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08049 3月28日 晴 良 （27中京2）第5日 第1競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

23 タマノベレッツァ 牝3黒鹿 54
52 △小崎 綾也玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 460＋121：58．3 12．4�

47 サトノシャルマン 牝3鹿 54 松田 大作里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 ハナ 3．5�
48 ユ ッ コ 牝3栗 54 吉田 隼人瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 476－ 41：58．83 5．1�
59 タイキアデリナ 牝3鹿 54 国分 恭介�大樹ファーム 小崎 憲 浦河 高松牧場 464＋ 41：58．9� 3．6�
713 モンドリュミエール 牝3鹿 54 高倉 稜 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 434± 0 〃 アタマ 30．4

36 メイショウソウソウ 牝3鹿 54 中村 将之松本 好雄氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 454 ―1：59．21� 8．3�
816 カゼニモマケズ 牝3栗 54 勝浦 正樹江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 432± 0 〃 クビ 130．6�
510 ソ ニ ッ ク 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 412－ 61：59．41� 160．5
35 キ ト ラ 牝3鹿 54

51 ▲義 英真林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 484－ 41：59．82� 17．8�
12 サクラティンクル 牝3鹿 54 中谷 雄太	さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット B462－ 41：59．9� 12．4�
24 モアザンワーズ 牝3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿名古屋友豊	 池添 学 日高 白井牧場 426＋ 82：00．11 207．6�
612 デューイハミテージ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 448± 02：00．2� 11．7�
11 トワノキラメキ 牝3鹿 54 西田雄一郎河村 �平氏 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 474－182：00．3� 98．3�
611 サ ル ビ ア 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 452－ 62：01．25 240．6�
714 スペシャルヴォーグ 牝3黒鹿54 丸田 恭介志村 幸彦氏 大和田 成 新冠 松浦牧場 436－102：02．79 164．5�
815 デルマオイラン 牝3青鹿54 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 436－ 82：06．5大差 143．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，768，800円 複勝： 18，287，300円 枠連： 7，163，900円
馬連： 27，759，800円 馬単： 16，529，400円 ワイド： 16，686，000円
3連複： 41，240，700円 3連単： 54，921，600円 計： 197，357，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 210円 � 150円 � 290円 枠 連（2－4） 1，240円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，150円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 48，260円

票 数

単勝票数 計 147688 的中 � 9526（6番人気）
複勝票数 計 182873 的中 � 20969（3番人気）� 39419（2番人気）� 13644（5番人気）
枠連票数 計 71639 的中 （2－4） 4472（5番人気）
馬連票数 計 277598 的中 �� 11751（8番人気）
馬単票数 計 165294 的中 �� 2903（17番人気）
ワイド票数 計 166860 的中 �� 6623（6番人気）�� 3674（14番人気）�� 3873（13番人気）
3連複票数 計 412407 的中 ��� 4044（26番人気）
3連単票数 計 549216 的中 ��� 825（165番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．7―14．4―13．8―13．3―13．2―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．4―52．8―1：06．6―1：19．9―1：33．1―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．4
1
3

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

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

タマノベレッツァ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．10．19 京都3着

2012．4．8生 牝3黒鹿 母 メイショウハイパス 母母 ハイパスチャー 4戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマオイラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月28日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインベルノアール号・ミエル号・ラブテンダー号

08050 3月28日 晴 良 （27中京2）第5日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20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

612 ハ ド ウ ホ ウ 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 笹地牧場 512 ―1：27．3 55．2�
815 コウユーハレワタル 牡3鹿 56 国分 恭介加治屋貞光氏 大根田裕之 新冠 ヒカル牧場 448 ― 〃 クビ 22．1�
36 カ ラ ッ カ ゼ 牡3鹿 56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B448＋ 41：27．4� 22．4�
35 エンパイアサンデー 牡3鹿 56 菱田 裕二戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 516＋ 61：27．5クビ 4．3�
23 ポワソンダブリル 牡3栗 56 丸山 元気�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 446－ 4 〃 アタマ 5．0�
713 ゴットモーニング �3鹿 56 田中 健後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 438－ 61：27．6� 3．6	
12 ファンブレイク 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹�日進牧場 本間 忍 様似 スイートフアーム 448 ―1：27．91� 63．0

816 スパイホップ 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 482－ 6 〃 クビ 11．6�
48 パ ル ミ エ 牝3黒鹿54 丸田 恭介井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 444± 01：28．11� 18．6�
611 ララオムドゥクー 牡3鹿 56 荻野 琢真フジイ興産 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 462－141：28．84 75．1�
11 グラツィオーソ 牡3栗 56 藤懸 貴志 �キャロットファーム 藤岡 健一 新ひだか チャンピオンズファーム 506 ―1：28．9� 8．2�
510 カシノエキスプレス 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 B448－ 81：29．32� 187．7�
59 カツノフィフス 牡3鹿 56 西田雄一郎勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 432 ―1：29．4� 87．7�
47 ウインフォーエバー 牝3鹿 54 黛 弘人ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 41：29．72 14．9�
24 ダイワレミグラン 牡3栗 56 川須 栄彦大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：30．87 61．7�
714 ピ サ ー ロ 牡3黒鹿56 松田 大作窪田 康志氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 B452＋ 41：31．01� 18．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，672，700円 複勝： 17，194，700円 枠連： 8，174，500円
馬連： 22，535，500円 馬単： 13，775，400円 ワイド： 13，606，200円
3連複： 30，692，100円 3連単： 42，114，100円 計： 160，765，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，520円 複 勝 � 1，900円 � 610円 � 610円 枠 連（6－8） 8，110円

馬 連 �� 37，230円 馬 単 �� 89，830円

ワ イ ド �� 9，990円 �� 11，920円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 264，580円 3 連 単 ��� 2，775，700円

票 数

単勝票数 計 126727 的中 � 1836（11番人気）
複勝票数 計 171947 的中 � 2251（12番人気）� 7667（9番人気）� 7658（10番人気）
枠連票数 計 81745 的中 （6－8） 781（23番人気）
馬連票数 計 225355 的中 �� 469（69番人気）
馬単票数 計 137754 的中 �� 115（146番人気）
ワイド票数 計 136062 的中 �� 351（71番人気）�� 294（75番人気）�� 634（52番人気）
3連複票数 計 306921 的中 ��� 87（339番人気）
3連単票数 計 421141 的中 ��� 11（2415番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．3―12．0―12．7―13．3―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―34．8―46．8―59．5―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．5―3F40．5
3 6－12（3，14）16－（1，7，13）－（2，15）8－9（4，5）（10，11） 4 6＝12－3，14，16（1，7，13）（2，15）－8－9，5，4（10，11）

勝馬の
紹 介

ハ ド ウ ホ ウ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Danehill 初出走

2012．3．8生 牡3黒鹿 母 ニシオマジョリック 母母 マジョリック 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルナマハゲ号

第２回 中京競馬 第５日



08051 3月28日 晴 良 （27中京2）第5日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

59 ショウサンカーズ 牡3鹿 56 菱田 裕二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 仲野牧場 482＋ 41：13．2 13．7�
510 メイショウボノム 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 470＋101：13．41� 2．8�
611 コパノチャールズ 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 494－ 41：13．5� 2．0�
23 ロードワイルド 牡3鹿 56

54 △岩崎 翼 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム B426－101：13．71� 19．8�
24 	 パラダイスガーデン 牝3栗 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC 454－ 41：14．33� 27．1�
36 ワールドハーモニー 牡3鹿 56 松田 大作日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472± 01：14．61
 80．3	
48 ピュウモッソ 牡3青鹿56 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 グラストレーニ

ングセンター 480－ 8 〃 アタマ 14．2

47 シーユーアゲン 牡3鹿 56 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 420－ 41：15．02� 152．6�
714 アスタークリスタル 牡3芦 56

53 ▲�島 克駿加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 482 ―1：15．1� 245．0�
713 メイスンヴィーナス 牝3栗 54

51 ▲義 英真梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 468＋ 41：15．31� 13．5
815 ランドザスターズ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454－ 61：15．4� 57．8�

11 ディベルティード 牡3鹿 56 嶋田 純次武井 祥久氏 武井 亮 新冠 前川 隆範 442＋ 3 〃 クビ 245．8�
816 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56

54 △小崎 綾也中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ
ファーム 476＋ 8 〃 アタマ 22．8�

12 ウエスタンカンベイ 牡3鹿 56 大下 智西川 賢氏 藤岡 健一 新ひだか ウエスタンファーム 500 ―1：15．71
 209．5�
35 セイカヒカワザカ 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹久米 誠氏 小野 次郎 日高 藤本 友則 416－ 41：16．01
 263．1�
612 カシノツバサ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 B472－ 61：17．17 97．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，365，900円 複勝： 30，799，500円 枠連： 8，891，700円
馬連： 31，215，900円 馬単： 19，523，400円 ワイド： 18，215，600円
3連複： 41，121，100円 3連単： 65，446，200円 計： 232，579，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 260円 � 130円 � 110円 枠 連（5－5） 2，020円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 540円 �� 380円 �� 150円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 9，740円

票 数

単勝票数 計 173659 的中 � 10117（4番人気）
複勝票数 計 307995 的中 � 14191（6番人気）� 49355（2番人気）� 148286（1番人気）
枠連票数 計 88917 的中 （5－5） 3406（8番人気）
馬連票数 計 312159 的中 �� 12383（5番人気）
馬単票数 計 195234 的中 �� 3216（14番人気）
ワイド票数 計 182156 的中 �� 6737（6番人気）�� 10191（3番人気）�� 42383（1番人気）
3連複票数 計 411211 的中 ��� 33670（2番人気）
3連単票数 計 654462 的中 ��� 4869（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．7―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．4―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウサンカーズ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．11．22 京都3着

2012．5．20生 牡3鹿 母 トリプルスレット 母母 トリプレックス 5戦1勝 賞金 7，550，000円
〔発走状況〕 セイカヒカワザカ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダイゴマサムネ号・タマモヴィオーラ号

08052 3月28日 晴 良 （27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20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

46 タ ナ ト ス 牡7黒鹿60 白浜 雄造榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 462＋ 63：17．3 8．6�
712 タッチドヘヴンリー 牡7鹿 60 北沢 伸也谷水 雄三氏 大根田裕之 新ひだか カントリー牧場 518－ 83：17．4� 3．3�
57 � グリーティングワン 牡5黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 83：18．25 79．7�
711 コスモカンタービレ 牡8黒鹿60 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 500－103：19．05 12．2�
11 ホ ト ト ヤ エ 牝4黒鹿57 五十嵐雄祐井上 一郎氏 浅野洋一郎 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 23：19．53 97．0�
814 メイショウゼロセン 牡4黒鹿59 熊沢 重文松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 500＋ 83：19．6� 5．8	
813 テイエムボッケモン 牡4栗 59 黒岩 悠竹園 正繼氏 木原 一良 鹿児島 テイエム牧場 498－ 23：19．91� 17．0

22 タガノナパヴァレー 	6黒鹿60 中村 将之八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 23：20．11� 25．1�
58 キープトライン 牡5鹿 60 原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B496－223：20．2クビ 12．5�
34 � ウルトラサウンド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514－ 23：20．3� 38．6
33 
 サウンドビガレス 牡6栗 60 植野 貴也増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Center

Hills Farm 490－ 2 〃 クビ 3．7�
45 カワキタバルク 牡6青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 478－103：20．62 109．0�
69 マツリダジャパン 	8青 60 金子 光希髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 478－103：21．13 96．8�
610 タガノラルフ 牡5青鹿60 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 83：25．3大差 15．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 12，264，700円 複勝： 14，586，000円 枠連： 8，494，300円
馬連： 22，066，400円 馬単： 13，860，600円 ワイド： 12，530，100円
3連複： 32，569，900円 3連単： 47，466，000円 計： 163，838，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 270円 � 160円 � 990円 枠 連（4－7） 1，380円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 620円 �� 8，890円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 32，050円 3 連 単 ��� 166，240円

票 数

単勝票数 計 122647 的中 � 11314（4番人気）
複勝票数 計 145860 的中 � 13416（4番人気）� 30338（1番人気）� 2897（10番人気）
枠連票数 計 84943 的中 （4－7） 4770（5番人気）
馬連票数 計 220664 的中 �� 10361（5番人気）
馬単票数 計 138606 的中 �� 2683（15番人気）
ワイド票数 計 125301 的中 �� 5609（5番人気）�� 347（60番人気）�� 916（35番人気）
3連複票数 計 325699 的中 ��� 762（83番人気）
3連単票数 計 474660 的中 ��� 207（441番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．7－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ ナ ト ス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．11．7 京都1着

2008．4．12生 牡7黒鹿 母 ジョウノビクトリア 母母 ミヤビサクラコ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ホトトヤエ号の騎手五十嵐雄祐は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ゴールデンヒーロー号・ゴールドブライアン号・サンマルヴィエント号・フィオリア号・マイネルドメニカ号
（非抽選馬） 1頭 テイエムロカビリー号



08053 3月28日 晴 良 （27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10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

814 スマートリバティー 牡7鹿 60 熊沢 重文大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 458＋103：17．4 30．7�
34 ヒラボクインパクト 牡7鹿 60 五十嵐雄祐�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 490－123：18．14 1．8�
46 レオウィッシュ 牡4栗 59 原田 和真�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B478＋ 63：18．31� 15．8�
711 ワールドマッチ 牡4栗 59 林 満明 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 492－ 23：18．51� 16．0�
712 メイショウアラワシ 牡4栗 59 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 458＋ 23：19．03 21．5	
58 グレイトエンブレム �5栗 60 平沢 健治小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 426－ 23：19．1クビ 5．1

11 エアラーテル 牡6栗 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 460＋ 43：19．2� 5．3�
22 マイネルカーミン 牡6黒鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 496－ 2 〃 アタマ 134．8�
813 ニシノカチヅクシ 牡6黒鹿60 佐久間寛志西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 482＋ 23：19．73 24．1
45 � マックスロノ 牡6栗 60 金子 光希田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 492－ 63：26．3大差 98．5�
69 アンゲネーム �7鹿 60 高野 和馬�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 486＋183：27．89 43．1�
33 ディープスノー 牝7鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 476＋ 4 （競走中止） 51．1�
57 グラスリード �5青鹿60 上野 翔半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 444＋10 （競走中止） 229．6�
610� ジャマスルナ 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B478＋ 4 （競走中止） 131．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，422，200円 複勝： 23，910，600円 枠連： 9，027，000円
馬連： 25，529，800円 馬単： 18，939，300円 ワイド： 16，479，900円
3連複： 38，736，600円 3連単： 67，373，800円 計： 216，419，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，070円 複 勝 � 600円 � 110円 � 280円 枠 連（3－8） 1，330円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 3，630円 �� 540円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 59，350円

票 数

単勝票数 計 164222 的中 � 4272（8番人気）
複勝票数 計 239106 的中 � 5863（8番人気）� 102973（1番人気）� 14707（5番人気）
枠連票数 計 90270 的中 （3－8） 5228（5番人気）
馬連票数 計 255298 的中 �� 8393（7番人気）
馬単票数 計 189393 的中 �� 2400（17番人気）
ワイド票数 計 164799 的中 �� 4029（11番人気）�� 1099（33番人気）�� 8291（4番人気）
3連複票数 計 387366 的中 ��� 3966（23番人気）
3連単票数 計 673738 的中 ��� 823（168番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 54．1－3F 40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートリバティー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 クリエイター デビュー 2010．12．5 阪神5着

2008．3．16生 牡7鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ジャマスルナ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため2周目1号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

ディープスノー号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。
グラスリード号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤバートン号・トウケイムーン号・フリメール号

08054 3月28日 晴 良 （27中京2）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

34 マーブルケーキ 牝4白 55 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474＋121：54．3 5．0�

58 エリーフェアリー 牝4鹿 55 松田 大作谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 470－ 41：55．15 30．6�

69 メイショウルンバ 牝4栗 55 武 幸四郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 470－ 81：55．42 8．6�
814 クイーンズシアター 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 458－ 21：55．5� 6．6�
813 ラクリモーサ 牝6青鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 434－101：55．81� 12．2�
711 レネットグルーヴ 牝5黒鹿55 北村 友一 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 クビ 22．0

610 ロ ゼ ラ ニ 牝5鹿 55 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 472－ 81：55．9クビ 4．6�
33 � ジューンヴィエナ 牝4鹿 55

52 ▲義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 432＋ 6 〃 アタマ 17．4�
46 � シェイプリー 牝6鹿 55

52 ▲伴 啓太 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 480－ 2 〃 アタマ 33．0
22 シ ナ ー ラ 牝5鹿 55

52 ▲	島 克駿 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 41：56．11
 111．4�
712 メイショウブーケ 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B458± 01：56．73� 4．5�
45 キボウダクリチャン 牝6栗 55

52 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 466－ 21：57．12� 78．3�
11 � クリノチョモラーリ 牝5栗 55 岡田 祥嗣栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 若林 武雄 454－131：57．2� 22．1�
57 エリンジューム 牝5黒鹿55 黛 弘人 	シルクレーシング 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 474± 01：57．41
 26．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，330，900円 複勝： 23，655，200円 枠連： 9，991，300円
馬連： 30，486，800円 馬単： 17，298，100円 ワイド： 20，392，400円
3連複： 41，491，400円 3連単： 60，522，200円 計： 222，168，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 280円 � 1，010円 � 440円 枠 連（3－5） 4，970円

馬 連 �� 15，010円 馬 単 �� 21，510円

ワ イ ド �� 6，130円 �� 1，320円 �� 7，550円

3 連 複 ��� 40，890円 3 連 単 ��� 177，640円

票 数

単勝票数 計 183309 的中 � 29013（3番人気）
複勝票数 計 236552 的中 � 25539（4番人気）� 5473（12番人気）� 13843（7番人気）
枠連票数 計 99913 的中 （3－5） 1555（19番人気）
馬連票数 計 304868 的中 �� 1574（46番人気）
馬単票数 計 172981 的中 �� 603（82番人気）
ワイド票数 計 203924 的中 �� 845（56番人気）�� 4092（15番人気）�� 685（65番人気）
3連複票数 計 414914 的中 ��� 761（127番人気）
3連単票数 計 605222 的中 ��� 247（580番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．3―13．4―12．7―12．6―12．8―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．8―51．2―1：03．9―1：16．5―1：29．3―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーブルケーキ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．19 中山10着

2011．4．9生 牝4白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 7戦2勝 賞金 15，100，000円



08055 3月28日 晴 良 （27中京2）第5日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

55 メイショウビザン 牝4栗 55 丸田 恭介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 492－ 62：00．6 5．2�
710 ステージジャンプ 牡5鹿 57 松田 大作合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：01．02� 7．1�
22 � ウェルウィッチア 牡6鹿 57 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B476± 02：01．63� 10．4�
56 ストロベリーキング 牡4黒鹿57 高倉 稜田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 480－102：01．91� 2．7�
44 チュウワストライク 牡6鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 520＋12 〃 クビ 28．9�
11 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 川須 栄彦吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 458＋ 42：02．21� 25．3�
33 トウカイストリーム 牡4青鹿57 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 516－ 82：02．62� 3．8	
68 アサクサニッポン 	6青 57

54 ▲加藤 祥太田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476＋ 42：03．02� 39．1

812� ト ラ ヴ ィ ス 牡4鹿 57 藤懸 貴志�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 480－22 〃 クビ 38．5�
67 � モンテエクリプス 牡6鹿 57

55 △小崎 綾也毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B456－ 42：03．21
 20．8
79 ベストヴィジョン 牡4黒鹿57 黛 弘人吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B466＋ 82：03．94 132．6�
811 アドマイヤアース 牡4栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B476＋ 22：04．96 36．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，196，100円 複勝： 20，413，300円 枠連： 8，556，500円
馬連： 29，070，800円 馬単： 17，617，500円 ワイド： 17，114，300円
3連複： 35，957，500円 3連単： 58，819，300円 計： 203，745，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 190円 � 270円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，170円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 31，440円

票 数

単勝票数 計 161961 的中 � 24479（3番人気）
複勝票数 計 204133 的中 � 29911（4番人気）� 30122（3番人気）� 17235（5番人気）
枠連票数 計 85565 的中 （5－7） 10706（2番人気）
馬連票数 計 290708 的中 �� 12370（8番人気）
馬単票数 計 176175 的中 �� 3510（14番人気）
ワイド票数 計 171143 的中 �� 6984（8番人気）�� 3693（12番人気）�� 4004（9番人気）
3連複票数 計 359575 的中 ��� 4176（21番人気）
3連単票数 計 588193 的中 ��� 1356（103番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．8―19．4―31．2―44．8―58．0―1：10．8―1：23．4―1：35．9―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウビザン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．10．12 京都3着

2011．3．27生 牝4栗 母 ダンシングブルーム 母母 シルヴァーキャップ 12戦2勝 賞金 25，680，000円
〔制裁〕トウカイストリーム号の騎手北村友一は，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10，000円。（被害馬：1番・12

番）

08056 3月28日 晴 良 （27中京2）第5日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

47 イルーシヴキャット 牝4栗 55
53 △岩崎 翼 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 470＋101：09．4 5．2�

714 ヤマノハヤブサ 牡4黒鹿 57
56 ☆松若 風馬山泉 恵宥氏 山内 研二 日高 天羽 禮治 474＋ 41：09．5� 3．5�

612 ダイワベスパー 牝6黒鹿 55
52 ▲木幡 初也大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－ 21：09．71 10．7�

24 クリノコマチ 牝4栗 55 西田雄一郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 442－ 4 〃 クビ 30．6�
818 タカラジェニファ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 468＋10 〃 アタマ 23．6�
510 サザンライツ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 498－ 21：09．8� 5．3	
816 ハッピーロングラン 牝4鹿 55

52 ▲�島 克駿馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：10．01� 66．5

817 ボストンサクラ 牝6黒鹿 55

52 ▲義 英真ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450＋ 4 〃 アタマ 11．8�
48 カシノワルツ 牝5黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B450－ 2 〃 クビ 15．5
713 ビービーブレイン 	4鹿 57

55 △小崎 綾也�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 504－ 21：10．1� 12．4�
611 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 418－ 61：10．2� 35．4�
12 チェネレントラ 牝5鹿 55 菱田 裕二 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 61：10．41� 24．2�
59 マジカルビアンカ 牝5芦 55 丸山 元気村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 438－ 81：10．61� 57．1�
23 テイエムシングン 牡5鹿 57 松田 大作竹園 正繼氏 鈴木 孝志 新ひだか グランド牧場 500± 01：10．7クビ 14．3�
35 
 アグリデジタル 牝4栗 55 藤懸 貴志アグリRC 坪 憲章 新冠 高橋 忍 402－ 21：10．8� 168．9�
11 フリュクティドール 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 426＋ 8 〃 クビ 204．8�
36 エクスプローラー 牡6青 57 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム 512＋ 21：11．33 169．1�
715 シュリメジャー 	5黒鹿57 黛 弘人星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 450－ 81：12．57 195．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，669，400円 複勝： 25，594，400円 枠連： 11，737，000円
馬連： 34，485，300円 馬単： 17，930，700円 ワイド： 21，906，700円
3連複： 48，285，100円 3連単： 65，001，400円 計： 243，610，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 160円 � 270円 枠 連（4－7） 640円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，310円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 25，540円

票 数

単勝票数 計 186694 的中 � 28352（2番人気）
複勝票数 計 255944 的中 � 34931（2番人気）� 45797（1番人気）� 20950（4番人気）
枠連票数 計 117370 的中 （4－7） 14208（1番人気）
馬連票数 計 344853 的中 �� 22113（1番人気）
馬単票数 計 179307 的中 �� 5356（3番人気）
ワイド票数 計 219067 的中 �� 12551（1番人気）�� 4103（13番人気）�� 5152（8番人気）
3連複票数 計 482851 的中 ��� 7628（5番人気）
3連単票数 計 650014 的中 ��� 1845（32番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．7―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―46．5―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イルーシヴキャット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．2．9 京都4着

2011．4．1生 牝4栗 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp 14戦2勝 賞金 23，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュリメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サクラヴィオーラ号・マリナーズコンパス号
（非抽選馬） 2頭 ドナエテルニテ号・ブロンシェダーム号



08057 3月28日 晴 良 （27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 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

47 トウケイタイガー 牡4黒鹿57 松田 大作木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 452－121：11．5 14．5�
713� アスターストーム 牡5鹿 57

54 ▲	島 克駿加藤 久枝氏 武田 博 米
Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

492－ 21：11．92
 10．2�
816 キネオキャノン 牡4鹿 57

55 △小崎 綾也吉田 千津氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 480－ 21：12．0� 9．2�
23 ディープミタカ 牡4栗 57 北村 友一深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 21：12．42
 4．0�
48 �� サムライノモン 牡4鹿 57 勝浦 正樹飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Hargus Sexton

& Sandra Sexton B548－ 21：12．5� 4．9�
12 ヤマニンブルジョン 牡5栗 57 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476－101：12．6� 7．3�
35 � ビコーミハイル 牡6鹿 57 佐久間寛志	レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 480－ 21：12．81 7．6

510 ハプスブルク 牡5鹿 57 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 448－ 61：13．01 68．7�
815 ヒカリセット 牡4青鹿 57

54 ▲加藤 祥太�ヒカリクラブ 松永 昌博 日高 ヤナガワ牧場 480＋20 〃 クビ 24．8
714 ダイメイリシャール 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 504± 01：13．31� 16．8�
59 � ヒミノコンドル 牡5鹿 57 高倉 稜佐々木八郎氏 天間 昭一 新冠 須崎牧場 530± 01：13．4
 71．0�
24 � ジョディーズロマン 牝5栗 55

52 ▲三津谷隼人 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 61：13．5� 98．2�
612 テイエムシシオー 牡6黒鹿 57

54 ▲義 英真竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 490－ 21：13．71 45．2�
36 �� ヴェントアウレオ 牡4栗 57 菱田 裕二藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 478－ 21：14．23 47．0�
611 サンライズトーク �5芦 57

56 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 480－ 61：14．51� 14．5�
11 ハンサムザムライ 牡5芦 57 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 472＋18 （競走中止） 99．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，115，300円 複勝： 28，921，800円 枠連： 12，350，200円
馬連： 42，155，700円 馬単： 20，948，400円 ワイド： 22，754，500円
3連複： 57，583，400円 3連単： 79，422，900円 計： 283，252，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 550円 � 420円 � 400円 枠 連（4－7） 1，680円

馬 連 �� 9，100円 馬 単 �� 19，020円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 2，410円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 18，760円 3 連 単 ��� 172，910円

票 数

単勝票数 計 191153 的中 � 10505（8番人気）
複勝票数 計 289218 的中 � 13444（9番人気）� 18380（7番人気）� 19727（5番人気）
枠連票数 計 123502 的中 （4－7） 5674（6番人気）
馬連票数 計 421557 的中 �� 3587（37番人気）
馬単票数 計 209484 的中 �� 826（78番人気）
ワイド票数 計 227545 的中 �� 1864（40番人気）�� 2431（31番人気）�� 3373（24番人気）
3連複票数 計 575834 的中 ��� 2301（69番人気）
3連単票数 計 794229 的中 ��� 333（622番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―11．7―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．4―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイタイガー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．11．23 京都1着

2011．5．31生 牡4黒鹿 母 ヒノデモンテローザ 母母 シルビアワン 9戦2勝 賞金 19，900，000円
〔競走中止〕 ハンサムザムライ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ヤマニンブルジョン号の騎手田中健は，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・4番）

08058 3月28日 晴 良 （27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 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

22 タンタアレグリア 牡3栗 56 吉田 隼人�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 42：14．9 3．8�

33 レ ン ト ラ ー 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 450－102：15．0� 6．1�
89 ブランドベルグ 牡3青鹿56 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 482－ 62：15．1� 2．6�
44 レトロロック 牡3鹿 56 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 470＋ 62：15．2� 6．8�
66 ラウレアブルーム 牡3鹿 56 松若 風馬横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 484－ 6 〃 クビ 5．9	
55 ドリームチェイサー 牡3栗 56 高倉 稜三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460± 02：15．51� 36．4

810 メイショウリンクス 牡3鹿 56 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 472－ 82：15．81� 34．5�
11 レッドアルティスタ 牡3鹿 56 丸山 元気 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 462± 02：16．12 18．0�
78 アイオシルケン 牡3黒鹿56 川須 栄彦石川美代子氏 西橋 豊治 新ひだか 原 フアーム 470－ 62：16．31	 45．3
77 セルリアンコスモ 牡3鹿 56 小崎 綾也�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 498± 02：17．36 145．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，289，400円 複勝： 42，129，000円 枠連： 10，600，900円
馬連： 55，012，800円 馬単： 33，043，400円 ワイド： 26，007，000円
3連複： 65，683，900円 3連単： 135，076，200円 計： 403，842，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（2－3） 1，140円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 280円 �� 230円 �� 370円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 6，190円

票 数

単勝票数 計 362894 的中 � 75006（2番人気）
複勝票数 計 421290 的中 � 98792（1番人気）� 62916（3番人気）� 81987（2番人気）
枠連票数 計 106009 的中 （2－3） 7179（6番人気）
馬連票数 計 550128 的中 �� 41971（4番人気）
馬単票数 計 330434 的中 �� 12586（6番人気）
ワイド票数 計 260070 的中 �� 23802（2番人気）�� 30895（1番人気）�� 16499（5番人気）
3連複票数 計 656839 的中 ��� 59385（1番人気）
3連単票数 計1350762 的中 ��� 15798（14番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―11．7―12．9―12．8―12．7―12．4―12．0―11．8―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．9―36．6―49．5―1：02．3―1：15．0―1：27．4―1：39．4―1：51．2―2：02．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5
1
3
8，4，9（1，3）（2，5）－（6，10）－7
8，4，9，1，3（2，5）（6，10）7

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

勝馬の
紹 介

タンタアレグリア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Stuka デビュー 2014．7．6 福島2着

2012．3．29生 牡3栗 母 タンタスエルテ 母母 Trapial 6戦2勝 賞金 23，034，000円
〔制裁〕 アイオシルケン号の調教師西橋豊治は，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。



08059 3月28日 晴 良 （27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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

66 ブランクヴァース 牡6黒鹿57 丸山 元気 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B498－ 22：18．1 52．1�
67 � アウォーディー 牡5鹿 57 菱田 裕二前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B500± 0 〃 アタマ 3．8�
810 グランドサッシュ 牡4黒鹿56 松田 大作 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－182：18．31	 17．4�
79 アグリッパーバイオ 牡4黒鹿56 勝浦 正樹バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446± 02：18．4
 6．9�
33 メイショウブシン 牡5鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 472± 02：18．71� 10．7	
11 � レイトライザー 牡5黒鹿57 北村 友一中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 464± 0 〃 ハナ 10．6

811 タイキプレミアム 牡6鹿 57 吉田 隼人�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 476＋ 4 〃 クビ 25．8�
78 � ラルプデュエズ 牡5黒鹿57 小崎 綾也吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 494－ 22：18．8
 2．8�
44 ロンギングゴールド 牡5黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 468－ 62：19．01
 6．7
22 カ ー マ イ ン 牡7鹿 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 ハナ 43．9�
55 ヴォルスング 牡4鹿 56 国分 恭介 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 42：19．21	 37．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，671，200円 複勝： 37，825，300円 枠連： 25，841，500円
馬連： 104，682，500円 馬単： 52，374，600円 ワイド： 41，844，000円
3連複： 128，662，500円 3連単： 232，571，300円 計： 655，472，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，210円 複 勝 � 840円 � 160円 � 560円 枠 連（6－6） 5，590円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 16，140円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 6，510円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 29，700円 3 連 単 ��� 269，780円

票 数

単勝票数 計 316712 的中 � 4862（11番人気）
複勝票数 計 378253 的中 � 9493（11番人気）� 81603（1番人気）� 15068（7番人気）
枠連票数 計 258415 的中 （6－6） 3580（19番人気）
馬連票数 計1046825 的中 �� 15135（20番人気）
馬単票数 計 523746 的中 �� 2433（47番人気）
ワイド票数 計 418440 的中 �� 6533（20番人気）�� 1615（50番人気）�� 7793（16番人気）
3連複票数 計1286625 的中 ��� 3248（83番人気）
3連単票数 計2325713 的中 ��� 625（589番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―12．8―14．1―13．5―12．7―12．5―12．2―11．1―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．4―25．6―38．4―52．5―1：06．0―1：18．7―1：31．2―1：43．4―1：54．5―2：05．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7
1
3
9，8（2，7）11（4，10）1，3（6，5）・（9，8）11（2，7）10，4（3，6）（1，5）

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

勝馬の
紹 介

ブランクヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．12．25 阪神2着

2009．3．30生 牡6黒鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット 20戦3勝 賞金 55，077，000円
〔制裁〕 ブランクヴァース号の騎手丸山元気は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

ブランクヴァース号の騎手丸山元気は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番）

08060 3月28日 晴 良 （27中京2）第5日 第12競走 ��
��1，600�

か り や

刈 谷 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

59 クワトロガッツ 牡4黒鹿57 川須 栄彦ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 454± 01：35．4 20．0�

714 オースミチャド 牡4鹿 57 北村 友一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 492－ 21：35．5� 11．6�
816 オンタケハート 牡4鹿 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 482－ 2 〃 クビ 6．8�
713 ショウナンマルシェ 牡4青鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：35．6� 13．9�
815 ダンツアトラス 牡5鹿 57 高倉 稜山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 474－ 81：35．7� 18．1�
47 グリーンラヴ 牡5栗 57 中谷 雄太 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 480－ 4 〃 クビ 4．4

48 サンライズバード 牡5黒鹿57 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 464－121：35．8クビ 24．2�
510 ケイアイヴァーゲ 牡5鹿 57 小崎 綾也亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 444－ 6 〃 クビ 14．9�
12 ヴ ィ ジ ャ イ 牡7鹿 57 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム B514－121：36．01	 15．2
24 シュヴァリエ 牝4栗 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 460± 01：36．42� 12．0�
36 バトルジェジェジェ 牝4鹿 55 松田 大作宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 454－ 21：36．5クビ 12．0�
611 クリーブラット 牡4芦 57 松若 風馬 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 ハナ 4．3�
11 
 アートアロング 牝5栗 55 国分 恭介寺田 寿男氏 笹田 和秀 新ひだか 矢野牧場 440－101：36．81� 62．5�
23 ニシノカンザシ 牝4鹿 55 丸田 恭介西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 446＋101：37．01	 74．5�
612 ヴァイスフェッター �4芦 57 丸山 元気岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458± 0 〃 クビ 119．8�
35 
 シャトールージュ 牝4栗 55 西田雄一郎村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 504＋121：37．1� 90．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，984，300円 複勝： 41，916，400円 枠連： 20，604，200円
馬連： 85，566，800円 馬単： 34，296，800円 ワイド： 38，300，300円
3連複： 98，956，500円 3連単： 146，170，900円 計： 495，796，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 730円 � 440円 � 260円 枠 連（5－7） 2，110円

馬 連 �� 14，790円 馬 単 �� 24，130円

ワ イ ド �� 4，790円 �� 3，070円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 30，500円 3 連 単 ��� 213，220円

票 数

単勝票数 計 299843 的中 � 11967（11番人気）
複勝票数 計 419164 的中 � 13443（12番人気）� 24372（6番人気）� 48728（3番人気）
枠連票数 計 206042 的中 （5－7） 7551（10番人気）
馬連票数 計 855668 的中 �� 4768（58番人気）
馬単票数 計 342968 的中 �� 1066（107番人気）
ワイド票数 計 383003 的中 �� 2036（62番人気）�� 3202（47番人気）�� 6054（18番人気）
3連複票数 計 989565 的中 ��� 2433（122番人気）
3連単票数 計1461709 的中 ��� 497（882番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．1―12．0―11．7―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―48．2―1：00．2―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2

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

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

勝馬の
紹 介

クワトロガッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．11．24 東京1着

2011．1．20生 牡4黒鹿 母 ピースオブラヴ 母母 ピアラプソディ 3戦2勝 賞金 16，548，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 シュヴァリエ号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※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 サンマルホーム号・スピーディユウマ号・ダイワソフィー号・ダイワブレイディ号・ダブルコーク号・

テイエムナデューラ号・ヤマニンバステト号・ワクワクカンヲ号



（27中京2）第5日 3月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

168，370，000円
2，080，000円
4，480，000円
1，330，000円
15，010，000円
63，095，000円
6，127，600円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
243，750，900円
325，233，500円
141，433，000円
510，568，100円
276，137，600円
265，837，000円
660，980，700円
1，054，905，900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 3，478，846，700円

総入場人員 14，545名 （有料入場人員 13，666名）
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