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08061 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

23 バーディーイーグル 牡3鹿 56 戸崎 圭太里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 476－ 61：26．2 4．3�
510 トウショウタイド 牡3鹿 56 国分 優作トウショウ産業� 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 560－ 21：26．3� 13．5�
11 ロードアストロ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 21：26．4� 19．3�
59 バルトロメオ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：26．93 5．5�
816 ラローザブル 牡3栗 56 幸 英明髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B478＋ 61：27．22 9．4	
714 タイムアラウド 牡3鹿 56 松田 大作有限会社シルク木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 21：27．3クビ 9．3

12 ブラックシャリオ 牡3黒鹿56 D．バルジュー �ターフ・スポート坂口 正則 浦河 笹地牧場 492＋121：27．93� 81．5�

（伊）

35 シークレットゾーン 牡3鹿 56 松山 弘平小林 久義氏 鈴木 孝志 新ひだか 神垣 道弘 500＋101：28．0� 81．2�
48 フィオリート 牡3芦 56 酒井 学松田 整二氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 492 ― 〃 クビ 105．1
36 サトノエクセル 牡3黒鹿56 C．デムーロ 里見 治氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－141：28．21 3．4�
（伊）

611 ジューンメイ 牡3鹿 56
54 △中井 裕二吉川 潤氏 今野 貞一 新ひだか 城地 和義 484± 0 〃 ハナ 76．1�

47 ドリームブレイズ 牡3鹿 56 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 安平 追分ファーム 458 ―1：28．3� 25．2�
24 トラストハック 牝3青 54 北村 友一菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 北星村田牧場 422± 01：28．4� 298．1�
612 スマートレーベル 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 吉村 圭司 新ひだか 荒谷 英俊 442－ 21：28．71� 9．3�
713 ハイランドコンドル 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 408－101：29．12� 277．3�
815 フクノシリウス 牡3黒鹿56 西田雄一郎福島 実氏 岩戸 孝樹 浦河 山口 義彦 458－ 21：29．63 89．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，585，700円 複勝： 28，547，900円 枠連： 7，880，700円
馬連： 32，518，000円 馬単： 21，857，700円 ワイド： 17，850，000円
3連複： 46，455，400円 3連単： 69，224，100円 計： 239，919，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 340円 � 580円 枠 連（2－5） 990円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 7，490円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，350円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 17，580円 3 連 単 ��� 82，940円

票 数

単勝票数 計 155857 的中 � 28646（2番人気）
複勝票数 計 285479 的中 � 46049（3番人気）� 20994（7番人気）� 11213（8番人気）
枠連票数 計 78807 的中 （2－5） 5887（3番人気）
馬連票数 計 325180 的中 �� 5308（20番人気）
馬単票数 計 218577 的中 �� 2155（35番人気）
ワイド票数 計 178500 的中 �� 3256（20番人気）�� 3289（19番人気）�� 1642（28番人気）
3連複票数 計 464554 的中 ��� 1951（56番人気）
3連単票数 計 692241 的中 ��� 616（262番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．7―12．9―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．9―1：00．8―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．3
3 13，1，5（2，9，6，11）（3，10，14）（8，16）（4，12）15，7 4 ・（13，1）（5，6）9（2，10，11）（3，14）（8，16）4（7，15，12）

勝馬の
紹 介

バーディーイーグル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．10．28 東京3着

2010．5．10生 牡3鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 ハイランドコンドル号の騎手原田和真は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エッフェル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08062 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

815 ハ ー デ ス 牡3青 56 武 豊�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 492± 01：56．2 9．3�
24 タニノタキシード 牡3黒鹿56 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 464＋ 41：56．3� 1．8�
35 ゴーソッキュー 牡3栗 56 幸 英明岡 浩二氏 角田 晃一 えりも エクセルマネジメント B488＋241：56．4� 165．3�
47 クレアトーレ 牡3青鹿56 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 474－ 61：56．61 4．6�
611 メイショウソレイユ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 452－ 41：56．81� 181．8�
59 	 ウエストソング 牡3芦 56 C．デムーロ 加藤 守氏 中竹 和也 米 Pegasus

Farms, Ltd. 486＋ 4 〃 クビ 11．8	
（伊）

816	 エーシンザピーク 牡3栗 56 川田 将雅
栄進堂 小崎 憲 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

470＋ 81：56．9クビ 14．1�
36 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 吉田 隼人石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 448－ 21：57．0� 31．4�
714 ジオメトリー 牡3栗 56 柴山 雄一池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 478－ 61：57．1� 158．1
12 	 エイシンラムダ 牡3鹿 56 D．バルジュー 平井 豊光氏 坂口 正則 米 Fred W.

Hertrich III 484－ 6 〃 クビ 21．7�
（伊）

11 バードバーニング 牡3鹿 56 戸崎 圭太村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448－ 41：57．73� 16．6�
713 ミヤビワンド 牡3鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 B490－ 21：57．8� 91．8�
23 タイセイスカイ 牡3鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 464－ 41：58．01� 42．8�
612 コスモアオイ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 4 〃 クビ 356．5�
48 アフリートイモン 牡3鹿 56 水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 日高 坂 牧場 554＋ 2 〃 アタマ 147．9�
510	 アスターバリュー 牝3芦 54

51 ▲原田 敬伍加藤 久枝氏 武田 博 米 Polo Green
Stable 432＋ 41：58．95 658．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，368，600円 複勝： 60，122，500円 枠連： 8，466，400円
馬連： 28，431，600円 馬単： 23，157，700円 ワイド： 15，780，600円
3連複： 39，924，900円 3連単： 74，303，300円 計： 267，555，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 290円 � 110円 � 2，050円 枠 連（2－8） 420円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 400円 �� 13，680円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 35，890円 3 連 単 ��� 193，090円

票 数

単勝票数 計 173686 的中 � 14865（3番人気）
複勝票数 計 601225 的中 � 22409（4番人気）� 425082（1番人気）� 2392（11番人気）
枠連票数 計 84664 的中 （2－8） 15127（2番人気）
馬連票数 計 284316 的中 �� 26817（2番人気）
馬単票数 計 231577 的中 �� 7043（9番人気）
ワイド票数 計 157806 的中 �� 10976（2番人気）�� 263（63番人気）�� 1106（33番人気）
3連複票数 計 399249 的中 ��� 821（77番人気）
3連単票数 計 743033 的中 ��� 284（383番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―13．3―13．5―13．4―13．2―13．2―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．3―50．8―1：04．2―1：17．4―1：30．6―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．8
1
3
3（15，16）（4，11）（7，12）－（8，14）2－（5，13）6－（1，9）－10・（3，15）16，4（11，12）7（14，13）（8，2，5，6）（9，1）10

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

勝馬の
紹 介

ハ ー デ ス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．7 京都2着

2010．2．3生 牡3青 母 クロッサンドラ 母母 シクレノンビオス 5戦1勝 賞金 8，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 中京競馬 第６日



08063 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

23 アニマトゥール 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 458－ 41：36．3 4．4�
36 ショウナンバーキン 牝3青 54 福永 祐一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 450＋ 21：36．61� 3．4�
35 ディオジェーヌ 牝3鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 420＋ 21：36．7� 12．1�
612 ソルダテッサ 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 422＋ 41：36．91� 5．8�
714 ロングボンズ 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二中井 敏雄氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 412－ 4 〃 アタマ 15．4�
713 アルピナブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 462± 01：37．11� 16．1	
611 アドマイヤマリリン 牝3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426－ 4 〃 ハナ 11．9

510 アンスタンフィール 牝3鹿 54

51 ▲森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 476± 0 〃 クビ 12．7�
12 ハイラブソング 牝3芦 54 吉田 豊服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム 452－101：37．2クビ 110．1�
816 フウコウメイビ 牝3鹿 54 幸 英明吉田 哲哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 クビ 38．5
47 ラインビューティー 牝3栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 464－201：37．3クビ 8．3�
48 ナムラタンタン 牝3鹿 54 国分 優作奈村 信重氏 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 424－ 41：37．4� 244．4�
59 メイショウグレア 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 408 ― 〃 アタマ 130．7�
11 メ ネ フ ネ 牝3栗 54 松田 大作藤沼 利夫氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 430－22 〃 ハナ 152．9�
815 トーホウヴィオラ 牝3鹿 54 柴山 雄一東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 430± 0 〃 同着 293．3�
24 コスモカトルカール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 61：37．5クビ 83．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，674，000円 複勝： 28，769，000円 枠連： 9，863，500円
馬連： 33，401，500円 馬単： 21，777，200円 ワイド： 17，105，100円
3連複： 47，323，600円 3連単： 67，891，600円 計： 243，805，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 150円 � 320円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，180円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 176740 的中 � 32021（2番人気）
複勝票数 計 287690 的中 � 51114（2番人気）� 61491（1番人気）� 17797（7番人気）
枠連票数 計 98635 的中 （2－3） 12147（2番人気）
馬連票数 計 334015 的中 �� 31318（1番人気）
馬単票数 計 217772 的中 �� 10335（1番人気）
ワイド票数 計 171051 的中 �� 14890（1番人気）�� 3298（17番人気）�� 5333（9番人気）
3連複票数 計 473236 的中 ��� 10691（6番人気）
3連単票数 計 678916 的中 ��� 4009（10番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．1―12．4―12．1―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．8―35．9―48．3―1：00．4―1：12．2―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

アニマトゥール �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2013．3．3 阪神4着

2010．1．23生 牝3黒鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 2戦1勝 賞金 5，900，000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 ノイ号
（非抽選馬） 4頭 アティトラン号・イヴピアジェ号・インパクトレディー号・フレームエンゼル号

08064 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

510 マイネルサンオペラ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 458－ 22：04．2 6．3�

36 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 丹内 祐次森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 458－16 〃 クビ 14．7�
59 バ ジ ン ガ 牡3鹿 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 ハナ 2．4�
611 サクセスカサノヴァ 牡3鹿 56 吉田 隼人髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 478＋ 42：04．3� 11．6�
12 マルイチワンダー 牡3栗 56 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 442－ 62：04．4� 36．0�
714 エーブドラゴンマン 牡3青鹿56 北村 友一 �レーシングホース

ジャパン 沖 芳夫 浦河 荻伏三好フ
アーム 500－ 6 〃 ハナ 125．7	

35 メイショウゴリン 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 462－ 22：04．5クビ 209．4

817 マコトビジャーチ 牝3栗 54 C．デムーロ 尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 418－ 22：04．6� 36．6�

（伊）

818 シャドークイーン 牝3青鹿54 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 佐竹 学 432－ 62：04．7� 239．2�
816 フェートグランド 牡3鹿 56 D．バルジュー 社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 4 〃 ハナ 11．5�
（伊）

24 アステュート 牝3黒鹿54 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 476－ 62：04．8� 7．6�

715 スーサンタイガー 牡3栗 56 柴山 雄一林 千枝子氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 448＋ 22：04．9� 388．5�
612 ミラフローレス 牝3黒鹿54 松田 大作 社台レースホース高野 友和 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－102：05．11� 221．8�
713 メイショウバッカス 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 460± 02：05．41� 5．2�
11 サンマルグレース 牝3黒鹿54 国分 優作相馬 勇氏 山内 研二 日高 荒井ファーム 420± 02：05．82� 149．4�
47 ライブリヘイロー 牝3鹿 54 水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 458－ 42：07．07 412．3�
23 ウイングロリオサ 牝3鹿 54 酒井 学�ウイン 日吉 正和 新冠 武田 修一 486＋102：07．1� 222．7�
48 ミヤビアンジェロ 牝3鹿 54 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 422－142：07．84 78．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，455，400円 複勝： 29，789，200円 枠連： 10，256，500円
馬連： 37，651，700円 馬単： 24，205，900円 ワイド： 17，708，700円
3連複： 50，097，600円 3連単： 77，226，700円 計： 267，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 300円 � 140円 枠 連（3－5） 1，260円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 790円 �� 360円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 20，120円

票 数

単勝票数 計 204554 的中 � 25661（3番人気）
複勝票数 計 297892 的中 � 41851（3番人気）� 20198（6番人気）� 71727（1番人気）
枠連票数 計 102565 的中 （3－5） 6027（6番人気）
馬連票数 計 376517 的中 �� 9982（10番人気）
馬単票数 計 242059 的中 �� 3243（22番人気）
ワイド票数 計 177087 的中 �� 5263（10番人気）�� 13565（2番人気）�� 5952（9番人気）
3連複票数 計 500976 的中 ��� 17309（4番人気）
3連単票数 計 772267 的中 ��� 2833（52番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．9―13．1―13．0―12．9―12．4―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―36．6―49．7―1：02．7―1：15．6―1：28．0―1：39．8―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルサンオペラ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．16 中山7着

2010．4．3生 牡3栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 7戦1勝 賞金 9，550，000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。
（非当選馬） 1頭 ヤマノレガロ号
（非抽選馬） 2頭 トウカイルノン号・プリンセスハルカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08065 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

714 ラベンダーカラー 牝5黒鹿55 岩田 康誠青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 434－101：12．4 7．5�
23 ナムラケイオス 牝4鹿 55 西村 太一奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 516± 0 〃 クビ 102．2�
612 ミヤジガンバレ 牝4鹿 55

53 △中井 裕二曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 486＋ 21：12．5� 3．7�
12 � ロクイチスマイル 牝4芦 55 池添 謙一栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 490＋ 21：12．6� 6．5�
36 メイショウアキシノ 牝4鹿 55 丹内 祐次松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 438＋ 41：12．7クビ 16．3�
35 マジッククレスト 牝4青鹿55 酒井 学 	キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 41：12．91 38．5

48 タガノプラージュ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 0 〃 ハナ 4．3�
815 サイズミックレディ 牝5鹿 55

52 ▲原田 敬伍細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 498＋101：13．0� 8．1�
11 ディープランマ 牝4栗 55 幸 英明深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 440± 01：13．1� 123．0
510 ディアジーローズ 牝4青 55 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 新ひだか タイヘイ牧場 422± 0 〃 クビ 58．7�
611 ミラクルベリー 牝5黒鹿55 松山 弘平市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 454＋ 41：13．31 8．6�
713� シゲルセキニンシャ 牝5青鹿55 国分 優作森中 蕃氏 梅内 忍 新冠 中央牧場 470－261：13．4� 139．6�
24 � ショウナンアルプ 牝4鹿 55 丸田 恭介国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 452－ 21：13．93 65．0�
816� フォールメドウ 牝4栗 55 横山 典弘松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 430－141：14．0クビ 13．8�
47 ハクユウリリー 牝4栗 55 吉田 隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 424－ 21：14．21	 136．2�
59 レアプラチナ 牝4鹿 55 柴山 雄一松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 442－ 61：14．3� 279．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，183，500円 複勝： 25，561，200円 枠連： 9，693，900円
馬連： 29，735，000円 馬単： 19，990，300円 ワイド： 16，086，400円
3連複： 42，428，900円 3連単： 67，935，400円 計： 227，614，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 2，140円 � 170円 枠 連（2－7） 13，010円

馬 連 �� 38，240円 馬 単 �� 44，040円

ワ イ ド �� 9，170円 �� 550円 �� 5，900円

3 連 複 ��� 41，980円 3 連 単 ��� 345，770円

票 数

単勝票数 計 161835 的中 � 17030（4番人気）
複勝票数 計 255612 的中 � 29181（4番人気）� 2276（12番人気）� 50929（2番人気）
枠連票数 計 96939 的中 （2－7） 550（27番人気）
馬連票数 計 297350 的中 �� 574（63番人気）
馬単票数 計 199903 的中 �� 335（90番人気）
ワイド票数 計 160864 的中 �� 411（61番人気）�� 7979（3番人気）�� 642（45番人気）
3連複票数 計 424289 的中 ��� 746（103番人気）
3連単票数 計 679354 的中 ��� 145（761番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．0―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラベンダーカラー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2010．7．18 小倉5着

2008．1．16生 牝5黒鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット 19戦3勝 賞金 28，770，000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 メイショウオハツ号

08066 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

22 シルクラングレー 牡4栗 57 岩田 康誠有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム 494＋ 41：53．7 3．3�
35 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 500－ 41：53．91� 26．5�
11 � マイネルボンド 牡4青鹿57 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B494＋ 41：54．0� 39．7�

（伊）

46 ナリタムーンライト 牡5栗 57 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 526＋ 21：54．1クビ 2．7�
23 クオリティタイム 	7鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 ハナ 44．0�
814 オメガスパーキング 牡4鹿 57 福永 祐一原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 アタマ 6．8	
611 ドリームチャージ 牡4鹿 57 C．デムーロ 青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 460＋101：54．31� 32．4


（伊）

713 アルディエス 牡4鹿 57 武 豊�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 450＋ 21：54．5� 7．7�
58 ダテノスイミー 牡6栗 57 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 446± 01：54．71� 14．9�
610 スペルヴィア 牡4黒鹿57 川田 将雅佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 530＋ 6 〃 クビ 11．4
815 リバークリーク 牡5栗 57 柴山 雄一河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 510－ 41：55．65 449．0�
59 � サトノナイト 	5鹿 57 幸 英明里見 治氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484－ 61：56．13 128．9�
47 グランラファル 牡4栗 57

55 △中井 裕二山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 488± 01：56．52� 208．0�
34 プルーフポジティブ 牡4黒鹿 57

54 ▲森 一馬山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 456－101：56．92� 45．5�
712� エメラルブライト 牡5黒鹿 57

54 ▲原田 敬伍高橋 勉氏 加藤 敬二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋101：57．32� 336．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，287，300円 複勝： 26，773，400円 枠連： 8，789，200円
馬連： 33，075，700円 馬単： 20，076，600円 ワイド： 16，172，700円
3連複： 42，412，500円 3連単： 67，806，800円 計： 233，394，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 490円 � 710円 枠 連（2－3） 1，990円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，760円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 25，700円 3 連 単 ��� 106，930円

票 数

単勝票数 計 182873 的中 � 43924（2番人気）
複勝票数 計 267734 的中 � 53979（2番人気）� 12747（7番人気）� 8240（9番人気）
枠連票数 計 87892 的中 （2－3） 3272（10番人気）
馬連票数 計 330757 的中 �� 6434（12番人気）
馬単票数 計 200766 的中 �� 2746（21番人気）
ワイド票数 計 161727 的中 �� 2930（15番人気）�� 2274（23番人気）�� 1082（38番人気）
3連複票数 計 424125 的中 ��� 1218（82番人気）
3連単票数 計 678068 的中 ��� 468（330番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．0―51．0―1：03．2―1：15．4―1：27．7―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクラングレー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．4．15 福島1着

2009．5．17生 牡4栗 母 ジ ブ リ ー ル 母母 キャサリーンパー 7戦2勝 賞金 20，445，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08067 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （芝・左）

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

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

47 シ ェ ル ビ ー 牡4栗 57 岩田 康誠杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 508＋201：33．9 4．0�
612 スマッシュスマイル 牡5栃栗57 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 496－ 41：34．43 4．0�
59 エーブフウジン 牡5栗 57 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B482＋ 41：34．5� 7．5�
713� コウヨウアレス 牡4青鹿57 戸崎 圭太寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 482－131：34．81� 8．9�
510 エメラルドヴァレー 牝5青鹿55 松山 弘平吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 422－ 21：34．9� 17．0	
23 レオパルドゥス 牡5栗 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 クビ 65．0

24 マ カ ハ 牡4鹿 57 川田 将雅広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B470＋ 2 〃 ハナ 4．6�
12 グレートヴァリュー 牡5黒鹿57 北村 友一小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 B454－ 41：35．1� 72．2�
11 テラノイロハ 牝4青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 36．9
36 アンレヴマン 牡4鹿 57 C．デムーロ �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 508－10 〃 アタマ 20．3�

（伊）

611 ラヴァーズキッス 牝5栗 55
53 △中井 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452－ 41：35．52� 138．1�

714 ウインジェラルド 牡6栗 57 D．バルジュー �ウイン 武市 康男 新冠 村上 欽哉 478－ 41：35．92� 185．6�
（伊）

48 � シャイニングサヤカ 牝6黒鹿55 幸 英明�伏木田牧場 高柳 瑞樹 浦河 伏木田牧場 468± 01：36．43 51．6�
816 ジョウテンオリーヴ 牝4鹿 55 吉田 豊田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 500± 0 〃 アタマ 41．3�
815 メイショウジェーン 牝4鹿 55 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 442＋ 61：36．5クビ 14．0�
35 ケンブリッジアリス 牝4栗 55 太宰 啓介中西 宏彰氏 牧田 和弥 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 444－111：37．03 122．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，618，100円 複勝： 33，225，000円 枠連： 9，856，600円
馬連： 35，538，200円 馬単： 22，181，700円 ワイド： 18，074，200円
3連複： 47，613，800円 3連単： 78，404，800円 計： 264，512，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 140円 � 200円 枠 連（4－6） 980円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 380円 �� 890円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 196181 的中 � 38751（2番人気）
複勝票数 計 332250 的中 � 50440（3番人気）� 72184（1番人気）� 39796（4番人気）
枠連票数 計 98566 的中 （4－6） 7468（4番人気）
馬連票数 計 355382 的中 �� 26050（2番人気）
馬単票数 計 221817 的中 �� 7968（4番人気）
ワイド票数 計 180742 的中 �� 12751（2番人気）�� 4658（9番人気）�� 9062（4番人気）
3連複票数 計 476138 的中 ��� 12219（5番人気）
3連単票数 計 784048 的中 ��� 4356（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．0―11．6―12．1―12．3―12．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．3―45．9―58．0―1：10．3―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9

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

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ル ビ ー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．10．22 京都2着

2009．4．16生 牡4栗 母 リラコルレオーネ 母母 レ モ ン キ ス 5戦2勝 賞金 20，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トーセンカルツェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08068 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

11 ク ロ ー チ ェ 牡4栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 516－ 41：24．8 2．7�
815� ミリオンヴォルツ 牡4鹿 57 松山 弘平林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 482＋ 2 〃 ハナ 17．2�
59 ミッキーヘネシー 牡4栃栗57 幸 英明野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 466－101：25．01	 6．7�
713 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 502＋ 8 〃 アタマ 12．2�
47 ビットプレスト 牡5鹿 57 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 454－10 〃 アタマ 42．2�
24 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 福永 祐一上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 432－ 21：25．1クビ 19．9	
36 � バルダメンテ 牡4青鹿57 戸崎 圭太前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 520＋ 21：25．31
 5．4

612 ニイハオジュウクン 牡5鹿 57 松田 大作鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 444± 01：25．4� 15．1�
35 � トーセンブリッツ 牡5青 57 川田 将雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B464＋ 2 〃 アタマ 15．9
714 ランドフォール 牡4鹿 57

55 △中井 裕二大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B470－ 81：25．72 13．2�
510 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 61：25．8クビ 15．2�
12 � エクストラトーン 牡4芦 57 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 510± 01：25．9
 29．1�
816� サンマルリバティ 牡4鹿 57 北村 友一相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 516－ 31：26．0� 173．6�
23 トーホウサターン 牡4青鹿57 D．バルジュー 東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 488＋ 41：26．21	 148．9�

（伊）

48 � ユーディドイット 牡5鹿 57 丸田 恭介藤田 在子氏 土田 稔 米 Yoshio Fujita 470－ 6 〃 ハナ 56．0�
611� ストロングレグナム 牡5栗 57 西田雄一郎村木 篤氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B452－241：28．4大差 221．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，803，200円 複勝： 34，091，500円 枠連： 12，618，700円
馬連： 40，875，400円 馬単： 26，492，500円 ワイド： 21，301，400円
3連複： 59，102，400円 3連単： 98，251，600円 計： 314，536，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 430円 � 240円 枠 連（1－8） 1，750円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 810円 �� 440円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 21，650円

票 数

単勝票数 計 218032 的中 � 64766（1番人気）
複勝票数 計 340915 的中 � 85834（1番人気）� 15894（8番人気）� 35172（3番人気）
枠連票数 計 126187 的中 （1－8） 5332（7番人気）
馬連票数 計 408754 的中 �� 14655（7番人気）
馬単票数 計 264925 的中 �� 6321（7番人気）
ワイド票数 計 213014 的中 �� 6414（7番人気）�� 13142（2番人気）�� 2816（22番人気）
3連複票数 計 591024 的中 ��� 8616（10番人気）
3連単票数 計 982516 的中 ��� 3350（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．5―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ー チ ェ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2012．3．10 阪神1着

2009．4．2生 牡4栗 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 11戦2勝 賞金 24，321，000円
〔制裁〕 クローチェ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08069 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第9競走 ��
��1，200�

お か ざ き

岡 崎 特 別
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．3．24以降25．3．17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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000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
1：08．7
1：06．5

重
良

510 ルアーズストリート 牝6鹿 54 戸崎 圭太下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 450＋ 21：08．8 17．9�
36 シェルエメール 牝5黒鹿52 丸田 恭介前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 444± 0 〃 アタマ 24．9�
816 ラトルスネーク 牡5黒鹿57．5 C．デムーロ 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 512－ 21：08．9� 2．6�

（伊）

11 � フレデフォート 牡6鹿 56 池添 謙一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 454＋ 2 〃 アタマ 16．3�
24 キタサンエピソード 牡4栗 56 北村 友一�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 494－ 21：09．0� 14．9�
713 マストバイアイテム 牝6黒鹿52 吉田 豊�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 456－10 〃 アタマ 84．0	
714 レディオブパーシャ 牝5栗 52 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 21：09．1� 5．8

59 アンプレシオネ 牝8芦 52 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル 458＋ 61：09．2� 21．2�
817 ブルーピアス 牝4栗 51 酒井 学田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 444－ 81：09．3	 75．9
23 ビットスターダム 牡5芦 56 柴山 雄一馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468± 0 〃 アタマ 15．3�
47 アグネスハビット 牡4黒鹿54 丹内 祐次渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 460－ 21：09．4クビ 9．9�
12 アイビーフォールド 牡6鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 462± 0 〃 クビ 34．5�
612 アルベルトバローズ 牡4鹿 56 福永 祐一猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 490－ 21：09．5� 8．1�
48 エランドール 牝5鹿 52 国分 優作�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 444＋ 8 〃 クビ 26．6�
611 シンワクイーン 牝4鹿 51 西村 太一若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 454－ 4 〃 ハナ 47．3�
715 シエラデルタ 牡6黒鹿53 岩田 康誠山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 456－ 41：09．6クビ 56．2�
818
 ハートランドノリカ 牝8黒鹿50 竹之下智昭豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 482－ 41：10．13 193．8�
35 
 コーリングオブラブ 牝6栗 51 吉田 隼人飯田 良枝氏 安達 昭夫 新ひだか 千代田牧場 476± 01：10．63 154．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，794，600円 複勝： 39，996，200円 枠連： 18，709，200円
馬連： 60，206，100円 馬単： 36，025，800円 ワイド： 29，636，500円
3連複： 87，668，600円 3連単： 152，488，800円 計： 450，525，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 480円 � 520円 � 150円 枠 連（3－5） 6，560円

馬 連 �� 14，740円 馬 単 �� 34，360円

ワ イ ド �� 3，880円 �� 980円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 16，410円 3 連 単 ��� 118，090円

票 数

単勝票数 計 257946 的中 � 11384（8番人気）
複勝票数 計 399962 的中 � 17975（7番人気）� 16431（9番人気）� 100753（1番人気）
枠連票数 計 187092 的中 （3－5） 2106（28番人気）
馬連票数 計 602061 的中 �� 3016（56番人気）
馬単票数 計 360258 的中 �� 774（120番人気）
ワイド票数 計 296365 的中 �� 1821（52番人気）�� 7705（6番人気）�� 5732（10番人気）
3連複票数 計 876686 的中 ��� 3944（53番人気）
3連単票数 計1524888 的中 ��� 953（362番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―45．4―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 4，18，17，13－9（1，15）3（7，16）（2，12）（10，14）6，5（11，8） 4 4，18（13，17）9（1，3，15，16）（2，7，14）（10，12）6（5，11）8

勝馬の
紹 介

ルアーズストリート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cozzene デビュー 2009．12．20 阪神5着

2007．4．11生 牝6鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 24戦3勝 賞金 51，343，000円
〔制裁〕 コーリングオブラブ号の調教師安達昭夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 ピエナアプローズ号
（非抽選馬） 4頭 ケンブリッジヒーロ号・ゴールデンムーン号・メイショウコウセイ号・リビングストン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08070 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第10競走 ��
��2，200�

な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳56�5歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

89 � カワキタフウジン 牡8栗 57 武 豊川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 510－ 22：14．7 9．9�
78 カレンミロティック 	5栗 57 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 450－12 〃 クビ 4．4�
33 エックスマーク 牡4鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 82：14．91 2．5�
77 ツルミプラチナム 牡6黒鹿57 柴山 雄一�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 470－16 〃 クビ 24．5�
11 ニューダイナスティ 牡4鹿 56 C．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 6 〃 ハナ 3．9	
（伊）

66 マイネルディーン 牡4青 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 446－102：15．11 10．1

（伊）

44 メイショウジンム 牡7鹿 57 戸崎 圭太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 448＋ 42：15．31
 32．6�
810 トウカイオーロラ 牡6黒鹿57 幸 英明内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 480－ 42：15．62 54．5�
22 セイカプレスト 牡7黒鹿57 太宰 啓介久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 466－ 2 〃 ハナ 188．1
55 ゴールデングローブ 牝5栗 55 岩田 康誠 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 460＋ 22：16．55 12．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 32，068，900円 複勝： 48，342，500円 枠連： 11，910，900円
馬連： 75，980，100円 馬単： 47，647，900円 ワイド： 29，329，300円
3連複： 91，940，900円 3連単： 214，765，500円 計： 551，986，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 200円 � 140円 � 120円 枠 連（7－8） 1，470円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 540円 �� 480円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 15，950円

票 数

単勝票数 計 320689 的中 � 25558（4番人気）
複勝票数 計 483425 的中 � 50144（4番人気）� 92917（2番人気）� 131600（1番人気）
枠連票数 計 119109 的中 （7－8） 6014（7番人気）
馬連票数 計 759801 的中 �� 28093（10番人気）
馬単票数 計 476479 的中 �� 6972（23番人気）
ワイド票数 計 293293 的中 �� 12239（6番人気）�� 13986（4番人気）�� 38059（1番人気）
3連複票数 計 919409 的中 ��� 42780（5番人気）
3連単票数 計2147655 的中 ��� 9943（55番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―11．7―13．5―13．0―12．5―12．4―12．0―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―25．0―36．7―50．2―1：03．2―1：15．7―1：28．1―1：40．1―1：51．5―2：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6
1
3
5（8，10）1（9，6）3（2，7）4・（5，8）10（1，6）（9，4）3，7，2

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

勝馬の
紹 介

�カワキタフウジン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム

2005．4．22生 牡8栗 母 オースミサツキ 母母 ル ナ パ ー ク 33戦3勝 賞金 116，654，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



08071 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第43回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （グローバルスプリントチャレンジ） （芝・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

名古屋市長賞・名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 95，000，000円 38，000，000円 24，000，000円 14，000，000円 9，500，000円
付 加 賞 3，654，000円 1，044，000円 522，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード
［参考記録］

1：08．7
1：06．5
1：07．1
1：10．3

重
良
良
良 （中京）

611 ロードカナロア 牡5鹿 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 498－ 41：08．1レコード 1．3�
612 ドリームバレンチノ 牡6青 57 松山 弘平セゾンレースホース� 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 21：08．31� 9．4�
713 ハクサンムーン 牡4栗 57 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 464－ 6 〃 ハナ 85．6�
815 サクラゴスペル 牡5黒鹿57 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 480－ 41：08．4	 12．9�
817 ダッシャーゴーゴー 牡6鹿 57 川田 将雅芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 536± 01：08．5	 23．1�
48 
 マジンプロスパー 牡6栗 57 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 512－ 4 〃 クビ 26．3	
24 スギノエンデバー 牡5鹿 57 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454－ 6 〃 アタマ 61．4

510 フィフスペトル 牡7鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 21：08．71� 155．6�
59 サ ン カ ル ロ 牡7黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－10 〃 クビ 10．4
714 メモリアルイヤー 牝5栗 55 吉田 隼人西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 484＋ 61：08．8� 366．7�
816 アイラブリリ 牝4黒鹿55 幸 英明杉元 四男氏 福島 信晴 新ひだか 飛野牧場 430－ 6 〃 アタマ 213．6�
47 ツルマルレオン 牡5鹿 57 D．バルジュー 鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 514＋ 4 〃 ハナ 56．7�

（伊）

35 シルクフォーチュン 牡7鹿 57 C．デムーロ 有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 474± 01：08．9クビ 88．9�
（伊）

23 エピセアローム 牝4栃栗55 武 豊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 ハナ 21．4�
11 アドマイヤセプター 牝5栗 55 池添 謙一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：09．0クビ 108．2�
36 モンストール 牡4鹿 57 丸田 恭介前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 478－ 41：09．53 154．4�
12 ミキノバンジョー 牡6鹿 57 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 522－ 21：10．13	 396．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 444，054，500円 複勝： 999，894，100円 枠連： 272，440，000円 馬連： 1，226，552，700円 馬単： 1，000，540，600円
ワイド： 500，379，500円 3連複： 1，752，186，300円 3連単： 5，294，198，600円 5重勝： 922，591，400円 計： 12，412，837，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 200円 � 1，230円 枠 連（6－6） 480円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，320円 �� 8，340円

3 連 複 ��� 11，340円 3 連 単 ��� 27，200円

5 重 勝
対象競走：中山10R／中京10R／阪神11R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 1，359，030円

票 数

単勝票数 計4440545 的中 � 2692832（1番人気）
複勝票数 計9998941 的中 � 7223656（1番人気）� 567216（3番人気）� 60560（12番人気）
枠連票数 計2724400 的中 （6－6） 424867（2番人気）
馬連票数 計12265527 的中 �� 1936502（1番人気）
馬単票数 計10005406 的中 �� 1327781（1番人気）
ワイド票数 計5003795 的中 �� 661214（2番人気）�� 47087（24番人気）�� 12752（51番人気）
3連複票数 計17521863 的中 ��� 114051（31番人気）
3連単票数 計52941986 的中 ��� 143672（81番人気）
5重勝票数 計9225914 的中 ����� 501

ハロンタイム 11．9―11．0―11．4―11．2―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．3―45．5―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．8
3 13，14，16（8，7，15）（3，17）（2，5，11）12（4，10）（1，6，9） 4 13（14，16）（8，7，15）（3，5，11，17）12，2（4，10）（1，6）9

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2010．12．5 小倉1着

2008．3．11生 牡5鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー 14戦9勝 賞金 445，408，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 ハクサンムーン号の騎手酒井学は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
〔その他〕 ツルマルレオン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ツルマルレオン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月24日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08072 3月24日 晴 良 （25中京2）第6日 第12競走 ��
��1，800�

せ と

瀬 戸 特 別
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

47 スズカセクレターボ 牡5栗 57 戸崎 圭太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 472± 01：52．0 3．7�
612 スプリングシーズン 牡5鹿 57 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 61：52．1� 2．6�
24 ブルータンザナイト 牡4青鹿57 柴山 雄一桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 548± 01：52．2クビ 15．3�
23 ノボリドリーム 牡4鹿 57 幸 英明原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 450± 01：52．3	 15．7�
713 アサクサポイント 
5青鹿57 岩田 康誠田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472－ 21：52．72� 8．5�
12 トップオブカハラ 牡6芦 57 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 488－ 61：52．91� 12．8�
11 シルクエステート 牡7青 57 福永 祐一有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 464－ 2 〃 クビ 9．6	
714 エイコーンパス 牡4栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：53．0クビ 54．5

815 ル イ ー ズ 牝5青鹿55 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B474－ 41：53．63� 40．3�
59 エクセルフラッグ 牡6鹿 57 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント 512－ 21：53．91	 225．2�
816 スペシャルイモン 牡6鹿 57 水口 優也井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 492－ 21：54．11� 243．9
510� ピンクデージー 牝6黒鹿55 中井 裕二野島 春男氏 田島 良保 日高 野島牧場 496＋ 4 〃 ハナ 148．3�
611 シゲルスターキング 牡4鹿 57 国分 優作 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America 502－ 21：54．95 17．5�
48 ハギノタイクーン 牡4鹿 57 松山 弘平日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 528－ 6 〃 ハナ 33．0�
36 マイネルプリマス 牡7芦 57 丹内 祐次 �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 524＋ 81：57．0大差 401．3�
35 マジカルツアー 牡4栗 57 北村 友一松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 458－121：57．2	 36．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，802，000円 複勝： 89，726，100円 枠連： 49，920，000円
馬連： 158，683，600円 馬単： 88，684，900円 ワイド： 71，869，200円
3連複： 220，131，600円 3連単： 422，561，800円 計： 1，162，379，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 140円 � 320円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 230円 �� 750円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 608020 的中 � 131152（2番人気）
複勝票数 計 897261 的中 � 215818（1番人気）� 192568（2番人気）� 51433（7番人気）
枠連票数 計 499200 的中 （4－6） 87244（1番人気）
馬連票数 計1586836 的中 �� 246273（1番人気）
馬単票数 計 886849 的中 �� 64306（2番人気）
ワイド票数 計 718692 的中 �� 95818（1番人気）�� 21434（9番人気）�� 17161（13番人気）
3連複票数 計2201316 的中 ��� 75254（4番人気）
3連単票数 計4225618 的中 ��� 35048（9番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―12．0―12．7―12．8―13．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．8―47．8―1：00．5―1：13．3―1：26．6―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3

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

・（5，8）＝12－（3，10）－6，7－（1，4）（2，14）－13＝9－15，16＝11・（5，8）－12（3，7）（10，4）－2（6，14）（1，13）－16－9，15＝11
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5栗 母 セクレゴールド 母母 Secrettame 18戦4勝 賞金 57，952，000円
〔発走状況〕 シゲルスターキング号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔その他〕 スプリングシーズン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジカルツアー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月24日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 スプリングシーズン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キタサンシンガー号・コウエイチャンス号・ダイヤノゲンセキ号・ロングロウ号
（非抽選馬） 1頭 サウンドビガレス号

５レース目



（25中京2）第6日 3月24日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190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

348，420，000円
2，080，000円
5，360，000円
6，820，000円
32，410，000円
68，420，000円
5，569，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
709，695，800円
1，444，838，600円
430，405，600円
1，792，649，600円
1，352，638，800円
771，293，600円
2，527，286，500円
6，685，059，000円
922，591，400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
5 重 勝
計 16，636，458，900円

総入場人員 35，401名 （有料入場人員 33，632名）



平成25年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，090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

1，268，700，000円
6，240，000円
32，930，000円
15，620，000円
116，440，000円
381，443，500円
29，581，000円
10，464，000円

勝馬投票券売得金
1，891，690，300円
3，612，231，700円
1，187，952，400円
4，539，835，300円
3，124，517，700円
2，032，267，800円
6，529，311，800円
13，896，508，600円
922，591，400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
5 重 勝
計 37，736，907，000円

総入場延人員 112，972名 （有料入場延人員 103，824名）
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