� ２７２３４（２番人気）
３連単票数 計 ８６７５７９ 的中 ��� ６４３３（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３６．６―４９．４―１：０２．２―１：１４．７―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４F５０．６―３F３８．１
１
３
１０，１２－（４，５）６（３，８）－（７，９）１１（１，２）
１０（１２，５）（４，８，６）（７，１１）１，９，３，２

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

勝馬の
紹 介

レオネプチューン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Holy Bull デビュー ２０１１．２．２６ 中山５着

２００８．４．１８生 牡４鹿 母 アイマイミー 母母 フ ル ー ム ９戦１勝 賞金 １５，４５０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

０７０３４ ３月１０日 晴 良 （２４中京１）第３日 第１０競走 ２，０００�
く ま の

熊 野 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

牝，４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５５�
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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：０２．２
１：５６．１

良

良

５９ クイーンオリーブ 牝４青鹿５５ 的場 勇人有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４５４＋１０２：０５．１ ５．１�

７１５ ゴールデングローブ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４８＋ ４２：０５．２� ４．６�

４８ タガノイノセンス 牝５青 ５５ 川須 栄彦八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ５００－ ６２：０５．５１� １８．６�
５１０ フェアリーレイ 牝５鹿 ５５ 高倉 稜植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ６ 〃 クビ １７．１�
８１８ オークヒルパーク 牝４黒鹿５５ 松山 弘平宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２２：０５．６� １６．３�
１１ ジュヴェビアン 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７２± ０２：０５．７� １７．８�
２４ スイートテン 牝５栗 ５５ 鮫島 良太青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５２２± ０２：０５．８� １６．０	
２３ フローリストライフ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４２８－１６２：０６．０１� ４５．５

３６ ショウナンマハ 牝４黒鹿５５ 松田 大作�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム ４４８± ０２：０６．１� ５．１�
４７ プ リ テ ィ 牝５青鹿５５ 太宰 啓介 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 安平 ノーザンファーム ４１０－ ３２：０６．５２� １０９．７
３５ ニシノキミヨ 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４４６－ ６ 〃 ハナ ６２．１�
６１２ ラ ン ブ イ エ 牝４青 ５５ 国分 優作吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４８２＋１６２：０６．８２ ３７．６�
１２ センティラシオン 牝４芦 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６８－１０２：０７．０１� １０７．５�
６１１ リッカメルド 牝８黒鹿５５ 北村 友一立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４６４± ０２：０７．１� １４．０�
８１７ タキオンコウショウ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６０－ ４２：０７．３１ １９．０�
７１４ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ５２．７�
８１６ グルーヴィクイーン 牝４栗 ５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ４０４＋１２２：０７．８３ １０．８�
７１３ ク リ ア キ ー 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４３２－１０２：０７．９クビ ２４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４２９，２００円 複勝： ３２，０１０，３００円 枠連： １８，０２６，２００円

馬連： ５２，０７０，６００円 馬単： ３０，４２８，２００円 ワイド： ２２，６３１，１００円

３連複： ６９，９５８，１００円 ３連単： １１９，１３７，８００円 計： ３６１，６９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � ４７０円 枠 連（５－７） ８７０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ２，５３０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� １２，９００円 ３ 連 単 ��� ６４，４２０円

票 数

単勝票数 計 １７４２９２ 的中 � ２７０５４（３番人気）
複勝票数 計 ３２０１０３ 的中 � ４４５６０（３番人気）� ５２１３２（２番人気）� １４５５７（８番人気）
枠連票数 計 １８０２６２ 的中 （５－７） １５３０１（３番人気）
馬連票数 計 ５２０７０６ 的中 �� ３０７４７（３番人気）
馬単票数 計 ３０４２８２ 的中 �� ９１５２（５番人気）
ワイド票数 計 ２２６３１１ 的中 �� １１１３７（３番人気）�� ２１００（２９番人気）�� ３５９４（１８番人気）
３連複票数 計 ６９９５８１ 的中 ��� ４００３（２５番人気）
３連単票数 計１１９１３７８ 的中 ��� １３６５（１５２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．７―１３．１―１３．０―１２．９―１３．０―１２．４―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．８―３６．５―４９．６―１：０２．６―１：１５．５―１：２８．５―１：４０．９―１：５２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

クイーンオリーブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．３．２１ 阪神３着

２００８．３．２１生 牝４青鹿 母 オリーブブランチ 母母 ソプラニーノ １０戦２勝 賞金 ２５，３５９，０００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 マヤリッシュ号



０７０３５ ３月１０日 晴 重 （２４中京１）第３日 第１１競走 ��１，９００�
い せ

伊 勢 特 別
発走１５時２５分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下，２３．３．１２以降２４．３．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５９．８
１：５３．７

重

不良

７１４ アキノグローブ 牡５鹿 ５５ 藤岡 康太穐吉 正孝氏 千田 輝彦 新冠 斉藤 安行 ４８４－ ２１：５８．２ 基準タイム １２．５�

６１２ ハジメレンジャー 牡６鹿 ５４ 松山 弘平池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７８－１２１：５８．４１� １７．４�
４８ マイネルプリマス 牡６芦 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５１６± ０１：５８．６１� ５．７�
５９ ア ル バ ト ン 牡５栗 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ ２．６�
２４ テルミーホワイ 牡５鹿 ５５ 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９０－ ６１：５８．９１� ７．４�
１２ エクセルフラッグ 牡５鹿 ５４ 北村 友一橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０２－１２ 〃 クビ ２５．８	
３６ セトノハリケーン 牡４鹿 ５４ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５１４± ０１：５９．０クビ ３９．７

６１１ パルクエスト 牝６鹿 ５０ 畑端 省吾木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ５０８－１２１：５９．３１� １０２．０�
８１６ ト リ ノ 牡４栗 ５４ 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８６＋１２１：５９．５１� ５３．１
４７ � ミウラリチャード 牡８鹿 ５０ 西村 太一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５３８± ０ 〃 クビ ２１６．８�
１１ ホワイトショウフク 牡７芦 ５２ 宮崎 北斗山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５２－ ４１：５９．６� １１５．９�
５１０ メイショウイッシン 牡４黒鹿５４ 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５１０± ０１：５９．７� ５．７�
２３ � エルヘイロー 牡４黒鹿５４ 平野 優黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４８２－ ６１：５９．８クビ ３６．３�
３５ ゴーアップドラゴン 牡６黒鹿５４ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４７８－ ２２：００．４３� ５４．８�
８１５ ソルモンターレ 牡６鹿 ５６ 小林慎一郎�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B４６６＋１４２：００．５� １２．３�
７１３ マイネルガネーシャ 牡４栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 日高 今井牧場 ４９８＋１０２：００．８２ ６０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５６４，０００円 複勝： ３９，９４０，８００円 枠連： ２７，５２２，３００円

馬連： １１０，４８４，０００円 馬単： ５９，５１３，３００円 ワイド： ３５，９７１，８００円

３連複： １３８，３７４，０００円 ３連単： ２５５，１３８，５００円 計： ６９４，５０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３５０円 � ４６０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ８，４２０円

馬 連 �� １４，０９０円 馬 単 �� ２６，８５０円

ワ イ ド �� ３，０２０円 �� １，１５０円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� ２５，４７０円 ３ 連 単 ��� ２０３，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２７５６４０ 的中 � １７５１２（６番人気）
複勝票数 計 ３９９４０８ 的中 � ２９４０２（５番人気）� ２１０５１（６番人気）� ５１２７４（３番人気）
枠連票数 計 ２７５２２３ 的中 （６－７） ２４１４（２６番人気）
馬連票数 計１１０４８４０ 的中 �� ５７８７（３８番人気）
馬単票数 計 ５９５１３３ 的中 �� １６３６（７３番人気）
ワイド票数 計 ３５９７１８ 的中 �� ２８８７（３４番人気）�� ７９５４（１０番人気）�� ３８７４（２５番人気）
３連複票数 計１３８３７４０ 的中 ��� ４０１０（７３番人気）
３連単票数 計２５５１３８５ 的中 ��� ９２４（５１８番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１１．６―１３．３―１２．２―１２．１―１２．１―１２．７―１２．８―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．２―１８．４―３０．０―４３．３―５５．５―１：０７．６―１：１９．７―１：３２．４―１：４５．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アキノグローブ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００９．１１．２２ 京都４着

２００７．５．１２生 牡５鹿 母 ウメノコトブキ 母母 ジュウジホウセキ ２５戦３勝 賞金 ４９，４０１，０００円
〔制裁〕 ゴーアップドラゴン号の騎手嘉藤貴行は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１６番・９番への進路影

響）
マイネルプリマス号の騎手大野拓弥は，決勝線手前での御法について戒告。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 イーサンジャンパー号・キングスリージョン号
（非抽選馬）１０頭 アドマイヤツバサ号・エフティファラオ号・カリズマクレスト号・キーネプチューン号・ゴールデンアタック号・

タマモブラウン号・ディープルマン号・ファビラスボーイ号・メジロハクリュウ号・ヤマニンアストレア号

０７０３６ ３月１０日 晴 良 （２４中京１）第３日 第１２競走 ��１，２００�
か り や

刈 谷 特 別
発走１６時００分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：１０．４
１：０６．５

良

良

７１３ イ ト ク ク リ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ５０６＋ ２１：１１．０ ８．４�

７１５ ス ワ ッ ト 牡５栗 ５７ 古川 吉洋首藤 徳氏 武市 康男 日高 浜本 幸雄 ４５６－１０１：１１．１� １０８．２�
６１１ クリーンエコロジー 牡４芦 ５７ 荻野 琢真石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５１０－ ２１：１１．３１� ３．６�
３５ � フレデフォート 牡５鹿 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４４４－ ４１：１１．５１� ２．９�
１１ マックスストレイン 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ６ 〃 ハナ ２１．７�
８１８� ケイアイアテナ 牝４鹿 ５５ 的場 勇人 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 米 Morihiro

Kameda ４０８－ ６ 〃 クビ １９５．４	
４７ セルリアンレッド 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４８０－ ６１：１１．６クビ １６．１

８１７ アイビーフォールド 牡５鹿 ５７ 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５８－ ６１：１１．７� ７．０�
１２ ロジフェローズ 牝５青鹿５５ 村田 一誠久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４５４± ０１：１１．８� １３．５�
４８ サンマルヘイロー 牡６鹿 ５７ 国分 優作相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４８６± ０ 〃 ハナ ４４．３
６１２� シ ル ダ リ ア 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド ４６２－１６１：１２．０１� ８０．２�
７１４ ネオザミスティック 牝４黒鹿５５ 上村 洋行小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４ 〃 アタマ ３４．７�
８１６ サニーエリザベス 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４０２－ ４１：１２．１	 ７２．９�
２４ � ヘイハチプリンセス 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 �原 敏明 ４２８－ ４１：１２．２クビ ９０．５�
２３ ザ ル グ ー ン 牡４鹿 ５７ 松山 弘平 �サンデーレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４± ０１：１２．３� ３８．７�
５９ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８８± ０１：１２．６１	 １６．９�
３６ � オールエモーション 牝５鹿 ５５ 杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 ４１４－１０１：１３．０２� ３２４．４�
５１０ ハギノハーセルフ 牝７栗 ５５ 川須 栄彦日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８４＋１６ 〃 クビ ２４０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，２４４，２００円 複勝： ３９，９４０，９００円 枠連： １９，５９３，７００円

馬連： ６２，５５３，５００円 馬単： ３７，４１６，３００円 ワイド： ２６，７６６，１００円

３連複： ７９，８５２，４００円 ３連単： １４６，９７５，２００円 計： ４３７，３４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２８０円 � １，５９０円 � １８０円 枠 連（７－７） ６，１８０円

馬 連 �� ３６，６４０円 馬 単 �� ６３，６３０円

ワ イ ド �� ７，８９０円 �� ６９０円 �� ７，２５０円

３ 連 複 ��� ５６，３４０円 ３ 連 単 ��� ５６４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２４２４４２ 的中 � ２２８４６（４番人気）
複勝票数 計 ３９９４０９ 的中 � ３７５７２（４番人気）� ４９７５（１４番人気）� ７８１６０（２番人気）
枠連票数 計 １９５９３７ 的中 （７－７） ２３４２（２３番人気）
馬連票数 計 ６２５５３５ 的中 �� １２６０（６９番人気）
馬単票数 計 ３７４１６３ 的中 �� ４３４（１３２番人気）
ワイド票数 計 ２６７６６１ 的中 �� ８０５（６８番人気）�� １０３１６（５番人気）�� ８７７（６４番人気）
３連複票数 計 ７９８５２４ 的中 ��� １０４６（１４０番人気）
３連単票数 計１４６９７５２ 的中 ��� １９２（１１４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１１．９―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．７―４６．６―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．３
３ ・（９，１０）１１（８，１３）（７，１８）（５，１２）（２，１７）（４，１５）（６，１４）（１，１６）３ ４ ９，１０，１１，８，１３，７（５，１８）１２，１７（２，１５）（４，１４）（１，１６）（６，３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イ ト ク ク リ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．２５ 中山２着

２００８．３．７生 牝４鹿 母 フォーリアクイーン 母母 フ ォ ー リ ア １１戦２勝 賞金 ２３，８９７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔発走状況〕 ハギノハーセルフ号は，集合合図時に放馬。馬体検査。発走時刻３分遅延。
※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） １頭 フィールザファン号
（非抽選馬） ７頭 アドマイヤクーガー号・アンゲネーム号・キチロクアナン号・キルシュバウム号・クレムリンシチー号・

スズカサクセス号・マキハタピンナップ号



（２４中京１）第３日 ３月１０日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １９１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

１５５，９３０，０００円
６，８９０，０００円
１，８８０，０００円
１４，０００，０００円
６５，３１３，５００円
４，９６６，０００円
１，８３３，６００円

勝馬投票券売得金
１８３，３３３，６００円
３２０，８９０，１００円
１４７，７２５，７００円
４４１，８７９，５００円
２９７，６８３，２００円
２００，８８１，６００円
６００，９８４，９００円
１，０８７，９０２，６００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 ３，２８１，２８１，２００円

総入場人員 １４，３９９名 （有料入場人員 １３，３７８名）


