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08049 3月24日 晴 稍重 （30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
1：10．0
1：08．7

重
重

59 サンマルミヤビ 牝3青鹿54 北村 宏司相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 448＋101：13．7 8．7�

612 ビーアマルフィ 牝3芦 54
53 ☆小崎 綾也馬場 祥晃氏 牧田 和弥 日高 日高大洋牧場 422＋ 2 〃 ハナ 5．3�

36 メジェールスー 牝3鹿 54 内田 博幸太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 450－ 21：13．8� 2．9�
714 ファステンバーグ 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 426－10 〃 クビ 4．3�
23 ワンダーポピュレル 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 能成氏 奥村 豊 浦河 藤春 修二 474 ―1：14．11� 22．3�
47 パーラミター 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 498－101：14．31� 12．4	
48 ラヴコネクション 牝3黒鹿54 松若 風馬�坂東牧場 野中 賢二 平取 坂東牧場 478＋ 6 〃 ハナ 7．0

24 カツノミョウジョウ 牝3鹿 54 的場 勇人勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 468－ 8 〃 クビ 247．7�
815 ツ キ ミ ザ ケ 牝3栗 54 嶋田 純次江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 416－ 81：14．51� 281．0�
611 ビーコンファイヤー 牝3青鹿 54

53 ☆義 英真鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 474＋141：14．6� 32．0
816 ホッコータピタン 牝3栗 54 秋山真一郎北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458＋ 81：14．81 38．9�
510 レッドレネット 牝3栗 54

51 ▲横山 武史 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480 ―1：15．12 36．8�
11 クローバーレッド 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 山際 智 456＋ 21：15．52� 107．5�
35 ヴィルジェン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 浦河 モトスファーム 414－ 41：17．09 192．3�
12 スイセイオリュウ 牝3鹿 54 �島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 438＋ 81：18．06 181．8�
713 リタルメロディ 牝3黒鹿54 中井 裕二鈴木 照雄氏 加用 正 新ひだか 沖田 博志 408 ―1：22．1大差 174．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，001，600円 複勝： 28，612，600円 枠連： 7，153，300円
馬連： 31，267，300円 馬単： 16，943，300円 ワイド： 24，389，200円
3連複： 44，996，800円 3連単： 57，784，900円 計： 228，149，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 210円 � 150円 � 120円 枠 連（5－6） 1，880円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 850円 �� 470円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 20，790円

票 数

単勝票数 計 170016 的中 � 15513（5番人気）
複勝票数 計 286126 的中 � 27996（5番人気）� 47364（2番人気）� 74103（1番人気）
枠連票数 計 71533 的中 （5－6） 2936（9番人気）
馬連票数 計 312673 的中 �� 8969（11番人気）
馬単票数 計 169433 的中 �� 2057（23番人気）
ワイド票数 計 243892 的中 �� 6836（11番人気）�� 13549（5番人気）�� 16531（2番人気）
3連複票数 計 449968 的中 ��� 15148（6番人気）
3連単票数 計 577849 的中 ��� 2015（57番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．0―12．4―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．5―35．5―47．9―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマルミヤビ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．3．3 中山5着

2015．3．27生 牝3青鹿 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイセイオリュウ号・リタルメロディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月

24日まで平地競走に出走できない。

08050 3月24日 晴 稍重 （30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）

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

34 クアトレフォイル 牡3鹿 56
55 ☆小崎 綾也大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 有限会社

松田牧場 470± 01：55．4 2．9�
813 ヤマカツケンザン 牡3鹿 56

53 ▲川又 賢治山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 524＋ 41：56．03� 4．2�
11 ニシノオクタゴン 牡3青鹿 56

53 ▲西村 淳也西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 464± 01：56．32 23．6�
33 テイエムボンバー 牡3黒鹿 56

54 △森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476＋ 21：56．51 23．7�
712 ショウナンバローロ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 西村 真幸 日高 シンボリ牧場 492＋ 21：56．92� 30．8�
46 アカネコントレイル 牡3鹿 56

55 ☆義 英真ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 B456± 01：57．11 198．5	
45 サマーボーイ 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史前田 亘輝氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 486－ 61：57．73� 14．7

58 グレンフィナン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B482＋ 21：58．44 10．3�
711 ガーネットローズ 牡3黒鹿56 伴 啓太西村 健氏 青木 孝文 日高 中川 哲也 478－ 21：58．5クビ 176．6�
57 ライブリテックス 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 490＋ 61：58．71� 5．2
22 イ ェ ー イ 牡3栗 56 城戸 義政山下 良子氏 的場 均 新冠 石田牧場 460± 01：58．91� 255．3�
69 スリーケープマンボ 牡3鹿 56

53 ▲富田 暁永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 500－ 21：59．0クビ 6．9�
814 ガーネットクロス 牡3黒鹿 56

55 ☆加藤 祥太西村 健氏 加用 正 新ひだか グローリーファーム 548＋ 61：59．42� 96．5�
610 ラ ズ ワ ル ド 牡3黒鹿56 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 青森 石田 英機 B470－10 〃 ハナ 24．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，407，700円 複勝： 24，157，500円 枠連： 6，651，700円
馬連： 25，489，500円 馬単： 13，521，700円 ワイド： 19，903，600円
3連複： 36，598，800円 3連単： 46，513，700円 計： 189，244，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 550円 枠 連（3－8） 530円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，540円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 17，010円

票 数

単勝票数 計 164077 的中 � 43755（1番人気）
複勝票数 計 241575 的中 � 50879（1番人気）� 50649（2番人気）� 7439（10番人気）
枠連票数 計 66517 的中 （3－8） 9566（2番人気）
馬連票数 計 254895 的中 �� 28718（1番人気）
馬単票数 計 135217 的中 �� 8882（1番人気）
ワイド票数 計 199036 的中 �� 21697（1番人気）�� 3018（23番人気）�� 3169（22番人気）
3連複票数 計 365988 的中 ��� 6899（10番人気）
3連単票数 計 465137 的中 ��� 1982（40番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．9―12．8―12．6―12．8―13．6―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．1―49．9―1：02．5―1：15．3―1：28．9―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．1
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クアトレフォイル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．7．15 中京2着

2015．4．1生 牡3鹿 母 シャムローグ 母母 ケイティーズギフト 5戦1勝 賞金 10，400，000円

第２回 中京競馬 第５日



08051 3月24日 晴 稍重 （30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

12 � ジュピターカリスト 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 和美氏 池江 泰寿 米 Circle H
Farms 544＋121：25．4 6．0�

36 ダイメイギンガ 牝3栗 54 菱田 裕二宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 462＋ 21：25．82� 3．1�
816 キョウエイソフィア 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 440－ 21：25．9	 9．7�
815 デュアルマンデート 牡3青鹿56 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 510－ 41：26．0クビ 15．5�
35 センスオブワンダー 牡3栗 56 川島 信二前田 晋二氏 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ B458＋ 21：26．1	 2．9�
612 ペイシャディア 牝3黒鹿54 丸田 恭介北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 430－181：26．73� 76．9�
510 パズルリンクス 牡3黒鹿56 北村 友一水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 426－10 〃 アタマ 11．9	
11 サンシャンペーン 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 468± 0 〃 ハナ 66．0

59 タツオウカランブ 牝3栗 54 太宰 啓介鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 474＋ 21：26．91 49．7�
47 マッシヴコマンダー 牡3栗 56

53 ▲川又 賢治小川 勲氏 大橋 勇樹 日高 木村牧場 500－ 21：27．11
 15．3�
23 ジェイケイマッチョ 牡3鹿 56 古川 吉洋小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 486－ 21：27．31
 34．5
713 ロックアイランド 牝3芦 54

53 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456－ 21：27．51� 141．6�
48 セイウングラッパ 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 日高 長谷川 一男 446＋ 21：28．45 210．1�
611� パールウェディング 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太飯田 正剛氏 高橋 義忠 米 Chiyoda
Farm 424＋ 41：29．57 667．9�

714 ヤンキーイズム 牡3栗 56
55 ☆木幡 初也岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル B466－ 61：30．03 352．0�

24 ゴールデンテソーロ 牝3栗 54 中谷 雄太了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 B452－ 61：31．17 83．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，957，900円 複勝： 33，683，200円 枠連： 11，096，900円
馬連： 33，420，200円 馬単： 18，125，000円 ワイド： 28，006，300円
3連複： 52，011，200円 3連単： 68，684，100円 計： 266，984，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 240円 � 130円 � 260円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，510円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 21，120円

票 数

単勝票数 計 219579 的中 � 29112（3番人気）
複勝票数 計 336832 的中 � 30608（3番人気）� 87155（1番人気）� 27473（5番人気）
枠連票数 計 110969 的中 （1－3） 16035（3番人気）
馬連票数 計 334202 的中 �� 23398（3番人気）
馬単票数 計 181250 的中 �� 6226（6番人気）
ワイド票数 計 280063 的中 �� 15200（3番人気）�� 4475（15番人気）�� 10940（7番人気）
3連複票数 計 520112 的中 ��� 8237（13番人気）
3連単票数 計 686841 的中 ��� 2357（52番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．2―12．7―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．4―47．6―1：00．3―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジュピターカリスト �
�
父 Curlin �

�
母父 Bernardini デビュー 2018．1．14 中京6着

2015．4．13生 牡3鹿 母 Moonlight Lover 母母 Katz Me If You Can 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月24日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フクノヴァランス号・ブラックコニャック号
（非抽選馬） 1頭 ピーチファービー号

08052 3月24日 晴 稍重 （30中京2）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

24 アロハリリー 牝3青鹿54 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438± 02：04．1 1．7�
818 ミッキーチャーム 牝3鹿 54 中井 裕二野田みづき氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 436－ 42：04．2� 6．1�
12 アスタービーナス 牝3鹿 54 柴山 雄一加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 396＋ 42：04．83� 7．4�
713 ミ ス ル ー ア 牝3鹿 54

51 ▲川又 賢治 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 436－ 62：05．01� 33．0�
612 レッドフィオナ 牝3芦 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 450－122：05．1� 12．4	
510 ハ イ ド ラ ン 牝3黒鹿54 太宰 啓介五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 464－ 42：05．41� 11．3

817 ラポートトーク 牝3青鹿 54

51 ▲富田 暁金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 458－ 2 〃 ハナ 27．6�

59 ウインプライマリー 牝3鹿 54 松若 風馬�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 2 〃 クビ 36．3�
36 スイートレモネード 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 武 英智 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 82：05．5� 90．1
47 レッドアルジーヌ 牝3芦 54 �島 克駿 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 446 ―2：05．71� 103．4�
35 ウインタリエンテ 牝3芦 54 菱田 裕二�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 6 〃 ハナ 44．7�
23 ヒデノトパーズ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也大石 秀夫氏 庄野 靖志 浦河 グラストレーニ
ングセンター 458＋18 〃 クビ 257．6�

715 ライトページェント 牝3青鹿 54
51 ▲西村 淳也 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 456－162：06．44 228．7�

714 マロンコート 牝3栗 54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 434＋12 〃 クビ 27．9�
48 アメージングハート 牝3黒鹿54 岩崎 翼�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 450－142：06．5� 146．8�
611 バードランド 牝3青鹿54 藤岡 康太長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B418＋ 22：07．35 273．9�
816 モデルスター 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 394－ 42：07．61� 300．8�
11 ツバキスマート 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�イクタ 作田 誠二 池田 高橋 正三 440＋ 22：08．13 321．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，763，900円 複勝： 68，490，400円 枠連： 9，735，500円
馬連： 33，743，900円 馬単： 21，152，800円 ワイド： 30，711，700円
3連複： 53，213，900円 3連単： 82，085，900円 計： 322，898，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（2－8） 370円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 240円 �� 220円 �� 550円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 237639 的中 � 111635（1番人気）
複勝票数 計 684904 的中 � 422581（1番人気）� 57039（2番人気）� 56602（3番人気）
枠連票数 計 97355 的中 （2－8） 19894（1番人気）
馬連票数 計 337439 的中 �� 49235（1番人気）
馬単票数 計 211528 的中 �� 22387（1番人気）
ワイド票数 計 307117 的中 �� 33925（2番人気）�� 39584（1番人気）�� 12100（6番人気）
3連複票数 計 532139 的中 ��� 46920（1番人気）
3連単票数 計 820859 的中 ��� 20917（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―38．0―51．4―1：03．8―1：16．1―1：28．5―1：40．6―1：52．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
17，18（4，11）（2，5）（9，8，14）3（13，16）6，12，1（7，15）－10
11，18，17（4，5）14（2，9，8）16（3，12）13，6，7（1，10，15）

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

勝馬の
紹 介

アロハリリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．21 京都2着

2015．2．2生 牝3青鹿 母 ハワイアンウインド 母母 ライクザウインド 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 スイートレモネード号は，馬場入場時に右前肢落鉄。発走時刻3分遅延。
※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 エマブルーム号



晴 稍重 競走
（芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

ボナヴィーゴ 黒鹿 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ：

ペプチドバンブー 黒鹿 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 ：
アドマイヤセレブ 鹿 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 B ：
ソルフェージュ 鹿 ☆小崎 綾也ライオンレースホース 小崎 憲 新ひだか タイヘイ牧場 ：
ウインドピトレスク 栗 中井 裕二福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 〃 クビ

ビーユアヒーロー 青鹿 国分 恭介 カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 〃 クビ

ワールドビーター 鹿 △森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B ：

ボ ア ソ ル チ 黒鹿 古川 吉洋 カナヤマホール
ディングス 竹内 正洋 新ひだか 中田 英樹 ：

コ ロ ン 黒鹿 北村 宏司石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 ：
ナイトレイド 黒鹿 ☆木幡 初也田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B 〃 クビ

ストームユニバンス 栗 松若 風馬亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ：
シゲルサツマイモ 鹿 ▲川又 賢治森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 ：
スマートレイブン 鹿 内田 博幸大川 徹氏 池江 泰寿 新ひだか 静内山田牧場 ：
ウーマンレジェンド 黒鹿 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 〃 クビ

ソングオブローラン 鹿 丹内 祐次 コスモヴューファーム 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

・
・
・

勝馬の
紹 介

ボナヴィーゴ 父 ディープインパクト 母父 Galileo
母 ラッシュラッシーズ 母母 Dance For Fun

※出走取消馬 アクアヴィーテ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

晴 稍重 競走
（ダート・左）

牝，
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
不良

オールスマイル 青鹿 北村 友一前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ ：

エンドレスコール 黒鹿 松若 風馬 キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B ：

サンシャーロット 栗 ▲横山 武史 加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 ：
キスミーワンス 黒鹿 内田 博幸吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 〃 アタマ

タガノヴィアーレ 栗 秋山真一郎八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ：

スマートアムール 栗 藤岡 康太大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 ：
プリンセスヨウク 鹿 △森 裕太朗ライオンレースホース 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 ： クビ

プリンセスタイム 鹿 中井 裕二飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ：
セイントヘレナ 鹿 古川 吉洋ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B ：
ジ ョ ワ イ ユ 鹿 ☆木幡 初也 ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ ：
コイヲダキシメヨウ 鹿 柴山 雄一 酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 B ：
カンガルールブタン 黒鹿 ▲西村 淳也長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 ：
サンマルアリュール 栗 黛 弘人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 〃 クビ

チャームクォーク 栗 中谷 雄太 キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム ：
アカネバローロ 鹿 国分 恭介ライオンレースホース 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 ：

レ ロ ー ヴ 鹿 ☆木幡 巧也今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム （競走除外）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 差引計 （返還計 ） 的中
複勝票数 差引計 （返還計 ） 的中
枠連票数 差引計 （返還計 ） 的中
馬連票数 差引計 （返還計 ） 的中
馬単票数 差引計 （返還計 ） 的中
ワイド票数 差引計 （返還計 ） 的中

差引計 （返還計 ） 的中
差引計 （返還計 ） 的中

ハロンタイム

通過タイム ：
コーナー
通過順位

F F・ ・

勝馬の
紹 介

オールスマイル 父 エンパイアメーカー 母父 ダンスインザダーク
母 アディアフォーン 母母 ファレノプシス

〔競走除外〕 レローヴ号は，枠入りの際に外柵を蹴り，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

エルヴス号



08055 3月24日 晴 稍重 （30中京2）第5日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時05分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：09．9
2：09．9

良
良

817� ピエナアラシ 牡4鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 476± 02：16．3 11．1�
816 タガノヤグラ 牡4栗 56 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 62：16．4	 35．0�
714 ア ン セ ム 牡4鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 42：16．5	 8．3�
12 エーティーラッセン 牡4鹿 56 四位 洋文荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 500＋ 4 〃 クビ 5．0�
36 ダノンスターズ 牡4黒鹿 56

53 ▲富田 暁�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか 矢野牧場 454－ 22：16．6	 15．0�
815 ブロウユアマインド 
6鹿 57 北村 友一 	シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 448－ 22：16．7	 79．0

23 バリオラージュ 牡4鹿 56 松若 風馬 	社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B476＋ 6 〃 ハナ 2．2�
47 ハギノカエラ 牝5栗 55 �島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 416＋ 62：16．91� 37．3�
48 エイシンフランキー 牡7芦 57

54 ▲横山 武史�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 500＋ 22：17．64 105．2
611 クワトロガッツ 牡7黒鹿57 柴山 雄一ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 454－ 2 〃 ハナ 38．4�
713 アンタガシャチョウ 牡4黒鹿56 藤岡 康太 �ミキハウスHKサービス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 516－ 62：17．91 40．3�
24 ピスカデーラ 牝4鹿 54

51 ▲川又 賢治名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 7．8�
510� マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 22：18．32	 234．9�
11 ウインクリムゾン 牡4鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 460－ 42：18．4クビ 41．5�
612� クレスコエルザ 牝6鹿 55 中井 裕二堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 416± 02：18．5	 189．6�
35 レ ッ ク ス 
4栗 56

53 ▲服部 寿希小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 444± 02：18．71� 401．3�
59 レンジャックマン 牡4鹿 56 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 450＋ 62：18．91	 25．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 22，875，700円 複勝： 33，226，100円 枠連： 9，983，500円
馬連： 35，878，600円 馬単： 19，145，000円 ワイド： 32，075，400円
3連複： 53，395，800円 3連単： 67，341，100円 計： 273，921，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 250円 � 470円 � 250円 枠 連（8－8） 5，740円

馬 連 �� 9，560円 馬 単 �� 19，660円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 1，560円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 20，970円 3 連 単 ��� 125，180円

票 数

単勝票数 計 228757 的中 � 16343（5番人気）
複勝票数 計 332261 的中 � 36235（4番人気）� 16408（7番人気）� 37484（3番人気）
枠連票数 計 99835 的中 （8－8） 1347（16番人気）
馬連票数 計 358786 的中 �� 2906（28番人気）
馬単票数 計 191450 的中 �� 730（58番人気）
ワイド票数 計 320754 的中 �� 3439（26番人気）�� 5345（15番人気）�� 3777（25番人気）
3連複票数 計 533958 的中 ��� 1909（62番人気）
3連単票数 計 673411 的中 ��� 390（361番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―13．0―13．0―13．0―12．3―12．3―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．3―36．4―49．4―1：02．4―1：15．4―1：27．7―1：40．0―1：51．9―2：03．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ピエナアラシ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン

2014．4．21生 牡4鹿 母 ピエナサクラ 母母 ピエナフローラ 11戦1勝 賞金 16，069，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ハギノカエラ号の騎手�島克駿は，4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：1番）
ハギノカエラ号の騎手�島克駿は，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：13番）
ピエナアラシ号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成30年3月31日から平成30年4月

8日まで騎乗停止。（被害馬：14番・11番・6番・7番）
〔その他〕 ピエナアラシ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。

08056 3月24日 晴 稍重 （30中京2）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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
1：48．9
1：47．8

重
重

11 ナガラエンカ 牝4鹿 55
52 ▲川又 賢治長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 440＋ 21：54．1 5．1�
22 クリノヴィクトリア 牝4栗 55

53 △森 裕太朗栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 438＋ 4 〃 クビ 9．5�
57 ビ ッ ザ ー ロ 牝4鹿 55 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 538－141：54．31� 8．3�
711 ミスレジェンド 牝4黒鹿 55

52 ▲西村 淳也 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 21：54．61� 92．7�
69 ジャーマンアイリス 牝5芦 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 460－ 21：54．92 5．1	
68 � ラレッサングル 牝5鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 452－121：55．11� 2．7

812 サツキユニヴァース 牝4栗 55 川島 信二小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 440－181：55．52� 72．0�
56 ルーナデラセーラー 牝4黒鹿55 菱田 裕二加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 474＋ 2 〃 クビ 33．9�
45 デルマチャチャ 牝5鹿 55 城戸 義政浅沼 廣幸氏 藤沢 則雄 日高 ファニーヒルファーム 462－381：55．81	 20．3
813 トーホウビスカヤ 牝4鹿 55 
島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 478± 0 〃 アタマ 42．5�
44 チェリーボンボン 牝4青鹿 55

52 ▲富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 新ひだか 松本牧場 444－ 21：56．01� 11．8�
710� ウインプルミエ 牝4鹿 55 中井 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B442± 01：56．21� 25．9�
33 ミッキーディナシー 牝5黒鹿55 北村 友一野田みづき氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 420－ 61：57．26 50．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，951，800円 複勝： 33，076，000円 枠連： 10，476，400円
馬連： 37，177，200円 馬単： 19，555，600円 ワイド： 28，564，200円
3連複： 50，129，800円 3連単： 74，736，700円 計： 275，667，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 290円 � 270円 枠 連（1－2） 2，030円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 610円 �� 970円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 6，260円 3 連 単 ��� 30，350円

票 数

単勝票数 計 219518 的中 � 33794（3番人気）
複勝票数 計 330760 的中 � 55117（2番人気）� 27042（6番人気）� 29756（5番人気）
枠連票数 計 104764 的中 （1－2） 3982（8番人気）
馬連票数 計 371772 的中 �� 14684（8番人気）
馬単票数 計 195556 的中 �� 4299（12番人気）
ワイド票数 計 285642 的中 �� 12566（8番人気）�� 7456（13番人気）�� 5340（14番人気）
3連複票数 計 501298 的中 ��� 5999（20番人気）
3連単票数 計 747367 的中 ��� 1785（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．5―50．2―1：02．5―1：15．0―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

ナガラエンカ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．2．25 阪神3着

2014．5．15生 牝4鹿 母 アンティール 母母 キューバリブレ 12戦2勝 賞金 17，750，000円
〔制裁〕 ナガラエンカ号の騎手川又賢治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番）



08057 3月24日 晴 稍重 （30中京2）第5日 第9競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時15分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：10．0
1：08．7

重
重

59 ボクノナオミ 牝6鹿 55
52 ▲川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 482－ 21：12．1 3．4�

510 サ マ ニ ー �5青鹿 57
54 ▲富田 暁井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B474－181：12．63 51．6�

48 バルコラベーロ 牡4栗 57
56 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 490－ 41：12．7	 17．9�

24 メイショウヤクシマ 牡5栗 57 藤岡 康太松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 474＋ 2 〃 アタマ 12．5�
612
 ストロボフラッシュ 牝5芦 55 菱田 裕二吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 472－ 81：12．8� 3．1�
35 � ブレーヴブラッド 牡6鹿 57 北村 友一村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 470－ 21：12．9	 8．5	
611� エスシーシャール 牡5黒鹿57 松若 風馬工藤 圭司氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 B508＋ 21：13．11 41．4

23 サンクタリリアス 牝6芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 478－121：13．2	 30．8�
816 メイショウトキン �5黒鹿57 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 484＋ 21：13．3クビ 19．6�
714 フリームーヴメント 牡5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 450－ 81：13．4	 54．6�
11 ミ ザ イ 牝4芦 55 北村 宏司山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 480± 01：13．5クビ 55．6�
47 マイグランクロア 牝5鹿 55

53 △森 裕太朗吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 492＋ 61：13．71 11．2�
12 ニシノレディー 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史西山 茂行氏 高木 登 むかわ 清水ファーム 444－ 21：13．8� 16．3�
713 カンタベリーマイン �5鹿 57

56 ☆木幡 巧也峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 452± 01：14．01 263．3�
815 スナークライデン 牡4芦 57 中井 裕二杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 474－ 61：14．85 15．6�
36 ミュークレックス 牡4鹿 57 岩崎 翼庄司 修二氏 藤沢 則雄 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 432－ 21：17．0大差 125．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，232，500円 複勝： 36，819，100円 枠連： 12，121，200円
馬連： 49，755，500円 馬単： 24，041，100円 ワイド： 36，432，900円
3連複： 71，950，000円 3連単： 94，576，900円 計： 351，929，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 1，230円 � 500円 枠 連（5－5） 13，240円

馬 連 �� 8，780円 馬 単 �� 14，810円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 1，010円 �� 11，730円

3 連 複 ��� 32，250円 3 連 単 ��� 150，030円

票 数

単勝票数 計 262325 的中 � 61514（2番人気）
複勝票数 計 368191 的中 � 82834（1番人気）� 6045（13番人気）� 16467（9番人気）
枠連票数 計 121212 的中 （5－5） 709（33番人気）
馬連票数 計 497555 的中 �� 4389（31番人気）
馬単票数 計 240411 的中 �� 1217（52番人気）
ワイド票数 計 364329 的中 �� 4075（23番人気）�� 9650（9番人気）�� 775（79番人気）
3連複票数 計 719500 的中 ��� 1673（99番人気）
3連単票数 計 945769 的中 ��� 457（476番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―12．1―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―34．9―47．0―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．2
3 ・（8，9）（11，15）（10，12）2，5－1（4，6，13）16，7，3－14 4 ・（8，9）（10，11，15）12（2，5）－（1，4）－（6，13）（3，7，16）－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボクノナオミ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．6．21 阪神1着

2012．2．16生 牝6鹿 母 ドゥーワップ 母母 ハウヤドウーン 29戦3勝 賞金 50，153，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミュークレックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月24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。
（非抽選馬） 1頭 ピュアコンチェルト号

08058 3月24日 晴 稍重 （30中京2）第5日 第10競走 ��
��2，200�

お お か ん ざ く ら

大 寒 桜 賞
発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

55 ダノンマジェスティ 牡3鹿 56 内田 博幸�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468－ 42：17．8 3．0�
811 グレートウォリアー 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 クビ 4．5�
78 メールドグラース 牡3黒鹿56 中谷 雄太 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B462－ 4 〃 ハナ 34．4�
79 スズカテイオー 牡3鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502－ 2 〃 アタマ 5．3�
22 ライラックカラー 牡3黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 460－ 22：17．9� 4．2	
33 フィールインラヴ 牡3黒鹿56 �島 克駿大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 438± 02：18．21	 56．2

66 ハ ナ ソ メ イ 牝3黒鹿54 松若 風馬林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 420± 02：18．3� 78．9�
11 ゴールドフラッグ 牡3黒鹿56 秋山真一郎合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B498－ 22：18．62 11．3�
44 エルティグレ 牡3栗 56 松田 大作�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 478＋142：18．7� 21．1
810 マ ハ ヴ ィ ル 牡3鹿 56 小崎 綾也 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 62：18．91� 16．8�
67 ペプチドオーキッド 牡3鹿 56 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 480＋142：19．85 38．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，333，500円 複勝： 60，590，200円 枠連： 13，249，700円
馬連： 72，503，900円 馬単： 35，691，200円 ワイド： 45，494，800円
3連複： 88，774，000円 3連単： 147，221，700円 計： 513，859，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 160円 � 610円 枠 連（5－8） 670円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，830円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 24，580円

票 数

単勝票数 計 503335 的中 � 131271（1番人気）
複勝票数 計 605902 的中 � 118374（1番人気）� 109092（3番人気）� 18006（8番人気）
枠連票数 計 132497 的中 （5－8） 15191（1番人気）
馬連票数 計 725039 的中 �� 60264（2番人気）
馬単票数 計 356912 的中 �� 20356（1番人気）
ワイド票数 計 454948 的中 �� 30921（4番人気）�� 6076（24番人気）�� 5719（25番人気）
3連複票数 計 887740 的中 ��� 8489（28番人気）
3連単票数 計1472217 的中 ��� 4342（74番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―11．9―13．1―13．2―13．0―13．0―13．2―12．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．6―36．5―49．6―1：02．8―1：15．8―1：28．8―1：42．0―1：54．4―2：05．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F35．8
1
3
・（7，10）（2，4，8，11）（3，9）－6（5，1）・（7，10）11（2，4）（3，5，8）9（6，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマジェスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2017．12．24 阪神1着

2015．4．20生 牡3鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 3戦2勝 賞金 17，245，000円
〔制裁〕 メールドグラース号の騎手中谷雄太は，4コーナーで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・5番）



08059 3月24日 晴 稍重 （30中京2）第5日 第11競走 ��
��1，800�

な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走15時25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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

35 ノーブルサターン 牡4黒鹿57 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 508± 01：53．1 16．7�
34 	 ディープオーパス 牡5芦 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B492－ 2 〃 クビ 25．6�
611 ショートストーリー 牡5黒鹿57 加藤 祥太ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 ハナ 7．2�
814 タガノグルナ 牡4鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 41：53．2クビ 15．7�
59 ワンダーピルエット 牝5鹿 55 小崎 綾也山本 能行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 496＋ 81：53．41
 26．8�
815 スマートボムシェル 牡6栗 57 古川 吉洋大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 496－ 21：53．61� 12．5�
11 バイタルフォース �6鹿 57 北村 宏司前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 41：53．7クビ 5．9	
610 ティーポイズン 牡7栗 57 柴山 雄一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 514－ 21：53．8
 16．3

713 メイプルレインボー 牡6栗 57 森 裕太朗節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 494＋ 61：53．9
 27．6�
46 ウインユニファイド 牡6黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B524＋ 21：54．21 8．1
23 カルムパシオン �5鹿 57 太宰 啓介前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 528－ 2 〃 クビ 114．9�
22 レッドオルバース 牡6栗 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 41：54．41 2．8�
58 オ ル ナ 牡6鹿 57 秋山真一郎�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 514－ 41：54．5 18．6�
47 	 アポロテキサス �5鹿 57 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 490－ 21：54．71� 47．6�
712 ニットウビクトリー 牡9鹿 57 木幡 巧也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 494－ 41：55．23 295．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，774，900円 複勝： 68，262，600円 枠連： 36，473，300円
馬連： 160，933，300円 馬単： 64，275，000円 ワイド： 84，215，000円
3連複： 228，665，300円 3連単： 293，756，600円 計： 983，356，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 600円 � 800円 � 300円 枠 連（3－3） 16，160円

馬 連 �� 15，720円 馬 単 �� 31，810円

ワ イ ド �� 4，310円 �� 2，620円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 48，610円 3 連 単 ��� 290，550円

票 数

単勝票数 計 467749 的中 � 22368（8番人気）
複勝票数 計 682626 的中 � 28524（8番人気）� 20796（11番人気）� 66523（4番人気）
枠連票数 計 364733 的中 （3－3） 1749（33番人気）
馬連票数 計1609333 的中 �� 7933（53番人気）
馬単票数 計 642750 的中 �� 1515（109番人気）
ワイド票数 計 842150 的中 �� 5008（55番人気）�� 8318（30番人気）�� 7856（36番人気）
3連複票数 計2286653 的中 ��� 3528（158番人気）
3連単票数 計2937566 的中 ��� 733（903番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．9―49．9―1：02．9―1：15．5―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノーブルサターン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．18 阪神12着

2014．5．8生 牡4黒鹿 母 クロスマイハート 母母 ビューティフルゴールド 13戦3勝 賞金 42，456，000円
［他本会外：2戦0勝］

08060 3月24日 晴 稍重 （30中京2）第5日 第12競走 ��
��1，200�

お か ざ き

岡 崎 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，29．3．25以降30．3．18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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 メイショウカリン 牝4鹿 54 内田 博幸松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 486＋ 21：09．7 5．0�
23 ブラッククローバー 牡6黒鹿56 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 490－101：09．91 4．9�
24 シンボリバーグ 牝4芦 52 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 504＋141：10．0� 7．8�
611 ラッシュアウト 	4黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 444＋ 6 〃 クビ 49．9�
47 ク ロ ー ソ ー 牝6鹿 52 藤懸 貴志大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 434＋101：10．1
 50．7�
510� スペードクイーン 牝5栗 53 丸田 恭介吉田 和子氏 西村 真幸 米 Robert B. Trus-

sell Jr et al 470± 01：10．31� 20．7�
59 デ ィ ア エ ナ 牝6黒鹿52 秋山真一郎桑畑 	信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B526－ 2 〃 ハナ 14．1

35 スリーランディア 牝4鹿 52 岩崎 翼永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 404－12 〃 クビ 20．9�
36  キングクリチャン 牡9栗 50 森 裕太朗栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B496－ 81：10．4クビ 45．5
715 ティルナノーグ 	6鹿 55 藤岡 康太前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 61：10．5
 9．7�
818 ワールドフォーラブ 牝4黒鹿54 松田 大作吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 440－ 2 〃 クビ 4．5�
11 ニシノラディアント 牡5鹿 56 古川 吉洋西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 490－ 41：10．6クビ 14．0�
48 トロピカルガーデン 牝6鹿 51 富田 暁田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 472－ 21：10．81
 98．2�
713 ハッピームーン 牡6黒鹿53 小崎 綾也石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 450－161：10．9
 64．3�
816 スズカプリオール 牡7鹿 53 的場 勇人永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B500＋ 4 〃 クビ 147．3�
817 シャインサンデー 牝4栗 52 菱田 裕二森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 ハナ 17．2�
612 タイキパラドックス 牡6栗 52 中谷 雄太�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 446－141：11．11� 201．2�
714 クリノレオノール 牝4鹿 52 城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 436－ 61：11．63 130．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，541，700円 複勝： 67，397，700円 枠連： 28，660，000円
馬連： 96，074，900円 馬単： 41，793，900円 ワイド： 66，564，600円
3連複： 145，835，200円 3連単： 179，076，400円 計： 666，944，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 180円 � 290円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 390円 �� 740円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 12，770円

票 数

単勝票数 計 415417 的中 � 66028（3番人気）
複勝票数 計 673977 的中 � 100757（3番人気）� 106464（2番人気）� 52414（5番人気）
枠連票数 計 286600 的中 （1－2） 34740（1番人気）
馬連票数 計 960749 的中 �� 70837（1番人気）
馬単票数 計 417939 的中 �� 14523（1番人気）
ワイド票数 計 665646 的中 �� 47416（1番人気）�� 22406（4番人気）�� 20403（5番人気）
3連複票数 計1458352 的中 ��� 36731（2番人気）
3連単票数 計1790764 的中 ��� 10160（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―46．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 11（3，4）（2，5）（10，16）（7，12，17）（1，9）18（6，8，14）15，13 4 11（3，4）（2，5）（7，10，16）（1，9，12，17）（6，8，18）14（13，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウカリン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．7．24 中京16着

2014．5．14生 牝4鹿 母 シ ョ コ ッ ト 母母 ショーガールⅡ 12戦3勝 賞金 39，960，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アドマイヤスカイ号・エナジータウン号・キタサンコンサート号・ダノンハイパワー号・レッドカーペット号
（非抽選馬） 3頭 イリスファルコン号・オーバースペック号・トーホウハニー号



（30中京2）第5日 3月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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
厩務員出走奨励金

186，970，000円
15，460，000円
1，380，000円
20，640，000円
73，091，500円
4，758，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
329，501，800円
525，080，100円
164，124，400円
640，805，300円
312，796，600円
446，714，400円
916，271，500円
1，243，889，300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 4，579，183，400円

総入場人員 13，807名 （有料入場人員 12，691名）
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