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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

08049 3月29日 曇 良 （26中京2）第5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）

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
1：10．1
1：08．7

重
重

510 ヴァイセフラウ 牝3芦 54 中舘 英二�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446－ 21：13．4 3．1�

816 メイショウルナ 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 日の出牧場 492＋ 21：13．82� 21．3�

35 デルマアラレチャン 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 450－ 21：14．01� 3．1�

48 ヴ ォ ラ ン テ 牝3黒鹿54 高田 潤石川 幸司氏 牧田 和弥 浦河 馬道 繁樹 400－ 21：14．42� 290．3�
47 ファービヨンド 牝3栗 54 藤岡 佑介 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 428－ 4 〃 ハナ 9．6�
815 アイファーマシェリ 牝3黒鹿54 北村 友一中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 460 ―1：14．61� 60．2	
23 ラブウィスパー 牝3青鹿 54

53 ☆菱田 裕二増田 陽一氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 442－ 41：14．81� 11．9

713 タイセイデザイア 牝3鹿 54 川須 栄彦田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 498－ 6 〃 アタマ 13．3�
12 ゴールドアスール 牝3栗 54 柴山 雄一玉井 英夫氏 松山 将樹 日高 幾千世牧場 450－ 61：14．9クビ 118．0�
611 マ イ カ イ 牝3鹿 54 黛 弘人橋口 博氏 高木 登 浦河 林 孝輝 440＋12 〃 クビ 164．9
36 プリミティブラブ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �グリーンファーム西園 正都 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 452＋ 61：15．21� 24．4�
11 クィーンオブシバ 牝3鹿 54 勝浦 正樹小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 474－101：15．52 105．5�
59 タマモエバグリーン 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼タマモ� 角田 晃一 新ひだか 前田牧場 454－ 61：16．03 188．4�
714 エストスマイル 牝3鹿 54 西田雄一郎橋川 欣司氏 本間 忍 青森 大西興産 516＋ 61：16．42� 269．7�
612 アグリデジタル 牝3栗 54 藤懸 貴志アグリRC 飯田 雄三 新冠 高橋 忍 414 ―1：16．5クビ 143．4�
24 アンゴスチュラ 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474－ 21：17．24 5．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，567，500円 複勝： 24，224，700円 枠連： 5，847，000円
馬連： 23，367，300円 馬単： 15，865，200円 ワイド： 12，862，000円
3連複： 36，671，500円 3連単： 56，925，100円 計： 187，330，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 400円 � 120円 枠 連（5－8） 1，990円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 210円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 18，350円

票 数

単勝票数 計 115675 的中 � 29404（2番人気）
複勝票数 計 242247 的中 � 60849（2番人気）� 8797（7番人気）� 73034（1番人気）
枠連票数 計 58470 的中 （5－8） 2173（8番人気）
馬連票数 計 233673 的中 �� 4720（15番人気）
馬単票数 計 158652 的中 �� 2226（22番人気）
ワイド票数 計 128620 的中 �� 2553（15番人気）�� 19046（1番人気）�� 3913（10番人気）
3連複票数 計 366715 的中 ��� 9556（8番人気）
3連単票数 計 569251 的中 ��� 2290（52番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．4―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．9―48．3―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァイセフラウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．12．8 阪神6着

2011．5．7生 牝3芦 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走状況〕 マイカイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 アンゴスチュラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンゴスチュラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年4月29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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サチノクイーン号・タイキビスタ号・ルナレインボー号

08050 3月29日 曇 良 （26中京2）第5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� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

46 タガノエッヴィーバ 牡3鹿 56
53 ▲岩崎 翼八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 21：54．7 2．1�
712 メイショウキトラ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 476＋ 21：55．76 4．3�
610 ゼンノブショウ 牡3鹿 56 川須 栄彦大迫久美子氏 高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 434－ 8 〃 クビ 10．2�
57 マ ウ ナ ロ ア 牡3鹿 56 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500 ―1：55．9� 25．7�
33 ハッピーロード �3栗 56 荻野 琢真豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 476－ 61：56．53� 33．0�
69 ディアヴォーグ 牡3栗 56 藤岡 佑介ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 金石牧場 B462－ 21：56．71� 9．0	
45 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56 吉田 隼人 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 440－ 61：56．91� 14．2�
22 ジェネスグレイト 牡3鹿 56 丸山 元気山口 真吾氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 530－12 〃 ハナ 67．1�
813 ヘクターザグレート 牡3黒鹿56 松田 大作堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B494－ 61：57．11� 8．6
711 スリーケーザル 牡3栗 56 酒井 学永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 482－ 21：57．52� 47．0�
34 エフティマルス �3鹿 56 西田雄一郎吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 492－ 61：57．6� 126．2�
814 アスカノゲルニカ 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二豊田 智郎氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436＋ 31：57．91� 50．4�

11 クラウンジェネシス 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太�クラウン 小野 次郎 大分 クラウンファーム 492＋181：59．510 100．6�

58 トミケンフアーマ 牡3鹿 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 上原 博之 伊達 高橋農場 442－ 42：00．35 96．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 11，370，800円 複勝： 21，105，800円 枠連： 5，987，600円
馬連： 19，404，000円 馬単： 12，902，400円 ワイド： 10，263，700円
3連複： 27，521，700円 3連単： 42，757，000円 計： 151，313，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 160円 � 210円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 270円 �� 510円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 計 113708 的中 � 43371（1番人気）
複勝票数 計 211058 的中 � 57393（1番人気）� 34461（2番人気）� 21734（5番人気）
枠連票数 計 59876 的中 （4－7） 9070（2番人気）
馬連票数 計 194040 的中 �� 26314（1番人気）
馬単票数 計 129024 的中 �� 9943（1番人気）
ワイド票数 計 102637 的中 �� 10677（1番人気）�� 4765（7番人気）�� 3448（11番人気）
3連複票数 計 275217 的中 ��� 13057（4番人気）
3連単票数 計 427570 的中 ��� 5250（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．3―51．8―1：04．8―1：17．3―1：30．2―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノエッヴィーバ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2013．12．7 阪神3着

2011．4．24生 牡3鹿 母 タガノスティード 母母 セプテンバーソング 6戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケンフアーマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月29日まで平地競

走に出走できない。

第２回 中京競馬 第５日



08051 3月29日 曇 良 （26中京2）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走10時45分（番組第9競走を順序変更） （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

33 アドマイヤキンカク 牡4鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：55．1 3．0�
77 パーフェクトスコア 牡4青鹿57 川須 栄彦 �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：55．52� 2．0�
11 � コパノツイテル 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小林 祥晃氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 458－101：55．71� 31．7�
66 スリーヨーク 牡4鹿 57 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466± 01：55．91� 16．8�
44 キングジャズ 牡6栗 57 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：56．0	 10．1	
88 フォルトファーレン 牡5黒鹿57 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：56．1	 6．3

22 タカノハーバー 牡4青鹿57 田中 博康山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム 478＋ 81：56．41	 17．0�
55 ニホンピロマイティ 牡4黒鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 466± 0 〃 クビ 71．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 13，683，000円 複勝： 18，887，700円 枠連： 発売なし
馬連： 21，263，500円 馬単： 16，831，100円 ワイド： 10，436，500円
3連複： 26，699，600円 3連単： 71，235，800円 計： 179，037，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 110円 � 410円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，020円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 9，050円

票 数

単勝票数 計 136830 的中 � 36714（2番人気）
複勝票数 計 188877 的中 � 35508（2番人気）� 72877（1番人気）� 6373（7番人気）
馬連票数 計 212635 的中 �� 50673（1番人気）
馬単票数 計 168311 的中 �� 19054（1番人気）
ワイド票数 計 104365 的中 �� 25014（1番人気）�� 1949（14番人気）�� 2909（11番人気）
3連複票数 計 266996 的中 ��� 7300（11番人気）
3連単票数 計 712358 的中 ��� 5813（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―39．0―52．8―1：05．9―1：18．4―1：31．2―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
1，6，7，4，3，2，5－8・（1，6）7，4（2，3）（8，5）

2
4
1，6（4，7）（2，3）5，8
1（6，7）（4，3）（8，2）5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤキンカク 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．9．16 阪神5着

2010．1．18生 牡4鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 15戦2勝 賞金 30，684，000円

08052 3月29日 曇 良 （26中京2）第5日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

711 ヤマカツハクリュウ 牡7芦 60 高田 潤山田 博康氏 松田 博資 浦河 �川 啓一 474－ 23：19．7 8．1�
712 ゴールデンオブジェ 牡6栗 60 北沢 伸也�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 474－ 63：19．8� 13．5�
46 ドリームセーリング 牡7栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 478－143：20．43� 2．1�
69 キープトライン 牡4鹿 59 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B480－ 23：21．03� 6．5�
58 エフティシリウス 牡4青鹿59 R．エノン 吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 63：21．1クビ 47．1�

（豪）

610 イオンドライブ 牡4鹿 59 金子 光希 	社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 464－ 83：21．84 9．9

813� エ ク レ ウ ス 牡9黒鹿60 上野 翔栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント 492－123：22．54 5．7�
34 テイエムシシーポス 牡4鹿 59 田村 太雅竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 488＋ 8 〃 クビ 19．8�
22 ビレッジトレンディ 牝4鹿 57 大江原 圭村山 輝雄氏 大江原 哲 新冠 川島牧場 446－143：23．99 30．4
57 ティティベンケイ 牡4鹿 59 平沢 健治田畑 利彦氏 境 直行 浦河 佐々木 恵一 502＋103：26．2大差 191．2�
33 � エムエムベレッタ 牡5栗 60 浜野谷憲尚ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 グリー牧場 458＋ 33：26．73 110．2�
814 シゲルウオザ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 田中 章博 日高 エンドレス

ファーム 520－ 43：26．8クビ 150．9�
45 ニシノオウガイ 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 492－ 2 （競走中止） 50．5�

（13頭）
11 ト ラ バ ン ト 牡6栗 60 小坂 忠士吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 10，527，600円 複勝： 16，711，800円 枠連： 5，945，100円
馬連： 16，643，100円 馬単： 12，176，400円 ワイド： 9，643，000円
3連複： 26，127，800円 3連単： 42，776，100円 計： 140，550，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 220円 � 120円 枠 連（7－7） 2，750円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 820円 �� 410円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 19，990円

票 数

単勝票数 差引計 105276（返還計 340） 的中 � 10245（4番人気）
複勝票数 差引計 167118（返還計 256） 的中 � 15821（4番人気）� 15556（5番人気）� 56874（1番人気）
枠連票数 差引計 59451（返還計 191） 的中 （7－7） 1596（10番人気）
馬連票数 差引計 166431（返還計 904） 的中 �� 4606（12番人気）
馬単票数 差引計 121764（返還計 763） 的中 �� 1626（22番人気）
ワイド票数 差引計 96430（返還計 610） 的中 �� 2680（12番人気）�� 6002（4番人気）�� 6592（3番人気）
3連複票数 差引計 261278（返還計 3042） 的中 ��� 7876（8番人気）
3連単票数 差引計 427761（返還計 8748） 的中 ��� 1580（62番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．5－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
3，2（4，8）6（9，11）（14，7）10，13－12＝5
2，6（4，11）（8，9，7，10）12－（14，13）3

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツハクリュウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2009．12．12 阪神2着

2007．2．19生 牡7芦 母 ヤマカツリリー 母母 リンデンリリー 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 トラバント号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 ニシノオウガイ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため2周目向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 グランデクロコ号・コトノクリチャン号・スズカホープ号・テーオーゼウス号・ルーベル号
※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。



08053 3月29日 曇 良 （26中京2）第5日 第5競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時05分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

57 エイブルブラッド 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 504－ 23：21．7 3．4�
22 � ミルクディッパー 牡5黒鹿60 中村 将之�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management 580± 03：21．8� 2．9�
34 レアーレスパーダ �7鹿 60 金子 光希 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 496－ 63：23．29 21．5�
814 ドリームピース 牡5栗 60 草野 太郎セゾンレースホース� 畠山 吉宏 安平 追分ファーム 482－ 83：23．3	 26．7�
610
 トーセンレインボー 牝4栗 57 浜野谷憲尚島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 63：23．5	 160．2

712 アマノレインジャー 牡6栗 60 高田 潤中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 504＋ 63：23．71� 3．9�
58 プロヴィデンス 牡8鹿 60 R．エノン 臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 508－143：23．91� 16．8�

（豪）

69 � エーシンザピーク 牡4栗 59 平沢 健治�栄進堂 小崎 憲 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

472± 03：24．75 35．2
46 ビッグプレゼンター 牡5鹿 60 横山 義行西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 474－ 63：24．8� 17．7�
45 �
 ウィッシングデュー 牝10黒鹿58 江田 勇亮中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC 498－ 83：25．22� 14．9�
813 ワンダーバライル 牡7芦 60 黒岩 悠山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 488＋ 63：26．37 75．1�
711 スカイコンフォート 牡5青鹿60 植野 貴也小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム 466－103：26．5	 34．4�
11 
 プリティピンク 牝6栗 58 田村 太雅中島 稔氏 坪 憲章 新冠 越湖牧場 412－113：27．88 87．9�
33 テワヒポウナム 牝4鹿 57 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438－ 6 〃 アタマ 209．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 9，797，600円 複勝： 15，763，300円 枠連： 6，842，500円
馬連： 18，662，000円 馬単： 14，747，600円 ワイド： 10，324，300円
3連複： 32，138，000円 3連単： 53，235，400円 計： 161，510，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 150円 � 360円 枠 連（2－5） 460円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 260円 �� 950円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 13，670円

票 数

単勝票数 計 97976 的中 � 23177（2番人気）
複勝票数 計 157633 的中 � 39037（1番人気）� 31040（3番人気）� 7910（6番人気）
枠連票数 計 68425 的中 （2－5） 11046（1番人気）
馬連票数 計 186620 的中 �� 28882（1番人気）
馬単票数 計 147476 的中 �� 11206（1番人気）
ワイド票数 計 103243 的中 �� 12015（1番人気）�� 2444（11番人気）�� 2018（16番人気）
3連複票数 計 321380 的中 ��� 6917（9番人気）
3連単票数 計 532354 的中 ��� 2876（33番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 51．7－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
9，5（12，8）（4，6，7）（1，14）（11，2）－（3，13）10
7，9，5（12，8）（6，2）4（11，14）＝10－13，1＝3

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

勝馬の
紹 介

エイブルブラッド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2010．9．18 札幌1着

2008．3．9生 牡6鹿 母 フサイチエイブル 母母 Stardusk 障害：3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 スカイコンフォート号の調教師作田誠二は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

エーシンザピーク号の騎手平沢健治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リアルブラック号
（非抽選馬） 2頭 ショウナンワヒネ号・ニジノハヤテ号
※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。

08054 3月29日 曇 良 （26中京2）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：20．0
1：19．0

良
良

24 カワカミマゴコロ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 426－ 21：22．7 7．4�
47 プラチナブロンド 牝3黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 430 ―1：22．8� 12．0�
818 フラッシュバイオ 牝3鹿 54 松田 大作バイオ� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 434＋101：23．43� 3．4�
612 アルカンジュ 牝3芦 54 酒井 学小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 422－ 6 〃 クビ 2．4�
715 サンアグライア 牝3鹿 54 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 454－221：23．5� 49．3	
48 カシマフェニックス �3鹿 56 田中 博康鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 482＋ 21：23．6クビ 40．0

713 グランデラーゴ 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 456－14 〃 クビ 22．2�
510 ナリタメロディ 牝3青鹿54 藤岡 佑介�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 426－ 41：23．81� 7．2�
23 ゲ ラ ー デ 牡3鹿 56 丸山 元気中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 458＋ 81：24．11� 99．4
12 トラストエルフ 牝3栗 54 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新冠 松浦牧場 454－ 41：24．31� 79．9�
35 ショウナンバスター 牡3黒鹿 56

55 ☆中井 裕二国本 哲秀氏 西浦 勝一 新ひだか 西村 和夫 420 ―1：24．51� 186．0�
36 ヒシイパネマ 牝3黒鹿54 中舘 英二阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 484＋14 〃 クビ 52．5�
59 デルマレレレノレ 牡3鹿 56 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 472－141：24．6� 203．7�
714 ケージームスメ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩崎 翼川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 438－161：24．8� 225．2�
611 クリノグラスオー 牡3青 56 西田雄一郎栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 いとう牧場 438－141：24．9� 278．0�
817 ペルフェクトゥス 牝3鹿 54 川須 栄彦�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 452－121：25．22 163．8�
11 ラインファング 牝3栗 54 荻野 琢真大澤 繁昌氏 南井 克巳 平取 稲原牧場 424－ 41：25．3クビ 48．2�
816 リンリンクスクス 牝3鹿 54 北村 友一目谷 一幸氏 森 秀行 日高 三城牧場 426 ―1：25．72� 69．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，661，400円 複勝： 26，061，900円 枠連： 8，364，600円
馬連： 25，720，600円 馬単： 16，736，900円 ワイド： 14，230，900円
3連複： 35，466，600円 3連単： 56，688，300円 計： 201，931，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 380円 � 150円 枠 連（2－4） 2，750円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 420円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 32，160円

票 数

単勝票数 計 186614 的中 � 19908（4番人気）
複勝票数 計 260619 的中 � 39245（3番人気）� 14049（6番人気）� 55209（2番人気）
枠連票数 計 83646 的中 （2－4） 2248（11番人気）
馬連票数 計 257206 的中 �� 4984（11番人気）
馬単票数 計 167369 的中 �� 1898（19番人気）
ワイド票数 計 142309 的中 �� 3218（11番人気）�� 9147（3番人気）�� 3772（8番人気）
3連複票数 計 354666 的中 ��� 6299（9番人気）
3連単票数 計 566883 的中 ��� 1301（74番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．2―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．8―58．5―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワカミマゴコロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．9．21 阪神2着

2011．3．10生 牝3青鹿 母 リバーサウンド 母母 チームカラーズ 6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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナチュラライズ号・ハギノヘヴン号
（非抽選馬） 2頭 アテンション号・タカラジェニファ号



08055 3月29日 曇 良 （26中京2）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
1：49．4
1：47．8

良
重

22 ヴァレンティーア 牝4栗 55 吉田 隼人佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 448－ 41：54．8 2．4�
44 テイエムライオネス 牝4青鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 474＋101：55．01� 11．0�
55 アプレレクール 牝6青鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：55．63� 3．7�
89 マーヴェリックス 牝4鹿 55 岡田 祥嗣市川 義美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456－101：55．7� 13．9�
33 � ヤ マ ガ ー ル 牝4栗 55 松田 大作西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 504－ 21：55．8� 43．2�
88 � ミキノティータイム 牝4栗 55

54 ☆菱田 裕二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 466＋ 21：56．22� 25．6	
66 スピカシチー 牝5鹿 55 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか 幌村牧場 456－ 41：56．62� 112．8

77 ソロデビュー 牝5黒鹿55 川須 栄彦�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 514＋ 21：56．7	 16．3�
11 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 北村 友一吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 430－ 6 〃 クビ 3．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 14，096，100円 複勝： 20，987，500円 枠連： 4，465，200円
馬連： 22，585，400円 馬単： 17，313，900円 ワイド： 11，001，800円
3連複： 30，947，900円 3連単： 73，849，500円 計： 195，247，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 270円 � 140円 枠 連（2－4） 1，790円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 430円 �� 160円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 8，170円

票 数

単勝票数 計 140961 的中 � 47344（1番人気）
複勝票数 計 209875 的中 � 72977（1番人気）� 12371（6番人気）� 41246（2番人気）
枠連票数 計 44652 的中 （2－4） 1843（6番人気）
馬連票数 計 225854 的中 �� 10505（4番人気）
馬単票数 計 173139 的中 �� 4649（9番人気）
ワイド票数 計 110018 的中 �� 5506（4番人気）�� 23076（1番人気）�� 3262（11番人気）
3連複票数 計 309479 的中 ��� 16878（3番人気）
3連単票数 計 738495 的中 ��� 6679（20番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―14．1―13．3―12．5―12．3―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．8―52．1―1：04．6―1：16．9―1：29．3―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァレンティーア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Spinning World デビュー 2012．11．3 京都11着

2010．2．4生 牝4栗 母 タイキロザリオ 母母 ロイヤルブライド 11戦2勝 賞金 20，000，000円

08056 3月29日 曇 良 （26中京2）第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

58 � ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 川須 栄彦�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 458－ 41：25．0 6．0�
33 セトノプロミス 牡4鹿 57 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 484－ 81：25．21� 4．8�
69 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 474± 0 〃 クビ 1．9�

610 ビットプレスト 牡6鹿 57 石神 深一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B466± 01：25．3� 30．8�

813 ブルーイングリーン 牡5栗 57
56 ☆中井 裕二青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 21：25．51� 7．7�

22 クラヴィコード 牝7栗 55
52 ▲岩崎 翼広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 454－ 41：25．7� 30．1	

57 スズカアルファ 牡4栗 57 花田 大昂永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新冠 芳住 革二 470＋ 4 〃 アタマ 203．1

34 ライフトップガン 牡4鹿 57 松田 大作谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 484－ 21：25．8� 16．0�
814 フルーツガーデン 牝4青鹿55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 浦河 谷口牧場 474＋ 21：26．22	 290．0�
46 � グッドシーユー 牡6黒鹿57 吉田 隼人荒牧 政美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 81：26．41� 43．7
711 オ ン ラ イ ン 牡4鹿 57 酒井 学重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 B472± 0 〃 アタマ 248．8�
11 ニイハオジュウクン 牡6鹿 57 田中 博康鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 434－121：26．6� 21．3�
712� ユ サ ー ル 牝5芦 55 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 408－ 21：26．92 422．6�
45 � ショウナンナパ 牡4鹿 57 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 B496＋ 21：27．0クビ 103．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，122，600円 複勝： 31，226，500円 枠連： 7，564，600円
馬連： 23，301，000円 馬単： 18，576，700円 ワイド： 13，610，200円
3連複： 34，729，600円 3連単： 65，162，000円 計： 209，293，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 150円 � 110円 枠 連（3－5） 1，220円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 470円 �� 260円 �� 210円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 8，860円

票 数

単勝票数 計 151226 的中 � 20133（3番人気）
複勝票数 計 312265 的中 � 37473（3番人気）� 41542（2番人気）� 127583（1番人気）
枠連票数 計 75646 的中 （3－5） 4599（4番人気）
馬連票数 計 233010 的中 �� 12914（5番人気）
馬単票数 計 185767 的中 �� 4027（13番人気）
ワイド票数 計 136102 的中 �� 6087（5番人気）�� 13051（3番人気）�� 18989（1番人気）
3連複票数 計 347296 的中 ��� 31831（1番人気）
3連単票数 計 651620 的中 ��� 5433（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．5―47．5―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒラボクダッシュ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ダンスインザダーク

2009．3．8生 牡5栗 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 26戦2勝 賞金 29，870，000円
初出走 JRA



08057 3月29日 晴 良 （26中京2）第5日 第9競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時15分（番組第3競走を順序変更） （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
1：10．1
1：08．7

重
重

816 マッシヴヒーロー 牡5鹿 57
54 ▲岩崎 翼小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 458－ 21：11．5 4．4�

815 キタサンウンリュー 牡5黒鹿57 丸山 元気�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 538＋ 21：11．92� 12．8�
23 	 アートオブキング 牡5栗 57 酒井 学岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm B476－ 21：12．21
 44．0�
510 モオプナツヨシ 牡4黒鹿57 北村 友一横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 488＋ 81：12．52 13．1�
611 ローズミラクル 牡4青鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 524－141：12．82 37．7�
48 ビップセレブアイ 牡6青鹿57 藤岡 佑介鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－121：12．9� 34．7	
713 デンコウリョウ �6芦 57

56 ☆菱田 裕二田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 478－ 4 〃 クビ 18．2

612� ネオウーリボー 牡6鹿 57 藤懸 貴志小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 81：13．0� 191．4�
36 テイエムシシオー 牡5黒鹿57 勝浦 正樹竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 478－ 21：13．1
 11．0�
59 オリエンタルエジル 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 484－ 61：13．2クビ 222．0
12 	 クルージンミジー 牝5芦 55

54 ☆中井 裕二吉田 和美氏 吉田 直弘 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

492± 0 〃 クビ 45．9�
35 	� ウ タ ヒ メ 牝4鹿 55 吉田 隼人シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada 470－ 61：13．3クビ 193．5�
11 サンマルヴィグラス 牡4鹿 57 松田 大作相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 494－ 41：13．51 1．7�
24 ブ ッ ト バ セ 牡4栗 57

54 ▲城戸 義政一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド 492－101：13．71 55．6�
47 デルマビシャモン 牡5鹿 57 西村 太一浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 450－ 81：13．8� 350．0�
714 カシノラピス 牝5栗 55 竹之下智昭柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 434＋101：13．9
 444．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，558，900円 複勝： 58，102，200円 枠連： 11，158，500円
馬連： 36，469，100円 馬単： 28，295，900円 ワイド： 19，683，600円
3連複： 55，488，300円 3連単： 103，473，500円 計： 335，230，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 340円 � 570円 � 2，300円 枠 連（8－8） 2，370円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 660円 �� 3，500円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 21，580円 3 連 単 ��� 73，150円

票 数

単勝票数 計 225589 的中 � 40695（2番人気）
複勝票数 計 581022 的中 � 50885（2番人気）� 27009（5番人気）� 5947（11番人気）
枠連票数 計 111585 的中 （8－8） 3477（10番人気）
馬連票数 計 364691 的中 �� 14099（7番人気）
馬単票数 計 282959 的中 �� 6363（10番人気）
ワイド票数 計 196836 的中 �� 7922（7番人気）�� 1343（28番人気）�� 921（40番人気）
3連複票数 計 554883 的中 ��� 1898（61番人気）
3連単票数 計1034735 的中 ��� 1044（206番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．5―11．8―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．7―35．2―47．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッシヴヒーロー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2011．8．7 小倉4着

2009．4．9生 牡5鹿 母 トロピカルフラワー 母母 クリスタルトロフィ 23戦2勝 賞金 28，640，000円
※オリエンタルエジル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08058 3月29日 晴 良 （26中京2）第5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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

813 ワールドインパクト 牡3鹿 56 川須 栄彦有限会社シルク友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 22：16．3 1．8�
57 ハギノハイブリッド 牡3栗 56 菱田 裕二日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 444＋ 22：16．51� 3．0�
711 コウエイワンマン 牡3黒鹿56 柴山 雄一西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 530－ 42：16．81� 55．2�
69 トライアゲイン 牡3鹿 56 高倉 稜�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 82：17．12 40．4�
68 フ ァ シ ー ノ 牡3鹿 56 北村 友一 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 456－ 22：17．2	 12．3	
812 キタサンキンボシ 牡3栗 56 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 484－102：17．3	 90．8

44 マハロチケット 牡3鹿 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 456－ 82：17．4� 12．5�
710 ロングリバイバル 牡3鹿 56 中井 裕二中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 酒井牧場 486＋ 22：18．14 106．1�
56 ケンタッキーミント 牝3青鹿54 松田 大作長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 460± 02：19．16 67．5
45 エイシンフランキー 牡3芦 56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 490－ 4 〃 ハナ 34．2�
22 レイズアスピリット 牡3青 56 勝浦 正樹 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 462－ 22：19．2クビ 21．7�
33 アムールスキー 牡3鹿 56 丸山 元気有限会社シルク小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－102：19．51� 40．0�
11 
 ターフデザイナー 牝3芦 54 吉田 隼人�Basic 畠山 吉宏 米

Patterson Bloodstock,
Bellepoint Management
& Taylor Made Farm

468－ 82：20．99 122．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，343，000円 複勝： 114，654，900円 枠連： 11，835，400円
馬連： 55，030，000円 馬単： 43，644，600円 ワイド： 26，651，900円
3連複： 68，818，700円 3連単： 165，617，600円 計： 516，596，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 530円 枠 連（5－8） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 140円 �� 600円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 303430 的中 � 138443（1番人気）
複勝票数 計1146549 的中 � 788838（1番人気）� 143678（2番人気）� 15168（7番人気）
枠連票数 計 118354 的中 （5－8） 36824（1番人気）
馬連票数 計 550300 的中 �� 174202（1番人気）
馬単票数 計 436446 的中 �� 95975（1番人気）
ワイド票数 計 266519 的中 �� 69086（1番人気）�� 8656（7番人気）�� 5526（13番人気）
3連複票数 計 688187 的中 ��� 30235（5番人気）
3連単票数 計1656176 的中 ��� 28211（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―13．8―13．4―13．0―12．2―12．4―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―35．8―49．6―1：03．0―1：16．0―1：28．2―1：40．6―1：52．6―2：04．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2013．11．17 京都2着

2011．4．5生 牡3鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 5戦2勝 賞金 28，429，000円



08059 3月29日 晴 良 （26中京2）第5日 第11競走 ��
��2，200�名 鉄 杯

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

名古屋鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

510 トウシンイーグル 牡6鹿 57 勝浦 正樹�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 480－ 42：15．2 16．3�
816 タイセイドリーム 牡4鹿 56 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 540＋ 6 〃 クビ 3．0�
12 ユキノサムライ 牡5栗 57 松田 大作村上 幸三氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 466－ 42：15．3クビ 36．6�
47 プランスペスカ 牡4鹿 56 北村 友一山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 452－ 6 〃 ハナ 19．5�
611 アナンジュパス 牝5鹿 55 中舘 英二�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464－ 82：15．51� 10．8�
35 メイショウブシン 牡4鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 466＋ 4 〃 クビ 16．9	
23 ベ ル ニ ー ニ 牡5鹿 57 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 62：15．6	 4．4

815
 テナシティー �5黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 462－ 62：15．81� 7．1�
24 アドマイヤネアルコ 牡6芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 484± 02：15．9クビ 91．8
713 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 藤岡 佑介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464－ 2 〃 アタマ 14．2�
714
 アンバサドゥール 牡5鹿 57 吉田 隼人伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 464＋ 8 〃 ハナ 68．7�
612
 カンタベリーナイト 牡5鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500－ 22：16．0� 56．5�
11 ダノンマックイン 牡6黒鹿57 高倉 稜�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488－ 42：16．31� 14．0�
48 アイファーファルコ 牡5栗 57 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 442＋ 42：16．62 63．1�
36 スズカアンペール 牡6鹿 57 荻野 琢真永井 啓弍氏 高橋 康之 むかわ 新井牧場 480＋ 22：16．7	 26．0�
817 コスモユウチャン 牡5鹿 57 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 中村 和夫 472± 02：16．8	 88．9�
59 
 シルクプラズマ 牡6黒鹿57 田中 博康有限会社シルク中内田充正 平取 坂東牧場 456－142：16．9	 67．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 30，810，300円 複勝： 54，603，000円 枠連： 33，777，900円
馬連： 119，841，700円 馬単： 60，109，500円 ワイド： 45，183，700円
3連複： 172，872，900円 3連単： 278，313，900円 計： 795，512，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 380円 � 160円 � 750円 枠 連（5－8） 1，670円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 7，500円

ワ イ ド �� 940円 �� 5，810円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 30，330円 3 連 単 ��� 178，610円

票 数

単勝票数 計 308103 的中 � 14906（7番人気）
複勝票数 計 546030 的中 � 33488（6番人気）� 120816（1番人気）� 15247（11番人気）
枠連票数 計 337779 的中 （5－8） 14932（7番人気）
馬連票数 計1198417 的中 �� 31656（8番人気）
馬単票数 計 601095 的中 �� 5921（24番人気）
ワイド票数 計 451837 的中 �� 12338（6番人気）�� 1857（62番人気）�� 4964（27番人気）
3連複票数 計1728729 的中 ��� 4207（102番人気）
3連単票数 計2783139 的中 ��� 1150（544番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．5―12．9―12．7―12．8―12．5―12．5―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．8―35．3―48．2―1：00．9―1：13．7―1：26．2―1：38．7―1：50．8―2：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウシンイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seattle Slew デビュー 2010．9．12 阪神1着

2008．3．25生 牡6鹿 母 エリモアメジスト 母母 ステラーオデッセイ 34戦4勝 賞金 94，873，000円
〔制裁〕 タイセイドリーム号の騎手川須栄彦は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）

08060 3月29日 晴 良 （26中京2）第5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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

24 � エーシンサファイア 牝4鹿 55 松田 大作�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC 496－ 41：22．2 7．8�

818 ハッピーアビラ 牝5鹿 55 中舘 英二馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456－ 61：22．3	 20．8�
47 アルマディヴァン 牝4栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 478＋ 4 〃 クビ 14．7�
713 マイネルコランダム 牡5青鹿57 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 21：22．51
 62．8�
611 スーパーアース 牝4黒鹿55 花田 大昂岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 458－ 4 〃 クビ 72．9�
23 スカイキューティー 牝4黒鹿55 藤岡 佑介杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 476± 01：22．6クビ 8．1	
35 トミケンスラーヴァ 牡4鹿 57 西田雄一郎冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 488－ 8 〃 クビ 79．5

715� ミニョネット 牝4栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 アタマ 10．7�
510 ケルンフォーティー 牡5栗 57 藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 450－ 6 〃 ハナ 107．4
11 � アカネチャン 牝5鹿 55 酒井 学泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 450＋ 41：22．7	 132．2�
816 アルトゥバン 牡6栗 57 黛 弘人�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 490－ 4 〃 ハナ 12．2�
12 キタサンエピソード 牡5栗 57 高倉 稜�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 494± 0 〃 アタマ 15．9�
59 エ ポ ワ ス �6鹿 57 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488－ 21：22．8	 8．2�
612 ユキノアイオロス �6鹿 57 丸山 元気井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 466－18 〃 アタマ 18．9�
36 シルクフラッシュ 牡6芦 57 吉田 隼人有限会社シルク金成 貴史 新冠 中村農場 468－ 61：23．11 2．6�
817 メイケイペガムーン 牝4黒鹿55 高田 潤名古屋競馬� 木原 一良 新ひだか 静内酒井牧場 450－ 61：23．52	 176．0�
48 ナ ン プ ー 牡4鹿 57 川須 栄彦蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 474－ 41：23．82 36．6�
714 ヤマニンネレイス 牝5栗 55 中井 裕二土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 460－141：24．22	 408．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，585，200円 複勝： 53，520，100円 枠連： 18，869，000円
馬連： 66，112，100円 馬単： 33，940，100円 ワイド： 31，411，900円
3連複： 94，953，200円 3連単： 153，570，200円 計： 484，961，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 310円 � 630円 � 420円 枠 連（2－8） 1，550円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 18，950円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 1，840円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 31，610円 3 連 単 ��� 189，850円

票 数

単勝票数 計 325852 的中 � 33039（2番人気）
複勝票数 計 535201 的中 � 50269（3番人気）� 20712（10番人気）� 33686（7番人気）
枠連票数 計 188690 的中 （2－8） 8987（6番人気）
馬連票数 計 661121 的中 �� 6238（37番人気）
馬単票数 計 339401 的中 �� 1322（79番人気）
ワイド票数 計 314119 的中 �� 2689（35番人気）�� 4258（19番人気）�� 2388（41番人気）
3連複票数 計 949532 的中 ��� 2217（105番人気）
3連単票数 計1535702 的中 ��� 597（625番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．9―35．7―47．1―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．1
3 2，11（1，9，10）（5，15）（4，7，17，18）6（16，12）（8，3）（13，14） 4 2－（1，11）（4，5，9，10）（7，15）（6，18）（8，3，17，12）16（13，14）

勝馬の
紹 介

�エーシンサファイア �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2012．9．2 小倉3着

2010．2．21生 牝4鹿 母 Bless 母母 Angel Fever 12戦2勝 賞金 30，024，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 イントゥザブルー号・エーティーガンダム号・ケイアイエイト号・ケージーサクランボ号・サンマルビューティ号・

セルリアンスバル号・タガノリバレンス号・レーヴドプランス号



（26中京2）第5日 3月29日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

164，270，000円
2，080，000円
4，320，000円
1，560，000円
14，670，000円
61，082，000円
5，991，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
221，124，000円
455，849，400円
120，657，400円
448，399，800円
291，140，300円
215，303，500円
642，435，800円
1，163，604，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，558，514，600円

総入場人員 17，155名 （有料入場人員 13，610名）
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