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０７０７３ ３月２４日 小雨 不良 （２４中京１）第７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

１：１１．３
１：０８．７

重

重

７１４ 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± ０１：１２．１ ３．５�

８１５ 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 ４７０－ ４１：１３．２７ ７．０�
８１６ シンプリーラブ 牝３鹿 ５４ 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ４３２ ―１：１３．５２ １８０．８�
３５ アースパイプ 牡３栗 ５６ 藤岡 康太窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B４７６－ ２１：１３．６クビ ４．２�
４７ コスモダンケシェン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 中脇 満 ４６４－１２１：１３．９１� ３３．５�
４８ ペプチドエメラルド 牝３青鹿５４ 武 英智沼川 一彦氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 ４６０ ― 〃 クビ ２０７．１	
１１ トミケンウエスト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥冨樫 賢二氏 和田 正道 日高 日高大洋牧場 ４６４－ ４１：１４．３２� １１．２

３６ ナムラレアアース 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 ４１２ ― 〃 同着 ９２．２�
１２ シゲルキイチゴ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 山田牧場 ４４０－ ２１：１４．５１� ２９４．４�
６１２ ゼロレイテンシ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 駿河牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ７．３
６１１ パトリオット 牝３黒鹿５４ 上村 洋行ディアレスト 山内 研二 新冠 細川農場 ４６６－ ２１：１４．６クビ ４．９�
２３ タカラファンタジー 牡３鹿 ５６ 松田 大作村山 義男氏 北出 成人 浦河 富菜牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １６７．２�
５１０ カネトシヴェルス 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ １７．９�
２４ カシノアゲート 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 B４６０－ ２１：１５．１３ ３４．５�
５９ カンファーマリア 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志楠本 陸雄氏 服部 利之 新ひだか 静内酒井牧場 B４１４＋ ４１：１５．２クビ １０５．６�
７１３ クラウンミストラル 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優矢野 悦三氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 ４９８ ―１：１５．５２ ２０９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，４５８，１００円 複勝： １８，１８５，９００円 枠連： ７，１２８，２００円

馬連： ２３，７４８，３００円 馬単： １７，８３０，７００円 ワイド： １２，５７９，６００円

３連複： ３７，０００，３００円 ３連単： ５４，６６０，７００円 計： １８１，５９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � ２，８６０円 枠 連（７－８） ８７０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ６，５９０円 �� ９，７１０円

３ 連 複 ��� ３９，９３０円 ３ 連 単 ��� １０５，３３０円

票 数

単勝票数 計 １０４５８１ 的中 � ２４０３０（１番人気）
複勝票数 計 １８１８５９ 的中 � ４３２９３（１番人気）� １７５３３（５番人気）� １１６８（１２番人気）
枠連票数 計 ７１２８２ 的中 （７－８） ６０４７（４番人気）
馬連票数 計 ２３７４８３ 的中 �� １６７９５（４番人気）
馬単票数 計 １７８３０７ 的中 �� ７１７３（４番人気）
ワイド票数 計 １２５７９６ 的中 �� ７１９７（４番人気）�� ４４５（４４番人気）�� ３０１（５７番人気）
３連複票数 計 ３７０００３ 的中 ��� ６８４（９０番人気）
３連単票数 計 ５４６６０７ 的中 ��� ３８３（３０２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１２．４―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．６―４７．０―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンカイザー �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 デ ュ ラ ブ デビュー ２０１１．１２．４ 小倉６着

２００９．５．１１生 牡３黒鹿 母 カルストンサイダー 母母 アイビーサイクロン ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 クラウンモンロー号

０７０７４ ３月２４日 小雨 不良 （２４中京１）第７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

１：５１．６
１：４７．８

重

重

４６ モ ネ ロ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 ４４０＋ ２１：５４．９ ２．１�

２２ スリーフラッシュ 牡３栗 ５６ 村田 一誠永井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム B４７８－ ８１：５５．１１� ９３．８�
７１３ ノブビスケット 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太前田 亘輝氏 藤原 英昭 日高 沖田牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ９２．６�
４７ センシズバイオ 牡３栗 ５６ 国分 優作バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ４９４＋ ８１：５５．２� ４．１�
３５ 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 ４９８＋ ４ 〃 クビ ７．１�
５９ エイユーミラクル 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志笹部 義則氏 高野 友和 新冠 村上 欽哉 ４８８－ ６１：５５．４１� ７．５�
６１１ テイエムベンケイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４９０－ ２１：５５．６１ ３４．２	
５８ バンカーバスター 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８０＋ ２１：５５．７� ２７．７

６１０ 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 ４４６－ ２１：５５．８クビ １９．９�
７１２ オールキャスト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４± ０１：５６．２２� ２１．５�
１１ フェアリーズサン 牡３栃栗５６ 丸田 恭介河村 平氏 高橋 義博 浦河 多田 善弘 ４５６－ ８１：５６．３� ２５７．８�
８１５ キネオシルバー 牡３栗 ５６ 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ２１：５６．４� ２１６．５�
２３ クリノタイコウ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎栗本 博晴氏 日吉 正和 浦河 中村 雅明 ４５４－ ４ 〃 クビ ３６９．３�
３４ シーキングザローズ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人青山 洋一氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４７８－ ６１：５７．２５ ３１．９�
８１４ 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 B４７６＋ ４１：５８．２６ ３３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，０９１，７００円 複勝： １６，０９２，７００円 枠連： ５，０９９，６００円

馬連： １５，８４６，３００円 馬単： １１，８５５，９００円 ワイド： ８，０２１，６００円

３連複： ２５，８７６，８００円 ３連単： ４１，１７８，０００円 計： １３３，０６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １，５７０円 � １，３３０円 枠 連（２－４） ４，４９０円

馬 連 �� ７，５００円 馬 単 �� ９，２６０円

ワ イ ド �� ４，１９０円 �� ２，７００円 �� ４０，５４０円

３ 連 複 ��� １５２，７８０円 ３ 連 単 ��� ６０７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ９０９１７ 的中 � ３５３４５（１番人気）
複勝票数 計 １６０９２７ 的中 � ７４８７６（１番人気）� １５４３（１１番人気）� １８３４（９番人気）
枠連票数 計 ５０９９６ 的中 （２－４） ８４０（１３番人気）
馬連票数 計 １５８４６３ 的中 �� １５６１（２３番人気）
馬単票数 計 １１８５５９ 的中 �� ９４５（３１番人気）
ワイド票数 計 ８０２１６ 的中 �� ４７３（３３番人気）�� ７４１（２６番人気）�� ４８（９２番人気）
３連複票数 計 ２５８７６８ 的中 ��� １２５（１８５番人気）
３連単票数 計 ４１１７８０ 的中 ��� ５０（８２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１３．１―１３．２―１２．９―１２．９―１２．６―１３．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３６．６―４９．８―１：０２．７―１：１５．６―１：２８．２―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

モ ネ ロ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．７．１７ 函館７着

２００９．５．１３生 牡３鹿 母 アドマイヤアイドル 母母 クイーンアドマイヤ １２戦１勝 賞金 １１，８００，０００円

第１回 中京競馬 第７日



０７０７５ ３月２４日 小雨 不良 （２４中京１）第７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）

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

１：２３．４
１：２１．８

重

稍重

２３ バハドゥール 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６－ ４１：２４．２ ４．３�

３５ タ マ ラ マ 牡３黒鹿５６ 松山 弘平 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５００－ ２１：２４．３� ４．２�

６１２ 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 ４７４＋ ６１：２４．７２� ３．８�
８１６ ドーントレス 牡３黒鹿５６ 大下 智岩� 僖澄氏 野村 彰彦 日高 千葉飯田牧場 ４５０－ ２１：２５．３３� ６６．１�
４７ トウショウハマー 牡３栗 ５６ 太宰 啓介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５６２＋ ２１：２５．５１� ６．０�
５９ ティアップハッピー 牝３栗 ５４ 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 ５００± ０１：２５．６� １５．８�
７１４ アポロダッシュ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 ４５６＋ ６１：２５．７� １７．６	
１２ 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 ４４０－ ２ 〃 ハナ ２４．８

３６ カシュカシュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４３６ ―１：２６．０クビ＋１ ２０３．１�
８１５ ビッグヘッド 牡３青 ５６ 丸田 恭介ディアレスト 松永 康利 新ひだか 大平牧場 ４８４＋ ２１：２６．２１� １７４．４�
５１０ フジヤマパレード 牡３鹿 ５６ 荻野 琢真藤本美也子氏 小崎 憲 日高 浦新 徳司 ４５８ ―１：２６．５２ ２８７．７
６１１ ベティーズホープ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �グリーンファーム 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２６．８１� １２．９�
７１３ アルテバンダム 牡３黒鹿５６ 田中 博康山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 B４７４± ０１：２９．０大差 ３１０．３�
４８ ダークアイリス 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４８２± ０１：２９．８５ ８８．１�
１１ サ プ ラ イ ズ 牡３鹿 ５６ 松田 大作深見 富朗氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 ４６６＋ ２ （競走中止） １６．２�
２４ メモリーシャルマン 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 ５０８ ― （失格） ９０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５２１，５００円 複勝： ２１，４０３，５００円 枠連： ７，５４２，７００円

馬連： ２３，９１４，３００円 馬単： １６，９０８，６００円 ワイド： １３，３２５，４００円

３連複： ３７，２９８，６００円 ３連単： ５８，８９０，６００円 計： １９１，８０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（２－３） １，２８０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ４２０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ８，５１０円

票 数

単勝票数 計 １２５２１５ 的中 � ２３２１３（３番人気）
複勝票数 計 ２１４０３５ 的中 � ２９６３０（４番人気）� ４１１０７（２番人気）� ４４０１５（１番人気）
枠連票数 計 ７５４２７ 的中 （２－３） ４３６８（６番人気）
馬連票数 計 ２３９１４３ 的中 �� １６４９０（４番人気）
馬単票数 計 １６９０８６ 的中 �� ５９２１（５番人気）
ワイド票数 計 １３３２５４ 的中 �� ６４９７（５番人気）�� ７８８８（４番人気）�� １０９８２（１番人気）
３連複票数 計 ３７２９８６ 的中 ��� ２０３８０（２番人気）
３連単票数 計 ５８８９０６ 的中 ��� ５１１３（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．０―１２．４―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．５―４６．５―５８．９―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バハドゥール �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．１１．６ 京都９着

２００９．２．１７生 牡３鹿 母 マックスキャンドゥ 母母 マツクスドリーマー ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔競走中止〕 サプライズ号は，決勝線手前で前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔失格〕 メモリーシャルマン号は，９位〔タイム１分２５秒８，着差クビ〕に入線したが，決勝線手前で内側に斜行して「サプライズ」号の走

行を妨害したため失格。
〔制裁〕 メモリーシャルマン号の騎手高倉稜は，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成２４年３月３１日から平成２４年４月８日

まで騎乗停止。
〔その他〕 ダークアイリス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ダークアイリス号は，平成２４年４月２４日まで出走できない。
※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 トリッキーダンス号

０７０７６ ３月２４日 曇 重 （２４中京１）第７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

４７ 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± ０１：２５．３ ４．２�

８１７ インクレセント 牝３青鹿 ５４
５１ ▲中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム ４２４＋ ２１：２５．６２ ５．０�

４８ エリモフェアリー 牝３黒鹿５４ 上村 洋行山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ４５８－ ６１：２５．８�＋クビ ５０．４�
２４ ブループルチェッラ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４５６－ ４１：２６．０１ ４．２�
７１５ シンコームーン 牝３栗 ５４ 国分 優作豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４４８＋ ２ 〃 アタマ ２３．６�
６１２� スピリテッドエアー 牝３青 ５４ 松山 弘平岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛

Breeding Capital
PLC & Swetten-
ham Stud

４８２± ０ （降着） １０．９	
８１８ パールイアリング 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優加藤 徹氏 松永 康利 浦河 大北牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １６５．３

５１０ メイショウヤギュウ 牡３栗 ５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４２＋ ８１：２６．１クビ １２７．９�
１２ ファンタビュラス 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４６８－ ２１：２６．２� ６．２�
５９ レオキングダム 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎田中 博之氏 岩戸 孝樹 青森 ワールドファーム ４４８－ ８ 〃 ハナ ２１５．５
３６ クラウンザショパン 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 大栄牧場 ４５６ ― 〃 ハナ ８６．０�
７１３ タマモクロステッチ 牝３芦 ５４

５１ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ３８８ ― 〃 クビ ３５８．９�
６１１ 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 ４４４－ ２１：２６．３� ８．０�
８１６ コーリンギデオン 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４６２＋１８１：２６．４� ４０８．７�
３５ メイショウキヨヒメ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 村下 明博 ４２８－１４１：２７．０３� ２５０．２�
７１４� 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 ４５４＋ ２ 〃 クビ １１．７�
１１ エーシンクイッカー 牝３青鹿５４ 川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 浦河 多田 善弘 ４５４－ ２１：２７．３２ １０２．９�
２３ ツイストリボン 牝３鹿 ５４ 田中 博康�下河辺牧場 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４３６＋１４１：２９．２大差 １８１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，５７１，７００円 複勝： ２５，９１９，８００円 枠連： １０，３５０，３００円

馬連： ２８，７９７，９００円 馬単： ２１，９０２，３００円 ワイド： １５，３０２，７００円

３連複： ４３，９００，６００円 ３連単： ６８，６５５，２００円 計： ２２９，４００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ２２０円 � １，２４０円 枠 連（４－８） １，２００円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ３，４１０円 �� ４，５６０円

３ 連 複 ��� ２２，７７０円 ３ 連 単 ��� ８８，２８０円

票 数

単勝票数 計 １４５７１７ 的中 � ２７７６４（１番人気）
複勝票数 計 ２５９１９８ 的中 � ５２６８５（１番人気）� ３２０５８（４番人気）� ３９７０（９番人気）
枠連票数 計 １０３５０３ 的中 （４－８） ６３７３（６番人気）
馬連票数 計 ２８７９７９ 的中 �� １６６７５（４番人気）
馬単票数 計 ２１９０２３ 的中 �� ７７９５（５番人気）
ワイド票数 計 １５３０２７ 的中 �� ７９２７（４番人気）�� １０５８（３０番人気）�� ７８７（３４番人気）
３連複票数 計 ４３９００６ 的中 ��� １４２３（５９番人気）
３連単票数 計 ６８６５５２ 的中 ��� ５７４（２７７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．４―１２．２―１２．２―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３４．７―４６．９―５９．１―１：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３８．４
３ ・（３，２，１４）１７－（４，６）１２（１１，１６，１５，１３）（１，７，８）－（９，１０）－（５，１８） ４ ・（３，２）（１４，１７）（４，６，１２）１１（１６，１５，１３）（７，８）１（９，１０）－（５，１８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テ ム ジ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１１．１２ 京都２着

２００９．４．２生 牡３鹿 母 アグネスミネルバ 母母 ベ リ ア ー ニ ４戦１勝 賞金 １０，４２５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２０分に変更。
〔騎手変更〕 メイショウキヨヒメ号の騎手松田大作は，第３競走での落馬による検査のため藤岡康太に変更。
〔降着〕 スピリテッドエアー号は，３位〔タイム１分２５秒７，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「シンコームーン」号の走行を妨害したため６着に降着。
〔制裁〕 スピリテッドエアー号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２４年３月３１日から

平成２４年４月８日まで騎乗停止。



０７０７７ ３月２４日 曇 重 （２４中京１）第７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

２３ ヘリオスフィア 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４６８± ０２：０８．１ ６．０�

２４ 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± ０２：０８．２� １５．６�
８１８ インステイト 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１８ ―２：０８．３� ４．０�
７１４ キョウワアマテラス 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４７０－ ４２：０８．７２� ３４．９�
４７ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム ４５０± ０２：０８．８クビ ３５．８�
８１６ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４９０－ ６ 〃 ハナ ３．５�
１１ クロスビートクロス 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム ４３０ ―２：０９．０１ １１６．１	
６１２ メモリーシリング 牡３栗 ５６ 荻野 琢真
シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 ５０４－ ４ 〃 クビ １３．６�
６１１ 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 ４６４＋ ２２：０９．５３ １０．５�
７１５ ハ ナ ゾ ノ 牝３栗 ５４ 松山 弘平小田切有一氏 田中 章博 浦河 高野牧場 ４６４＋１０２：０９．７１� ４５．０
３５ セイウンホウガ 牡３栗 ５６ 上村 洋行西山 茂行氏 橋口弘次郎 日高 メイプルファーム ４６８－ ６ 〃 クビ ４３．０�
４８ フ ァ ー ゴ 牝３栗 ５４ 丸田 恭介吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４２６－ ６２：０９．８� ７．７�
５１０ マ サ キ セ キ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 ４７６＋ ４２：０９．９� １８３．２�
５９ クラシックヴィオラ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 境 直行 日高 春木 昭雄 ４２４－ ２２：１０．５３� ２７３．３�
１２ オープンウォーター 牡３栗 ５６ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ４４８－ ８２：１０．６� １３０．６�
３６ ヒカリサーベル 牡３青 ５６ 田中 博康
ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 中川牧場 ４９４－１２２：１１．８７ ４４．８�
７１３ シークレットリボン 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５８－１４２：１１．９� ９１．８�
８１７ エフジェイミラクル 牡３栗 ５６ 国分 優作新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム ５１８ ―２：１３．３９ ２９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１５６，８００円 複勝： ２６，３６２，７００円 枠連： １４，３１０，１００円

馬連： ２８，５６５，６００円 馬単： ２０，９５２，５００円 ワイド： １６，１４２，８００円

３連複： ４５，３０４，６００円 ３連単： ６９，１８７，１００円 計： ２３６，９８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２３０円 � ３５０円 � ２００円 枠 連（２－２） ３，８４０円

馬 連 �� ３，６２０円 馬 単 �� ５，６９０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ７００円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ７，０００円 ３ 連 単 ��� ５０，４１０円

票 数

単勝票数 計 １６１５６８ 的中 � ２１２７１（３番人気）
複勝票数 計 ２６３６２７ 的中 � ３１２４９（３番人気）� １７７３７（７番人気）� ３９６６９（２番人気）
枠連票数 計 １４３１０１ 的中 （２－２） ２７５３（１５番人気）
馬連票数 計 ２８５６５６ 的中 �� ５８２８（１５番人気）
馬単票数 計 ２０９５２５ 的中 �� ２７２１（２１番人気）
ワイド票数 計 １６１４２８ 的中 �� ３９３３（１０番人気）�� ５８６６（４番人気）�� ２５３０（１９番人気）
３連複票数 計 ４５３０４６ 的中 ��� ４７７９（１５番人気）
３連単票数 計 ６９１８７１ 的中 ��� １０１３（１３７番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１３．０―１３．２―１３．５―１３．１―１２．８―１２．６―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．５―３７．５―５０．７―１：０４．２―１：１７．３―１：３０．１―１：４２．７―１：５５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヘリオスフィア �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．８．２０ 新潟１５着

２００９．２．２８生 牡３黒鹿 母 ファキューラ 母母 Be Bright ９戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時５０分に変更。
〔制裁〕 アールデュラン号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エフジェイミラクル号は，平成２４年４月２４日まで平地競走に出走できない。

０７０７８ ３月２４日 曇 不良 （２４中京１）第７日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２３．４
１：２１．８

重

稍重

３６ ビレッジペガサス 牡５芦 ５７ 吉田 豊村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４８８－ ６１：２４．２ ５．５�

４８ � エーシンバサラ 牡４青鹿５７ 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce
Clark Jr. ５５２＋ ２１：２４．４１� ２．６�

６１１ 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± ０１：２４．７２ ４．２�
８１５ 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± ０ 〃 クビ ６．５�
６１２ エルチョコレート 牡６黒鹿５７ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６８－ ２１：２４．８クビ １７．４�
４７ ノ ボ ク ン 牡５鹿 ５７ 松山 弘平�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４９４± ０１：２５．０１� ２１．６�
５１０ マッシヴリーダー 牡４栗 ５７ 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８２－ ２１：２５．２１	 ２０．８	
７１４ バトルシュリイマン 牡５鹿 ５７ 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７８－ ２１：２５．４１� １７．３

８１６
 ロ ッ セ 牡４芦 ５７

５４ ▲中井 裕二小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５８＋ ５１：２５．５クビ ４１．９�
１１ ディフィーター �６青鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ６７．７�
２３ � ホウショウアビル 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm ４８０－１４１：２５．６	 ４２．７
５９ � イフノットナウ 牡５栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 蛯名 利弘 米 Whisper

Hill Farm B５１２＋ ２１：２５．７� １０２．７�
７１３ カシノスターライト 牝５鹿 ５５

５２ ▲平野 優柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４８６－ ６１：２５．８クビ ２５１．９�
１２ トーセンパーシモン 牡５鹿 ５７ 田中 博康島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５４６＋３６１：２６．６５ １３２．７�
２４ スズカジェネラル 牡５栗 ５７ 武 英智永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４８８＋ ６１：２７．３４ ３１３．１�
３５ サトノスパイダー 牡４青鹿５７ 上村 洋行里見 治氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５２８± ０ 〃 ハナ １２７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，５９２，７００円 複勝： １９，７９１，６００円 枠連： ８，９０１，３００円

馬連： ２３，１１４，８００円 馬単： １７，２９８，９００円 ワイド： １３，８５０，２００円

３連複： ３４，０１０，１００円 ３連単： ５７，２０３，６００円 計： １８６，７６３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（３－４） ８００円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ５５０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� １０，８００円

票 数

単勝票数 計 １２５９２７ 的中 � １８０５４（３番人気）
複勝票数 計 １９７９１６ 的中 � ２３５７４（４番人気）� ４７９１３（１番人気）� ３５５１０（２番人気）
枠連票数 計 ８９０１３ 的中 （３－４） ８２８８（３番人気）
馬連票数 計 ２３１１４８ 的中 �� １９５１４（２番人気）
馬単票数 計 １７２９８９ 的中 �� ６５２２（５番人気）
ワイド票数 計 １３８５０２ 的中 �� １０５６０（２番人気）�� ５５０４（５番人気）�� １６４３３（１番人気）
３連複票数 計 ３４０１０１ 的中 ��� １５７８５（２番人気）
３連単票数 計 ５７２０３６ 的中 ��� ３９１２（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．８―１２．２―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．４―５８．６―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビレッジペガサス �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２００９．１０．２４ 東京２着

２００７．３．１０生 牡５芦 母 ファンシーオレンジ 母母 ブランチリーヴス ９戦３勝 賞金 ２６，１００，０００円
※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 チリトテシャン号・ニイハオジュウクン号・ヒラボクソング号



０７０７９ ３月２４日 曇 不良 （２４中京１）第７日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時０５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

１：５１．６
１：４７．８

重

重

３３ 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 ４４０－ ４１：５３．２ ３．８�

８１２ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 吉田 豊小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９２＋ ２１：５３．５１� ８．２�
５６ 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 ４３２＋ ４ 〃 ハナ ２．５�
６７ アクロスザライト 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５４．６７ ４．６�
２２ � ヌ チ バ ナ 牝４鹿 ５５ 松山 弘平吉田 正志氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム ４６２－ １１：５４．８１� ３２．３�
７１０ ニホンピロエリナ 牝５芦 ５５

５２ ▲菅原 隆一小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３０－ ２１：５４．９� ２７．０�
６８ � ロブストニケ 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也��昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 ４４６＋ １ 〃 クビ ２２．１	
１１ マイネロードナイト 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム ４７８＋ ６１：５５．４３ ８６．６�
８１１ マイネフェリックス 牝５栗 ５５ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４７０＋ ６１：５５．９３ １０．０�
５５ ゴールドマッシモ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４８０± ０１：５６．２２ ５６．７
７９ ア ベ マ リ ア 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６０－ ６ 〃 ハナ ７７．４�

（１１頭）
４４ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２，３０８，３００円 複勝： １８，５３８，２００円 枠連： ６，０９４，５００円

馬連： １９，７２７，４００円 馬単： １８，３４１，２００円 ワイド： １０，３１９，８００円

３連複： ２８，０６５，３００円 ３連単： ６１，２１０，７００円 計： １７４，６０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（３－８） ８８０円

馬 連 �� １，６００円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 差引計 １２３０８３（返還計 ２００） 的中 � ２５９７７（２番人気）
複勝票数 差引計 １８５３８２（返還計 １５６） 的中 � ３１４７２（２番人気）� ２１８９９（４番人気）� ６０９３６（１番人気）
枠連票数 差引計 ６０９４５（返還計 １６６） 的中 （３－８） ５１６９（４番人気）
馬連票数 差引計 １９７２７４（返還計 ８００） 的中 �� ９１４８（６番人気）
馬単票数 差引計 １８３４１２（返還計 ５９５） 的中 �� ４８００（１０番人気）
ワイド票数 差引計 １０３１９８（返還計 ２５５） 的中 �� ４９１２（５番人気）�� １６１７８（１番人気）�� ５９５４（４番人気）
３連複票数 差引計 ２８０６５３（返還計 ２９４１） 的中 ��� ２５５７５（２番人気）
３連単票数 差引計 ６１２１０７（返還計 ４８０５） 的中 ��� ６６９１（１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１３．０―１３．２―１２．５―１２．５―１２．７―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．１―５０．３―１：０２．８―１：１５．３―１：２８．０―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．９
１
３

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

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

ゴールドジェーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Stop the Music デビュー ２０１１．３．２７ 阪神１２着

２００８．６．３生 牝４鹿 母 インキュラブルロマンティック 母母 One I Love １３戦２勝 賞金 ２０，６２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔出走取消〕 ツヨイキモチ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。

０７０８０ ３月２４日 曇 重 （２４中京１）第７日 第８競走 ��１，６００�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� 基準タイム

中央レコード

１：３６．０
１：３１．４

良

良

２４ � リビングストン 牡６青鹿５７ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５１０－ ４１：３７．８ ６．８�

６１２ イースタリーガスト 牡５黒鹿５７ 黛 弘人臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５００－ ４ 〃 クビ ４４．４�
８１５ 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 ５１８＋ ２１：３７．９� ４．７�
８１６� タマモマーブル �４栗 ５７

５４ ▲水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７２－ ４１：３８．０クビ ３２．２�
４８ フリーアズアバード 牡４鹿 ５７

５４ ▲西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 B４７６＋ ６１：３８．２１� ５７．６�

６１１ ローレルソラン 牡４鹿 ５７
５４ ▲平野 優 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 	渡 信義 ４５６± ０１：３８．３� ５．６


５１０� アドマイヤアロング 牝４黒鹿５５ 国分 優作近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５６－２３１：３８．４クビ ７０．３�
７１３� タ ー フ ェ ル 牡４栗 ５７ 田中 博康伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４８２－２０ 〃 アタマ ２７．３�
７１４ トウカイソニック 牡６黒鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４８８－ ６ 〃 ハナ １１．８
１１ 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± ０１：３８．７２ １１．９�
２３ オマワリサン 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１０± ０ 〃 ハナ ８．３�
４７ ラプリメーラ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４４２± ０ 〃 ハナ ７．９�
３５ ウインラーニッド 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９６＋ ２１：３９．３３	 ９．４�
３６ � パンドラクラウン 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４１６－ ２１：３９．４クビ ２３７．７�
５９ リ ン ゴ ッ ト �４栗 ５７

５４ ▲山崎 亮誠吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５２２＋１８１：４０．９９ １５．０�
１２ ナンヨーオウトー 牡４栗 ５７ 丹内 祐次中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５００－１０１：４１．１１	 ３０９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２８３，５００円 複勝： ２９，４６６，１００円 枠連： １２，８５３，１００円

馬連： ３４，３７０，２００円 馬単： ２３，１８５，９００円 ワイド： １７，９８０，６００円

３連複： ５４，１７５，９００円 ３連単： ８７，１６６，７００円 計： ２７６，４８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２５０円 � ８８０円 � １９０円 枠 連（２－６） ９９０円

馬 連 �� ８，９９０円 馬 単 �� １９，１２０円

ワ イ ド �� ２，７２０円 �� ５５０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� １７，４６０円 ３ 連 単 ��� １２０，９２０円

票 数

単勝票数 計 １７２８３５ 的中 � ２０２１６（３番人気）
複勝票数 計 ２９４６６１ 的中 � ３２４３２（３番人気）� ６８８９（１１番人気）� ５１７４０（１番人気）
枠連票数 計 １２８５３１ 的中 （２－６） ９６０５（２番人気）
馬連票数 計 ３４３７０２ 的中 �� ２８２４（３７番人気）
馬単票数 計 ２３１８５９ 的中 �� ８９５（７８番人気）
ワイド票数 計 １７９８０６ 的中 �� １５６８（３９番人気）�� ８８１１（１番人気）�� １３０５（４４番人気）
３連複票数 計 ５４１７５９ 的中 ��� ２２９１（６６番人気）
３連単票数 計 ８７１６６７ 的中 ��� ５３２（４３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．８―４８．０―１：００．３―１：１２．８―１：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．５

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

勝馬の
紹 介

�リビングストン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ

２００６．４．１１生 牡６青鹿 母 リビングデイライツ 母母 グリーンポーラ １１戦１勝 賞金 １８，２３８，０００円
地方デビュー ２００９．１０．１３ 門別

〔制裁〕 ターフェル号の騎手田中博康は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
インプレッシヴデイ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。（１４番への進路影響）



０７０８１ ３月２４日 曇 不良 （２４中京１）第７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

１：５１．６
１：４７．８

重

重

４７ ラインレグルス 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８６－ ４１：５１．３ 基準タイム ３．１�

７１３ コスモイフリート 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５００－ ６１：５１．７２� １１．４�
１１ � 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± ０１：５１．８クビ ４．１�
５１０� ナリタボルト 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介�オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ４９０－ ６１：５２．４３� １０．３�
８１５� サトノサウザー 牡５栗 ５７ 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６８－１０１：５２．７２ ５．５�
２３ ヤマニンティグル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７４± ０ 〃 アタマ １５．６	
２４ イマカツタイガー 牡７栗 ５７ 武 英智今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４９０± ０１：５２．９１ ６９．１

６１２ ファンキータウン 牡４芦 ５７ 黛 弘人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５３４＋１４１：５３．３２� １７０．０�
３６ 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± ０ 〃 ハナ ３９．８�
１２ 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 ４４０＋ ２１：５３．４クビ ５６．９
５９ ウインシュヴァルツ 牡５青 ５７ 荻野 琢真�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７４－ ４１：５３．５� ８．３�
４８ メルシーサイレンス 牡５栗 ５７

５４ ▲水口 優也永井 康郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７６－ ５１：５３．６� ３２．８�
６１１ プロスアンドコンズ 牡６黒鹿５７ 川須 栄彦金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８８－ ４ 〃 クビ ４６．５�

８１６ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７ 畑端 省吾内藤 耕造氏 吉村 圭司 新ひだか 原口フアーム ４６６± ０１：５４．３４ １５９．７�
３５ � エルウェーオージャ 牡４青 ５７ 松山 弘平雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 ４８０－ ６１：５４．５１� ８６．６�
７１４ ディアトゥドリーム 牡６栗 ５７ 村田 一誠増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 三石橋本牧場 ４７４＋ ６１：５４．７１� ２２４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４３４，４００円 複勝： ２７，２６３，２００円 枠連： １２，１３２，２００円

馬連： ４０，０４６，６００円 馬単： ２５，２３２，４００円 ワイド： １７，２３０，３００円

３連複： ５０，８７０，７００円 ３連単： ９９，２８１，２００円 計： ２８８，４９１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（４－７） １，５５０円

馬 連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ３２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １３，７５０円

票 数

単勝票数 計 １６４３４４ 的中 � ４２９３９（１番人気）
複勝票数 計 ２７２６３２ 的中 � ６１９４２（１番人気）� ２００００（５番人気）� ４９３４２（２番人気）
枠連票数 計 １２１３２２ 的中 （４－７） ５８０８（７番人気）
馬連票数 計 ４００４６６ 的中 �� １３９６９（７番人気）
馬単票数 計 ２５２３２４ 的中 �� ６０８２（８番人気）
ワイド票数 計 １７２３０３ 的中 �� ５６７４（６番人気）�� １５０００（１番人気）�� ５４３８（７番人気）
３連複票数 計 ５０８７０７ 的中 ��� １５２２４（４番人気）
３連単票数 計 ９９２８１２ 的中 ��� ５３３１（２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．８―１２．５―１２．３―１２．４―１２．４―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．５―４９．０―１：０１．３―１：１３．７―１：２６．１―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
１
３
７，８，１０，１（４，１３）１５（３，９）１６，１２（５，１４）１１（２，６）
７（１０，１）（８，１３，１５）（４，１６）（９，６）３，１４，１２，１１，２，５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインレグルス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．１７ 京都１０着

２００８．２．１生 牡４鹿 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア ２０戦２勝 賞金 ２４，３５０，０００円

０７０８２ ３月２４日 晴 重 （２４中京１）第７日 第１０競走 ��
��２，２００�

お お か ん ざ く ら

大 寒 桜 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
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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：１７．８
２：１０．１

良

良

７９ トーセンホマレボシ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２２：１９．５ ２．７�

３３ ウインフロレゾン 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４５６－ ８２：１９．６� ４５．９�
４４ マ カ ハ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B４４８－ ４ 〃 アタマ ６．４�
５５ ロードアクレイム 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５２＋ ２ 〃 アタマ ５．０�
５６ ク ロ ー チ ェ 牡３栗 ５６ 松田 大作 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５３２－ ６２：１９．７クビ １２．４	
２２ レッドフォルツァ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４７２＋ ２２：１９．８� ５．６

６７ シンゼンレンジャー 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７２－ ６２：１９．９� ９．４�
６８ ヴァンガード 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０８＋ ４２：２０．４３ １６．３�
８１２� コパノモーニング 	３栗 ５６ 国分 優作小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ４９４± ０２：２１．０３� ９８．７
８１１� セフティーフライト 牡３栗 ５６ 高倉 稜原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３６＋ ８２：２１．２１
 ２３７．５�
１１ クリスマスマーベル 牡３青鹿５６ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ３８．０�
７１０� キングクリチャン 牡３栗 ５６ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７６± ０２：２１．５１� ２７．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，４７２，３００円 複勝： ３７，１２４，３００円 枠連： １２，２３５，０００円

馬連： ５１，０３５，８００円 馬単： ３３，９７２，３００円 ワイド： ２１，０６３，７００円

３連複： ６５，０５９，０００円 ３連単： １２７，３６２，９００円 計： ３７１，３２５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ９００円 � ２００円 枠 連（３－７） ５，６２０円

馬 連 �� ７，９１０円 馬 単 �� １１，３７０円

ワ イ ド �� １，９２０円 �� ３９０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� １０，６７０円 ３ 連 単 ��� ７３，５００円

票 数

単勝票数 計 ２３４７２３ 的中 � ７０２０４（１番人気）
複勝票数 計 ３７１２４３ 的中 � ８８８０９（１番人気）� ７４５６（１０番人気）� ５０６８４（３番人気）
枠連票数 計 １２２３５０ 的中 （３－７） １６０７（１４番人気）
馬連票数 計 ５１０３５８ 的中 �� ４７６７（２７番人気）
馬単票数 計 ３３９７２３ 的中 �� ２２０７（４４番人気）
ワイド票数 計 ２１０６３７ 的中 �� ２５４５（２６番人気）�� １５２５５（３番人気）�� １９１１（３１番人気）
３連複票数 計 ６５０５９０ 的中 ��� ４５０１（４０番人気）
３連単票数 計１２７３６２９ 的中 ��� １２７９（２３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．５―３５．９―４９．５―１：０３．１―１：１６．６―１：２９．２―１：４１．５―１：５３．８―２：０６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３８．０
１
３
４－１，２，５，３（６，９）－１２，８，１０，７，１１・（４，５）（９，１０）（１，２）（６，８）３，１２－７－１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンホマレボシ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１２．２４ 阪神２着

２００９．３．２３生 牡３鹿 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ ５戦２勝 賞金 １９，５７２，０００円
〔制裁〕 ロードアクレイム号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（３番への進路

影響）



０７０８３ ３月２４日 晴 重 （２４中京１）第７日 第１１競走 ��
��２，０００�名 鉄 杯

発走１５時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．３．２６以降２４．３．１８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

名古屋鉄道株式会社賞（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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：０２．２
１：５６．１

良

良

６１２ マイネルガヴロシュ 牡５青鹿５４ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４８２－ ６２：０４．５ ５．１�

３６ ヤマカツゴールド 牡６栗 ５５ 川須 栄彦山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４６２－ ８２：０４．９２� １５．７�
６１１ タ イ タ ン 牡４栗 ５５ 太宰 啓介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ７．３�
４８ キンセイポラリス 牡６鹿 ５４ 丸田 恭介山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 ４０８＋ ４２：０５．０� ６８．３�
７１３ ヤマニンリップル 牝４黒鹿５２ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７２＋ ６２：０５．１� ７．５�
８１５ フレンチボウ 牝４鹿 ５２ 吉田 隼人吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４５４－ ４２：０５．２� １２．３�
１２ メジロジェニファー 牝５黒鹿５３ 村田 一誠岩� 伸道氏 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０＋ ６２：０５．７３ ６．６	
１１ サイドアタック 牡４栗 ５５ 松山 弘平杉山 忠国氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４７２＋ ２２：０６．０１� １１．３

２４ グッドバニヤン 牡７栃栗５５ 松田 大作津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ２８．９�
４７ � セイカミカワ 牝５黒鹿５１ 西田雄一郎久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８４－ ６２：０６．４２� ５９．９�
５１０ フェイルノート 牡５青鹿５５ 吉田 豊 キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５２８－ ８２：０６．６１� ４．８�
８１６ セトノメジャー 牡５鹿 ５５ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５００＋ ４２：０６．８１ ２４．５�
３５ � スプリングバレル 牡７黒鹿５３ 宮崎 北斗加藤 春夫氏 田中 剛 様似 出口 繁夫 ５０４＋１０２：０７．０１	 ７７．８�
７１４ マリアビスティー 牝４黒鹿５３ 国分 優作備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４２：０７．１クビ １８．７�
５９ ラガーアンバー 牡５黒鹿５５ 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ９６．４�
２３ テ ツ キ セ キ 牡６黒鹿５５ 藤岡 康太木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４４＋ ４２：０７．３� ４５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１０６，６００円 複勝： ４４，７０３，５００円 枠連： ３６，７５１，５００円

馬連： １１８，９７２，０００円 馬単： ６４，７９４，０００円 ワイド： ４１，１９０，４００円

３連複： １６７，１７２，６００円 ３連単： ２９０，６７４，５００円 計： ７９０，３６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � ４７０円 � ２３０円 枠 連（３－６） ２，５００円

馬 連 �� ４，３１０円 馬 単 �� ８，１２０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ８００円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� １２，０６０円 ３ 連 単 ��� ７２，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２６１０６６ 的中 � ４０５１７（２番人気）
複勝票数 計 ４４７０３５ 的中 � ７４７６５（１番人気）� ２０４８８（８番人気）� ５２７６１（３番人気）
枠連票数 計 ３６７５１５ 的中 （３－６） １０８６１（１３番人気）
馬連票数 計１１８９７２０ 的中 �� ２０３８５（１９番人気）
馬単票数 計 ６４７９４０ 的中 �� ５８８９（３６番人気）
ワイド票数 計 ４１１９０４ 的中 �� ６７８０（１６番人気）�� １３１８２（５番人気）�� ４２３１（３３番人気）
３連複票数 計１６７１７２６ 的中 ��� １０２３２（４２番人気）
３連単票数 計２９０６７４５ 的中 ��� ２９４４（２３８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．７―１２．６―１２．６―１２．５―１２．４―１２．４―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．２―３６．９―４９．５―１：０２．１―１：１４．６―１：２７．０―１：３９．４―１：５１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルガヴロシュ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００９．８．１６ 小倉３着

２００７．５．９生 牡５青鹿 母 タイガロピーヌ 母母 タ イ シ オ リ ２７戦４勝 賞金 ５６，６５６，０００円

０７０８４ ３月２４日 晴 重 （２４中京１）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�

と よ は し

豊 橋 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 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：２３．２
１：１９．０

良

良

７１３ パワフルキリシマ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４６± ０１：２４．３ ６．２�

８１６� レディオスソープ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：２４．４� ２０．５�
１１ 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 ４３８－ ８ 〃 クビ ４．５�
３５ � トーセンカルツェ 牡５栗 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４１：２４．６１	 ２８．７�
２４ ウエストエンド 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４＋２６１：２４．７クビ １６．４�
４８ リバーハイランド 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４８０－ ４ 〃 アタマ ４．２	
７１４ マイティースコール 牡４栗 ５７ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ２ 〃 クビ ３５．５

５９ クリノトルネード 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７４＋ ２ 〃 ハナ ２４．３�
３６ セレスロンディー 牡５青 ５７ 松田 大作岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４７８＋ ２１：２４．８� ７．６�
８１８ ヴィーヴァブーケ 牝６青鹿５５ 大野 拓弥芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ４２２＋１２ 〃 クビ ３２．５
５１０ ビ ー ム 牡４鹿 ５７ 田中 博康小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ５０４－ ６１：２４．９クビ ７２．４�
６１２ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４６６－１６ 〃 クビ ４５．７�
８１７ ショウナンアトム 牡６鹿 ５７ 高倉 稜国本 哲秀氏 梅田 智之 浦河 木戸口 昌治 ４６４－１２１：２５．０� １９２．０�
６１１ バンダムクラウス 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４５４－ ４１：２５．１クビ １１４．０�
２３ 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 ５１０＋ ２１：２５．２
 ６．９�
７１５� サトノロック 牡５鹿 ５７ 国分 優作里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd B４７６－ ４１：２５．５１
 ２１．４�
１２ オメガクリスマス 牝５鹿 ５５ 上村 洋行原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：２６．１３� ５８．０�
４７ � サンマルダンサー 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６６－１０１：２６．７３� ３２２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，８７３，７００円 複勝： ４３，４１７，５００円 枠連： ２２，００１，９００円

馬連： ７５，５２０，９００円 馬単： ４２，６９５，７００円 ワイド： ３０，３５２，３００円

３連複： １０２，８７８，０００円 ３連単： １７７，７６６，３００円 計： ５２１，５０６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２５０円 � ５６０円 � １９０円 枠 連（７－８） １，８７０円

馬 連 �� ４，３９０円 馬 単 �� ８，２１０円

ワ イ ド �� １，７６０円 �� ６３０円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ９，１７０円 ３ 連 単 ��� ６１，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２６８７３７ 的中 � ３４３２３（３番人気）
複勝票数 計 ４３４１７５ 的中 � ４７８３８（４番人気）� １６７９７（８番人気）� ７２７４９（２番人気）
枠連票数 計 ２２００１９ 的中 （７－８） ８７１６（１１番人気）
馬連票数 計 ７５５２０９ 的中 �� １２７０９（１５番人気）
馬単票数 計 ４２６９５７ 的中 �� ３８４１（２９番人気）
ワイド票数 計 ３０３５２３ 的中 �� ４１２４（１６番人気）�� １２４９６（３番人気）�� ４６３３（１４番人気）
３連複票数 計１０２８７８０ 的中 ��� ８２８３（２１番人気）
３連単票数 計１７７７６６３ 的中 ��� ２１２１（１５７番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３７．１
３ １０（４，１５）（３，６，１１，１６）（１，８）（７，９）（２，５）１４（１３，１７）１２，１８ ４ １０（４，１５）（３，６）１１（１，１６）８（２，７，９）（５，１４）（１３，１７）１２，１８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パワフルキリシマ �
�
父 エイシンワシントン �

�
母父 Southern Halo デビュー ２０１０．９．５ 小倉２着

２００８．３．２３生 牡４鹿 母 シンシナティガール 母母 Eishin Maysville １９戦２勝 賞金 ２４，８０４，０００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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 ウインロザリー号・エーシンイグアス号・カリスマテーラー号・クレムリンシチー号・コーストバンクシア号・

サニーヘイロー号・ダノンウィスラー号・ナガレボシイチバン号・メイショウセトウチ号・メジロガストン号・レト号・
ローザペルラ号



（２４中京１）第７日 ３月２４日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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

１５５，５１０，０００円
２，０８０，０００円
６，７００，０００円
１，７４０，０００円
１３，９７０，０００円
６３，７０８，０００円
４，８３６，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
１９７，８７１，３００円
３２８，２６９，０００円
１５５，４００，４００円
４８３，６６０，１００円
３１４，９７０，４００円
２１７，３５９，４００円
６９１，６１２，５００円
１，１９３，２３７，５００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 ３，５８２，３８０，６００円

総入場人員 １８，１６１名 （有料入場人員 １５，３９０名）


