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08061 3月29日 曇 良 （27中京2）第6日 第1競走 ��1，200�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
1：10．1
1：08．7

重
重

612 ハクサンエルモ 牝3黒鹿54 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 444＋ 21：14．1 11．0�
611 イッツマイン 牝3鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 日高 本間牧場 468＋ 61：14．2� 28．2�
713 プリュクベル 牝3鹿 54 藤岡 康太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 21：14．41 9．3�
48 リリーグランツ 牝3鹿 54 岩田 康誠森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B430± 01：14．5� 2．1�
815 ヌーベルバーグパリ 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太大塚 亮一氏 本間 忍 浦河 谷口牧場 B490＋ 21：14．82 19．6�
24 メイショウフライキ 牝3栗 54 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 434＋ 21：14．9� 7．1	
714 マ ケ ナ イ デ 牝3栗 54 菱田 裕二小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464＋161：15．0� 54．1

35 パ ス レ ル 牝3芦 54 西田雄一郎落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 436－ 81：15．21 45．2�
36 クランデール 牝3鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454－10 〃 ハナ 10．4�
12 シャインワンハート 牝3芦 54

51 ▲井上 敏樹皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 444± 01：15．62� 276．8
23 コウエイラブリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 476－ 61：15．7� 5．3�
816 アイケービューティ 牝3鹿 54 丸田 恭介池田 皓介氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 438－10 〃 クビ 184．9�
11 ボーベルレーヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 448－ 6 〃 アタマ 227．9�
510 グローバルスター 牝3栗 54 国分 優作内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 414± 01：16．12� 111．8�
59 メテオユニバンス 牝3鹿 54 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 430＋ 81：16．52� 125．2�
47 オレンジガーネット 牝3鹿 54 吉田 隼人庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 408± 0 〃 ハナ 267．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，830，900円 複勝： 30，523，300円 枠連： 10，536，000円
馬連： 39，486，500円 馬単： 24，375，100円 ワイド： 22，886，000円
3連複： 52，965，300円 3連単： 78，043，800円 計： 279，646，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 360円 � 850円 � 280円 枠 連（6－6） 18，640円

馬 連 �� 16，140円 馬 単 �� 29，530円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 1，560円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 31，570円 3 連 単 ��� 232，840円

票 数

単勝票数 計 208309 的中 � 15111（6番人気）
複勝票数 計 305233 的中 � 22834（6番人気）� 8321（8番人気）� 30946（5番人気）
枠連票数 計 105360 的中 （6－6） 438（25番人気）
馬連票数 計 394865 的中 �� 1896（31番人気）
馬単票数 計 243751 的中 �� 619（59番人気）
ワイド票数 計 228860 的中 �� 1394（31番人気）�� 3860（17番人気）�� 1661（29番人気）
3連複票数 計 529653 的中 ��� 1258（67番人気）
3連単票数 計 780438 的中 ��� 243（465番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．7―13．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―36．6―49．7―1：01．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンエルモ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．24 東京8着

2012．3．31生 牝3黒鹿 母 オークヒルズ 母母 バ ロ ネ ッ セ 3戦1勝 賞金 5，500，000円

08062 3月29日 小雨 良 （27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
1：48．9
1：47．8

重
重

611 ビクトリーミノル 牡3栗 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482－ 61：55．6 22．8�
23 コパノチャーリー 牡3栗 56 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 502－ 4 〃 クビ 3．2�
12 シルバーソード 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 2 〃 アタマ 3．8�
11 ワールドリースター 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 21：55．7� 7．5�
36 クラウドサーファー 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 442－ 4 〃 ハナ 57．8	

48 ローレルベルカント 牡3栗 56 M．デムーロ �ローレルレーシング 高野 友和 新冠 新冠橋本牧場 444－ 61：56．55 17．7

59 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 41：56．6クビ 26．3�
35 カフジエンパイア 牡3鹿 56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前田牧場 512－ 2 〃 クビ 13．8�
713 ラヴィダフェリース 牡3黒鹿56 Z．パートン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－ 41：56．7クビ 4．5

（香港）

815 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 浜中 俊大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 470－ 61：57．02 13．7�
612 セイウンアサヒ 牡3鹿 56 丸田 恭介西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 41：57．1� 69．2�
24 シゲルトンテントン 牡3栗 56 菱田 裕二森中 蕃氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 490 ―1：57．2	 210．3�
47 トウショウノワール 牡3青鹿56 村田 一誠トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460－ 41：57．3	 132．6�
714 スティールブルグ 牡3鹿 56 西田雄一郎井上 啓子氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 498－ 81：57．83 339．2�
510 グランデソング 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 新ひだか 元道牧場 492± 01：58．22	 279．4�
816 デルマオコマ 牝3栗 54 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 434－ 22：01．8大差 365．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，561，800円 複勝： 34，686，100円 枠連： 10，309，000円
馬連： 34，405，800円 馬単： 20，521，600円 ワイド： 23，008，100円
3連複： 48，105，100円 3連単： 69，765，900円 計： 263，363，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 380円 � 150円 � 150円 枠 連（2－6） 3，060円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 10，260円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 1，110円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 40，950円

票 数

単勝票数 計 225618 的中 � 7905（8番人気）
複勝票数 計 346861 的中 � 16770（8番人気）� 68902（1番人気）� 68570（2番人気）
枠連票数 計 103090 的中 （2－6） 2609（12番人気）
馬連票数 計 344058 的中 �� 7084（15番人気）
馬単票数 計 205216 的中 �� 1499（39番人気）
ワイド票数 計 230081 的中 �� 4248（17番人気）�� 4883（15番人気）�� 24095（1番人気）
3連複票数 計 481051 的中 ��� 8880（11番人気）
3連単票数 計 697659 的中 ��� 1235（134番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．1―12．9―12．8―13．2―13．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．5―50．4―1：03．2―1：16．4―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ビクトリーミノル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．8．16 札幌10着

2012．3．14生 牡3栗 母 プロフェシーライツ 母母 ストームザミント 9戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマオコマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月29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 サノタイクーン号
※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。

第２回 中京競馬 第６日



08063 3月29日 小雨 良 （27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 （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

817 アドマイヤスカイ 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 444± 01：22．7 1．8�
59 サウンドドゥイット 牡3鹿 56 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 444± 01：22．8� 10．7�
11 ベツァオバーン 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 384－101：23．01� 20．1�
510 クリーミーボイス 牝3栗 54 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B430－ 41：23．21� 5．1�
818 アスクジョーダン 牡3鹿 56 岩田 康誠廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 508 ― 〃 クビ 7．3�
23 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿54 西田雄一郎加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 412± 01：23．41� 23．5	
713 ビ ー ラ ヴ ド 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 448 ―1：23．5� 63．2

36 イマカイマカト 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 木下牧場 444 ― 〃 ハナ 212．6�
47 マイティディーバ 牝3黒鹿54 松岡 正海古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 404± 0 〃 ハナ 50．7�
35 エイシンアグライア 牝3黒鹿54 酒井 学栄進堂 中尾 秀正 浦河 小島牧場 406－141：23．92� 67．9�
24 ハッピーコラソン 牝3青鹿54 武 豊松島 正昭氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 422－ 21：24．0� 12．6�
48 ワンサイドストーリ 牡3栗 56 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 日高 いとう牧場 442 ―1：24．1クビ 141．1�
816 ハッピーウルフ 牡3栗 56 村田 一誠坪野谷和平氏 蛯名 利弘 浦河 アイオイファーム 464± 01：24．52� 272．6�
714 ギ ミ ッ ク 牡3鹿 56 丸田 恭介髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 450－ 81：24．6� 126．8�
611 ベストクルー 牡3栗 56 原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 日高 鹿戸 正幸 474－ 6 〃 クビ 207．8�
715 スリースパート 牝3黒鹿54 菱田 裕二永井商事 湯窪 幸雄 様似 様似共栄牧場 438 ―1：25．45 128．3�
12 ページェントリー 牝3青鹿54 戸崎 圭太杉田 周作氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 438± 0 〃 アタマ 57．0�
612 サマーサティ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太セゾンレースホース 鈴木 孝志 日高 Shall Farm 404 ―1：25．61� 233．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，924，100円 複勝： 26，044，800円 枠連： 13，025，600円
馬連： 34，521，400円 馬単： 22，393，700円 ワイド： 22，272，300円
3連複： 47，077，800円 3連単： 72，300，700円 計： 261，560，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 170円 � 280円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 310円 �� 690円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 239241 的中 � 104561（1番人気）
複勝票数 計 260448 的中 � 79204（1番人気）� 34844（3番人気）� 16513（5番人気）
枠連票数 計 130256 的中 （5－8） 37897（1番人気）
馬連票数 計 345214 的中 �� 37684（2番人気）
馬単票数 計 223937 的中 �� 17009（2番人気）
ワイド票数 計 222723 的中 �� 20542（2番人気）�� 7983（7番人気）�� 3951（15番人気）
3連複票数 計 470778 的中 ��� 11715（8番人気）
3連単票数 計 723007 的中 ��� 6182（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．3―47．4―59．3―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．3
3 ・（5，16）10（2，7）9（1，3，17）（12，18）－（6，14）13（4，8）－11－15 4 ・（5，16）10（2，7，9）（1，3，17）（12，18）（6，14）（4，8，13）－11－15

勝馬の
紹 介

アドマイヤスカイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．9 京都3着

2012．1．26生 牡3青鹿 母 アドマイヤカンナ 母母 アドマイヤラピス 5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タイセイプレシャス号

08064 3月29日 小雨 良 （27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
1：58．8
1：56．1

良
良

816 ラブアポロン 牡3芦 56 北村 友一 M・
Kenichiホールディング� 尾関 知人 浦河 酒井牧場 474＋ 22：04．2 6．8�

612 スズカプレスト 牡3鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 82：04．51� 33．2�
713 シグナルアロー 牡3鹿 56 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 460± 0 〃 アタマ 12．4�
24 エッケザックス 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446＋ 82：04．6� 4．8�
715 ビセックスタイル 牝3栗 54 武 豊前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452－ 2 〃 クビ 10．1	
35 エスティエッキー 牝3黒鹿54 松岡 正海 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 432－142：04．7� 10．8

36 チョーハッピー 牡3栗 56 荻野 琢真豊田 一致氏 平田 修 新冠 松本 信行 490＋20 〃 クビ 32．6�
23 ウイングジャパン 牡3栗 56 戸崎 圭太池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 480＋ 2 〃 ハナ 3．3�
12 カスクストレングス 牡3黒鹿56 吉田 隼人芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 470－ 62：04．91� 9．5
48 サンライズステラ 牡3鹿 56 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 436－ 42：05．22 22．9�
818 ラッキーマインド 牡3鹿 56 岩田 康誠畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 514 ―2：05．3� 16．5�
59 ダイゴサクラ 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム B460＋ 22：05．5� 118．3�
510 ゼットジョイ 牡3鹿 56 酒井 学�フォーレスト 宮 徹 浦河 赤田牧場 470 ―2：05．6� 80．5�
11 ロングフェニックス 牡3鹿 56 菱田 裕二中井 敏雄氏 高橋 亮 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－162：05．7クビ 49．1�
714 コスモエルドール 牡3栗 56 丸田 恭介岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 410－14 〃 クビ 137．6�
817 クリスタルシップ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 安平 吉田牧場 436－ 42：06．23 335．7�

611 フォーサイト 牡3黒鹿56 池添 謙一 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 478－102：07．26 133．7�

47 ワンダードクトレス 牝3黒鹿54 国分 優作山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 434－122：08．15 261．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，406，300円 複勝： 29，729，700円 枠連： 13，547，900円
馬連： 37，882，700円 馬単： 20，319，800円 ワイド： 23，927，400円
3連複： 51，394，500円 3連単： 70，252，800円 計： 268，461，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 850円 � 360円 枠 連（6－8） 7，430円

馬 連 �� 17，500円 馬 単 �� 32，910円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 1，670円 �� 6，620円

3 連 複 ��� 53，310円 3 連 単 ��� 353，700円

票 数

単勝票数 計 214063 的中 � 24832（3番人気）
複勝票数 計 297297 的中 � 41716（3番人気）� 7813（10番人気）� 20962（6番人気）
枠連票数 計 135479 的中 （6－8） 1412（19番人気）
馬連票数 計 378827 的中 �� 1677（50番人気）
馬単票数 計 203198 的中 �� 463（91番人気）
ワイド票数 計 239274 的中 �� 1735（35番人気）�� 3761（17番人気）�� 919（57番人気）
3連複票数 計 513945 的中 ��� 723（145番人気）
3連単票数 計 702528 的中 ��� 144（888番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．1―13．0―12．6―12．7―12．8―12．2―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．8―50．8―1：03．4―1：16．1―1：28．9―1：41．1―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブアポロン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Galileo デビュー 2015．1．4 中山6着

2012．4．6生 牡3芦 母 ブラジリアンビューティ 母母 Braziliz 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 フォーサイト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 クインズエキシート号・グッドウィーク号・コートオブアームズ号・マイネルサフィルス号
（非抽選馬） 1頭 ウイングタイガー号



08065 3月29日 雨 良 （27中京2）第6日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時20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
1：48．9
1：47．8

重
重

55 オリハルコン 牡4黒鹿57 Z．パートン�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526－ 41：54．9 3．7�
（香港）

11 シーリーヴェール 牡4青鹿57 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 478± 01：55．0� 3．1�
44 � パラティーノ 牡6黒鹿57 M．デムーロ村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 526± 01：55．32 8．1�
77 タガノハヤテ 牡4栗 57 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 岡牧場 490＋ 41：55．4クビ 3．8�
22 オールデフィート 牡4鹿 57 酒井 学�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 470± 01：55．5� 27．7	
33 ハッピーメモリーズ 牡4芦 57 国分 優作石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 480＋ 21：55．6� 6．7

66 � フ ェ ン ガ リ 牡4栗 57 藤岡 康太一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 506－22 〃 ハナ 22．1�
810 シゲルヒュウガ 牡4栗 57 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 B496－ 61：55．7� 27．3�
89 ロードガンブラック 牡4鹿 57 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 488－ 41：57．08 114．2
78 � カンタベリーラウス 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹峰 哲馬氏 二本柳俊一 浦河 川越牧場 440± 01：58．8大差 174．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 19，565，600円 複勝： 24，329，800円 枠連： 6，698，600円
馬連： 31，115，200円 馬単： 19，940，100円 ワイド： 18，243，600円
3連複： 40，026，400円 3連単： 85，236，900円 計： 245，156，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 140円 � 170円 枠 連（1－5） 710円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 290円 �� 420円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計 195656 的中 � 41927（2番人気）
複勝票数 計 243298 的中 � 49792（1番人気）� 46753（3番人気）� 31722（5番人気）
枠連票数 計 66986 的中 （1－5） 7283（2番人気）
馬連票数 計 311152 的中 �� 34312（2番人気）
馬単票数 計 199401 的中 �� 9611（6番人気）
ワイド票数 計 182436 的中 �� 16435（2番人気）�� 10435（8番人気）�� 14999（4番人気）
3連複票数 計 400264 的中 ��� 21828（5番人気）
3連単票数 計 852369 的中 ��� 8425（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．3―39．5―52．8―1：04．9―1：17．2―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリハルコン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2013．8．3 新潟4着

2011．4．14生 牡4黒鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 13戦2勝 賞金 27，050，000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。

08066 3月29日 雨 良 （27中京2）第6日 第6競走 ��1，200�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 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

816 キープレイヤー 牝4青鹿55 嶋田 純次下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 504－ 61：12．7 14．1�

11 ベストリーダー 牝4栗 55 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 61：12．91� 5．9�

36 ヒデノヒロイン 牝4芦 55 戸崎 圭太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 434± 0 〃 クビ 3．6�

510 シゲルミマサカ 牝4青鹿55 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 430± 01：13．0� 11．0�
48 リ ヴ ァ ロ 牝5鹿 55 岩田 康誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B452－ 41：13．1� 36．8�
35 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55

52 ▲加藤 祥太中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432－ 41：13．2クビ 8．0	

12 キャメロンロード 牝5鹿 55
52 ▲伴 啓太森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 450－121：13．52 172．4


714 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 55 池添 謙一竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B458± 01：13．6� 3．1�
59 ラ パ ー ジ ュ 牝6青鹿55 松岡 正海 �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 464－ 21：14．23� 18．4
713 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 4 〃 アタマ 171．3�
47 ボンセジュール 牝4栗 55 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 396± 01：14．3� 72．5�
612	 アプリカーレ 牝4鹿 55 酒井 学水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 494－ 2 〃 アタマ 78．1�
23 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 藤岡 康太田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B480＋ 81：14．5� 48．4�
815 ローゼズガーランド 牝6鹿 55 福永 祐一藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 B470－ 81：15．03 16．0�
611 クラウンビション 牝5栗 55 村田 一誠�クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 仲野牧場 462－ 41：15．95 326．4�
24 	 マイカーニバル 牝5栗 55 西田雄一郎小林竜太郎氏 中川 公成 えりも エクセルマネジメント 452－10 （競走中止） 208．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，524，200円 複勝： 25，351，600円 枠連： 13，352，000円
馬連： 36，634，400円 馬単： 21，904，500円 ワイド： 22，715，300円
3連複： 49，981，900円 3連単： 72，946，900円 計： 263，410，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 380円 � 240円 � 170円 枠 連（1－8） 2，060円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 8，350円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，250円 �� 510円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 56，860円

票 数

単勝票数 計 205242 的中 � 11626（6番人気）
複勝票数 計 253516 的中 � 14415（8番人気）� 25972（4番人気）� 47756（1番人気）
枠連票数 計 133520 的中 （1－8） 5018（11番人気）
馬連票数 計 366344 的中 �� 6947（18番人気）
馬単票数 計 219045 的中 �� 1966（34番人気）
ワイド票数 計 227153 的中 �� 3762（17番人気）�� 4545（16番人気）�� 12209（2番人気）
3連複票数 計 499819 的中 ��� 5266（24番人気）
3連単票数 計 729469 的中 ��� 930（191番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．4―11．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．7―48．1―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 1（10，16）（3，5，15）（4，6，11，12）（13，14）8，9，7－2 4 ・（1，10）16（3，5）（4，6，15）（8，11，12）（13，14）（7，9）2

勝馬の
紹 介

キープレイヤー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．2．18 東京5着

2011．3．20生 牝4青鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 11戦2勝 賞金 18，330，000円
〔競走中止〕 マイカーニバル号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マチルダ号



08067 3月29日 雨 良 （27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 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
1：58．8
1：56．1

良
良

814 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 512－ 82：01．5 4．8�
813 アドマイヤコウベ 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 516＋142：01．71 12．9�
34 � クリールハヤテ 牡6栗 57 池添 謙一横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 484－ 82：02．33� 4．8�
712 ヴァルコイネン 牡4芦 57 Z．パートン吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 466－ 42：02．4	 5．9�

（香港）

69 ローリングストーン 牡6鹿 57 丸田 恭介佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492－12 〃 クビ 102．4�
711 レッドクラーケン 牡5鹿 57 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 512＋ 82：02．5クビ 23．3	
57 スペランツァデーア 牝4黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B438＋ 82：02．71
 7．8

22 セイクリッドロード �6鹿 57 松岡 正海岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 17．0�
610 オウエイバスター 牡7黒鹿57 田中 博康大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 460＋102：02．91� 62．9�
58 カレンヴィットリア 牡4黒鹿57 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B500± 02：03．0	 3．8
33 メイショウグレア 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 412＋ 42：03．21� 66．1�
45 � タイセイジュピター 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 496－152：04．26 35．2�
46 スリーデーモン 牡5青鹿 57

54 ▲井上 敏樹永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 522± 02：04．94 215．7�
11 ヴィオラーネ 牝6青鹿55 菱田 裕二平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468－ 2 （競走中止） 29．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，547，200円 複勝： 28，104，000円 枠連： 13，256，600円
馬連： 40，087，300円 馬単： 21，314，300円 ワイド： 22，251，400円
3連複： 51，858，100円 3連単： 77，483，400円 計： 275，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 370円 � 180円 枠 連（8－8） 2，450円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 850円 �� 440円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 24，180円

票 数

単勝票数 計 215472 的中 � 35208（3番人気）
複勝票数 計 281040 的中 � 43663（3番人気）� 16108（7番人気）� 45810（2番人気）
枠連票数 計 132566 的中 （8－8） 4189（10番人気）
馬連票数 計 400873 的中 �� 12177（11番人気）
馬単票数 計 213143 的中 �� 3678（20番人気）
ワイド票数 計 222514 的中 �� 6585（11番人気）�� 13816（3番人気）�� 4098（17番人気）
3連複票数 計 518581 的中 ��� 8135（15番人気）
3連単票数 計 774834 的中 ��� 2323（81番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．3―12．4―12．2―12．2―12．5―12．1―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．1―48．5―1：00．7―1：12．9―1：25．4―1：37．5―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビップレボルシオン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．11．17 東京1着

2011．3．10生 牡4鹿 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 14戦2勝 賞金 22，600，000円
〔競走中止〕 ヴィオラーネ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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29日 雨 稍重 （27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 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
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 ナムライチバンボシ 牡5鹿 57 国分 優作奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 504＋ 21：25．1 13．5�
12 � スズカアーサー 牡6鹿 57

54 ▲伴 啓太永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 490＋ 21：25．42 153．7�
48 ブルーフラッシュ 牡4芦 57 福永 祐一桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 454－ 21：25．61 7．0�
815 ラヴァズアゲイン 牝6栗 55 岩田 康誠岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 476＋ 41：25．7� 3．3�
35 マ ー シ レ ス 牡4栗 57

54 ▲加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 466＋12 〃 クビ 6．4�
510 フィンデルムンド 牡7鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 476－ 61：25．91� 5．3	
816 ジョーウォルター 牡4鹿 57 武 豊上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 464± 01：26．1� 11．0

59 ザショットアロー 牡5鹿 57 丸田 恭介�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 506－ 21：26．2� 60．1�
23 タイセイパラゴン 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 B510＋ 21：26．3� 92．1�
714� ナリタマクリス 牡6栗 57 藤岡 康太オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 438－ 21：26．4� 18．1�
36 シュシュブリーズ 牝4黒鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋12 〃 アタマ 16．1�
47 ヴェルフェン 牡5芦 57 村田 一誠Basic 土田 稔 新冠 村本牧場 B502－ 41：26．61	 98．8�
713� ウマクイクトオモウ 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 438＋ 21：27．55 114．8�
11 スズトラッド 牡4鹿 57 菱田 裕二森 達郎氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 498＋ 8 〃 クビ 33．2�
612� ランズデール 
4栗 57 酒井 学一村 哲也氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 506± 01：27．81� 231．3�
611 デンコウライド 牡4青鹿57 北村 友一田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 452－10 〃 クビ 10．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，451，700円 複勝： 33，433，900円 枠連： 16，291，600円
馬連： 52，564，100円 馬単： 27，694，400円 ワイド： 27，956，100円
3連複： 63，958，100円 3連単： 93，992，400円 計： 339，342，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 400円 � 3，470円 � 300円 枠 連（1－2） 9，400円

馬 連 �� 91，540円 馬 単 �� 146，270円

ワ イ ド �� 19，010円 �� 1，610円 �� 17，480円

3 連 複 ��� 235，140円 3 連 単 ��� 1，419，670円

票 数

単勝票数 計 234517 的中 � 13796（7番人気）
複勝票数 計 334339 的中 � 22576（6番人気）� 2177（15番人気）� 32656（4番人気）
枠連票数 計 162916 的中 （1－2） 1343（27番人気）
馬連票数 計 525641 的中 �� 445（88番人気）
馬単票数 計 276944 的中 �� 142（162番人気）
ワイド票数 計 279561 的中 �� 374（83番人気）�� 4605（19番人気）�� 407（79番人気）
3連複票数 計 639581 的中 ��� 204（295番人気）
3連単票数 計 939924 的中 ��� 48（1712番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．7―48．1―1：00．6―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．0
3 ・（5，4）（3，8）12（6，14，16）13（7，9，11，15）10－1－2 4 ・（5，4）（3，8）（12，16）（6，14）15（7，9，13）（11，10）－1，2

勝馬の
紹 介

ナムライチバンボシ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．6．23 福島11着

2010．5．26生 牡5鹿 母 サドーダンサー 母母 スコツチダンサー 14戦2勝 賞金 24，425，000円
〔発走状況〕 マーシレス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 マーシレス号は，発走調教再審査。
※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 シンサン号



08069 3月29日 雨 稍重 （27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，26．3．29以降27．3．22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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000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

714 ビッグアーサー 牡4鹿 56 藤岡 康太中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 524＋ 41：08．6 2．1�
35 ティーハーフ 牡5栗 57．5 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－101：08．91� 7．5�
611 ブルジュオン 牝5黒鹿52 長岡 禎仁�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 41：09．53� 21．4�
510 アグネスマチュア 牡6鹿 53 松岡 正海渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 494± 0 〃 ハナ 136．6�
715 タガノザイオン 牡8鹿 55 武 豊八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 21：09．71	 8．6�
48 ケイアイユニコーン 牡6栗 56 田中 健亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 B500± 01：09．8� 58．4	
817 カイシュウタビビト 牡6芦 53 水口 優也飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 B514＋16 〃 クビ 108．7

23 サンライズポパイ 牡7鹿 54 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 486＋ 41：09．9� 24．7�
47 コウエイタケル 牡4鹿 56 岩田 康誠伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 482＋ 8 〃 ハナ 6．2�
59 クラウンカイザー 牡6黒鹿56 菱田 裕二�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 502± 01：10．0� 24．1
11 ダイヤモンドハイ 牝4鹿 52 嶋田 純次布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 440± 01：10．21� 48．9�
612 アリュージョン 牝4鹿 53 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 4 〃 ハナ 20．7�
24 ラインアンジュ 牝7鹿 53 村田 一誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 500－ 21：10．3クビ 109．6�
713 ネロディアマンテ 牝5青 52 吉田 隼人 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 2 〃 アタマ 62．6�
816 キングソング 牡5鹿 54 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 436＋ 21：10．4� 42．2�
36 ヴァイセフラウ 牝4芦 52 戸崎 圭太�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：10．5クビ 17．8�
818 エランドール 牝7鹿 51 酒井 学�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 452＋ 61：11．03 165．3�
12 
 カディーシャ 牝6栗 52 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 B422－10 〃 クビ 42．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，926，500円 複勝： 44，927，400円 枠連： 20，990，100円
馬連： 82，276，300円 馬単： 40，935，600円 ワイド： 42，165，300円
3連複： 107，848，000円 3連単： 153，476，100円 計： 528，545，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 210円 � 340円 枠 連（3－7） 570円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，110円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 13，760円

票 数

単勝票数 計 359265 的中 � 136853（1番人気）
複勝票数 計 449274 的中 � 114256（1番人気）� 49942（4番人気）� 26014（5番人気）
枠連票数 計 209901 的中 （3－7） 28308（2番人気）
馬連票数 計 822763 的中 �� 76398（2番人気）
馬単票数 計 409356 的中 �� 23868（2番人気）
ワイド票数 計 421653 的中 �� 23242（2番人気）�� 9588（10番人気）�� 4717（22番人気）
3連複票数 計1078480 的中 ��� 13025（15番人気）
3連単票数 計1534761 的中 ��� 8082（20番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．1―11．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．5―45．0―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグアーサー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．4．13 福島1着

2011．3．18生 牡4鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 3戦3勝 賞金 28，301，000円
〔制裁〕 コウエイタケル号の騎手岩田康誠は，4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：15番・16番）
※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） 1頭 ハピネス号
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤクーガー号・キセキノハナ号・ヒカリトリトン号・マイティースコール号・ライブリシュネル号

08070 3月29日 雨 稍重 （27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 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

78 リ ベ ル タ ス 牡7鹿 57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 504－ 22：15．2 8．0�
67 ベ ル ニ ー ニ 牡6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－ 62：15．41� 15．1�
79 トーホウストロング 牡7黒鹿57 戸崎 圭太東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 500－ 22：15．72 25．4�
810 タイセイドリーム 牡5鹿 57 浜中 俊田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538± 02：15．91	 6．6�
55 
 シャドウパーティー 牡6鹿 57 Z．パートン飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 504－ 42：16．0� 4．9�
（香港）

44 リメインサイレント 牝5鹿 55 福永 祐一 	社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 488＋ 42：16．1クビ 15．9

22 スズカヴァンガード �4栗 56 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 474＋ 22：16．2� 4．6�
33 ハピネスダンサー 牝4鹿 54 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482－142：16．41� 4．8�
11 シャンパーニュ 牡4芦 56 岩田 康誠 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 490＋ 42：16．93 9．0
811 コモノドラゴン 牡7栗 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 486－ 22：17．21� 44．7�
66 タガノレイヨネ 牡6栗 57 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502± 02：17．52 19．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，189，400円 複勝： 48，663，200円 枠連： 18，114，200円
馬連： 93，711，700円 馬単： 44，299，700円 ワイド： 41，990，500円
3連複： 115，215，000円 3連単： 192，748，000円 計： 590，931，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 330円 � 390円 � 730円 枠 連（6－7） 2，730円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 3，510円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 35，570円 3 連 単 ��� 187，820円

票 数

単勝票数 計 361894 的中 � 35881（5番人気）
複勝票数 計 486632 的中 � 41750（5番人気）� 33914（7番人気）� 16158（10番人気）
枠連票数 計 181142 的中 （6－7） 5141（17番人気）
馬連票数 計 937117 的中 �� 13271（23番人気）
馬単票数 計 442997 的中 �� 3380（42番人気）
ワイド票数 計 419905 的中 �� 6510（23番人気）�� 3067（41番人気）�� 2403（47番人気）
3連複票数 計1152150 的中 ��� 2429（117番人気）
3連単票数 計1927480 的中 ��� 744（619番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．4―36．4―49．8―1：03．0―1：15．7―1：27．7―1：39．7―1：51．5―2：03．0

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

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

勝馬の
紹 介

リ ベ ル タ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー 2010．10．2 阪神1着

2008．2．9生 牡7鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja 28戦5勝 賞金 121，901，000円
〔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29日 小雨 稍重 （27中京2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第45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 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞
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）

24 � エアロヴェロシティ 	7鹿 57 Z．パートン N．ヨン氏 P．オサリバン 新 N E Schick
& S J Till B524－161：08．5 6．5�

（Aerovelocity（NZ）） （香港） （香港）

715 ハクサンムーン 牡6栗 57 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 478－ 61：08．6
 16．8�
816 ミッキーアイル 牡4鹿 57 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 ハナ 5．2�
36 サドンストーム 牡6栗 57 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 41：09．23
 21．3�
817 コパノリチャード 牡5黒鹿57 武 豊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 492－ 21：09．3
 7．7�
713 ダイワマッジョーレ 牡6鹿 57 M．デムーロ大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440－ 61：09．4� 5．1�
510 ア フ ォ ー ド 牡7鹿 57 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 470＋ 21：09．5
 131．9	
612 サクラゴスペル 牡7黒鹿57 藤岡 康太
さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 488－ 61：09．6
 23．4�
714 トーホウアマポーラ 牝6栗 55 福永 祐一東豊物産
 高橋 亮 日高 竹島 幸治 504± 0 〃 アタマ 67．9�
611 ショウナンアチーヴ 牡4黒鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 4 〃 ハナ 108．6
35 ワキノブレイブ 牡5青鹿57 松岡 正海脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 492－ 4 〃 ハナ 186．3�
12 オ リ ー ビ ン 牡6栗 57 菱田 裕二吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 アタマ 154．4�
818 ストレイトガール 牝6鹿 55 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 460＋ 31：09．7クビ 5．1�
59 レッドオーヴァル 牝5鹿 55 戸崎 圭太 
東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム B446－ 41：09．91� 20．4�
48 アンバルブライベン 牝6鹿 55 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 452－ 21：10．22 21．8�
11  リトルゲルダ 牝6芦 55 丸田 恭介栗山 良子氏 �島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 504＋ 41：10．41� 19．8�
23 ローブティサージュ 牝5青 55 池添 謙一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 20．7�
47 � マジンプロスパー 牡8栗 57 北村 友一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 518－ 21：10．71� 186．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 421，311，700円 複勝： 511，869，900円 枠連： 434，174，000円 馬連： 1，735，811，200円 馬単： 714，253，900円
ワイド： 598，332，600円 3連複： 2，500，332，300円 3連単： 4，307，766，900円 5重勝： 718，463，900円 計： 11，942，316，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 490円 � 230円 枠 連（2－7） 1，010円

馬 連 �� 7，480円 馬 単 �� 10，770円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 1，040円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 14，000円 3 連 単 ��� 81，560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����� 5，184，790円

票 数

単勝票数 計4213117 的中 � 511080（4番人気）
複勝票数 計5118699 的中 � 520629（4番人気）� 236639（7番人気）� 652566（3番人気）
枠連票数 計4341740 的中 （2－7） 332987（4番人気）
馬連票数 計17358112 的中 �� 179687（34番人気）
馬単票数 計7142539 的中 �� 49725（43番人気）
ワイド票数 計5983326 的中 �� 51625（37番人気）�� 151672（8番人気）�� 77279（25番人気）
3連複票数 計25003323 的中 ��� 133898（48番人気）
3連単票数 計43077669 的中 ��� 38289（281番人気）
5重勝票数 計7184639 的中 ����� 97

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―45．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 8（4，15）（1，16）（5，17）（3，6，12，14）（9，18）（7，2，11）10－13 4 ・（8，15）4（1，16）17（6，5）（3，12，14）（9，18）（7，2，11，10）13

勝馬の
紹 介

�エアロヴェロシティ �
�
父 Pins �

�
母父 Kaapstad （1戦1勝 賞金 98，780，000円）

2008．9．8生 	7鹿 母 Exodus 母母 Lady Genesis

〔制裁〕 アフォード号の騎手村田一誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
エアロヴェロシティ号の騎手Z．パートンは，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エイシンブルズアイ号・レッドファルクス号
※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。

08072 3月29日 小雨 稍重 （27中京2）第6日 第12競走 ��
��1，400�

す ず か

鈴 鹿 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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 � チャーリーブレイヴ 	5鹿 57 戸崎 圭太林 正道氏 尾関 知人 米 Mike
Abraham 506＋ 21：24．0 7．8�

11 メイショウオオカゼ 牡5黒鹿57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518＋ 61：24．1
 8．3�

23 サ ノ イ チ 牡4鹿 57 菱田 裕二ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 488＋ 61：24．31� 5．7�
59 オメガスパーキング 牡6鹿 57 Z．パートン原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B482－ 81：24．4クビ 33．4�

（香港）

12 � ダノンクリエーター 牡6栗 57 岩田 康誠�ダノックス 村山 明 米 Waterford
Farm 532＋ 41：24．5 14．8�

36 � ゴールドブラザー 牡5栗 57 藤岡 康太加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 484－ 81：24．6 12．9	
48 トウカイビジョン 牡5鹿 57 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 508＋101：24．7
 2．7

35 クロスカップリング 	6青鹿57 北村 友一諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464± 01：25．12 136．1�
24 ダイチトゥルース 牡4黒鹿57 福永 祐一 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458± 01：25．31 25．5
815� ハッピーチャート 牝5芦 55 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 480＋ 61：25．5
 45．8�
816 タガノハピネス 牝5鹿 55 酒井 学八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 6 〃 クビ 47．0�
713 ミヤジマッキー 牡5鹿 57 国分 優作曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 504± 0 〃 ハナ 9．9�
510 ワイルドドラゴン 牡5鹿 57 吉田 隼人窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 514± 01：25．71� 22．9�
714 エドノプリンセス 牝4鹿 55 長岡 禎仁遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 468＋ 8 〃 ハナ 98．0�
611 マッシヴヒーロー 牡6鹿 57 松岡 正海小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 460－ 81：26．65 32．3�
612 フォースライト 牝6黒鹿55 丸田 恭介吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 472－161：27．66 49．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，806，300円 複勝： 102，539，600円 枠連： 61，183，400円
馬連： 240，049，900円 馬単： 91，274，000円 ワイド： 101，105，600円
3連複： 257，278，000円 3連単： 429，165，300円 計： 1，365，402，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 310円 � 280円 � 200円 枠 連（1－4） 590円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，440円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 40，730円

票 数

単勝票数 計 828063 的中 � 84362（3番人気）
複勝票数 計1025396 的中 � 78548（5番人気）� 92766（3番人気）� 151322（2番人気）
枠連票数 計 611834 的中 （1－4） 80212（1番人気）
馬連票数 計2400499 的中 �� 46012（12番人気）
馬単票数 計 912740 的中 �� 10650（22番人気）
ワイド票数 計1011056 的中 �� 16733（15番人気）�� 17907（13番人気）�� 26555（7番人気）
3連複票数 計2572780 的中 ��� 24409（22番人気）
3連単票数 計4291653 的中 ��� 7639（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．0―47．0―59．2―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 2（7，12）（1，16）（3，11）（8，4，13）（6，10）（9，14，15）－5 4 2，7，1（3，12，16）8，11（6，4，13）（9，14，10）－15，5

勝馬の
紹 介

�チャーリーブレイヴ �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Carson City デビュー 2012．9．1 札幌11着

2010．3．19生 	5鹿 母 Catchofthecentury 母母 Catnip 10戦4勝 賞金 44，082，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴレクール号
（非抽選馬） 9頭 アクションバイオ号・アルデグロリア号・キクタロウ号・キングズウェザー号・ダブルファンタジー号・

ツヨシノブルーム号・バコパ号・ボーンレジェンド号・ヤマニンメンヒル号
※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。

５レース目



（27中京2）第6日 3月29日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 187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

353，470，000円
2，080，000円
6，080，000円
7，100，000円
32，820，000円
69，325，500円
5，528，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
750，045，700円
940，203，300円
631，479，000円
2，458，546，500円
1，069，226，700円
966，854，200円
3，386，040，500円
5，703，179，100円
718，463，900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
5 重 勝
計 16，624，038，900円

総入場人員 29，249名 （有料入場人員 27，796名）



平成27年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，099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

1，347，590，000円
7，300，000円
33，940，000円
15，280，000円
122，230，000円
400，190，000円
35，529，600円
10，550，400円

勝馬投票券売得金
2，151，471，700円
3，015，443，000円
1，559，586，700円
5，851，340，100円
2，768，135，800円
2，681，011，000円
7，972，172，600円
12，764，940，600円
718，463，900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
5 重 勝
計 39，482，565，400円

総入場延人員 97，687名 （有料入場延人員 92，011名）
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