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08049 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第1競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

47 ティアップヒート 牝3鹿 54 丹内 祐次田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 484＋ 61：13．7 14．7�
48 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 438＋ 21：14．01� 5．4�
510 グランパルファン 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 458＋12 〃 ハナ 4．2�
59 メイショウサイジン 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 466＋ 41：14．31� 41．9�
35 シゲルカマス 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 前田牧場 430＋ 2 〃 クビ 134．8�
23 メイショウクノイチ 牝3鹿 54 北村 友一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 448 ―1：14．61� 19．4	
12 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 54 田中 健野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 440－ 2 〃 クビ 8．9

612 クリノセゴビア 牝3黒鹿54 丸山 元気栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 456＋ 81：14．7クビ 3．8�
11 サ ノ コ コ 牝3鹿 54 丸田 恭介ビジョンサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 武田 修一 480＋ 41：14．8� 8．9�
24 プラチナメモリー 牝3鹿 54 中谷 雄太 サンデーレーシング 吉田 直弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 388＋101：15．22� 39．4�
816 トキメキアイナ 牝3鹿 54 松田 大作片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 庄野牧場 448＋ 4 〃 クビ 95．8�
713 コ マ ユ 牝3鹿 54 松若 風馬稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 458＋ 81：15．41 21．8�
815 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 436－ 2 〃 クビ 56．6�
36 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 454＋ 41：15．72 20．6�
611 ディバインブレス 牝3鹿 54 国分 恭介橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 田中スタッド 434± 0 〃 アタマ 28．6�
714 アルケミスト 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 430± 01：17．08 59．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，644，100円 複勝： 26，765，900円 枠連： 9，629，200円
馬連： 28，153，500円 馬単： 15，450，600円 ワイド： 21，487，400円
3連複： 46，371，100円 3連単： 50，991，600円 計： 213，493，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 400円 � 200円 � 180円 枠 連（4－4） 4，520円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 9，130円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，490円 �� 640円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 45，750円

票 数

単勝票数 計 146441 的中 � 7933（6番人気）
複勝票数 計 267659 的中 � 14292（6番人気）� 35810（3番人気）� 44445（2番人気）
枠連票数 計 96292 的中 （4－4） 1651（19番人気）
馬連票数 計 281535 的中 �� 4758（16番人気）
馬単票数 計 154506 的中 �� 1268（32番人気）
ワイド票数 計 214874 的中 �� 3284（17番人気）�� 3618（14番人気）�� 9062（4番人気）
3連複票数 計 463711 的中 ��� 5318（16番人気）
3連単票数 計 509916 的中 ��� 808（125番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．7―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．8―48．5―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 2（5，7，10）（6，12）（1，8）（13，15）16，9（11，14）－（3，4） 4 ・（2，7）10，5（8，12）（1，6，13）（16，15）9，11－（3，4，14）

勝馬の
紹 介

ティアップヒート �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．12．12 中山2着

2013．4．28生 牝3鹿 母 アイラシンガー 母母 カシオペアレディ 3戦1勝 賞金 7，800，000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 ダイメイグッド号

08050 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

610 ノーブルポセイドン 牡3栗 56 横山 和生吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 500－101：57．1 131．8�
58 サンジーニアス 牡3黒鹿56 西村 太一加藤 貴子氏 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 520＋ 4 〃 クビ 6．7�
35 ワイズセレクション 牡3鹿 56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 日高 シンボリ牧場 458± 01：57．2クビ 65．9�
712 メイショウミツタダ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 510＋161：57．41 11．7�
34 カフジキング 牡3鹿 56 松若 風馬加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 462－101：57．61� 1．7�
22 ケンブリッジエス 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 川上牧場 458＋ 41：57．7� 67．1�
814 マイネルシュタット 牡3黒鹿56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 丸村村下
ファーム 464－ 8 〃 アタマ 30．9


46 フレンチフューゴ 牡3栗 56 勝浦 正樹廣崎 利洋氏 田村 康仁 平取 清水牧場 460－ 41：58．01� 7．3�
713 アスカタイシ 牡3栗 56 酒井 学上野 武氏 谷 潔 新冠 松浦牧場 498± 01：58．31� 19．1�
815 パルトネルラーフ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星髙樽さゆり氏 矢作 芳人 日高 浜本牧場 498 ―1：59．36 10．6
611 ホイストポイント 牡3黒鹿56 田中 博康 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 470－ 21：59．4クビ 471．1�
47 ゴ ッ ツ ア ン 牡3鹿 56 川須 栄彦中西 功氏 加藤 敬二 新ひだか 聖心台牧場 478－ 22：00．35 16．6�
23 マ イ テ ィ �3栗 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 462－262：01．25 72．8�
11 シゲルヒメコダイ 牝3青鹿54 松田 大作森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 中村 雅明 460－ 4 〃 クビ 159．4�
59 サンビンセンス 牡3鹿 56 村田 一誠加藤 信之氏 伊藤 伸一 新冠 タニグチ牧場 462－102：02．810 484．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，488，600円 複勝： 29，569，300円 枠連： 7，798，400円
馬連： 23，722，400円 馬単： 15，505，400円 ワイド： 16，757，700円
3連複： 34，209，100円 3連単： 46，242，800円 計： 188，293，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，180円 複 勝 � 1，910円 � 280円 � 1，240円 枠 連（5－6） 14，490円

馬 連 �� 17，640円 馬 単 �� 37，030円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 25，340円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 208，590円 3 連 単 ��� 2，793，830円

票 数

単勝票数 計 144886 的中 � 879（12番人気）
複勝票数 計 295693 的中 � 3685（11番人気）� 33295（2番人気）� 5791（10番人気）
枠連票数 計 77984 的中 （5－6） 417（26番人気）
馬連票数 計 237224 的中 �� 1042（34番人気）
馬単票数 計 155054 的中 �� 314（72番人気）
ワイド票数 計 167577 的中 �� 1712（25番人気）�� 168（72番人気）�� 1381（32番人気）
3連複票数 計 342091 的中 ��� 123（202番人気）
3連単票数 計 462428 的中 ��� 12（1476番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―14．1―13．5―12．3―12．7―13．2―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―38．9―52．4―1：04．7―1：17．4―1：30．6―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーブルポセイドン �
�
父 トウカイワイルド �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2015．8．22 新潟8着

2013．3．21生 牡3栗 母 エリモセントラル 母母 パッシングピース 9戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 サンジーニアス号の騎手西村太一は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・2番）

ノーブルポセイドン号の騎手横山和生は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンビンセンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月26日まで平地競

走に出走できない。

第２回 中京競馬 第５日



08051 3月26日 晴 良 （28中京2）第5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

510 デルマコウモン 牡3鹿 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 444± 01：26．3 34．4�
714 カレンコマンドール 牡3鹿 56 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B462－ 21：26．4� 6．0�
11 オリエンタルローズ 牝3鹿 54 田中 健山口多賀司氏 福島 信晴 浦河 東栄牧場 482＋101：26．93 4．2�
24 ドンボラーレ 牡3栗 56 D．バルジュー 山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 444± 01：27．11� 1．7�

（伊）

713 ホームルーム 牝3青 54
52 △長岡 禎仁 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：27．31� 169．8�
47 ハミングウィズミー 牝3栗 54 松田 大作吉田 照哉氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 456－ 41：27．62 200．6�
815 ライトブリンガー 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼	日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 464－ 21：27．7� 36．1

612 バ ン タ ム 牡3鹿 56 杉原 誠人竹森 幹雄氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 456－221：27．8クビ 120．2�
816 リ ル ー ジ ュ 牡3鹿 56 松若 風馬江口雄一郎氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 450± 01：28．11� 15．3�
12 ウインアイフォース 牡3黒鹿56 黛 弘人ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 430－ 21：28．2� 197．0�
35 ソ ル 牡3鹿 56 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 2 〃 ハナ 24．7�
23 マジョレット 牝3青鹿54 川島 信二	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 438－ 41：28．3クビ 153．3�
611 アズミノニフクカゼ 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二芳賀 克也氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 472＋ 61：28．51� 306．7�
36 コパノチャンス 牡3栗 56 丸山 元気小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 474－ 61：28．6� 39．3�
48 メイショウフォルテ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 村下 明博 422± 01：28．7� 323．3�
59 マイネルゴール 牡3鹿 56 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 452＋ 21：29．23 21．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，983，700円 複勝： 46，347，800円 枠連： 9，364，500円
馬連： 27，390，600円 馬単： 18，664，100円 ワイド： 19，892，500円
3連複： 39，593，200円 3連単： 62，851，800円 計： 242，088，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，440円 複 勝 � 1，490円 � 400円 � 280円 枠 連（5－7） 4，080円

馬 連 �� 14，070円 馬 単 �� 34，140円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 2，550円 �� 540円

3 連 複 ��� 24，640円 3 連 単 ��� 195，560円

票 数

単勝票数 計 179837 的中 � 4178（7番人気）
複勝票数 計 463478 的中 � 7097（9番人気）� 31179（3番人気）� 49760（2番人気）
枠連票数 計 93645 的中 （5－7） 1777（11番人気）
馬連票数 計 273906 的中 �� 1508（27番人気）
馬単票数 計 186641 的中 �� 410（58番人気）
ワイド票数 計 198925 的中 �� 1172（29番人気）�� 1935（21番人気）�� 10349（4番人気）
3連複票数 計 395932 的中 ��� 1205（54番人気）
3連単票数 計 628518 的中 ��� 233（340番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．2―12．9―13．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．5―59．4―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F39．8
3 14－（1，6，4）－（16，5）－7，10－（13，12，15）－（11，3）（9，8）－2 4 ・（14，6，4）1－16，5－7，10－13，12，15，3（9，11）8，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デルマコウモン �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．2．6 東京10着

2013．2．8生 牡3鹿 母 シゲルヨリツキ 母母 シライトヒカリ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 マジョレット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 デルマコウモン号の騎手横山和生は，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。
※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。

08052 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第4競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15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

55 デフィニール 牝3鹿 54
53 ☆�島 克駿 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B460－ 41：56．2 6．5�

710 オープンユアアイズ 牝3栗 54 D．バルジュー �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 506－ 81：56．52 5．3�
（伊）

56 アイアンアヴァロン 牝3芦 54
52 △伴 啓太池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 444－ 21：56．71� 88．8�

79 デイジーフローラ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 498－ 61：56．91 1．9�
812 グースベリー 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 新ひだか 木村 秀則 488－101：57．11� 13．4	
44 コンスタンシー 牝3青鹿 54

51 ▲森 裕太朗永田 和彦氏 鈴木 孝志 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 410－ 61：58．27 306．0


33 ア ツ コ 牝3鹿 54
52 △長岡 禎仁由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 B472－121：58．41� 75．0�

22 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 446－ 61：59．25 7．3�
68 ジージトガンカイ 牝3栗 54 �島 良太松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 482－101：59．51� 113．5
67 ヤマイチファミリー 牝3鹿 54 酒井 学坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 494－ 82：00．03 12．3�
811 ティーパフォーマー 牝3黒鹿54 国分 恭介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 428－ 22：00．74 14．7�
11 サンプライス 牝3青鹿54 横山 和生加藤 信之氏 千田 輝彦 浦河 山田牧場 450－ 42：01．33� 81．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，891，500円 複勝： 32，646，300円 枠連： 8，323，500円
馬連： 27，475，000円 馬単： 18，109，800円 ワイド： 19，140，100円
3連複： 38，818，700円 3連単： 61，387，200円 計： 225，792，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 220円 � 1，110円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，660円 �� 5，290円

3 連 複 ��� 22，510円 3 連 単 ��� 100，230円

票 数

単勝票数 計 198915 的中 � 24231（3番人気）
複勝票数 計 326463 的中 � 63817（2番人気）� 40906（3番人気）� 5588（8番人気）
枠連票数 計 83235 的中 （5－7） 14829（1番人気）
馬連票数 計 274750 的中 �� 12233（6番人気）
馬単票数 計 181098 的中 �� 3472（13番人気）
ワイド票数 計 191401 的中 �� 8147（9番人気）�� 1806（23番人気）�� 894（31番人気）
3連複票数 計 388187 的中 ��� 1293（49番人気）
3連単票数 計 613872 的中 ��� 444（249番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．9―13．0―12．5―12．9―13．5―13．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．0―50．0―1：02．5―1：15．4―1：28．9―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デフィニール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．9．13 中山13着

2013．4．6生 牝3鹿 母 ローレルデフィー 母母 ブランディニー 7戦1勝 賞金 10，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンプライス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月26日まで平地競走

に出走できない。
※コンスタンシー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08053 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第5競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走12時05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

713 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 516－ 22：01．3 2．2�

（伊）

510 トモジャハリーフ 牡3黒鹿56 丸山 元気吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 450＋ 22：01．51� 139．9�
24 エクセレントミスズ 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 444－ 22：01．6� 11．2�
23 ユキノロード 牡3鹿 56 北村 友一遠藤 定子氏 本田 優 日高 川端 正博 510－ 8 〃 ハナ 10．4�
715 キタサンミサイル 牡3青鹿56 松若 風馬�大野商事 清水 久詞 新冠 大栄牧場 516－ 4 〃 アタマ 5．7�
816 インザサイレンス 牡3芦 56 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 462－ 2 〃 ハナ 4．5	
47 カスタネット 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼手嶋 康雄氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 420－122：01．7� 322．8

611 グランサーブル 牡3芦 56 国分 恭介間宮 秀直氏 坂口 正則 新冠 長浜 忠 430± 02：02．12� 23．1�
35 アグネスプレジール 牝3栗 54 丸田 恭介渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502± 0 〃 クビ 32．0�
612 レッドアルバ 牡3鹿 56 中谷 雄太 東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム 454－ 82：02．31 19．7�
818 クラウンドリーム 牡3芦 56 杉原 誠人クラウン 金成 貴史 新冠 ヒカル牧場 458± 02：02．4� 260．0�
48 マイネルディセント 牡3鹿 56 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 沖田 忠幸 482＋ 22：02．5� 92．3�
11 マサノメモリアル 牡3黒鹿56 川須 栄彦中村 時子氏 高野 友和 新ひだか 中村 和夫 506－10 〃 ハナ 218．5�
714 パープルスクエア 牡3栗 56 松田 大作中野 銀十氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 22：02．6クビ 69．3�
36 ドリームプランナー 牝3鹿 54 田中 博康五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 430± 02：02．81� 369．3�
59 アドルナメンテ 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B458＋ 22：02．9クビ 25．1�
817 ヤマカツトップガン 牡3鹿 56

54 △伴 啓太駒秀 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 476－142：03．64 106．0�
12 デスタンフォルス 牡3黒鹿 56

55 ☆�島 克駿首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 B402－ 62：04．77 291．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，543，400円 複勝： 32，893，600円 枠連： 11，572，500円
馬連： 33，678，100円 馬単： 19，629，800円 ワイド： 24，299，700円
3連複： 55，709，100円 3連単： 67，012，700円 計： 265，338，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 2，410円 � 240円 枠 連（5－7） 1，590円

馬 連 �� 14，900円 馬 単 �� 19，730円

ワ イ ド �� 4，630円 �� 550円 �� 9，680円

3 連 複 ��� 36，170円 3 連 単 ��� 188，310円

票 数

単勝票数 計 205434 的中 � 73611（1番人気）
複勝票数 計 328936 的中 � 97607（1番人気）� 2247（13番人気）� 32298（4番人気）
枠連票数 計 115725 的中 （5－7） 5606（7番人気）
馬連票数 計 336781 的中 �� 1751（37番人気）
馬単票数 計 196298 的中 �� 746（52番人気）
ワイド票数 計 242997 的中 �� 1297（38番人気）�� 12422（5番人気）�� 615（59番人気）
3連複票数 計 557091 的中 ��� 1155（85番人気）
3連単票数 計 670127 的中 ��� 258（454番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．8―12．6―12．2―12．3―12．4―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．8―49．4―1：01．6―1：13．9―1：26．3―1：38．0―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0
1
3

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

2
4

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

コンフィアンサ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．10．31 京都7着

2013．2．4生 牡3青鹿 母 コンコルディア 母母 コンクラーベ 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 キタサンミサイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エクセレントミスズ号の騎手酒井学は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キタサンミサイル号は，平成28年3月27日から平成28年4月17日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アスターサムソン号・ゴールデンビーンズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08054 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第6競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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

713 オリエンタルダンス 牝4黒鹿 55
54 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：12．7 10．9�
11 オーゴンマリア 牝4栗 55 的場 勇人永田さなえ氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 442－101：13．01� 29．3�
815 セ ン グ ウ 牝4栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 466± 0 〃 アタマ 15．3�
814� ブロンズテーラー 牝5青鹿55 国分 恭介中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 81：13．21� 2．4�
35 � 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± 01：13．3� 6．5�
58 サンマルメジャール 牝4鹿 55

52 ▲坂井 瑠星相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 456＋ 41：13．4� 19．7	
46 � メイショウルナ 牝5鹿 55 北村 友一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 508± 01：13．61� 58．1

47 � ゲ ッ ト ミ ー 牝4栗 55 岡田 祥嗣薪浦 州平氏 千田 輝彦 日高 下川 茂広 484± 01：13．7� 248．4�
610 パイナワレア 牝4栗 55

52 ▲原田 和真山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 476＋10 〃 クビ 55．3�

611 フローラルダンサー 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 518＋ 21：14．01� 21．8
34 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± 01：14．21� 16．3�
22 バ イ レ 牝4芦 55 丹内 祐次 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B472－ 61：14．41� 390．8�
59 レッドランタン 牝4青鹿 55

54 ☆中井 裕二 K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 478＋ 2 〃 ハナ 19．8�
712 ミカルベウス 牝5芦 55 松田 大作尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482－ 21：14．5� 38．7�
23 メジャーフォルム 牝4栗 55

53 △伴 啓太 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 458± 01：14．92� 4．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，980，400円 複勝： 29，864，000円 枠連： 10，136，700円
馬連： 29，531，400円 馬単： 15，776，800円 ワイド： 22，310，000円
3連複： 42，183，500円 3連単： 55，226，600円 計： 223，009，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 410円 � 780円 � 460円 枠 連（1－7） 9，590円

馬 連 �� 15，770円 馬 単 �� 26，000円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 2，630円 �� 6，270円

3 連 複 ��� 71，900円 3 連 単 ��� 381，320円

票 数

単勝票数 計 179804 的中 � 13087（4番人気）
複勝票数 計 298640 的中 � 20092（4番人気）� 9560（10番人気）� 17216（6番人気）
枠連票数 計 101367 的中 （1－7） 819（25番人気）
馬連票数 計 295314 的中 �� 1451（47番人気）
馬単票数 計 157768 的中 �� 455（83番人気）
ワイド票数 計 223100 的中 �� 1350（49番人気）�� 2207（32番人気）�� 911（61番人気）
3連複票数 計 421835 的中 ��� 440（185番人気）
3連単票数 計 552266 的中 ��� 105（981番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．1―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―47．0―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリエンタルダンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．15 阪神8着

2012．1．14生 牝4黒鹿 母 ダンスノワール 母母 ランバダレディ 14戦2勝 賞金 24，800，000円
〔制裁〕 ミカルベウス号の騎手松田大作は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）



08055 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時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
1：48．9
1：47．8

重
重

79 レッドアライヴ 牡5鹿 57
56 ☆�島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462± 01：54．0 1．8�

67 � サリレモンド 牡5栗 57 松若 風馬�ノースヒルズ 和田 正道 米
Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

518－ 21：54．1� 7．2�
44 キタサンコンサート 牡4芦 57 �島 良太�大野商事 昆 貢 新ひだか 藤川フアーム B484－ 61：54．84 15．4�
811� タ ピ ゴ ン 牡4栗 57 丸山 元気窪田 康志氏 奥村 武 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

476－ 41：54．9クビ 23．8�
33 ワ ン ボ ー イ 牡4栗 57

55 △長岡 禎仁稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 494＋ 6 〃 アタマ 5．5	
11 アドマイヤロケット 牡4青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 アタマ 11．3

66 ギ ン パ リ 牡4青鹿57 丸田 恭介新井原 博氏 武市 康男 新冠 守矢牧場 502＋ 4 〃 アタマ 91．9�
22 サトノイクシード 牡6鹿 57 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 528＋ 21：55．53	 38．6�
810 フミノミニスター 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼谷 二氏 本田 優 新ひだか 金舛 幸夫 510－101：55．71 19．1
55 
 トーホウシルエット 牡4栗 57 勝浦 正樹東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 498± 0 〃 アタマ 12．2�
78 
 ブライアンキング 牡4鹿 57 D．バルジュー 林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 476－ 61：56．12	 79．0�

（伊）

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，633，700円 複勝： 28，618，600円 枠連： 7，754，500円
馬連： 29，050，700円 馬単： 19，016，900円 ワイド： 18，722，900円
3連複： 33，351，400円 3連単： 62，633，900円 計： 218，782，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 250円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 240円 �� 460円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 4，840円

票 数

単勝票数 計 196337 的中 � 86755（1番人気）
複勝票数 計 286186 的中 � 128755（1番人気）� 35114（3番人気）� 15966（6番人気）
枠連票数 計 77545 的中 （6－7） 12674（1番人気）
馬連票数 計 290507 的中 �� 39939（2番人気）
馬単票数 計 190169 的中 �� 19362（2番人気）
ワイド票数 計 187229 的中 �� 23386（2番人気）�� 9934（4番人気）�� 3576（15番人気）
3連複票数 計 333514 的中 ��� 13394（4番人気）
3連単票数 計 626339 的中 ��� 9371（5番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―13．1―13．0―12．8―12．6―12．6―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．5―49．5―1：02．3―1：14．9―1：27．5―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアライヴ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．1．5 京都6着

2011．5．2生 牡5鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 16戦2勝 賞金 28，350，000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。

08056 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第8競走 ��2，000�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
1：58．8
1：56．1

良
良

611 ビオラフォーエバー �5栗 57 北村 友一熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 460－ 22：01．1 6．5�
46 クワトロガッツ 牡5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 456－ 42：01．42 4．6�
47 オリハルコン 牡5黒鹿57 藤岡 康太�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 548＋ 42：01．5� 4．1�
58 � グラブザフラッグ �4栗 57 D．バルジュー 前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 496＋ 82：01．92	 4．1�
（伊）

610 ラウレアブルーム 牡4鹿 57
54 ▲坂井 瑠星横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 492－ 22：02．0	 14．0�

22 スカーレットデビル 牡4鹿 57 勝浦 正樹片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 476－ 42：02．42	 49．0	
34 エーデルグランツ 牡5青鹿 57

56 ☆
島 克駿 
キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B476± 0 〃 クビ 27．0�
712 クローディオ 牡4鹿 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 466－ 22：02．5クビ 6．0�
815� スリーヴェローチェ 牡7鹿 57 田中 博康永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 472－ 2 〃 クビ 38．2
11 � ノ ア ブ ギ ー 牡4栗 57 松田 大作中島 稔氏 坪 憲章 平取 原田 新治 484± 0 〃 アタマ 286．9�
713 トーセンカナロア 牡4鹿 57 嶋田 純次島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 482± 0 〃 ハナ 26．0�
23 � トレモロアーム 牡5黒鹿57 杉原 誠人佐々木雄二氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 476－ 42：02．92	 77．8�
814� モンテエクリプス �7鹿 57 丸山 元気毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 444± 02：03．32	 99．4�
35 � ピースワンポイント 牡4黒鹿 57

55 △長岡 禎仁長谷川成利氏 松山 将樹 浦河 昭和牧場 500－ 6 〃 ハナ 126．9�
59 � 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 390－ 22：04．89 312．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，804，400円 複勝： 32，211，400円 枠連： 12，557，200円
馬連： 38，331，700円 馬単： 20，194，200円 ワイド： 25，421，200円
3連複： 54，483，400円 3連単： 71，117，900円 計： 275，121，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 160円 � 160円 枠 連（4－6） 630円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 610円 �� 540円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 18，140円

票 数

単勝票数 計 208044 的中 � 25572（5番人気）
複勝票数 計 322114 的中 � 39381（5番人気）� 56256（1番人気）� 53774（2番人気）
枠連票数 計 125572 的中 （4－6） 15308（2番人気）
馬連票数 計 383317 的中 �� 16557（8番人気）
馬単票数 計 201942 的中 �� 3717（19番人気）
ワイド票数 計 254212 的中 �� 10431（8番人気）�� 12012（5番人気）�� 14480（2番人気）
3連複票数 計 544834 的中 ��� 15949（5番人気）
3連単票数 計 711179 的中 ��� 2842（52番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―13．6―12．9―11．6―11．3―11．6―11．2―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．3―38．9―51．8―1：03．4―1：14．7―1：26．3―1：37．5―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビオラフォーエバー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Entrepreneur デビュー 2013．9．1 小倉6着

2011．3．10生 �5栗 母 ミッドキャップ 母母 Tis Juliet 24戦3勝 賞金 40，499，000円
※トーセンカナロア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



08057 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第9競走 1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

612 プ エ ル ト 牡4鹿 57 勝浦 正樹池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 534± 01：24．7 9．8�
36 ストロングトリトン �4鹿 57 杉原 誠人村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476－ 8 〃 クビ 10．3�
47 ヴ レ ク ー ル 牡5栗 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：24．8クビ 2．3�
714 コピーライター �6鹿 57 川須 栄彦グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 B518＋141：25．12 30．7�
611 エンドレスシャイン 牡5鹿 57

54 ▲森 裕太朗岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 448－ 21：25．2� 14．0�
12 ナンヨーアイリッド 牡4栗 57 丸山 元気中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 482－ 21：25．3� 6．1	
11 デュアルフレイム 牡4栗 57 横山 和生 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 アタマ 29．3

24 � フ ェ ン ガ リ 牡5栗 57

55 △長岡 禎仁一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 506－ 41：25．4� 124．5�
35 サトノバセロン �5青鹿57 川島 信二里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 502± 01：25．61� 35．2�
816 ラ ミ ー ロ 牡4栗 57

54 ▲原田 和真門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 476－ 2 〃 アタマ 23．8
510 フィンデルムンド 牡8鹿 57

55 △伴 啓太 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 490－ 61：25．7クビ 21．4�
815 フォークスグローブ 牝4黒鹿55 丸田 恭介吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 530＋ 61：26．01	 40．7�
713 ド ラ グ ー ン 牡4鹿 57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋181：26．1	 7．7�
48 ギンガメテオール 牡4芦 57 D．バルジュー 森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 B510＋ 21：26．2� 40．7�

（伊）

59 タイザンホクト 牡6鹿 57 酒井 学�日進牧場 竹内 正洋 浦河 日進牧場 502＋ 41：26．3� 61．6�
23 � シルバーフォンテン 牡6芦 57 松田 大作吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 454－181：26．61	 340．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，450，900円 複勝： 34，977，800円 枠連： 14，788，400円
馬連： 46，742，100円 馬単： 24，480，700円 ワイド： 32，484，600円
3連複： 73，500，400円 3連単： 93，204，200円 計： 344，629，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 300円 � 140円 枠 連（3－6） 1，750円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 520円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 30，390円

票 数

単勝票数 計 244509 的中 � 19910（4番人気）
複勝票数 計 349778 的中 � 29045（4番人気）� 24845（6番人気）� 89875（1番人気）
枠連票数 計 147884 的中 （3－6） 6521（7番人気）
馬連票数 計 467421 的中 �� 7412（17番人気）
馬単票数 計 244807 的中 �� 2436（26番人気）
ワイド票数 計 324846 的中 �� 4086（21番人気）�� 16787（3番人気）�� 13782（4番人気）
3連複票数 計 735004 的中 ��� 13800（9番人気）
3連単票数 計 932042 的中 ��� 2223（72番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―12．0―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―46．9―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ エ ル ト �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Grindstone デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．4．25生 牡4鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 7戦2勝 賞金 17，000，000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。
（非当選馬） 1頭 ダノンロンシャン号
※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。

08058 3月26日 晴 良 （28中京2）第5日 第10競走 ��1，200�
お か ざ き

岡 崎 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，27．3．28以降28．3．21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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

12 シゲルチャグチャグ 牝4鹿 52 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 長浜牧場 474＋ 21：07．4レコード 18．5�
24 スマートカルロス 牡4鹿 56 D．バルジュー 大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 470± 0 〃 クビ 4．4�

（伊）

35 ダノンマッキンレー 牡5栗 57 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 510＋ 81：07．5� 8．9�
818 アドマイヤサブリナ 牝6芦 52 川島 信二近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：07．71� 33．6�
23 ゼンノイザナギ 牡4栗 54 �島 克駿大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 482－ 2 〃 クビ 20．2�
816 ウォーターラボ 牝4青鹿52 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 2 〃 クビ 7．5	
612 テーオートマホーク 牡6鹿 53 村田 一誠小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 488＋101：07．8� 262．9

11 	 ハイマウンテン 牝6鹿 52 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 462＋ 21：07．9� 94．8�
36 フェアラフィネ 牝4芦 54 藤岡 康太髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 438－ 4 〃 ハナ 5．0�
713 ケイリンボス 牡5栗 54 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 520＋ 41：08．0クビ 10．6
714 ブラッククローバー 牡4黒鹿55 丸山 元気呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 498＋ 2 〃 クビ 9．6�
59 プラチナコード 牡4芦 54 �島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 500± 01：08．1クビ 9．5�
611	 ブレイヴフィート 牝6鹿 50 坂井 瑠星下河�行雄氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 B454－ 41：08．2� 110．0�
817 トウカイインパルス 牡6青鹿54 藤懸 貴志内村 正則氏 中村 均 日高 高山牧場 540＋ 2 〃 クビ 16．5�
510 ハギノナトゥーラ 牝4鹿 52 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－10 〃 アタマ 36．0�
48 メイショウゲンブ 牡7鹿 54 横山 和生松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 494＋101：08．3
 118．5�
715 キングソング 牡6鹿 54 荻野 琢真松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 440－101：08．51� 149．8�
47 アグネスキズナ �6栗 53 丸田 恭介渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 504＋ 41：08．6� 54．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，373，700円 複勝： 43，107，900円 枠連： 21，245，500円
馬連： 64，879，600円 馬単： 28，345，700円 ワイド： 38，140，500円
3連複： 102，884，500円 3連単： 129，972，200円 計： 453，949，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 460円 � 180円 � 290円 枠 連（1－2） 3，180円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 13，450円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 2，930円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 17，580円 3 連 単 ��� 125，130円

票 数

単勝票数 計 253737 的中 � 10919（9番人気）
複勝票数 計 431079 的中 � 20678（9番人気）� 75361（1番人気）� 37664（5番人気）
枠連票数 計 212455 的中 （1－2） 5177（14番人気）
馬連票数 計 648796 的中 �� 8597（28番人気）
馬単票数 計 283457 的中 �� 1580（60番人気）
ワイド票数 計 381405 的中 �� 5081（25番人気）�� 3285（40番人気）�� 9757（7番人気）
3連複票数 計1028845 的中 ��� 4389（65番人気）
3連単票数 計1299722 的中 ��� 753（462番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―10．9―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―44．5―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．8
3 2（9，10）（5，17）（6，14）（1，18）4，11－（3，12）16，15，13（7，8） 4 2，9（5，6，10）（14，17）（1，4，18）－（3，11）（16，12）（13，15）（7，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルチャグチャグ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．8．2 小倉3着

2012．5．4生 牝4鹿 母 オーデコロン 母母 マ キ ー ナ 20戦3勝 賞金 49，959，000円
〔制裁〕 ウォーターラボ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戒告。（被害馬：11番）
※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 テイエムゲッタドン号・ラブローレル号・リバティーホール号
※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。



08059 3月26日 晴 良 （28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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

88 サンライズセンス 牡4栗 56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 504＋ 22：13．8 3．5�
33 � エイシンアロンジー 牡5鹿 57 D．バルジュー �栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

486－ 2 〃 クビ 2．5�
（伊）

44 スペキュレイター 牡6鹿 57 松田 大作加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 500－ 42：14．01� 7．6�
55 メイショウブシン 牡6鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486＋ 42：14．21� 21．3�
89 シークレットパス 牡5芦 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452－ 4 〃 クビ 36．3�
66 トーホウスペンサー 牡4黒鹿56 勝浦 正樹東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 484－ 82：14．3クビ 5．3	
77 シルクブルックリン 牡7黒鹿57 川須 栄彦 
シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 564－102：14．72� 37．5�
11 トレジャーマップ 牡5鹿 57 丸山 元気小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 448± 0 〃 ハナ 26．2�
22 ララエクラテール 牡4鹿 56 田中 博康フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B424－ 22：14．8� 8．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，004，400円 複勝： 49，484，600円 枠連： 18，908，800円
馬連： 104，659，500円 馬単： 53，257，500円 ワイド： 46，162，700円
3連複： 130，896，500円 3連単： 270，680，700円 計： 712，054，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 120円 � 170円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 230円 �� 450円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 380044 的中 � 86075（2番人気）
複勝票数 計 494846 的中 � 102063（2番人気）� 131157（1番人気）� 59639（4番人気）
枠連票数 計 189088 的中 （3－8） 31194（1番人気）
馬連票数 計1046595 的中 �� 156202（1番人気）
馬単票数 計 532575 的中 �� 32538（3番人気）
ワイド票数 計 461627 的中 �� 56225（1番人気）�� 23779（7番人気）�� 32896（4番人気）
3連複票数 計1308965 的中 ��� 89374（3番人気）
3連単票数 計2706807 的中 ��� 38612（9番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．4―13．1―13．3―12．8―12．3―11．6―11．1―11．1―11．7

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―36．8―49．9―1：03．2―1：16．0―1：28．3―1：39．9―1：51．0―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．5―3F33．9
1
3
4，9，7，8（6，3）－1－5－2・（4，9）7，8，3－（6，2）1，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズセンス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．21 阪神5着

2012．4．11生 牡4栗 母 レミニセンス 母母 グレイエミネンス 12戦3勝 賞金 51，083，000円
〔発走状況〕 エイシンアロンジー号は，枠入り不良。
※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。

08060 3月26日 晴 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

11 コスモヨハネ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494± 01：33．0 5．5�
59 モンテエベレスト �6青鹿57 丸田 恭介毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 486－ 41：33．21� 5．8�
24 フェイブルネージュ 牝5鹿 55 �島 克駿 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 8 〃 ハナ 7．8�
612 ブ ル ロ ー ネ 牝4黒鹿55 松若 風馬山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 470＋ 4 〃 ハナ 23．6�
36 ヒルノマレット 牡4黒鹿57 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 日高 いとう牧場 510＋26 〃 アタマ 20．4	
23 プリンセスアスク 牝5青鹿55 岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 B456＋ 41：33．3クビ 23．5

714 ブロウユアマインド 牡4鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 平取 坂東牧場 462＋ 4 〃 ハナ 17．3�
816 グリーンラヴ 牡6栗 57 D．バルジュー �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 478± 01：33．4� 5．9
（伊）

611 コスモアルヘナ 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 B470＋ 61：33．82� 35．8�
12 ペガサスボス 牡4黒鹿57 坂井 瑠星�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 518＋ 21：34．01� 3．7�
48 ダンツホーネット 牡4芦 57 伴 啓太山元 哲二氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 482＋20 〃 クビ 161．2�
510 ザハッピエスト 牝4鹿 55 丸山 元気吉田 晴哉氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 396－ 61：34．31� 32．1�
47 トシファイブスター 牡6黒鹿57 中井 裕二田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 452＋ 81：34．72� 272．1�
713 キングデュナミス 牡4鹿 57 杉原 誠人村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 468± 01：34．8� 104．0�
815 クリーブラット 牡5芦 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464＋12 （競走中止） 15．3�

（15頭）
35 	 グレートアイランド �5鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 5 （競走除外）

売 得 金
単勝： 33，098，900円 複勝： 51，839，300円 枠連： 25，702，600円
馬連： 88，657，800円 馬単： 36，163，600円 ワイド： 45，753，100円
3連複： 115，471，700円 3連単： 158，098，500円 計： 554，785，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 180円 � 230円 枠 連（1－5） 610円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 560円 �� 860円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，630円 3 連 単 ��� 24，680円

票 数

単勝票数 差引計 330989（返還計 3852） 的中 � 48097（2番人気）
複勝票数 差引計 518393（返還計 5357） 的中 � 76000（4番人気）� 77785（3番人気）� 54397（5番人気）
枠連票数 差引計 257026（返還計 261） 的中 （1－5） 32195（2番人気）
馬連票数 差引計 886578（返還計 20602） 的中 �� 41838（5番人気）
馬単票数 差引計 361636（返還計 8400） 的中 �� 7322（14番人気）
ワイド票数 差引計 457531（返還計 15620） 的中 �� 21591（4番人気）�� 13459（8番人気）�� 11583（10番人気）
3連複票数 差引計1154717（返還計 51693） 的中 ��� 18673（8番人気）
3連単票数 差引計1580985（返還計 67096） 的中 ��� 4643（51番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―11．4―11．6―11．6―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．7―46．1―57．7―1：09．3―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモヨハネ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2014．12．28 中山1着

2012．3．4生 牡4栗 母 エンプレスロッチ 母母 ロツチウインド 12戦2勝 賞金 23，347，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走除外〕 グレートアイランド号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左頚部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔競走中止〕 クリーブラット号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 ペガサスボス号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースでの御法（内柵に接触した）について過怠金50，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 グレートアイランド号は，平成28年3月27日から平成28年4月25日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カケダシ号・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。



（28中京2）第5日 3月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

172，600，000円
2，530，000円
7，600，000円
1，550，000円
17，420，000円
67，195，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
266，897，700円
438，326，500円
157，781，800円
542，272，400円
284，595，100円
330，572，400円
767，472，600円
1，129，420，100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 3，917，338，600円

総入場人員 13，808名 （有料入場人員 12，726名）
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