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08061 3月30日 雨 不良 （26中京2）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：49．4
1：47．8

良
重

815 メイショウサルーテ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 478－ 61：55．3 8．7�
816 クイーンズシアター 牝3鹿 54 川田 将雅 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 448＋ 61：56．15 2．4�
611 スプレンダー 牝3栗 54 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－101：56．2クビ 44．1�
24 イデアオブクィーン 牝3芦 54 中舘 英二益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 402＋ 21：56．3� 41．8�
612 ア ガ ペ ー 牝3黒鹿54 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム B472－ 8 〃 クビ 4．8�
11 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿54 岩田 康誠関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 476－ 21：56．61� 6．5	
23 クインズアベハ 牝3鹿 54 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 420－121：56．8� 70．1

713 ロ ゴ マ ー ク 牝3青鹿54 M．デムーロ市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 440－ 81：57．22� 27．9�

（伊）

714 パラプリュイ 牝3栗 54 大野 拓弥永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：57．3� 11．7�
510 グレイスビクトリア 牝3栗 54 石橋 脩飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 416－221：57．4� 74．8
12 メイショウクローバ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 482－16 〃 アタマ 208．0�
48 ア ル ー シ ュ 牝3芦 54

53 ☆菱田 裕二有限会社シルク吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472－ 61：57．61� 37．6�
47 アグネスモバイル 牝3鹿 54 池添 謙一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 410－ 61：58．34 11．2�
36 ルミノアルマース 牝3鹿 54 丸田 恭介尾上 松壽氏 松山 将樹 登別 青藍牧場 510＋ 61：58．51� 56．3�
35 エ ン ジ ュ 牝3鹿 54 松山 弘平水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 402－ 21：59．56 56．9�
59 ピンクパール 牝3鹿 54 勝浦 正樹近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 中神牧場 418－ 61：59．71� 266．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，136，800円 複勝： 28，534，300円 枠連： 9，598，800円
馬連： 30，512，300円 馬単： 20，444，200円 ワイド： 16，222，200円
3連複： 45，337，800円 3連単： 69，958，600円 計： 239，745，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 130円 � 660円 枠 連（8－8） 1，190円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 440円 �� 3，770円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 10，350円 3 連 単 ��� 61，840円

票 数

単勝票数 計 191368 的中 � 17430（4番人気）
複勝票数 計 285343 的中 � 26304（4番人気）� 82656（1番人気）� 7887（9番人気）
枠連票数 計 95988 的中 （8－8） 5986（5番人気）
馬連票数 計 305123 的中 �� 24297（3番人気）
馬単票数 計 204442 的中 �� 5871（8番人気）
ワイド票数 計 162222 的中 �� 10170（3番人気）�� 987（41番人気）�� 2905（15番人気）
3連複票数 計 453378 的中 ��� 3233（31番人気）
3連単票数 計 699586 的中 ��� 835（178番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―14．5―14．0―13．0―12．4―12．4―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―39．0―53．0―1：06．0―1：18．4―1：30．8―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウサルーテ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Kris S. デビュー 2013．12．1 阪神6着

2011．5．22生 牝3鹿 母 ズ リ 母母 Amizette 6戦1勝 賞金 5，500，000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 ヤマノペガサス号
※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30日 雨 不良 （26中京2）第6日 第2競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走10時30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
1：58．2
1：53．7

重
不良

78 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：58．9 1．9�

89 プラチナグロース �4芦 57 藤田 伸二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか グランド牧場 476－ 81：59．43 5．7�

22 ウインサーガ �5黒鹿57 藤岡 康太�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 484－ 21：59．72 15．0�
55 � フォンテーヌブロー 牡6黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 506－ 61：59．91� 9．2�
11 クオリティタイム �8鹿 57 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 434－ 62：00．0クビ 113．3�
66 スペキュレイター 牡4鹿 57 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 488－ 42：00．1	 19．2	
33 ミッキーバルーン 牡5栗 57 岩田 康誠野田みづき氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 480＋ 62：00．2クビ 25．8

77 ランドブリーズ 牝4鹿 55 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 498＋ 4 〃 クビ 6．4�
810 ミッキーエール 牡5栗 57 松山 弘平野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 472± 02：00．52 23．8�
44 オンワードナルシス 牡4黒鹿57 酒井 学樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 488＋ 42：00．92
 14．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，806，000円 複勝： 27，542，800円 枠連： 6，396，200円
馬連： 26，043，000円 馬単： 18，549，900円 ワイド： 15，317，100円
3連複： 38，073，900円 3連単： 78，127，000円 計： 226，855，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 � 280円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 320円 �� 410円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 168060 的中 � 72274（1番人気）
複勝票数 計 275428 的中 � 82454（1番人気）� 38022（2番人気）� 18917（5番人気）
枠連票数 計 63962 的中 （7－8） 14958（1番人気）
馬連票数 計 260430 的中 �� 28785（2番人気）
馬単票数 計 185499 的中 �� 11678（2番人気）
ワイド票数 計 153171 的中 �� 12871（3番人気）�� 9451（4番人気）�� 2629（16番人気）
3連複票数 計 380739 的中 ��� 12694（6番人気）
3連単票数 計 781270 的中 ��� 7450（10番人気）

ハロンタイム 7．4―11．4―11．8―13．6―12．7―12．2―12．2―12．2―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．8―30．6―44．2―56．9―1：09．1―1：21．3―1：33．5―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ダ ー ル �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．3 京都2着

2010．2．7生 牡4黒鹿 母 セシルカット 母母 ダイナカール 13戦2勝 賞金 24，920，000円
〔制裁〕 フォンテーヌブロー号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

第２回 中京競馬 第６日



08063 3月30日 雨 不良 （26中京2）第6日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00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
1：21．9
1：21．5

良
不良

611 サウススターマン 牡3黒鹿56 内田 博幸南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 474± 01：25．9 2．0�
816 ベルモントケーティ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 468＋ 21：26．43 103．3�
23 マルカシグナス �3芦 56 戸崎 圭太河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 462－ 4 〃 クビ 14．4�
815 エングロウス �3栗 56 田中 博康深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 442－ 61：26．93 62．5�
612� ヒャクバイガエシ 牡3栗 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米

Alastar Thor-
oughbred Com-
pany LLC

448－ 61：27．32	 6．9	
11 フェイトアゲン 牡3鹿 56 大野 拓弥浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 452＋ 61：27．4	 142．0

35 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 酒井 学稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 440± 0 〃 ハナ 19．9�
510 ファーウエスト 牡3鹿 56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 4 〃 クビ 130．8�
48 フジノゴールド 牡3栗 56 岩田 康誠藤井 五三氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 488＋ 8 〃 ハナ 8．4
47 ダテノハクトラ 牡3芦 56

55 ☆菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 482＋ 41：28．03	 6．1�
714 アサカバハムート 牡3鹿 56 太宰 啓介�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 440－ 6 〃 クビ 408．5�
24 テイエムスリラー 牡3鹿 56 松山 弘平竹園 正繼氏 柴田 政見 新ひだか 谷口育成牧場 548－ 61：28．2
 9．1�
59 パープルフレックス 牡3鹿 56 難波 剛健中野 銀十氏 鈴木 孝志 浦河 小倉牧場 498＋ 6 〃 アタマ 210．1�
36 タカノワールド 牡3鹿 56 松田 大作山口多賀司氏 昆 貢 浦河 アイオイファーム 466－ 41：28．51
 26．4�
713 ニシノモリンガ 牡3栗 56 吉田 豊西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 456－ 6 〃 アタマ 296．5�
12 エックスハイト 牡3鹿 56 石橋 脩栗坂 崇氏 小野 次郎 浦河 中神牧場 502± 01：29．45 116．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，659，600円 複勝： 27，962，600円 枠連： 11，031，500円
馬連： 27，425，500円 馬単： 21，892，400円 ワイド： 16，356，400円
3連複： 44，491，600円 3連単： 74，032，200円 計： 241，851，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 1，690円 � 280円 枠 連（6－8） 2，400円

馬 連 �� 12，240円 馬 単 �� 14，430円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 530円 �� 11，030円

3 連 複 ��� 30，580円 3 連 単 ��� 141，920円

票 数

単勝票数 計 186596 的中 � 74901（1番人気）
複勝票数 計 279626 的中 � 77134（1番人気）� 2967（11番人気）� 23992（5番人気）
枠連票数 計 110315 的中 （6－8） 3400（8番人気）
馬連票数 計 274255 的中 �� 1654（31番人気）
馬単票数 計 218924 的中 �� 1120（43番人気）
ワイド票数 計 163564 的中 �� 1189（30番人気）�� 8452（4番人気）�� 345（60番人気）
3連複票数 計 444916 的中 ��� 1074（77番人気）
3連単票数 計 740322 的中 ��� 385（354番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．0―48．8―1：01．7―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウススターマン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．2．18 東京2着

2011．4．3生 牡3黒鹿 母 シャンハイギャル 母母 キールロワイヤル 3戦1勝 賞金 8，150，000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 ディアポジション号

08064 3月30日 雨 不良 （26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

817 メイクアップ 牡3栗 56 酒井 学岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 42：10．3 5．6�
23 キュールエラピス 牡3芦 56 内田 博幸岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 488－102：10．51� 24．0�
816 デルママツタロウ 牡3黒鹿56 吉田 豊浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 464－ 42：10．71� 443．5�
36 サンジェナーロ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 42：10．91� 6．5�
612 カレンヴィットリア 牡3黒鹿56 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 496± 02：11．0クビ 13．6�
510 ジュエルプラネット 牡3鹿 56 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：11．1� 3．2	
35 ロブロイクリス 牡3栗 56 大野 拓弥飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 454－ 22：11．31� 41．3

47 エーデルグランツ 牡3青鹿56 岩田 康誠 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494 ―2：11．83 5．0�
59 ダンディスタイル 牡3黒鹿56 黛 弘人丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 B440＋ 22：11．9クビ 401．4�
48 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 460－ 82：12．11� 12．9
12 レッドボルゲーゼ 牡3栗 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456－ 42：12．2クビ 21．6�
714 ケセラストーン 牡3鹿 56 丸田 恭介�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 450－ 62：13．15 21．1�
818 マ ホ ン 牝3栗 54 藤岡 康太重松 國建氏 加藤 敬二 日高 春木 昭雄 474－ 22：14．05 138．4�
11 クリノベンザイテン 牝3栗 54 花田 大昂栗本 博晴氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 418± 02：14．1� 371．4�
24 クールオープニング 牡3青鹿56 太宰 啓介前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 22：14．63 13．6�
715 ク リ ノ オ ー 牡3栗 56 松田 大作栗本 守氏 森田 直行 浦河 笹地牧場 404－142：14．7� 185．5�
611 キクノソレイユ 牡3鹿 56 吉田 隼人菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 438－ 42：16．9大差 107．1�
713 シ ェ ル シ ェ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二藤田 孟司氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 430 ― （競走中止） 299．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，441，000円 複勝： 36，562，500円 枠連： 10，715，900円
馬連： 33，770，900円 馬単： 21，446，600円 ワイド： 19，187，500円
3連複： 51，496，300円 3連単： 73，795，600円 計： 268，416，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 600円 � 6，170円 枠 連（2－8） 1，870円

馬 連 �� 6，360円 馬 単 �� 11，210円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 15，800円 �� 58，240円

3 連 複 ��� 404，310円 3 連 単 ��� 1，027，570円

票 数

単勝票数 計 214410 的中 � 30367（3番人気）
複勝票数 計 365625 的中 � 56660（2番人気）� 15025（10番人気）� 1283（16番人気）
枠連票数 計 107159 的中 （2－8） 4242（9番人気）
馬連票数 計 337709 的中 �� 3924（30番人気）
馬単票数 計 214466 的中 �� 1413（48番人気）
ワイド票数 計 191875 的中 �� 2353（28番人気）�� 296（71番人気）�� 80（134番人気）
3連複票数 計 514963 的中 ��� 94（384番人気）
3連単票数 計 737956 的中 ��� 53（1391番人気）

ハロンタイム 13．5―12．0―14．1―13．9―13．3―13．3―13．0―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．5―39．6―53．5―1：06．8―1：20．1―1：33．1―1：45．2―1：57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．2
1
3

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

3，10（6，11）16（8，12）17（7，14）（4，2，9）－（1，5）－15－13，18・（3，10）16，6，17，12（8，2，14）11（7，9）（4，5）－1－（15，18）＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイクアップ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．12．8 阪神4着

2011．2．26生 牡3栗 母 エンプレスマティルダ 母母 Reine Mathilde 5戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 シェルシェ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 シェルシェ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノソレイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月30日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キングランベリ号



08065 3月30日 雨 不良 （26中京2）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

47 キリシマホーマ 牡3鹿 56 太宰 啓介土屋 君春氏 橋口弘次郎 宮崎 土屋牧場 494－ 61：41．2 15．6�
713 ハイベストバイオ 牡3黒鹿56 酒井 学バイオ� 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－101：41．3� 26．4�
816 レッドメイヴ 牝3鹿 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448－ 21：41．72� 1．6�
612 リングランドムーン 牡3鹿 56 M．デムーロ蛭川 年明氏 中内田充正 浦河 ひるかわ育

成牧場 480－ 41：41．91� 6．2�
（伊）

23 ストライキングアイ 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470 ― 〃 クビ 24．9�

36 クリノキングムーン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太栗本 博晴氏 須貝 尚介 浦河 浦河小林牧場 432－141：42．0	 58．5	
48 
 ダークダイナミック 牡3鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Stratheden

Stud Pty Ltd 514＋141：42．1クビ 7．2

815 エアジャモーサ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド千田 輝彦 むかわ 上水牧場 422－121：42．31� 23．7�
24 ハドソンヤード 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 466 ―1：42．4クビ 154．7
611 ゴールデンクロス 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 448－ 21：42．61� 132．5�
11 イ ク ラ ト ロ 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 424 ―1：42．7クビ 80．0�
510 トーワクリステル 牝3鹿 54 藤岡 康太齋藤 すゞ 氏 橋田 満 新冠 ヒノデファーム 452 ―1：43．12� 61．1�
59 ルヴァンカー 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 61：43．42 38．4�
714 キラノカリスマ 牡3鹿 56 三浦 皇成畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 426＋141：43．61� 33．2�
35 ニシノスコーピオン 牡3黒鹿56 丸田 恭介西山 茂行氏 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 462－ 41：43．7� 117．0�
12 ウォーターヴォイス 牝3鹿 54 池添 謙一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 436－ 41：44．33� 261．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，329，200円 複勝： 37，515，600円 枠連： 10，276，600円
馬連： 34，960，000円 馬単： 24，209，100円 ワイド： 19，188，600円
3連複： 46，879，200円 3連単： 83，300，100円 計： 281，658，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 270円 � 360円 � 120円 枠 連（4－7） 2，470円

馬 連 �� 9，710円 馬 単 �� 25，420円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 490円 �� 800円

3 連 複 ��� 7，390円 3 連 単 ��� 83，310円

票 数

単勝票数 計 253292 的中 � 12840（4番人気）
複勝票数 計 375156 的中 � 28750（4番人気）� 19423（5番人気）� 131585（1番人気）
枠連票数 計 102766 的中 （4－7） 3073（8番人気）
馬連票数 計 349600 的中 �� 2658（23番人気）
馬単票数 計 242091 的中 �� 703（55番人気）
ワイド票数 計 191886 的中 �� 2215（22番人気）�� 10453（4番人気）�� 5941（7番人気）
3連複票数 計 468792 的中 ��� 4684（21番人気）
3連単票数 計 833001 的中 ��� 738（216番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．6―37．8―50．2―1：03．1―1：15．3―1：27．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1

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

勝馬の
紹 介

キリシマホーマ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2013．7．27 小倉7着

2011．5．6生 牡3鹿 母 ラッキービクトリー 母母 Silent Performer 8戦1勝 賞金 12，354，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 リングランドムーン号の調教師中内田充正は，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。
ダークダイナミック号の騎手川田将雅は，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30，000円。（被害馬：15
番）

※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 ブラックエミオ号
※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。

08066 3月30日 雨 不良 （26中京2）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

714 アルデグロリア 牝4栗 55 石橋 脩井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 482－ 61：24．6 8．3�
816 セトノミッシー 牝4鹿 55 岩田 康誠難波 経雄氏 鈴木 孝志 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 4 〃 アタマ 2．6�
11 � ラヴィーズバード 牝5鹿 55 内田 博幸藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 432－ 41：24．91� 14．6�
48 ディレットリーチェ 牝4栗 55 松山 弘平飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：25．11 41．4�
47 フォースライト 牝5黒鹿55 丸田 恭介吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 480－10 〃 クビ 6．8�
713� オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B440－101：25．31� 43．4	
35 アトランティード 牝4黒鹿55 藤岡 康太市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 ハナ 141．2

815 オペラフォンテン 牝6栗 55 大野 拓弥吉橋 計氏 和田 雄二 浦河 中脇 満 466－201：25．4クビ 103．5�
23 ナムラビジン 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 476－ 6 〃 クビ 46．9�
12 ドリームバラード 牝5黒鹿55 戸崎 圭太ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B456－ 21：25．5� 22．0
24 � エイユーラピス 牝5鹿 55 藤田 伸二笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 474－121：26．13� 4．7�
59 � テラノココロ 牝5青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：26．63 31．1�
36 サウスノーブル 牝6鹿 55

52 ▲伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 492＋ 21：26．81	 46．8�
611 エバーダンシング 牝4栗 55 M．デムーロ宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446－ 21：27．54 8．1�

（伊）

612 アポロパレス 牝5鹿 55 吉田 隼人小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 482＋ 41：27．6� 133．1�
510� スリーアメニティー 牝5鹿 55

54 ☆菱田 裕二永井商事� 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 460＋ 51：29．210 213．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，057，500円 複勝： 34，273，900円 枠連： 10，542，900円
馬連： 34，776，100円 馬単： 21，463，900円 ワイド： 19，107，100円
3連複： 48，042，900円 3連単： 77，376，300円 計： 264，640，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 140円 � 250円 枠 連（7－8） 1，060円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，680円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 21，330円

票 数

単勝票数 計 190575 的中 � 18139（5番人気）
複勝票数 計 342739 的中 � 32883（4番人気）� 87632（1番人気）� 30337（5番人気）
枠連票数 計 105429 的中 （7－8） 7390（5番人気）
馬連票数 計 347761 的中 �� 26130（4番人気）
馬単票数 計 214639 的中 �� 6681（7番人気）
ワイド票数 計 191071 的中 �� 10783（3番人気）�� 2627（22番人気）�� 7025（5番人気）
3連複票数 計 480429 的中 ��� 8922（11番人気）
3連単票数 計 773763 的中 ��� 2678（51番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―11．9―12．9―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．2―46．1―59．0―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルデグロリア �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．25 新潟6着

2010．5．13生 牝4栗 母 イースタンロマン 母母 スズノグロリア 10戦2勝 賞金 19，850，000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30日 雨 不良 （26中京2）第6日 第7競走 ��
��2，000�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
1：59．6
1：56．1

良
良

510 グランスエルテ 牡4栗 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 42：09．9 33．5�

48 トーホウスマート 牡4栗 57 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 470－102：10．43 2．6�

611 ユキノユウダン 牡4栗 57 松山 弘平馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 424－102：10．61� 5．2�
816 スズカファイター 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 464± 02：10．7	 18．2�
35 プライドイズメシア 牡4鹿 57 戸崎 圭太三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 530＋ 62：10．91
 14．4	
47 � メイショウテッサイ 牡6鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 492＋ 62：11．32
 6．3

12 エイダイポイント 牡6芦 57 丸田 恭介�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 458＋ 4 〃 ハナ 11．3�
36 テイエムブシドー �4鹿 57 勝浦 正樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 444－ 82：11．4
 106．9�
24 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 M．デムーロ小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 468＋12 〃 アタマ 20．3

（伊）

713 プリフォンテイン 牡4鹿 57 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494－ 82：12．57 13．0�

815 クリスマスマーベル 牡5青鹿57 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 496＋182：12．6
 119．4�
11 カ ウ ウ ェ ラ 牡4青鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 460－ 22：12．81 70．8�
612 ギリギリヒーロー 牡6栗 57 大野 拓弥小林 照弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 434－ 42：12．9クビ 48．0�
23 アイズオンリー 牝4芦 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：13．43 29．9�
714 クラウンアトラス �4黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二�クラウン 田島 俊明 新冠 カミイスタット 456－122：13．82
 175．4�
59 ブレークビーツ 牡4鹿 57 横山 典弘吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 466＋102：14．33 16．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，777，100円 複勝： 28，675，700円 枠連： 11，384，200円
馬連： 34，064，500円 馬単： 20，564，300円 ワイド： 18，511，900円
3連複： 48，753，900円 3連単： 78，549，000円 計： 259，280，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 680円 � 150円 � 180円 枠 連（4－5） 990円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 14，770円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 2，940円 �� 390円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 88，910円

票 数

単勝票数 計 187771 的中 � 4424（11番人気）
複勝票数 計 286757 的中 � 7615（10番人気）� 67313（1番人気）� 45926（2番人気）
枠連票数 計 113842 的中 （4－5） 8562（4番人気）
馬連票数 計 340645 的中 �� 4575（21番人気）
馬単票数 計 205643 的中 �� 1028（56番人気）
ワイド票数 計 185119 的中 �� 2264（25番人気）�� 1448（39番人気）�� 13172（2番人気）
3連複票数 計 487539 的中 ��� 4160（25番人気）
3連単票数 計 785490 的中 ��� 652（289番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．2―13．3―13．1―13．0―13．1―12．9―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．1―38．3―51．6―1：04．7―1：17．7―1：30．8―1：43．7―1：56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．1
1
3
10－13－（9，4）11，3，14（8，15）1，16－7（6，2）5－12
10，13（4，3，11）（9，15）（14，8，1）（2，16，7，6）－5－12

2
4

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

勝馬の
紹 介

グランスエルテ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Stuka デビュー 2012．12．24 阪神15着

2010．1．22生 牡4栗 母 タンタスエルテ 母母 Trapial 11戦2勝 賞金 12，600，000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。

08068 3月30日 雨 不良 （26中京2）第6日 第8競走 ��1，800�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
1：49．4
1：47．8

良
重

89 サーランスロット 牡6鹿 57 藤田 伸二山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 486＋101：52．8 9．4�
11 ステージジャンプ 牡4鹿 57 M．デムーロ小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494－ 21：53．11� 2．6�

（伊）

55 ロードハリケーン 牡5鹿 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 486－ 21：53．63 2．1�
810 ヴィアレーギア 牡4黒鹿57 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 536－ 81：54．23� 10．8�
77 ナリタタイフーン 牡5鹿 57 丸田 恭介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 510－ 21：54．3� 11．9�
44 メイショウエジソン 牡4栗 57 太宰 啓介松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 470－121：54．4� 49．2	
33 � サンマルヴィエント 牡6栗 57

56 ☆菱田 裕二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 482± 01：54．71� 68．6


22 ホ ク シ ン 牡6青鹿57 伊藤 工真中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B496＋121：55．02 71．2�
78 キーコレクション 牡4栗 57 内田 博幸北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 448－ 41：55．74 22．0�
66 � ワンダーダーク 牡7鹿 57 田中 博康山本 信行氏 羽月 友彦 日高 天羽 禮治 454－121：56．33� 208．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，193，200円 複勝： 42，416，800円 枠連： 10，352，800円
馬連： 33，592，100円 馬単： 31，444，300円 ワイド： 15，515，400円
3連複： 45，672，800円 3連単： 135，841，500円 計： 336，028，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 190円 � 120円 � 110円 枠 連（1－8） 850円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 350円 �� 330円 �� 130円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 211932 的中 � 17881（3番人気）
複勝票数 計 424168 的中 � 25852（4番人気）� 78558（2番人気）� 228438（1番人気）
枠連票数 計 103528 的中 （1－8） 9033（3番人気）
馬連票数 計 335921 的中 �� 20182（4番人気）
馬単票数 計 314443 的中 �� 6980（10番人気）
ワイド票数 計 155154 的中 �� 8508（5番人気）�� 9393（3番人気）�� 43160（1番人気）
3連複票数 計 456728 的中 ��� 60102（2番人気）
3連単票数 計1358415 的中 ��� 9675（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―37．1―50．1―1：02．8―1：15．2―1：27．5―1：39．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーランスロット �
�
父 Bernardini �

�
母父 Twining デビュー 2010．8．14 新潟5着

2008．4．9生 牡6鹿 母 トゥーアイテムリミット 母母 Spa Warning 17戦2勝 賞金 21，240，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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30日 雨 不良 （26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；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

816 スピークソフトリー 牝5鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 41：12．6 3．0�

817 ワ ー ル ン ガ 牡4栗 57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438± 0 〃 クビ 14．4�

23 ファントムロード 牡6鹿 57 戸崎 圭太�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 492＋ 21：12．91� 4．7�
612 マストバイアイテム 牝7黒鹿55 吉田 豊�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 464＋ 2 〃 クビ 52．2�
36 エーシンマイェスタ 牡4黒鹿57 酒井 学�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 530＋ 41：13．0クビ 6．7	
48 ケイアイウィルゴー 牝4鹿 55 藤岡 康太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 476＋161：13．31� 11．0

818	 ケンブリッジヒーロ 牡6栗 57 岩田 康誠中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 472－ 81：13．4
 63．4�
510 ドリームフォワード 牡7栗 57 横山 典弘セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 61：13．71� 41．5�
714 ケイアイヴァーゲ 牡4鹿 57 吉田 隼人亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 442＋ 41：13．8
 9．4
713 アイビーフォールド 牡7鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 468＋ 6 〃 クビ 32．9�
715 ゴールデンクラウン �5青鹿57 大野 拓弥吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム B514± 01：13．9クビ 51．5�
59 アグネスキズナ 牡4栗 57 中舘 英二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 486－ 81：14．0
 35．2�
12 ダイワスペシャル �6栗 57 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 480－ 81：14．32 29．2�
611 カシノランナウェイ �4栗 57 太宰 啓介柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 490＋ 8 〃 ハナ 29．5�
47 オースミマイカ 牝6鹿 55 松田 大作�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 B442－10 〃 ハナ 23．8�
11 キネオリュウセイ 牡4黒鹿57 M．デムーロ吉田 千津氏 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 468± 01：14．4クビ 32．7�
（伊）

35 キャストロメファ 牝4鹿 55 黛 弘人手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 440－101：14．82
 117．9�
24 メイショウアキシノ 牝5鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 440± 0 〃 クビ 129．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，635，800円 複勝： 41，119，800円 枠連： 18，095，300円
馬連： 64，969，900円 馬単： 34，330，900円 ワイド： 30，922，000円
3連複： 93，252，200円 3連単： 141，662，900円 計： 447，988，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 340円 � 200円 枠 連（8－8） 1，180円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 840円 �� 490円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 22，080円

票 数

単勝票数 計 236358 的中 � 63384（1番人気）
複勝票数 計 411198 的中 � 91078（1番人気）� 25126（6番人気）� 54466（2番人気）
枠連票数 計 180953 的中 （8－8） 11376（5番人気）
馬連票数 計 649699 的中 �� 22236（7番人気）
馬単票数 計 343309 的中 �� 8135（7番人気）
ワイド票数 計 309220 的中 �� 8944（7番人気）�� 16470（2番人気）�� 5542（15番人気）
3連複票数 計 932522 的中 ��� 16157（7番人気）
3連単票数 計1416629 的中 ��� 4735（31番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―11．7―12．0―13．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピークソフトリー �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．27 京都8着

2009．4．9生 牝5鹿 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル 16戦4勝 賞金 56，692，000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 トキノゲンジ号・フリーアズアバード号・メロート号
※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30日 曇 不良 （26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 15，900，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，590，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

811 アドマイヤブルー 牡5鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 518－ 22：23．0 6．2�
812� アウォーディー 牡4鹿 56 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B492－ 42：23．21	 4．3�
79 シャドウバンガード 牡5黒鹿57 M．デムーロ飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 436－10 〃 ハナ 6．1�

（伊）

22 メイショウタマカゼ 牡5栗 57 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 448＋ 6 〃 ハナ 13．5�
33 マイネルアイザック 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 42：23．52 6．6�
55 アドマイヤツヨシ 牡4鹿 56 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 新冠 新冠橋本牧場 458－ 42：23．71 4．2	
11 カネトシマーシャル 牡6鹿 57 藤岡 康太兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 510＋ 22：24．44 19．3

44 ス ノ ー ド ン 牡5黒鹿57 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 2 〃 アタマ 14．3�
68 トラストワン 牡6黒鹿57 内田 博幸大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 500＋ 82：24．71
 22．7�
56 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿57 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 62：24．91� 73．4
67 メイショウドンタク 牡8黒鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 508＋122：25．11 61．2�
710 トーセンハルカゼ 牡4鹿 56 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 82：26．69 24．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，756，700円 複勝： 52，799，200円 枠連： 19，280，700円
馬連： 79，077，100円 馬単： 43，720，000円 ワイド： 32，067，200円
3連複： 101，752，200円 3連単： 179，284，900円 計： 540，738，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 170円 � 200円 枠 連（8－8） 1，020円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 500円 �� 630円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 12，610円

票 数

単勝票数 計 327567 的中 � 41670（4番人気）
複勝票数 計 527992 的中 � 59144（5番人気）� 93127（2番人気）� 70141（3番人気）
枠連票数 計 192807 的中 （8－8） 14076（4番人気）
馬連票数 計 790771 的中 �� 48575（3番人気）
馬単票数 計 437200 的中 �� 12593（7番人気）
ワイド票数 計 320672 的中 �� 15913（3番人気）�� 12337（8番人気）�� 17977（2番人気）
3連複票数 計1017522 的中 ��� 34793（3番人気）
3連単票数 計1792849 的中 ��� 10494（19番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．1―14．4―13．3―12．8―12．7―12．9―12．4―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―25．2―38．3―52．7―1：06．0―1：18．8―1：31．5―1：44．4―1：56．8―2：09．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤブルー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．11．27 京都1着

2009．4．4生 牡5鹿 母 ジェイズミラクル 母母 アサーション 15戦4勝 賞金 78，125，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 シャドウバンガード号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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30日 曇 不良 （26中京2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第44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 3，822，000円 1，092，000円 546，000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］

1：08．0
1：06．5
1：07．1
1：08．1

良
良
良
良 （中京）

35 コパノリチャード 牡4黒鹿57 M．デムーロ小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 484－ 41：12．2 7．7�
（伊）

817 スノードラゴン 牡6芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 510－ 41：12．73 19．6�
59 ストレイトガール 牝5鹿 55 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 454＋ 21：12．91� 2．6�
816	 エーシントップ 牡4黒鹿57 武 幸四郎�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

526－ 6 〃 クビ 65．3�
612 ハクサンムーン 牡5栗 57 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 474－ 61：13．0
 5．9�
713 アースソニック 牡5鹿 57 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 478－ 2 〃 ハナ 82．3	
715 スマートオリオン 牡4栗 57 横山 典弘大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 492－ 61：13．1クビ 13．0

818� マヤノリュウジン 牡7栗 57 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 520± 0 〃 クビ 43．4�
36 リアルインパクト 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512－161：13．31 16．7
510 シルクフォーチュン 牡8鹿 57 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 470± 01：13．4クビ 63．4�
48 ガ ル ボ 牡7青 57 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 472－ 21：13．5
 53．4�
12 サクラゴスペル 牡6黒鹿57 松山 弘平�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 480－ 4 〃 ハナ 91．4�
23 サ ン カ ル ロ 牡8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－ 41：13．6� 15．6�
24 レッドオーヴァル 牝4鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 440± 01：13．7� 23．2�
714 レディオブオペラ 牝4黒鹿55 藤田 伸二 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 61：14．33
 7．9�
611 インプレスウィナー 牡7青 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 450－ 61：14．4
 47．3�
47 レッドスパーダ 牡8鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B534－ 21：14．72 103．8�
11 � マジンプロスパー 牡7栗 57 内田 博幸佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 520＋ 21：15．01� 33．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 380，435，900円 複勝： 483，511，400円 枠連： 334，742，000円 馬連： 1，436，025，500円 馬単： 724，600，200円
ワイド： 484，039，600円 3連複： 2，196，471，300円 3連単： 4，094，596，000円 5重勝： 720，496，800円 計： 10，854，918，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 350円 � 140円 枠 連（3－8） 2，860円

馬 連 �� 10，400円 馬 単 �� 17，030円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 540円 �� 720円

3 連 複 ��� 7，990円 3 連 単 ��� 71，040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����� 1，266，020円

票 数

単勝票数 計3804359 的中 � 393023（3番人気）
複勝票数 計4835114 的中 � 423557（4番人気）� 292505（6番人気）� 1255955（1番人気）
枠連票数 計3347420 的中 （3－8） 86493（13番人気）
馬連票数 計14360255 的中 �� 101916（38番人気）
馬単票数 計7246002 的中 �� 31402（55番人気）
ワイド票数 計4840396 的中 �� 42279（34番人気）�� 233231（3番人気）�� 169134（6番人気）
3連複票数 計21964713 的中 ��� 203007（22番人気）
3連単票数 計40945960 的中 ��� 42542（203番人気）
5重勝票数 計7204968 的中 ����� 420

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―11．9―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―46．4―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノリチャード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．4 京都1着

2010．4．15生 牡4黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー 12戦6勝 賞金 268，619，000円
〔制裁〕 コパノリチャード号の騎手M．デムーロは，決勝線手前での御法について過怠金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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アフォード号・アンバルブライベン号・エピセアローム号・スギノエンデバー号・ハノハノ号
※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。

08072 3月30日 曇 不良 （26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，25．3．23以降26．3．23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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

611 ラガートモヒーロ 牡5黒鹿55 藤田 伸二奥村 啓二氏 柴田 政見 浦河 山春牧場 456± 01：51．1 4．6�
36 フリークエンシー 牡4黒鹿54 太宰 啓介山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 524－ 41：51．42 16．1�
11 スノーモンキー 牡4鹿 54 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448－ 41：51．72 15．2�
713 メイショウソラーレ 牡4鹿 55 岩田 康誠松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 478－10 〃 ハナ 5．0�
35 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 54 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 478－ 41：51．8クビ 4．8�
47 ショウナンマオ 牝5鹿 54 横山 典弘国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518± 0 〃 ハナ 16．0�
815 コスモシャンハイ 牡5鹿 53 戸崎 圭太 	ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 B496－12 〃 クビ 22．4

48 � ホーマンベルウィン 牡6黒鹿53 菱田 裕二久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 476± 01：51．9クビ 81．8�
59 ハイランドジャガー 牡5芦 56 藤岡 康太小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 508－ 6 〃 クビ 73．1�
612 スターライラック 牝5鹿 52 吉田 隼人庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 458－121：52．43 23．5
23 アルバタックス 牡4栗 56 松山 弘平 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 502－ 41：53．46 5．8�
510 ネオヴェリーブル �7鹿 54 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 01：53．61	 31．1�
24 ペガサスフォース 牡5栗 55 酒井 学松岡 隆雄氏 石坂 正 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 41：53．7	 24．6�
714 ロードクラヴィウス 牡4鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 462－ 21：54．23 139．3�
816 ハッピーマリーン 牝5栗 51 丸田 恭介道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 516－ 61：55．05 104．3�
12 プルーフポジティブ 牡5黒鹿56 中舘 英二山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 472－ 21：55．21
 15．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，593，000円 複勝： 112，776，300円 枠連： 50，342，800円
馬連： 175，933，400円 馬単： 91，282，200円 ワイド： 81，457，400円
3連複： 249，551，800円 3連単： 424，586，700円 計： 1，257，523，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 210円 � 500円 � 400円 枠 連（3－6） 840円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，440円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 91，170円

票 数

単勝票数 計 715930 的中 � 124316（1番人気）
複勝票数 計1127763 的中 � 172134（2番人気）� 53421（8番人気）� 70089（5番人気）
枠連票数 計 503428 的中 （3－6） 44598（2番人気）
馬連票数 計1759334 的中 �� 36289（8番人気）
馬単票数 計 912822 的中 �� 10533（14番人気）
ワイド票数 計 814574 的中 �� 15944（9番人気）�� 14094（11番人気）�� 7046（37番人気）
3連複票数 計2495518 的中 ��� 10092（64番人気）
3連単票数 計4245867 的中 ��� 3437（302番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．5―12．1―11．9―12．3―13．1―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．1―48．2―1：00．1―1：12．4―1：25．5―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラガートモヒーロ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．9．19 阪神4着

2009．4．4生 牡5黒鹿 母 フジタカローズ 母母 ウィンディロマンス 28戦4勝 賞金 65，356，000円
〔発走状況〕 ペガサスフォース号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 ナムララオウ号・マノワール号
（非抽選馬） 1頭 ナンヨースラッガー号

５レース目



（26中京2）第6日 3月30日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 182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

349，050，000円
2，080，000円
5，290，000円
7，030，000円
32，440，000円
64，496，500円
5，398，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
668，821，800円
953，690，900円
502，759，700円
2，011，150，300円
1，073，948，000円
767，892，400円
3，009，775，900円
5，511，110，800円
720，496，800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 15，219，646，600円

総入場人員 24，882名 （有料入場人員 23，364名）



平成26年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，103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

1，302，810，000円
6，240，000円
30，610，000円
16，330，000円
118，410，000円
391，244，500円
34，586，000円
10，588，800円

勝馬投票券売得金
2，145，061，400円
3，765，028，600円
1，417，256，500円
5，464，450，300円
3，084，268，800円
2，376，847，600円
8，004，474，800円
14，106，861，700円
720，496，800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 41，084，746，500円

総入場延人員 93，387名 （有料入場延人員 84，407名）
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