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08037 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走9時55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

11 クリノフウジン 牡3栗 56 藤岡 康太栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 476－ 41：55．3 3．5�
816 ダンサクドゥーロ 牡3芦 56 北村 友一吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 500－ 41：55．72� 1．6�
713 デルマタッシャデナ 牡3鹿 56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 458－101：56．33� 32．2�
611 ミスズバード 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 474－ 6 〃 クビ 12．5�
59 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 426－141：56．51� 51．3�
24 シ ロ イ バ ラ 牡3栗 56 西村 太一�和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 468－101：56．81� 201．3	
23 クリノハプスブルク 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 青森 諏訪牧場 436＋ 61：57．22� 8．5

612 フジノアカネ 牡3鹿 56 和田 竜二山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 村下農場 488－ 61：57．41� 27．1�
36 スズカガルチ 牡3栗 56 高倉 稜永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 498－ 61：57．5クビ 36．3�
35 ナ ミ キ 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 目野 哲也 日高 三宅 正弘 504－ 61：58．24 172．2
47 スピニングスターズ 牡3鹿 56 菱田 裕二加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 500 ― 〃 アタマ 44．1�
48 ゼットルーラ 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿�フォーレスト 池添 学 新ひだか 嶋田牧場 494＋ 21：58．62� 153．7�
510 ドラゴンボート 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 道見牧場 494－101：59．45 156．2�
714 ナムラノール 牡3鹿 56 長岡 禎仁奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 430± 01：59．61� 209．4�
815 ヤマニンアドルフォ 
3青鹿56 藤懸 貴志土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 386 ―2：00．13 163．1�
12 ア ロ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 352－ 22：01．16 264．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，235，600円 複勝： 54，873，800円 枠連： 14，649，800円
馬連： 44，057，300円 馬単： 25，373，800円 ワイド： 30，409，200円
3連複： 68，444，000円 3連単： 106，068，000円 計： 364，111，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 340円 枠 連（1－8） 180円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 130円 �� 870円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 202356 的中 � 45587（2番人気）
複勝票数 計 548738 的中 � 72435（2番人気）� 365464（1番人気）� 10062（6番人気）
枠連票数 計 146498 的中 （1－8） 61363（1番人気）
馬連票数 計 440573 的中 �� 160631（1番人気）
馬単票数 計 253738 的中 �� 31549（2番人気）
ワイド票数 計 304092 的中 �� 84505（1番人気）�� 6640（10番人気）�� 9094（7番人気）
3連複票数 計 684440 的中 ��� 39410（4番人気）
3連単票数 計1060680 的中 ��� 15359（12番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．4―13．6―12．8―13．4―13．7―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．4―51．0―1：03．8―1：17．2―1：30．9―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．1
1
3

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

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

クリノフウジン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．11．19 東京8着

2014．3．4生 牡3栗 母 マヤノスターライト 母母 ゴールドアンサー 5戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月20日まで平地競走に出走

できない。
※アロ号・スピニングスターズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08038 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

23 フォーチュンキセキ 牝3鹿 54 小牧 太山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 446－ 41：13．7 1．4�
47 ヤマノブロンコ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 466－ 41：14．12� 19．8�

12 キーメンバー 牡3鹿 56 田中 健北前孔一郎氏 川村 禎彦 新ひだか 飯岡牧場 412± 01：14．41� 102．7�
59 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 菱田 裕二千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 476± 0 〃 クビ 5．3�
714 ブルーベック 牡3栗 56 中井 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 466－101：14．5� 62．2�
35 シゲルパンダ 牝3栗 54 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 390－ 41：14．6クビ 66．5	
48 ディストワセブン 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太
岡 隆氏 作田 誠二 浦河 中村 雅明 B452－121：14．81� 109．2�
713 ア ク ラ ー 牡3芦 56 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 森田 直行 平取 原田 新治 460± 01：14．9� 75．1
24 セブンハーバー 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 ガーベラパー
クスタツド 472－ 41：15．0� 106．0�

816 プリンセスジーナ 牝3鹿 54 長岡 禎仁 �ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 440－101：15．21� 314．7�
36 サウスギガパワー 牡3鹿 56 幸 英明南波 壽氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458－ 81：15．41� 26．5�
815 ヴェリタストップ 牡3黒鹿56 酒井 学松本 洋子氏 大橋 勇樹 新ひだか 米田牧場 476＋ 41：15．6� 8．2�
11 ピ オ ニ エ 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 404－161：15．7� 488．5�
612 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 B478＋ 21：15．91� 25．9�
611 ボクハチャーリー �3青鹿56 丸田 恭介原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464－ 61：16．0� 56．9�
510 ノアブリジット 牝3栗 54 藤岡 佑介佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 470－10 〃 クビ 24．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，097，800円 複勝： 60，366，900円 枠連： 14，548，100円
馬連： 46，254，200円 馬単： 28，777，900円 ワイド： 32，566，300円
3連複： 65，977，500円 3連単： 99，471，000円 計： 373，059，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 340円 � 1，170円 枠 連（2－4） 1，550円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，520円 �� 15，330円

3 連 複 ��� 27，860円 3 連 単 ��� 68，610円

票 数

単勝票数 計 250978 的中 � 135907（1番人気）
複勝票数 計 603669 的中 � 396291（1番人気）� 18431（4番人気）� 4474（12番人気）
枠連票数 計 145481 的中 （2－4） 7241（5番人気）
馬連票数 計 462542 的中 �� 22383（6番人気）
馬単票数 計 287779 的中 �� 11849（8番人気）
ワイド票数 計 325663 的中 �� 13659（6番人気）�� 3247（21番人気）�� 522（68番人気）
3連複票数 計 659775 的中 ��� 1776（66番人気）
3連単票数 計 994710 的中 ��� 1051（172番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．8―12．7―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．8―35．6―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．1
3 3（6，12）－（9，15）（5，11）4，7，2（13，10）8－1，14－16 4 3（6，12）－9，5（4，11，15）（2，7）（8，13）10，1，14－16

勝馬の
紹 介

フォーチュンキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．6．25 函館9着

2014．3．12生 牝3鹿 母 ミラクルファンタジ 母母 ナカミファンタジア 7戦1勝 賞金 9，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アロ号・オコルデヤスシ号・クリノレオノール号・デルマイヨマンテ号・トリックコンボ号・ニューミレニアム号・

ブルージェイ号・ホープバイオ号・リネンマックス号

第２回 中京競馬 第４日



08039 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・左）

若手騎手，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

47 サザンブリーズ 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504± 01：55．8 4．7�

48 キクノフェリックス 牡3黒鹿 56
54 △坂井 瑠星菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 496－ 81：55．9� 3．3�

815 ミヤジユウダイ 牡3鹿 56
55 ☆�島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：56．64 2．5�

35 ファイトエルフ 牡3青鹿 56
53 ▲川又 賢治西村 健氏 森 秀行 むかわ 市川牧場 446－ 11：56．7クビ 15．8�

24 コ ハ ク 牡3栗 56
54 △伴 啓太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 448－ 81：56．8� 10．3�

510 ヴィグランドイチロ 牡3鹿 56
55 ☆加藤 祥太大島 豊彦氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 4 〃 クビ 27．8�
12 コパノカーニバル 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 谷岡牧場 494＋181：56．9クビ 39．6	
59 オースミイーグル 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼
オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 512 ―1：57．22 59．3�
23 アロマティカス 牡3鹿 56

54 △城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B450＋ 8 〃 ハナ 20．1�
612 マサノカオリ 牝3黒鹿 54

53 ☆義 英真猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 田湯牧場 430＋ 61：57．51� 144．8
611 キ ッ ド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子髙橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 450＋ 2 〃 アタマ 92．8�
713 フジワンキララ 牝3芦 54

52 △木幡 初也
富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 482－ 61：57．6� 96．9�

714 サンカーメル 牝3鹿 54 杉原 誠人 
加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 428－181：58．55 243．7�
816 テイエムアラナミ 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 506± 01：59．13� 45．4�
36 デンコウフドウ 牝3栗 54

51 ▲富田 暁田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 462－ 81：59．41� 189．8�
11 ブラウンアジタート 牡3鹿 56 原田 和真キャピタルクラブ 根本 康広 新ひだか 前田ファーム 444＋ 22：01．010 422．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，299，600円 複勝： 33，644，100円 枠連： 15，916，600円
馬連： 47，424，200円 馬単： 24，567，900円 ワイド： 30，174，800円
3連複： 68，490，400円 3連単： 93，353，600円 計： 339，871，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（4－4） 960円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 310円 �� 250円 �� 210円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 4，310円

票 数

単勝票数 計 262996 的中 � 44073（3番人気）
複勝票数 計 336441 的中 � 53267（3番人気）� 58642（2番人気）� 93497（1番人気）
枠連票数 計 159166 的中 （4－4） 12833（4番人気）
馬連票数 計 474242 的中 �� 42142（3番人気）
馬単票数 計 245679 的中 �� 9860（6番人気）
ワイド票数 計 301748 的中 �� 23121（3番人気）�� 30987（2番人気）�� 38826（1番人気）
3連複票数 計 684904 的中 ��� 83881（1番人気）
3連単票数 計 933536 的中 ��� 15673（6番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―13．6―13．8―12．6―12．7―13．1―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．4―39．0―52．8―1：05．4―1：18．1―1：31．2―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サザンブリーズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．1．7 京都12着

2014．5．9生 牡3鹿 母 モーニングフェイス 母母 ファーストナイト 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラウンアジタート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月20日まで平地

競走に出走できない。

08040 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．7良

45 セイウンアワード 牡5鹿 60 上野 翔西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 532－103：20．7 36．9�
33 エリーフェアリー 牝6鹿 58 浜野谷憲尚谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 83：21．01� 4．4�
11 マイネルイルミナル 牡7鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 富川田中牧場 478± 0 〃 クビ 4．6�
69 クラーロデルナ 牡8鹿 60 草野 太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 506＋ 43：21．1� 9．6�
711 シゲルサンマ 牡4黒鹿59 植野 貴也森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 562＋ 23：21．31� 8．1�
34 � サウンドターゲット 牡6鹿 60 白浜 雄造増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 496± 03：21．51	 55．6	
814 クラシックマーク 牝6栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 456＋123：21．71	 12．7

813� アメリカンゴールド 牡5鹿 60 五十嵐雄祐吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 538－ 23：22．55 12．2�
610 ステイウェル 牡7黒鹿60 北沢 伸也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 504＋183：22．92� 33．8�
712 セイウンタキノボリ 牡4鹿 59 鈴木 慶太成田 隆好氏 尾形 和幸 新ひだか 今 牧場 484－ 83：23．11 187．5
58 トウシンイーグル 
9鹿 60 佐久間寛志�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 484＋ 2 〃 クビ 6．3�
57 コ コ 牝5芦 58 熊沢 重文副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 528± 03：23．84 5．8�
22 � イナーセレニティ 牝4鹿 57 小野寺祐太島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋143：32．4大差 101．7�
46 キャプテンブレイズ 牡4鹿 59 蓑島 靖典玉井 宏和氏 南田美知雄 浦河 笹島 政信 526＋13 （競走中止） 149．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，891，400円 複勝： 22，810，700円 枠連： 13，455，100円
馬連： 36，139，500円 馬単： 18，997，300円 ワイド： 22，577，200円
3連複： 59，254，600円 3連単： 75，541，700円 計： 266，667，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，690円 複 勝 � 660円 � 140円 � 180円 枠 連（3－4） 6，700円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 �� 15，520円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 2，580円 �� 320円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 110，190円

票 数

単勝票数 計 178914 的中 � 3871（10番人気）
複勝票数 計 228107 的中 � 6155（9番人気）� 52418（1番人気）� 34323（2番人気）
枠連票数 計 134551 的中 （3－4） 1555（20番人気）
馬連票数 計 361395 的中 �� 3340（29番人気）
馬単票数 計 189973 的中 �� 918（58番人気）
ワイド票数 計 225772 的中 �� 2860（29番人気）�� 2062（30番人気）�� 21081（1番人気）
3連複票数 計 592546 的中 ��� 4186（46番人気）
3連単票数 計 755417 的中 ��� 497（376番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 51．3－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セイウンアワード �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ヴィクトリースピーチ デビュー 2014．8．2 新潟17着

2012．4．30生 牡5鹿 母 ハッスルメール 母母 レディフィールド 障害：3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 キャプテンブレイズ号は，2周目6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カリスマフォンテン号・ミュゼバトラー号
（非抽選馬） 5頭 オビーディエント号・ドゥドゥドゥ号・ファシーノ号・ブルーオリエント号・ベストサポーター号



08041 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12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
1：19．6
1：19．0

良
良

11 コウエイダリア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志伊東 政清氏 山内 研二 日高 浜本牧場 476＋ 21：22．3 5．5�
818 メイショウモウコ 牡3栗 56 川島 信二松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 486＋ 8 〃 ハナ 22．8�
715 サンライズマジック 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 464± 01：22．51� 6．0�
713 ワンオブクインズ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 474＋ 21：22．71� 58．2�
48 ト ッ プ ラ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 浦河 高岸 順一 480－ 21：22．91� 8．4�
35 スターゲイザー 牡3鹿 56 藤岡 康太野田 善己氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 452± 0 〃 アタマ 16．8	
36 スーサンゴー 牝3鹿 54 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 442－ 4 〃 ハナ 4．2

817 カフジリバー 牡3鹿 56 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋101：23．0� 4．8�
611 キングディグニティ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �ローレルレーシング 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 464 ―1：23．1� 10．4�
510 シゲルゴリラ 牡3黒鹿56 黛 弘人森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460－101：23．2� 103．6
612 シャイニーホーム 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 434＋141：23．51� 15．4�

24 サーストンカイザー 牡3鹿 56
53 ▲川又 賢治齊藤 宣勝氏 牧浦 充徳 新ひだか 水上 習孝 526＋121：23．81� 158．7�

714 キクノビエント 牡3栗 56 松山 弘平菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 株式会社
RUMIファーム 464－ 81：24．22� 218．5�

816 エクスヘイロー 牝3黒鹿54 丸山 元気金山 敏也氏 土田 稔 新冠 辻 和明 432＋ 81：24．41� 84．1�
12 アドレスマッチング 	3鹿 56 柴田 未崎大迫 基弘氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 472－221：24．82� 262．5�
47 マヤルーチェ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 400 ―1：24．9� 231．8�
23 ワンダフルセンス 牡3鹿 56 小牧 太ロイヤルパーク 笹田 和秀 新ひだか 高橋フアーム 406 ―1：25．0クビ 80．6�
59 カシノカンナ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗柏木 務氏 鈴木 孝志 浦河 村下 清志 408＋ 41：25．21� 152．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，792，800円 複勝： 42，560，900円 枠連： 16，627，300円
馬連： 57，000，600円 馬単： 25，629，700円 ワイド： 40，028，800円
3連複： 82，405，000円 3連単： 96，159，800円 計： 386，204，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 420円 � 210円 枠 連（1－8） 1，330円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 14，110円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 570円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 14，120円 3 連 単 ��� 86，170円

票 数

単勝票数 計 257928 的中 � 37455（3番人気）
複勝票数 計 425609 的中 � 52868（4番人気）� 22659（8番人気）� 58374（3番人気）
枠連票数 計 166273 的中 （1－8） 9651（6番人気）
馬連票数 計 570006 的中 �� 5996（28番人気）
馬単票数 計 256297 的中 �� 1362（56番人気）
ワイド票数 計 400288 的中 �� 4201（30番人気）�� 19441（4番人気）�� 4370（29番人気）
3連複票数 計 824050 的中 ��� 4374（49番人気）
3連単票数 計 961598 的中 ��� 809（295番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．8―46．6―58．6―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイダリア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．7．24 中京13着

2014．5．2生 牝3黒鹿 母 ツルマルアイ 母母 サンデーアイ 6戦1勝 賞金 9，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アリスパイレーツ号・ハードアタック号・ブラーゼン号・フーゴ号

08042 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

48 キョウワゼノビア 牝4黒鹿55 福永 祐一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 486＋141：13．1 3．5�
11 サ ラ マ ン カ 牝4黒鹿55 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 510－ 4 〃 クビ 4．2�
612 ペイシャオトメ 牝4鹿 55 古川 吉洋北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B466± 01：13．31 128．9�
713 クリノセゴビア 牝4黒鹿55 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 454－ 61：13．4� 4．8�
24 オリエンタルダンス 牝5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 456＋ 2 〃 アタマ 10．8�

815 ラララルジェス 牝4鹿 55 松山 弘平フジイ興産	 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470＋ 81：13．5クビ 23．5

714	 アイファーハート 牝5黒鹿55 藤懸 貴志中島 稔氏 渡辺 薫彦 新冠 川上牧場 448＋141：13．7
 241．4�
59 アラマサクロフネ 牝6鹿 55 長岡 禎仁�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 526＋ 41：13．8
 11．6�
611 コウエイラブリー 牝5鹿 55

53 △坂井 瑠星伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 久井牧場 508＋ 81：13．9クビ 15．5
510 ウインレナータ 牝5黒鹿55 黛 弘人	ウイン 中野 栄治 浦河 杵臼牧場 442－101：14．43 115．7�
35 	 マンダラキッス 牝4栗 55

54 ☆小崎 綾也ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 506＋ 21：14．5
 13．4�
47 ジョリガーニャント 牝4鹿 55 丸山 元気井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 470＋ 21：14．71� 12．0�
12 	 メイショウデコイ 牝5栗 55 川島 信二松本 和子氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 442－ 61：14．91� 195．1�
36 	 コ マ ユ 牝4鹿 55

52 ▲川又 賢治稻井田安史氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 448＋ 81：15．53� 51．1�
23 キョウエイボヌール 牝6栗 55 宮崎 北斗田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B468－ 61：15．71� 34．3�
816	 メテオユニバンス 牝5鹿 55

52 ▲荻野 極亀井 哲也氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 420－ 6 〃 ハナ 137．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，439，900円 複勝： 35，341，200円 枠連： 16，153，400円
馬連： 53，293，300円 馬単： 23，694，000円 ワイド： 36，914，400円
3連複： 76，283，800円 3連単： 91，716，600円 計： 358，836，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 190円 � 2，110円 枠 連（1－4） 640円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 380円 �� 4，890円 �� 5，820円

3 連 複 ��� 20，500円 3 連 単 ��� 64，120円

票 数

単勝票数 計 254399 的中 � 57965（1番人気）
複勝票数 計 353412 的中 � 61916（1番人気）� 55599（3番人気）� 3057（14番人気）
枠連票数 計 161534 的中 （1－4） 19450（1番人気）
馬連票数 計 532933 的中 �� 46375（2番人気）
馬単票数 計 236940 的中 �� 11616（2番人気）
ワイド票数 計 369144 的中 �� 28573（1番人気）�� 1809（49番人気）�� 1516（55番人気）
3連複票数 計 762838 的中 ��� 2790（73番人気）
3連単票数 計 917166 的中 ��� 1037（215番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．3―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．4―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 ・（4，3，7，9）－12（6，13）1，2，11（14，5，16）8，15，10 4 ・（4，3，7，9）－12（1，13）－（2，6）14（8，11）（15，5，16）10

勝馬の
紹 介

キョウワゼノビア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．1．17 京都3着

2013．3．13生 牝4黒鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 11戦2勝 賞金 22，550，000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 エクスシア号



08043 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第7競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

23 エンパイアブレイク 牝4鹿 55 M．デムーロ飯田 良枝氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 490＋ 22：00．6 4．9�
58 アドマイヤカロ 牡6栗 57 幸 英明近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 530＋ 4 〃 クビ 8．1�
59 サトノメダリスト 牡5黒鹿57 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 516＋ 2 〃 ハナ 6．1�
814� キングズアフェアー �5黒鹿57 和田 竜二吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 528＋ 42：01．45 28．1�
11 エンパイアステート �4鹿 57

55 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－162：01．5� 5．7�

34 プ エ ル ト �5鹿 57 川田 将雅池谷 誠一氏 大竹 正博 洞	湖 レイクヴィラファーム 530± 0 〃 クビ 2．8�
47 オカホンコー 牡6鹿 57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 498± 02：01．6� 64．4	
46 � クリノロッキー 牡7栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 518＋ 92：01．81 88．2

712 メープルフレイバー 牝4栗 55

52 ▲荻野 極尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 446－ 22：02．01
 45．4�
22 ショウナンガッチャ 牡6栗 57 秋山真一郎国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 490＋ 42：02．31� 38．9�
610� バイザスコット 牡5栗 57 宮崎 北斗窪田 康志氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 484－102：02．93� 165．8
611 ミキノトロンボーン 牡5鹿 57 藤岡 佑介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか グローリーファーム 522± 02：03．0� 10．8�
35 メイショウヨイチ 牡4鹿 57

54 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 �川フアーム 488－ 8 〃 クビ 151．2�
713 クローディオ �5鹿 57

55 △坂井 瑠星 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：03．32 37．6�
815� ケンブリッジアーサ 牡7鹿 57

55 △木幡 初也中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 470＋ 62：03．61� 309．4�
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売 得 金
単勝： 30，172，400円 複勝： 49，297，300円 枠連： 16，890，700円
馬連： 64，157，000円 馬単： 31，218，300円 ワイド： 42，502，300円
3連複： 93，498，900円 3連単： 118，327，000円 計： 446，063，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 250円 � 230円 枠 連（2－5） 770円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 840円 �� 640円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 22，690円

票 数

単勝票数 計 301724 的中 � 48335（2番人気）
複勝票数 計 492973 的中 � 70048（3番人気）� 47765（5番人気）� 55213（4番人気）
枠連票数 計 168907 的中 （2－5） 16820（3番人気）
馬連票数 計 641570 的中 �� 18990（10番人気）
馬単票数 計 312183 的中 �� 5170（17番人気）
ワイド票数 計 425023 的中 �� 12694（10番人気）�� 17100（8番人気）�� 17563（6番人気）
3連複票数 計 934989 的中 ��� 15029（13番人気）
3連単票数 計1183270 的中 ��� 3780（69番人気）

ハロンタイム 7．5―11．7―12．1―13．8―12．9―12．5―12．4―12．6―12．1―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．2―31．3―45．1―58．0―1：10．5―1：22．9―1：35．5―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンパイアブレイク �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．2．6 京都4着

2013．4．13生 牝4鹿 母 トレンドハンター 母母 ロイヤルペルラ 10戦2勝 賞金 21，600，000円

08044 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

813 エルプシャフト 牡4青鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452＋102：01．3 1．6�
45 � スリーマキシマム 牡6鹿 57

55 △坂井 瑠星永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 510＋142：01．4� 70．1�
11 ラウレアブルーム 牡5鹿 57 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 510＋162：01．61 10．3�
22 クワトロガッツ 牡6黒鹿57 和田 竜二ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 452－ 6 〃 ハナ 4．5�
69 アルケミスト 牝4鹿 55

52 ▲荻野 極�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 432－ 42：01．81� 47．5	
712� ブランダルジャン 牝5芦 55

53 △木幡 初也河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 476± 02：02．01� 266．4

46 イマジンザット 牡4鹿 57 幸 英明林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 438± 0 〃 ハナ 76．3�
711� メイショウミソラ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 462＋ 2 〃 クビ 56．6�
57 プレシャスメイト 牝5鹿 55 藤岡 康太飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 452－122：02．1	 12．8
33 コスモレティクルム 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 62：02．2クビ 153．3�
34 トゥルーハート 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 様似 猿倉牧場 456－ 82：02．41� 9．4�

814 クラウンマグマ 牡4黒鹿57 丸山 元気矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 468－ 22：02．93 18．7�
610 メイショウメリリー 牝4黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 440＋ 82：03．75 293．7�
58 � ダディーズギフト 
6鹿 57

56 ☆小崎 綾也田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 432－ 82：06．3大差 197．9�
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売 得 金
単勝： 33，776，300円 複勝： 50，835，500円 枠連： 16，540，300円
馬連： 68，682，800円 馬単： 40，801，200円 ワイド： 45，258，700円
3連複： 92，755，300円 3連単： 172，531，900円 計： 521，182，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 650円 � 210円 枠 連（4－8） 1，840円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 350円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 9，660円 3 連 単 ��� 37，120円

票 数

単勝票数 計 337763 的中 � 165248（1番人気）
複勝票数 計 508355 的中 � 198167（1番人気）� 11664（9番人気）� 47872（3番人気）
枠連票数 計 165403 的中 （4－8） 6930（7番人気）
馬連票数 計 686828 的中 �� 12392（14番人気）
馬単票数 計 408012 的中 �� 6415（15番人気）
ワイド票数 計 452587 的中 �� 6961（17番人気）�� 37280（2番人気）�� 3174（28番人気）
3連複票数 計 927553 的中 ��� 7198（29番人気）
3連単票数 計1725319 的中 ��� 3369（106番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．2―12．6―12．2―12．2―11．9―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．4―50．0―1：02．2―1：14．4―1：26．3―1：38．0―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―3F35．0
1
3
1，5，11，9（3，2）（6，8）12，13，7（10，14）4
1，5（9，11）（3，2）6，8，12（7，13）（4，14）10

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

勝馬の
紹 介

エルプシャフト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．4．9 阪神1着

2013．5．15生 牡4青鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン 6戦2勝 賞金 22，000，000円
〔その他〕 ダディーズギフト号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。



08045 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第9競走 ��
��1，400�

じ ん ち ょ う げ

沈 丁 花 賞
発走14時25分 （ダート・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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

22 スターカットダイヤ 牡3栗 56 M．デムーロ小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 456－ 41：25．3 4．0�
89 イイデファイナル 牡3芦 56 中谷 雄太松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 518± 0 〃 クビ 2．4�
78 トレンドライン 牡3栗 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 ハナ 6．2�
810 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 476－ 2 〃 アタマ 7．7�
11 ダノンロッソ 牡3青鹿56 川田 将雅�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438± 01：25．72� 10．5	
33 ハクサンベル 牡3鹿 56 松山 弘平河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 456－ 21：26．01� 30．8

77 サーヒューストン 牡3栗 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470± 01：26．31� 8．2�
55 ア タ ミ 牡3黒鹿56 三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 452－ 2 〃 クビ 57．2�
44 オモイサイフ 牡3栗 56 幸 英明小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 496－101：26．51	 62．6
66 ケイティクエスト 牡3鹿 56 丸田 恭介瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 454－ 41：27．03 48．8�
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売 得 金
単勝： 46，348，600円 複勝： 56，987，100円 枠連： 19，572，100円
馬連： 91，244，600円 馬単： 48，175，500円 ワイド： 52，916，400円
3連複： 116，792，600円 3連単： 222，418，400円 計： 654，455，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（2－8） 390円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 200円 �� 460円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 463486 的中 � 90853（2番人気）
複勝票数 計 569871 的中 � 115711（2番人気）� 155107（1番人気）� 67851（4番人気）
枠連票数 計 195721 的中 （2－8） 38851（1番人気）
馬連票数 計 912446 的中 �� 141612（1番人気）
馬単票数 計 481755 的中 �� 30990（2番人気）
ワイド票数 計 529164 的中 �� 77944（1番人気）�� 25094（7番人気）�� 46333（2番人気）
3連複票数 計1167926 的中 ��� 84647（2番人気）
3連単票数 計2224184 的中 ��� 31178（8番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―11．5―12．7―12．7―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．9―35．4―48．1―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターカットダイヤ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．11 阪神1着

2014．3．5生 牡3栗 母 ローズカットダイヤ 母母 ダイヤモンドジェム 4戦2勝 賞金 20，159，000円

08046 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第10競走 ��
��2，000�

こ ま き

小 牧 特 別
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，28．3．19以降29．3．12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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

11 キンショーユキヒメ 牝4芦 53 M．デムーロ礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 512＋ 62：01．8 3．1�
24 カレンラストショー 牡5栗 54 荻野 極鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 444± 02：02．01� 12．1�
35 ヒルノドンカルロ 牡7青鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B522± 02：02．1� 9．4�
59 	 レイホーロマンス 牝4鹿 52 原田 和真永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 408＋ 22：02．2クビ 20．9�
611 ゴールドエッセンス 牝5鹿 52 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B416± 0 〃 アタマ 15．9�
36 レーヴデトワール 牝6黒鹿53 川田 将雅 	サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 ハナ 14．1

510 ウインテンダネス 牡4栗 56 松山 弘平�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 492－ 62：02．41� 5．9�
817 サウンドメモリー 牡6鹿 54 幸 英明嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 496－ 4 〃 ハナ 13．9�
714	 マイネルツィール 牡4鹿 55 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 496＋ 6 〃 アタマ 6．6
23 ビップレボルシオン 牡6鹿 55 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 522－ 2 〃 ハナ 12．6�
12 シルクブルックリン 牡8黒鹿54 藤岡 康太 	シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 560＋ 42：02．6� 50．5�
713 アートフェスタ 牡6黒鹿54 菱田 裕二森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 512＋ 2 〃 アタマ 102．4�
47 メ ナ ス コ �5黒鹿54 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 8 〃 アタマ 35．5�
612 リアルキング 牡4鹿 54 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 526－ 8 〃 アタマ 102．9�
48 スワンボート 牡7鹿 50 藤田菜七子田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 464－ 62：03．13 177．1�
816	 ミトノグラス 牡4鹿 54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 大橋 勇樹 新冠 ハクツ牧場 474＋ 82：03．31� 86．1�
815 ギブアンドテイク �6栗 54 和田 竜二嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 478－ 22：03．4 81．8�
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売 得 金
単勝： 51，230，300円 複勝： 80，763，400円 枠連： 40，671，700円
馬連： 151，680，700円 馬単： 62，313，200円 ワイド： 90，578，100円
3連複： 240，240，000円 3連単： 302，810，400円 計： 1，020，287，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 390円 � 250円 枠 連（1－2） 1，230円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 830円 �� 650円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 32，610円

票 数

単勝票数 計 512303 的中 � 128997（1番人気）
複勝票数 計 807634 的中 � 162771（1番人気）� 43732（8番人気）� 80300（4番人気）
枠連票数 計 406717 的中 （1－2） 25530（4番人気）
馬連票数 計1516807 的中 �� 56416（4番人気）
馬単票数 計 623132 的中 �� 14432（5番人気）
ワイド票数 計 905781 的中 �� 28171（5番人気）�� 37209（2番人気）�� 12567（23番人気）
3連複票数 計2402400 的中 ��� 24835（15番人気）
3連単票数 計3028104 的中 ��� 6732（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．7―50．6―1：03．1―1：15．0―1：26．6―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キンショーユキヒメ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．16 小倉1着

2013．5．22生 牝4芦 母 アップルティー 母母 ア ド マ イ ス 17戦3勝 賞金 61，915，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ゴールドエッセンス号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：17

番・2番）

２レース目



08047 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第11競走 ��
��1，400�

ゆめみづき

夢見月ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金
1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

813 コウエイエンブレム 牡4栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 528－ 21：23．1 2．2�
69 ブライトライン 牡8青 59 川田 将雅�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 540＋ 81：23．31	 14．3�
33 スーサンジョイ 牡5鹿 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 524－ 41：23．4
 4．6�
68 ブライトアイディア 牡7栗 56 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B532＋121：24．03� 110．0�
812 キタサンサジン 牡5栗 56 川須 栄彦�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 526－ 61：24．1� 6．3	
45 ダノングッド 牡5栗 56 福永 祐一�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B506－ 2 〃 ハナ 24．7

57 フィールザスマート 牡6青鹿56 藤岡 康太櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 508－ 8 〃 クビ 39．8�
22 サクラエール 牡6黒鹿56 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 484－ 61：24．52� 55．9�
56 オメガヴェンデッタ �6鹿 57 池添 謙一原 子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 506＋ 41：24．6� 22．7
44 スズカセクレターボ 牡9栗 56 中谷 雄太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488－ 21：24．7クビ 234．1�
710 プリムラブルガリス 牡7鹿 56 加藤 祥太吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 アタマ 203．0�
711 ディーズプラネット 牝4芦 54 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 502＋ 41：24．8
 5．0�
11 タガノグランパ 牡6鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 須貝 尚介 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 21：24．9� 43．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 72，425，100円 複勝： 95，295，800円 枠連： 50，954，800円
馬連： 236，531，800円 馬単： 114，595，200円 ワイド： 112，744，700円
3連複： 346，657，700円 3連単： 637，036，800円 計： 1，666，241，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 310円 � 150円 枠 連（6－8） 1，440円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 590円 �� 230円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 724251 的中 � 255055（1番人気）
複勝票数 計 952958 的中 � 298474（1番人気）� 50765（5番人気）� 162367（2番人気）
枠連票数 計 509548 的中 （6－8） 27390（6番人気）
馬連票数 計2365318 的中 �� 100885（7番人気）
馬単票数 計1145952 的中 �� 31318（10番人気）
ワイド票数 計1127447 的中 �� 45344（6番人気）�� 150035（1番人気）�� 31414（8番人気）
3連複票数 計3466577 的中 ��� 136337（4番人気）
3連単票数 計6370368 的中 ��� 50861（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．5―46．3―58．5―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイエンブレム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Forty Niner デビュー 2015．11．23 京都1着

2013．4．17生 牡4栗 母 ニシノシンデレラ 母母 Le l’Argent 15戦5勝 賞金 110，900，000円

08048 3月20日 晴 良 （29中京2）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

12 � レッドアフレイム 牡5鹿 57
54 ▲荻野 極 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 450＋101：21．4 15．8�
35 オメガタックスマン 牡5鹿 57 北村 友一原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466－ 61：21．61
 4．4�
24 エイシンミノアカ 牝4黒鹿55 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 440＋ 21：21．7クビ 2．9�
714 スナークスカイ 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 446＋ 4 〃 ハナ 7．7�
36 � トルセドール 牡6鹿 57 丸山 元気窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 480＋10 〃 ハナ 19．1�
510 フリームーヴメント 牡4栗 57 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 454－ 81：21．91 35．4	
815� スズカファイン 牡5栗 57 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486± 01：22．32 12．9

713� プールアンレーヴ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 486－ 2 〃 アタマ 196．5�

612 サバイバルポケット 牝4鹿 55 和田 竜二福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 81：22．4クビ 11．7�

48 ミンナノプリンセス 牝5黒鹿 55
53 △坂井 瑠星ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B442＋ 21：22．61
 9．9�

611 ノミネーション 牡5黒鹿57 小牧 太石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 2 〃 クビ 37．7�
23 � チェルカトーレ 牝5栗 55 中谷 雄太 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント 430＋ 4 〃 ハナ 37．1�
11 ド ル メ ロ 牡5黒鹿57 四位 洋文�NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 466－ 2 〃 ハナ 20．6�
47 � ショウナンアーリー 牡4鹿 57 菱田 裕二国本 哲秀氏 中村 均 新冠 富本 茂喜 466－ 61：22．7 91．9�
816 タルトオポム 牡6黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子亀山 敬司氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 452－ 21：22．8 157．1�
59 カノヤパリティ 牝4栗 55 田中 健神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 458＋ 2 〃 クビ 46．1�
817� ル サ リ エ 牝5鹿 55

54 ☆小崎 綾也飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 428－ 21：23．65 320．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 55，089，000円 複勝： 73，317，300円 枠連： 44，434，300円
馬連： 152，820，500円 馬単： 64，293，300円 ワイド： 89，577，300円
3連複： 234，272，200円 3連単： 319，954，200円 計： 1，033，758，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 400円 � 170円 � 160円 枠 連（1－3） 1，730円

馬 連 �� 5，290円 馬 単 �� 12，400円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，020円 �� 330円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 40，150円

票 数

単勝票数 計 550890 的中 � 27768（7番人気）
複勝票数 計 733173 的中 � 35198（10番人気）� 125186（2番人気）� 140264（1番人気）
枠連票数 計 444343 的中 （1－3） 19794（8番人気）
馬連票数 計1528205 的中 �� 22378（18番人気）
馬単票数 計 642933 的中 �� 3888（42番人気）
ワイド票数 計 895773 的中 �� 13962（18番人気）�� 21307（11番人気）�� 78017（1番人気）
3連複票数 計2342722 的中 ��� 41655（7番人気）
3連単票数 計3199542 的中 ��� 5777（100番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―11．6―11．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．8―46．4―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 8，16（3，15）14（2，5，17）（6，12，13）9（10，4，11）－7－1 4 8，16－（3，14，15）2（12，5）（6，13，17）（10，4，9）11（1，7）

勝馬の
紹 介

�レッドアフレイム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル

2012．3．13生 牡5鹿 母 スカーレットドレス 母母 シルバージョイ 12戦1勝 賞金 17，060，000円
初出走 JRA

※出走取消馬 カレンヴィットリア号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

４レース目



（29中京2）第4日 3月20日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

199，480，000円
5，060，000円
13，300，000円
1，360，000円
22，030，000円
69，405，000円
5，546，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
429，798，800円
656，094，000円
280，414，200円
1，049，286，500円
508，437，300円
626，248，200円
1，545，072，000円
2，335，389，400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 7，430，740，400円

総入場人員 11，943名 （有料入場人員 10，990名）
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