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08001 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

714 タイセイラナキラ 牝3栗 54 川田 将雅田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 508－ 21：13．6 1．1�
12 オ ル ノ ス 牝3芦 54

51 ▲森 裕太朗武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 信岡牧場 436－ 81：13．91� 36．4�
35 スピードムテキ 牝3鹿 54 黛 弘人遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 450－ 21：14．53� 47．7�
816 エメラルドクイーン 牝3栗 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 神垣 道弘 438± 01：14．81� 56．0�
36 マヤブリリアント 牝3栗 54 幸 英明�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 388 ― 〃 クビ 40．0�
59 サウンドダンサー 牝3鹿 54 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか タイヘイ牧場 454＋20 〃 ハナ 5．0	
612 アメジストデュー 牝3青鹿 54

53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：15．11� 16．1

48 アイリーアイリー 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁松岡 ゆか氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 444－ 41：15．2� 102．1�
23 シセイキセキ 牝3青鹿54 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 454－ 21：15．51� 87．1�
510 ケイツールナ 牝3青鹿54 西田雄一郎楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 436－ 8 〃 クビ 128．1
815 ヴィレミーナ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太増田 和啓氏 田村 康仁 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 41：16．56 79．6�
611 オーミソナタ 牝3青鹿54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 松永 康利 様似 山本 和彦 414－10 〃 ハナ 500．9�
713 アグネスソワレ 牝3栗 54

51 ▲荻野 極渡辺公美子氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 480 ―1：16．71� 143．8�
47 ケイサンペコリーナ 牝3鹿 54 佐藤 友則中西 桂子氏 藤沢 則雄 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 374 ―1：16．91� 391．1�
（笠松）

24 イーサンスプリント 牝3鹿 54 横山 和生国本 勇氏 松永 康利 新ひだか 飛野牧場 466＋ 21：17．11� 356．6�
11 ソフィアエレガンテ 牝3鹿 54 藤岡 康太名古屋競馬� 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 418－121：17．63 170．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，724，000円 複勝： 80，100，000円 枠連： 8，877，300円
馬連： 34，716，600円 馬単： 22，576，300円 ワイド： 22，565，000円
3連複： 50，887，900円 3連単： 84，718，600円 計： 323，165，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 370円 � 340円 枠 連（1－7） 1，590円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 590円 �� 640円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 20，070円

票 数

単勝票数 計 187240 的中 � 125477（1番人気）
複勝票数 計 801000 的中 � 680254（1番人気）� 9260（5番人気）� 10156（4番人気）
枠連票数 計 88773 的中 （1－7） 4311（5番人気）
馬連票数 計 347166 的中 �� 16104（3番人気）
馬単票数 計 225763 的中 �� 9611（4番人気）
ワイド票数 計 225650 的中 �� 10237（3番人気）�� 9247（5番人気）�� 1553（26番人気）
3連複票数 計 508879 的中 ��� 5283（20番人気）
3連単票数 計 847186 的中 ��� 3060（55番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．1―12．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．2―36．3―48．8―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイラナキラ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー 2016．2．7 東京3着

2013．4．27生 牝3栗 母 ヒビキウィン 母母 カチウマキャシー 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 アグネスソワレ号の騎手荻野極は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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 ニケトップラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

08002 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

814 カフジデンジャー 牡3鹿 56 蛯名 正義加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 556± 01：56．4 2．8�
34 ラインフィール 牡3栗 56 幸 英明大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 494－ 41：56．61� 15．9�
813 ダンツペレット 牡3芦 56 田辺 裕信山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 492＋ 81：56．7クビ 5．2�
22 ドリームフォー 牡3芦 56 吉田 隼人�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 496＋ 21：57．12� 7．1�
58 ビットマップ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 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 502－121：57．31� 49．4�
610 タマモマリンバ 牡3鹿 56 戸崎 圭太タマモ	 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 468－ 21：57．4クビ 29．5

46 ロードレグナム 牡3青鹿 56

55 ☆�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 496－ 6 〃 アタマ 3．8�
69 イルミオクオーレ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹加藤 誠氏 中竹 和也 日高 三城牧場 420－ 41：57．5� 91．4�
45 カフェジューヌ 牡3栗 56 田中 勝春西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 476－ 21：57．71 190．2
712 ディライトクライ 牡3栗 56 佐藤 友則 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 502＋101：58．12� 14．6�

（笠松）

711 カガフルスロットル 牡3鹿 56
55 ☆中井 裕二香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 450± 01：58．2� 208．4�

11 トモジャカストル 牡3芦 56 D．バルジュー 吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 浦河 中島 俊明 540± 01：58．3� 236．6�
（伊）

33 ミュークマサナリ 牡3栃栗 56
53 ▲三津谷隼人庄司 修二氏 藤沢 則雄 青森 諏訪牧場 518－ 41：58．51� 12．5�

57 ア プ ロ ム 牡3黒鹿56 藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 492－ 22：00．2大差 56．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，104，500円 複勝： 20，661，100円 枠連： 8，307，000円
馬連： 25，377，500円 馬単： 13，744，200円 ワイド： 16，452，700円
3連複： 34，751，100円 3連単： 44，007，600円 計： 176，405，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 310円 � 190円 枠 連（3－8） 630円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 610円 �� 310円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 14，030円

票 数

単勝票数 計 131045 的中 � 37147（1番人気）
複勝票数 計 206611 的中 � 50059（1番人気）� 13241（5番人気）� 27794（3番人気）
枠連票数 計 83070 的中 （3－8） 10143（3番人気）
馬連票数 計 253775 的中 �� 10049（7番人気）
馬単票数 計 137442 的中 �� 3484（10番人気）
ワイド票数 計 164527 的中 �� 6666（6番人気）�� 15014（2番人気）�� 3251（16番人気）
3連複票数 計 347511 的中 ��� 11656（5番人気）
3連単票数 計 440076 的中 ��� 2274（33番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．1―13．0―12．7―13．0―13．6―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．4―50．4―1：03．1―1：16．1―1：29．7―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．3
1
3
・（3，10）13－11－（4，14）（2，6）（1，5，12）9－（8，7）・（3，10，13）（11，14）4（2，6）1（12，5）（9，7）8

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

勝馬の
紹 介

カフジデンジャー �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．1．24 京都11着

2013．3．14生 牡3鹿 母 デンジャーマネー 母母 ウインクアットデエンジャー 4戦1勝 賞金 8，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第２回 中京競馬 第１日



08003 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時45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

713 ヤギリジャスパー 牡3鹿 56 戸崎 圭太内田ヤエ子氏 高橋 義博 新ひだか 桜井牧場 524＋ 21：25．7 8．0�
48 ア リ ッ サ ム 牝3黒鹿54 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 466－ 21：25．91� 15．4�
23 サノノカガヤキ 牡3鹿 56 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 484＋ 41：26．53� 4．0�
47 ホウオウレックス 牡3鹿 56 西田雄一郎小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 510－101：27．03 44．0�
59 カレンコマンドール 牡3鹿 56 C．ルメール 鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B464－ 2 〃 ハナ 3．5�
36 ストレイタス 牡3栗 56 池添 謙一橋元 勇氣氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 458－ 41：27．31� 6．1�
510 マイグランクロア 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 468＋ 3 〃 ハナ 169．1	
11 ビークイック 牡3栗 56 蛯名 正義 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 456－ 41：27．51� 4．3�
816 ヘヴンズドア 牡3鹿 56 太宰 啓介
協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 464＋ 41：28．13� 409．7�
24 タイセイブラスト 牡3鹿 56 川田 将雅田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 494＋ 41：28．2� 29．6
611 オールインワン 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 浦河 笹島 政信 486＋ 4 〃 ハナ 27．5�
35 キ ン ノ ツ ル 牝3芦 54

52 △伴 啓太榎本 富三氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 428－141：28．62� 403．3�
815 ゴルトシュミット 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二 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 B474 ―1：29．02� 40．3�

12 シゲルマトウダイ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 三木田牧場 414－ 41：30．06 534．9�
612 メッザルーナ 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人ホースアディクト高橋 義博 新ひだか 堀川 洋之 416－ 81：30．31� 650．1�
714 ペガサスバローズ 牡3栗 56 川須 栄彦猪熊 広次氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 428－121：30．83 193．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，259，500円 複勝： 31，208，500円 枠連： 8，186，000円
馬連： 33，755，800円 馬単： 16，504，700円 ワイド： 22，329，300円
3連複： 47，140，300円 3連単： 56，604，900円 計： 234，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 300円 � 170円 枠 連（4－7） 3，020円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 8，850円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 580円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 39，920円

票 数

単勝票数 計 192595 的中 � 19046（5番人気）
複勝票数 計 312085 的中 � 35583（5番人気）� 23202（6番人気）� 54544（1番人気）
枠連票数 計 81860 的中 （4－7） 2099（15番人気）
馬連票数 計 337558 的中 �� 5177（17番人気）
馬単票数 計 165047 的中 �� 1398（32番人気）
ワイド票数 計 223293 的中 �� 3218（19番人気）�� 10389（6番人気）�� 6472（11番人気）
3連複票数 計 471403 的中 ��� 6134（19番人気）
3連単票数 計 566049 的中 ��� 1028（139番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．5―12．1―12．9―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．0―47．1―1：00．0―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤギリジャスパー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2015．10．31 東京16着

2013．4．5生 牡3鹿 母 ス ト ッ ク 母母 オブザーヴァント 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ゴルトシュミット号の騎手中井裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・6番・4

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペガサスバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ポテンツァ号・ラブジェネラル号

08004 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第4競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走11時15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
2：11．5
2：10．0

良
良

816 カフジプリンス 牡3栗 56 武 豊加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：15．0 3．4�
35 コンフィアンサ 牡3青鹿56 D．バルジュー 吉田 勝己氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 42：15．42� 6．1�
（伊）

11 アインザッツ 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462－ 62：15．5� 4．8�
510 ゴールドクリスエス 牡3青鹿56 勝浦 正樹古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480－ 82：15．6� 24．5�
715 ミュートエアー 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 62：15．7クビ 830．4�
817 ヤマニンシルフ 牡3栗 56 田辺 裕信土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 432－ 4 〃 クビ 7．8	
24 チャイナドレス 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人島川 
哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 482－ 62：15．8� 19．7�
36 バイキングスター 牡3黒鹿56 太宰 啓介古賀 禎彦氏 飯田 祐史 日高 浜本牧場 446＋122：15．9� 220．9�
23 フォイヤーヴェルク 牡3青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444＋ 82：16．0� 5．1
48 プレシャスタイム 牡3鹿 56 佐藤 友則小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 422－ 42：16．21� 367．2�

（笠松）

12 シゲルマンタ 牡3鹿 56 川須 栄彦森中 蕃氏 和田 雄二 新冠 長浜 秀昭 482＋ 22：16．41� 564．0�
47 ウインガーネット 牝3黒鹿54 蛯名 正義�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 468－202：16．93 10．3�
714 スマートガルーダ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 大川 徹氏 松田 国英 新冠 秋田牧場 484－ 4 〃 アタマ 24．0�

（独）

612 ノボリクラウン 牡3黒鹿56 松若 風馬原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 444－ 82：17．43 183．2�
818 キッズガチマヤー 牡3鹿 56 柴田 未崎瀬谷 
雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 496－ 62：17．71� 650．6�
59 マイガーディアン 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 484－ 82：17．91� 157．8�
611 ヤマニンブラズーカ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B496± 02：18．32� 54．0�
713 ダイシンアレッタ 牡3黒鹿56 小林 徹弥大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 454± 02：18．83 345．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，657，000円 複勝： 30，376，800円 枠連： 12，718，600円
馬連： 35，435，900円 馬単： 17，469，400円 ワイド： 22，170，200円
3連複： 47，965，000円 3連単： 57，687，800円 計： 244，480，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 160円 � 150円 枠 連（3－8） 620円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 370円 �� 430円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，880円

票 数

単勝票数 計 206570 的中 � 47315（1番人気）
複勝票数 計 303768 的中 � 62429（1番人気）� 47049（3番人気）� 50987（2番人気）
枠連票数 計 127186 的中 （3－8） 15847（3番人気）
馬連票数 計 354359 的中 �� 26656（1番人気）
馬単票数 計 174694 的中 �� 10021（1番人気）
ワイド票数 計 221702 的中 �� 15802（1番人気）�� 13245（2番人気）�� 9641（5番人気）
3連複票数 計 479650 的中 ��� 18815（1番人気）
3連単票数 計 576878 的中 ��� 5305（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．3―12．6―13．1―13．3―12．5―12．8―12．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―35．3―47．9―1：01．0―1：14．3―1：26．8―1：39．6―1：51．7―2：03．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

カフジプリンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．23 札幌12着

2013．3．30生 牡3栗 母 ギンザフローラル 母母 ストロングウィドウ 10戦1勝 賞金 10，800，000円
〔その他〕 キッズガチマヤー号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 ギャツビー号・コウエイスズラン号・ヒラボクケーワン号・マリネリス号
（非抽選馬） 1頭 アスターサムソン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



08005 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時05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

36 ディスティンダリア 牝4鹿 55
54 ☆石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド B470＋ 21：12．5 4．1�
611 グリューヴァイン 牝4栗 55

54 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 460－121：12．71� 2．8�
510� エンプレスペスカ 牝5青鹿55 松若 風馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 466－ 21：12．8クビ 14．2�
48 サンマルメジャール 牝4鹿 55 戸崎 圭太相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 452－ 41：13．12 7．6�
11 ロ ッ ト リ ー 牝4鹿 55 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 434＋121：13．31	 26．2	
714 スナッチアキス 牝4鹿 55

53 △長岡 禎仁西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 422± 0 〃 ハナ 28．4

24 フローラルダンサー 牝4鹿 55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 516－ 41：13．51	 11．6�
23 アスターペニー 牝4鹿 55 川須 栄彦加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 450－ 2 〃 クビ 276．7�
12 � ライトフェアリー 牝4鹿 55 川田 将雅和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B482＋ 2 〃 ハナ 12．6
59 バ イ レ 牝4芦 55 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B478－ 61：13．6クビ 156．7�
47 � メイショウルナ 牝5鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 508± 01：13．7� 24．6�
713 パルパルパピヨン 牝4鹿 55 嶋田 純次堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 480－ 41：13．8
 275．7�
612� アイファーハート 牝4黒鹿 55

52 ▲荻野 極中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 458＋ 41：13．9クビ 186．3�
35 パンプルムース 牝4黒鹿55 D．バルジュー 落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 502＋ 6 〃 アタマ 7．4�

（伊）

816 スナークエンジェル 牝4黒鹿55 幸 英明杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 446± 01：14．32� 53．5�
815� エアリーチューン 牝4黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 柴田 光陽 千歳 社台ファーム 392＋ 61：14．51� 621．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，890，800円 複勝： 28，070，800円 枠連： 11，334，900円
馬連： 34，850，300円 馬単： 18，550，400円 ワイド： 23，897，400円
3連複： 51，924，700円 3連単： 60，478，400円 計： 248，997，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 140円 � 300円 枠 連（3－6） 440円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 320円 �� 900円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 10，630円

票 数

単勝票数 計 198908 的中 � 38441（2番人気）
複勝票数 計 280708 的中 � 55325（2番人気）� 63516（1番人気）� 17344（7番人気）
枠連票数 計 113349 的中 （3－6） 19928（1番人気）
馬連票数 計 348503 的中 �� 39680（1番人気）
馬単票数 計 185504 的中 �� 8344（2番人気）
ワイド票数 計 238974 的中 �� 21032（1番人気）�� 6345（10番人気）�� 8722（6番人気）
3連複票数 計 519247 的中 ��� 17651（3番人気）
3連単票数 計 604784 的中 ��� 4122（10番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．2―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．6―46．8―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディスティンダリア �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．28 新潟16着

2012．4．1生 牝4鹿 母 マルカデスティニー 母母 ラ ミ リ テ ア 9戦1勝 賞金 13，000，000円
［他本会外：2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。

08006 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走12時35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
1：32．8
1：30．7

良
良

48 シングンジョーカー 牡5黒鹿 57
55 △長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 474－ 21：34．4 4．2�

35 コスモヨハネ 牡4栗 57 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494＋ 21：34．72 22．8�
816 アドマイヤメテオ 牡5青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：34．8� 3．8�
11 ピエールドリュヌ 牝5黒鹿 55

54 ☆	島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 472± 01：35．01
 8．0�

611 ブ ル ロ ー ネ 牝4黒鹿55 A．シュタルケ 山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 466－121：35．21� 87．4	
（独）

59 � シークレットベース 牝8鹿 55 勝浦 正樹山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 442－ 61：35．3クビ 107．5

510 イ オ ラ ニ 5黒鹿57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B480－ 6 〃 クビ 41．1�
714 ヤマニンバステト 牝5鹿 55 藤岡 康太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 468＋ 2 〃 アタマ 18．7�
23 ニシノクラッチ 牡4黒鹿57 田中 勝春西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 504＋ 4 〃 アタマ 27．7
36 � シ ン ガ ン 牡5青鹿57 蛯名 正義林 正道氏 国枝 栄 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 488－ 21：35．4クビ 36．9�
713 ロッカバラード 牡5青鹿 57

56 ☆石川裕紀人 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 442－ 41：35．61 65．1�
47 エ イ ン セ ル 牝6鹿 55 松若 風馬吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 54．4�
612 クワトロガッツ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 460＋ 4 〃 ハナ 2．8�
24 エイシンガイア 牝4鹿 55 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 460± 01：36．13 44．0�
12 アグネスヴェルテュ 牡5鹿 57 幸 英明渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484＋ 21：36．2� 365．6�
815� ミ ス エ リ カ 牝4黒鹿55 D．バルジュー 荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

542＋181：36．3� 90．6�
（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，652，300円 複勝： 30，587，500円 枠連： 10，023，500円
馬連： 35，057，500円 馬単： 17，654，600円 ワイド： 23，532，600円
3連複： 51，770，200円 3連単： 64，387，300円 計： 252，665，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 330円 � 160円 枠 連（3－4） 2，210円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 460円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 36，210円

票 数

単勝票数 計 196523 的中 � 36728（3番人気）
複勝票数 計 305875 的中 � 46409（3番人気）� 19196（6番人気）� 55481（2番人気）
枠連票数 計 100235 的中 （3－4） 3507（12番人気）
馬連票数 計 350575 的中 �� 7041（11番人気）
馬単票数 計 176546 的中 �� 1924（22番人気）
ワイド票数 計 235326 的中 �� 5156（10番人気）�� 14114（4番人気）�� 4547（12番人気）
3連複票数 計 517702 的中 ��� 6925（13番人気）
3連単票数 計 643873 的中 ��� 1289（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．4―47．4―59．6―1：11．3―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

シングンジョーカー �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．2．10 東京1着

2011．4．4生 牡5黒鹿 母 ピ ロ ッ ト 母母 ウィーンコンサート 23戦3勝 賞金 54，850，000円
※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 トスカニーニ号・トーセンカナロア号
※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。



08007 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第7競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時05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

67 オールマンリバー 牡4黒鹿57 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 496－ 42：00．8 3．0�
22 ゲンパチケンザン 牡5栗 57 吉田 隼人平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 508－182：01．22� 17．9�
11 	 シェーンメーア 
6青鹿57 田辺 裕信窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm 550＋ 42：01．41� 15．4�
33 ロードプレステージ 牡4黒鹿57 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 440－ 22：01．61� 17．1�
812 キネオフォルツァ 牡5芦 57 C．ルメール 吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 528－ 62：01．7クビ 1．9�
44 	 サリレモンド 牡5栗 57 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

520＋ 22：02．01� 14．5	
56 キ ー タ イ プ 牡4栗 57 勝浦 正樹北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 444± 02：02．21� 7．7

710 ウイングアクティブ 牡4鹿 57

56 ☆島 克駿池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 472＋122：02．3クビ 122．7�
79 エンゲルフライト 牡4鹿 57

54 ▲坂井 瑠星嶋田 賢氏 矢作 芳人 日高 シンコーファーム 476－ 4 〃 クビ 171．1�
811 サードグラッド 牡4黒鹿 57

56 ☆石川裕紀人吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 492－ 22：03．47 287．4
55 � ホッコーエイコウ 牡5鹿 57 幸 英明矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 508－ 42：04．03� 382．2�
68 アイファーマグオー 牡4栗 57 池添 謙一中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 496± 02：05．38 278．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，831，600円 複勝： 31，775，700円 枠連： 8，336，000円
馬連： 34，238，200円 馬単： 21，484，700円 ワイド： 20，658，000円
3連複： 44，704，400円 3連単： 75，910，200円 計： 256，938，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 370円 � 370円 枠 連（2－6） 3，870円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 640円 �� 790円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 27，760円

票 数

単勝票数 計 198316 的中 � 52143（2番人気）
複勝票数 計 317757 的中 � 67106（2番人気）� 19418（4番人気）� 18979（5番人気）
枠連票数 計 83360 的中 （2－6） 1667（11番人気）
馬連票数 計 342382 的中 �� 10221（10番人気）
馬単票数 計 214847 的中 �� 4148（14番人気）
ワイド票数 計 206580 的中 �� 8519（7番人気）�� 6830（11番人気）�� 2481（21番人気）
3連複票数 計 447044 的中 ��� 3286（28番人気）
3連単票数 計 759102 的中 ��� 1982（85番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．8―14．2―13．3―11．7―12．3―12．8―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．1―29．9―44．1―57．4―1：09．1―1：21．4―1：34．2―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．4
1
3
10－4－11，1，12（2，7）6（3，9，8）5・（10，4）－（1，11）－12（2，7）（6，8）（5，3）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オールマンリバー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．26 京都2着

2012．3．27生 牡4黒鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 16戦2勝 賞金 30，662，000円

08008 3月12日 晴 良 （28中京2）第1日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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
1：20．0
1：19．0

良
良

714 トウカイインパルス 牡6青鹿57 藤懸 貴志内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 538＋ 61：21．8 25．3�
23 ビバリーヒルズ 牝4栗 55 福永 祐一近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：22．01 4．5�
24 サトノフラム 牡4黒鹿57 C．ルメール 里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 488＋ 4 〃 アタマ 3．9�
35 モンテエベレスト �6青鹿57 蛯名 正義毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 490－12 〃 アタマ 9．8�
12 オメガハートソング 牝4青鹿55 武 豊原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 ハナ 4．4�
818 オースミチャド 牡5鹿 57 池添 謙一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 488－ 41：22．1� 15．1	
36 キングナポレオン �5黒鹿 57

54 ▲坂井 瑠星田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 61：22．2	 34．2

59 ラ イ ザ ン 牡5青鹿57 A．シュタルケ 林 正道氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458－ 21：22．52 18．0�

（独）

47 
 ラブレジェンド 牡4栗 57 吉田 隼人森田 千秋氏 奥平 雅士 浦河 駿河牧場 452－ 8 〃 クビ 227．1�
715
 ハヤブサライデン 牡4鹿 57 田中 勝春吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 480－ 41：22．6クビ 147．2�
611 タガノレグルス 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470－ 6 〃 ハナ 78．8�

817 ニシノミチシルベ 牝5鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 B466－14 〃 クビ 19．6�
11 ディリジェンテ 牝4栗 55

54 ☆石川裕紀人吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B480＋161：22．7クビ 236．8�
48 メモリーデシジョン �4栗 57 幸 英明�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 B476＋ 2 〃 アタマ 90．1�
612 オメガタックスマン 牡4鹿 57 D．バルジュー 原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B470－ 2 〃 ハナ 9．9�

（伊）

816 サクラヴィオーラ 牝5栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 478± 01：22．8	 39．9�
713
 リ プ カ 牝4栗 55 佐藤 友則佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 374± 01：23．11� 158．0�

（笠松）

510 デ ィ ア エ ナ 牝4黒鹿55 松若 風馬桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 526－ 21：23．31	 24．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，409，500円 複勝： 40，010，200円 枠連： 15，477，700円
馬連： 49，357，300円 馬単： 24，836，000円 ワイド： 32，854，000円
3連複： 78，557，700円 3連単： 91，791，300円 計： 359，293，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 490円 � 180円 � 190円 枠 連（2－7） 1，850円

馬 連 �� 4，350円 馬 単 �� 11，740円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，600円 �� 570円

3 連 複 ��� 8，450円 3 連 単 ��� 69，170円

票 数

単勝票数 計 264095 的中 � 8344（10番人気）
複勝票数 計 400102 的中 � 16524（9番人気）� 64361（2番人気）� 60772（3番人気）
枠連票数 計 154777 的中 （2－7） 6455（8番人気）
馬連票数 計 493573 的中 �� 8788（15番人気）
馬単票数 計 248360 的中 �� 1586（47番人気）
ワイド票数 計 328540 的中 �� 6216（12番人気）�� 5085（20番人気）�� 15684（3番人気）
3連複票数 計 785577 的中 ��� 6969（23番人気）
3連単票数 計 917913 的中 ��� 962（213番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．9―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．3―58．0―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイインパルス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．5．11 京都4着

2010．3．31生 牡6青鹿 母 マチカネエンムスビ 母母 Pharaoh’s Delight 24戦2勝 賞金 24，875，000円
［他本会外：2戦0勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



08009 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時15分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

47 オーロラポラリス 牡4鹿 57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 506－ 61：53．4 8．0�
59 デグニティクローズ 牡5鹿 57 D．バルジュー �ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536＋ 41：53．71� 8．8�
（伊）

714 ダイチトゥルース 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 462＋ 6 〃 ハナ 46．7�
（独）

35 エルズミーア 	5黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 556－ 81：53．8� 4．3�
24 ハーストイーグル 牡6鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 506± 01：54．12 52．3	
48 オーサムレジェンド 牡4栗 57 戸崎 圭太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 41：54．2� 4．6

12 チ ャ オ 	5芦 57 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 452－ 61：54．73 62．9�
713 ヒ ム カ 牝5栗 55 幸 英明�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 512＋ 41：54．8クビ 16．1�
612 スズカリバー 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494－ 6 〃 クビ 98．6
11 スマートラファエル 牡7黒鹿57 武 豊大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 480＋101：54．9クビ 2．8�
36 フミノメモリー 牡6黒鹿57 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 508－161：55．32
 104．7�
815 ティマイドリーム 牡6鹿 57 松若 風馬田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 504＋ 81：55．72
 43．6�
510 イッツガナハプン 牡7栗 57

56 ☆�島 克駿サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B496－ 41：55．8
 470．6�
816� ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 佐藤 友則岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 458－15 〃 クビ 338．8�

（笠松）

23 � キングクリチャン 牡7栗 57
55 △長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B502＋ 21：55．9
 224．3�

611� エルドリッジ 牡6青鹿57 黛 弘人一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 522－ 2 （競走中止） 20．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，063，600円 複勝： 41，731，500円 枠連： 14，356，800円
馬連： 55，808，000円 馬単： 28，540，600円 ワイド： 35，947，600円
3連複： 78，532，800円 3連単： 111，443，400円 計： 393，424，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 300円 � 280円 � 1，010円 枠 連（4－5） 1，390円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 3，360円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 26，430円 3 連 単 ��� 100，740円

票 数

単勝票数 計 270636 的中 � 26940（4番人気）
複勝票数 計 417315 的中 � 38187（5番人気）� 42936（4番人気）� 9309（8番人気）
枠連票数 計 143568 的中 （4－5） 7968（5番人気）
馬連票数 計 558080 的中 �� 13556（12番人気）
馬単票数 計 285406 的中 �� 3722（22番人気）
ワイド票数 計 359476 的中 �� 9269（13番人気）�� 2709（30番人気）�� 2824（28番人気）
3連複票数 計 785328 的中 ��� 2228（73番人気）
3連単票数 計1114434 的中 ��� 802（294番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．6―13．1―12．2―12．3―12．1―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．7―50．8―1：03．0―1：15．3―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

オーロラポラリス �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．2．28 阪神2着

2012．2．7生 牡4鹿 母 オーロラナイト 母母 フェアバンクス 9戦3勝 賞金 30，200，000円
〔発走状況〕 イッツガナハプン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔競走中止〕 エルドリッジ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 スズカウラノス号・ダノンミシガン号・デモニオ号・ドリームキラリ号・フミノインパルス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

08010 3月12日 晴 良 （28中京2）第1日 第10競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

77 アストラエンブレム 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 456± 01：36．5 1．3�
78 ド ゥ ー カ 牡3栗 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 作田 誠二 浦河 三枝牧場 490＋ 21：36．6� 12．3�
55 サトノマルス 牡3青 56 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 432－ 6 〃 クビ 8．6�
33 トレジャートローヴ 牡3芦 56 池添 謙一吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 21：36．91� 12．4�
22 フォーアライター 牡3青鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 480± 01：37．0� 7．3	
44 オリエントワークス 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 458－ 8 〃 クビ 14．0

810 カフジビーナス 牝3鹿 54 勝浦 正樹加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 406＋ 21：37．42� 99．9�
11 ウインテンダネス 牡3栗 56 松若 風馬�ウイン 日吉 正和 新冠 アサヒ牧場 470± 01：37．5クビ 139．5�
66 ラ シ ー ム 牝3鹿 54 田中 勝春若松 伸治氏 栗田 徹 浦河 中村 雅明 452± 01：37．6� 73．6
89 	 ツリーナッツヒメ 牝3鹿 54 佐藤 友則大原 雄一氏 笹野 博司 様似 小田牧場 406＋ 41：39．4大差 443．8�

（笠松） （笠松）

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，451，200円 複勝： 147，318，300円 枠連： 11，700，700円
馬連： 53，184，400円 馬単： 44，024，800円 ワイド： 34，783，000円
3連複： 67，473，700円 3連単： 180，704，600円 計： 575，640，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 170円 � 160円 枠 連（7－7） 660円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 280円 �� 210円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，050円

票 数

単勝票数 計 364512 的中 � 213400（1番人気）
複勝票数 計1473183 的中 � 1210685（1番人気）� 44633（5番人気）� 50999（4番人気）
枠連票数 計 117007 的中 （7－7） 13731（4番人気）
馬連票数 計 531844 的中 �� 76709（3番人気）
馬単票数 計 440248 的中 �� 49124（3番人気）
ワイド票数 計 347830 的中 �� 31640（4番人気）�� 48159（2番人気）�� 9230（11番人気）
3連複票数 計 674737 的中 ��� 44875（5番人気）
3連単票数 計1807046 的中 ��� 42892（11番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―11．9―12．1―12．7―12．5―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．8―36．7―48．8―1：01．5―1：14．0―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

アストラエンブレム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．7．5 中京2着

2013．4．6生 牡3鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 5戦2勝 賞金 30，748，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

追 加 記 事（第 1回小倉競馬第 6日第 1競走）
〔その他〕　　テンオールゲッター号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



08011 3月12日 晴 良 （28中京2）第1日 第11競走 ��
��2，000�第52回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，27．3．14以降28．3．6まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

35 サトノノブレス 牡6黒鹿58 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 516± 02：01．3 5．6�
715 ファントムライト 牡7黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494－ 22：01．4� 14．8�
713 レコンダイト 牡6黒鹿55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468＋12 〃 クビ 46．0�
816 ヤマニンボワラクテ 	5鹿 55 藤懸 貴志土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 484－ 42：01．5クビ 8．7�
24 バウンスシャッセ 牝5鹿 55．5 田辺 裕信 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 534－ 6 〃 ハナ 9．8	
818 ク ル ー ガ ー 牡4黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 520＋ 22：01．6� 5．7

23 メドウラーク 牡5鹿 55 D．バルジュー 吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 42．4�

（伊）

611 ケツァルテナンゴ 牡4鹿 56 A．シュタルケ �G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 500－ 2 〃 ハナ 14．2�
（独）

714 ヒストリカル 牡7黒鹿57 田中 勝春近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 アタマ 7．8
48 ブライトエンブレム 牡4鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 ハナ 7．6�
59 
 ショウナンバッハ 牡5鹿 55 池添 謙一国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 442＋ 2 〃 ハナ 15．3�
36 アングライフェン 牡4鹿 55 吉田 隼人前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 4 〃 ハナ 17．8�
47 デウスウルト 	8黒鹿55 幸 英明吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 アタマ 166．2�
11 ライズトゥフェイム 牡6鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 42：01．7� 46．7�
817 ロンギングダンサー 牡7黒鹿53 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B490－ 8 〃 クビ 183．0�
12 サトノアポロ 	8黒鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516－102：01．8クビ 146．1�
612 メイショウカンパク 牡9黒鹿52 �島 克駿松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 486＋ 22：02．11� 424．9�
510 アルバートドック 牡4鹿 57 松若 風馬�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 42：02．84 12．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 123，612，100円 複勝： 210，105，300円 枠連： 88，421，500円
馬連： 455，298，400円 馬単： 154，625，700円 ワイド： 229，763，600円
3連複： 768，939，000円 3連単： 901，871，300円 計： 2，932，636，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 320円 � 1，110円 枠 連（3－7） 1，020円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 4，820円 �� 6，180円

3 連 複 ��� 52，450円 3 連 単 ��� 251，670円

票 数

単勝票数 計1236121 的中 � 173647（1番人気）
複勝票数 計2101053 的中 � 334549（1番人気）� 167454（6番人気）� 40024（14番人気）
枠連票数 計 884215 的中 （3－7） 66727（3番人気）
馬連票数 計4552984 的中 �� 85088（15番人気）
馬単票数 計1546257 的中 �� 14652（25番人気）
ワイド票数 計2297636 的中 �� 55152（6番人気）�� 12089（58番人気）�� 9396（71番人気）
3連複票数 計7689390 的中 ��� 10995（189番人気）
3連単票数 計9018713 的中 ��� 2598（1001番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．9―12．7―12．6―12．3―12．0―11．7―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．8―49．5―1：02．1―1：14．4―1：26．4―1：38．1―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノノブレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．8．18 新潟1着

2010．3．18生 牡6黒鹿 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア 23戦5勝 賞金 318，773，000円
〔発走状況〕 ケツァルテナンゴ号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤフライト号
※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。

08012 3月12日 晴 稍重 （28中京2）第1日 第12競走 ��
��1，400�

な や ば し

納屋橋ステークス
発走16時00分 （ダート・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，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000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
1：21．9
1：21．5

良
不良

33 ノ ボ バ カ ラ 牡4栗 57 戸崎 圭太�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 502－ 21：23．6 3．0�
812 アールプロセス 牡5鹿 57 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 518－ 21：23．91� 8．1�
68 	 セ イ ラ 牝7栗 55 佐藤 友則萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 478－ 61：24．21� 31．2�

（笠松）

56 リアルプロジェクト 牡4鹿 57 石川裕紀人吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 526± 0 〃 ハナ 19．6�
44 プラントハンター 牡6黒鹿57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462－ 81：24．41
 42．4�
11 ブラゾンドゥリス 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 520± 01：24．5クビ 2．1	
22 マッチレスヒーロー 牡5栗 57 A．シュタルケ
日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B480± 01：24．71 7．5�

（独）

79 ランドマーキュリー 牡6栗 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 520＋ 61：24．91 37．7�
710 ツヨシノブルーム �7芦 57 小林 徹弥横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 512－ 21：25．11� 196．5
811 インディーズゲーム 牡8鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 472－ 61：25．31� 184．5�
55 メガオパールカフェ 牡5栗 57 武 豊西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 536＋ 21：25．4
 22．2�
67 サウンドアドバイス 牝6栗 55 蛯名 正義加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 81：27．010 88．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，398，700円 複勝： 53，365，200円 枠連： 17，230，200円
馬連： 97，514，300円 馬単： 42，421，200円 ワイド： 47，582，000円
3連複： 108，267，700円 3連単： 183，309，900円 計： 592，089，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 250円 � 480円 枠 連（3－8） 1，140円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，060円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 8，800円 3 連 単 ��� 23，640円

票 数

単勝票数 計 423987 的中 � 112950（2番人気）
複勝票数 計 533652 的中 � 125790（2番人気）� 49898（4番人気）� 21890（8番人気）
枠連票数 計 172302 的中 （3－8） 11681（4番人気）
馬連票数 計 975143 的中 �� 74087（3番人気）
馬単票数 計 424212 的中 �� 18984（5番人気）
ワイド票数 計 475820 的中 �� 31911（4番人気）�� 11167（11番人気）�� 4755（26番人気）
3連複票数 計1082677 的中 ��� 9224（27番人気）
3連単票数 計1833099 的中 ��� 5621（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―34．9―46．7―59．3―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ボ バ カ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．8生 牡4栗 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス 16戦3勝 賞金 72，296，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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または施行団体名を表示している。



（28中京2）第1日 3月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 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

236，760，000円
6，080，000円
1，690，000円
26，490，000円
71，303，000円
5，038，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
387，054，800円
745，310，900円
214，970，200円
944，594，200円
422，432，600円
532，535，400円
1，430，914，500円
1，912，915，300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 6，590，727，900円

総入場人員 12，923名 （有料入場人員 11，552名）
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