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０７０３７ ３月１１日 晴 重 （２４中京１）第４日 第１競走 ��１，８００�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� 基準タイム

中央レコード

１：５２．８
１：４７．８

重

重

５１０ ハギノクーザ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３６－ ６１：５６．３ ４．６�

６１１ ホシニイノリヲ 牝３鹿 ５４
５１ ▲平野 優福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B５１０＋ ４ 〃 アタマ ２５．４�

８１６ ジョウノナタリー 牝３青鹿５４ 吉田 稔小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４２８＋１５１：５６．４� ２９．０�
（愛知）

３６ トップバゴスター 牝３栗 ５４ 松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５６－１０１：５６．７１� ２．３�
３５ ファイアーアゲン 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４６８－１４１：５６．８� ２５．７�
７１３ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜金井 順一氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４１４± ０１：５６．９� ２０．０�

４８ サ ラ フ ァ ン 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 ４７０－ ６ 〃 ハナ ８．５	
１１ ミキノウインク 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 坂本 智広 ４０８－ ８１：５７．９６ ９９．６

７１４ リバーマンサーナ 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二河越 武治氏 作田 誠二 青森 諏訪牧場 ４２０± ０１：５８．０� ２１７．８�
８１５ ハートオブミニー 牝３黒鹿５４ 国分 優作津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４７２± ０１：５８．１� ２３．０�
１２ ブルーピアス 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４４０－ ２１：５８．２クビ １０．２
４７ ビバドリーム 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦�高瀬牧場 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 ４４６－１４ 〃 ハナ １７．７�
２４ クイーンパワー 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４２６－１２１：５８．４１� １４．２�
５９ デルマアマテラス 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４６２－１０１：５９．７８ １６２．６�
２３ デルマアメノウズメ 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム ４４８－ ８２：００．１２� ３５．６�
６１２ ロマンティックベイ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 ４３２± ０２：０３．２大差 １０５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，６７３，８００円 複勝： １９，１７２，８００円 枠連： ７，９１２，３００円

馬連： ２４，４１９，６００円 馬単： ２２，５２６，６００円 ワイド： １２，８１８，９００円

３連複： ３６，９２７，４００円 ３連単： ５８，１１４，３００円 計： １９１，５６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � ５２０円 � ７１０円 枠 連（５－６） ５，１５０円

馬 連 �� ４，９１０円 馬 単 �� ６，５２０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� １，６１０円 �� ７，５７０円

３ 連 複 ��� ４３，３３０円 ３ 連 単 ��� １８０，２１０円

票 数

単勝票数 計 ９６７３８ 的中 � １６６０２（２番人気）
複勝票数 計 １９１７２８ 的中 � ４２２６９（２番人気）� ８３１７（６番人気）� ５７６０（１１番人気）
枠連票数 計 ７９１２３ 的中 （５－６） １１３６（１８番人気）
馬連票数 計 ２４４１９６ 的中 �� ３６７１（１９番人気）
馬単票数 計 ２２５２６６ 的中 �� ２５５２（３０番人気）
ワイド票数 計 １２８１８９ 的中 �� ２１５２（１６番人気）�� １９８７（２０番人気）�� ４０６（６９番人気）
３連複票数 計 ３６９２７４ 的中 ��� ６２９（１０８番人気）
３連単票数 計 ５８１１４３ 的中 ��� ２３８（４８０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．８―１２．９―１３．３―１２．９―１３．０―１３．１―１３．７

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３９．８
１
３

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

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

ハギノクーザ �
�
父 ハギノハイグレイド �

�
母父 デ イ ク タ ス デビュー ２０１２．２．１８ 京都５着

２００９．３．２２生 牝３鹿 母 サベージレディ 母母 ダイナサベージ ２戦１勝 賞金 ５，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロマンティックベイ号は，平成２４年４月１１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 キャリアハイ号・コンペリングテール号
※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。

０７０３８ ３月１１日 晴 重 （２４中京１）第４日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０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� 基準タイム

中央レコード

１：５２．８
１：４７．８

重

重

１１ � ラヴァンドゥー 牝３青鹿５４ 松田 大作幅田 昌伸氏 藤原 英昭 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. ４８６－ ４１：５４．０ １．４�

３６ モ ネ ロ 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 ４３８± ０１：５４．３１� ８．６�
２４ テイエムベンケイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 大柳ファーム ４９２＋ ８１：５５．８９ ２８．３�
２３ コスモエスプレッソ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－ ８１：５６．４３� ３６．２�
８１６ サードシアター 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－１０ 〃 クビ ５８．０�

３５ オールキャスト 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲菅原 隆一前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ４１：５６．５クビ ８．４�

７１３ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 村田 一誠鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４６０－ ２ 〃 クビ ２８５．６	
５１０ シルキーセブン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか タツヤファーム ４９８－１２１：５６．８２ ９．２

６１１ サダルスード 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎松井 淳二氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４９４－ ４１：５６．９� ２１６．１�
７１４ トライチャンス 牡３黒鹿５６ 武 英智寺田 秀樹氏 昆 貢 新ひだか 中村 和夫 ４８２± ０１：５７．０� ２７３．５�
４８ デルマジュロウジン 	３鹿 ５６ 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４２２± ０１：５７．１� ４１．９
５９ アイティローズ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４４６－ ４１：５７．５２� ４３．６�
４７ リズムディヴァイン 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２１：５７．７� ５９．８�
６１２ シゲルデリシャス 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �ブルアンドベア 中村 均 新ひだか 伊藤 敏明 ４８６－ ２ 〃 ハナ ４４．９�
１２ アグネスフレーズ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：５８．０２ １３９．３�
８１５ スリーキャピトル 牝３鹿 ５４ 東川 公則永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４５８－ ４１：５９．５９ ２４３．７�

（笠松）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，７５０，５００円 複勝： ５２，２９９，５００円 枠連： １０，０５０，４００円

馬連： ２５，０２９，０００円 馬単： ２４，１９４，７００円 ワイド： １３，３８０，０００円

３連複： ３４，９２２，５００円 ３連単： ７３，１７１，４００円 計： ２４７，７９８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（１－３） ２４０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４８０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ２，３８０円 ３ 連 単 ��� ５，４８０円

票 数

単勝票数 計 １４７５０５ 的中 � ８５３１５（１番人気）
複勝票数 計 ５２２９９５ 的中 � ３６９６３２（１番人気）� ３７２８０（２番人気）� １８４８０（５番人気）
枠連票数 計 １００５０４ 的中 （１－３） ３１０４０（１番人気）
馬連票数 計 ２５０２９０ 的中 �� ３９００４（１番人気）
馬単票数 計 ２４１９４７ 的中 �� ２８４５７（１番人気）
ワイド票数 計 １３３８００ 的中 �� １８４４２（１番人気）�� ６６２４（５番人気）�� １８４６（１７番人気）
３連複票数 計 ３４９２２５ 的中 ��� １０８４１（５番人気）
３連単票数 計 ７３１７１４ 的中 ��� ９８６９（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．９―４９．３―１：０２．０―１：１５．０―１：２７．９―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ラヴァンドゥー �
�
父 Rock Hard Ten �

�
母父 Personal Hope デビュー ２０１１．１０．２３ 京都２着

２００９．４．７生 牝３青鹿 母 Saramy 母母 Dual Crown ５戦１勝 賞金 １３，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーキャピトル号は，平成２４年４月１１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） １頭 ジョウショーサニー号
（非抽選馬） １頭 ディアザイン号
※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。

第１回 中京競馬 第４日



０７０３９ ３月１１日 晴 重 （２４中京１）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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� 基準タイム

中央レコード

１：２４．１
１：２１．８

重

稍重

２３ マ ラ ネ ロ 牡３黒鹿５６ 吉田 稔 H.R.H．プリンセス・ハヤ 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５２８＋ ２１：２４．９ ２．７�

（愛知）

５１０ タ マ ラ マ 牡３黒鹿５６ 松山 弘平 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０２＋ ４１：２５．７５ ８．３�

７１４ トウショウハマー 牡３栗 ５６ 太宰 啓介トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５６０－ ４１：２６．４４ ３．３�
４７ アポロダッシュ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 ４５０－ ４１：２６．８２� ６．０�
６１１ シゲルネーブル 牡３鹿 ５６ 国分 優作森中 蕃氏 服部 利之 浦河 今井 秀樹 ４８４＋ ３１：２７．１１� ５５．０�
３５ サザンネスト 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 ４５０＋１８１：２７．２� ８５．９�
６１２ ランドシャーク 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 ４９２＋ ４１：２７．３クビ １６．２	
４８ デルマビシャモン 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム ４４０＋ ２１：２７．７２� １４９．３

７１３ フランチャイズ 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４８８－ ２ 〃 アタマ ３１．８�
３６ スリーフラッシュ 牡３栗 ５６ 村田 一誠永井商事� 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム B４８６＋ ２ 〃 アタマ ５４．０�
２４ トウケイヤマト 牡３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂木村 信彦氏 清水 出美 新ひだか 坂本 智広 ５００－ ３１：２７．９１� ２２．８
１２ ミヤトーレル 牡３栗 ５６ 武 英智宮原 廣伸氏 昆 貢 新ひだか 山際牧場 ５２２－ ４１：２８．５３� ６２．４�
５９ バトルクローザップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 川端牧場 B４３６－ ４１：２８．８１� ２３．８�
８１５ クニサキロンワン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 安達 洋生 ４５８＋ ２１：２９．４３� ５５７．０�
１１ リバーチケット 牡３栗 ５６ 東川 公則河越 武治氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４０６－１４１：２９．８２� ３３０．２�

（笠松）

８１６ ア マ ラ ン ト 牝３青 ５４ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 新冠 細川農場 ４５６－ ８１：３０．９７ ２２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９９５，０００円 複勝： ２１，１５８，４００円 枠連： ８，５８２，４００円

馬連： ２９，２１９，８００円 馬単： ２１，６２１，２００円 ワイド： １４，３７２，５００円

３連複： ３９，７６９，０００円 ３連単： ６９，８４８，２００円 計： ２１８，５６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（２－５） ６９０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ４，７５０円

票 数

単勝票数 計 １３９９５０ 的中 � ４１６４０（１番人気）
複勝票数 計 ２１１５８４ 的中 � ４４６０８（２番人気）� ２８７８８（３番人気）� ４５９３３（１番人気）
枠連票数 計 ８５８２４ 的中 （２－５） ９２２１（２番人気）
馬連票数 計 ２９２１９８ 的中 �� ２５６８２（２番人気）
馬単票数 計 ２１６２１２ 的中 �� １１５４７（３番人気）
ワイド票数 計 １４３７２５ 的中 �� １２５１７（２番人気）�� １９５６９（１番人気）�� １１２９２（３番人気）
３連複票数 計 ３９７６９０ 的中 ��� ３５８８７（１番人気）
３連単票数 計 ６９８４８２ 的中 ��� １０８５５（５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１２．５―１２．５―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．７―４７．２―５９．７―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ラ ネ ロ �
�
父 Singspiel �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．１１．２０ 京都４着

２００９．２．８生 牡３黒鹿 母 ドリームスキーム 母母 Dream Ticket ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔発走状況〕 フランチャイズ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 フランチャイズ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アマラント号は，平成２４年４月１１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トートモデルニスモ号
※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。

０７０４０ ３月１１日 晴 良 （２４中京１）第４日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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� 基準タイム

中央レコード

２：０２．２
１：５６．１

良

良

４７ ネヴァーハーツ 牝３栃栗 ５４
５３ ☆高倉 稜廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 ４６８＋ ６２：０６．４ ９．９�

８１８ スリリングレディ 牝３栗 ５４ 田中 博康久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４２４－１０ 〃 ハナ ５９．７�
１２ キョウワアマテラス 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４７４－ ４２：０６．５� １３４．５�
６１１ ドウニカナルデショ 牝３鹿 ５４ 国分 優作小田切有一氏 谷 潔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ２ 〃 クビ ４．０�
２４ コーナーポケット 牝３鹿 ５４ 村田 一誠白石 公彦氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４２２－１２ 〃 ハナ ３．９�
７１３ エレガントカクテル 牝３鹿 ５４ 松田 大作松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 ４４６－ ６ 〃 アタマ ６．２�
６１２ トーセンネフティス 牝３鹿 ５４ 東川 公則島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５４－ ４２：０６．６クビ １０．２

（笠松）

５１０ ジョウノカーラ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥小川 義勝氏 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４４０ ― 〃 ハナ １８．８�
１１ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２０± ０ 〃 ハナ ９．６
８１７ マウンツエンジェル 牝３栗 ５４ 吉田 隼人白井 岳氏 笹田 和秀 日高 山際 辰夫 ４９４－ ８２：０６．７� １０．４�
７１４ ヴ ェ ル ー テ 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ３９４＋ ２ 〃 ハナ ７６．６�
５９ リュドゥラペ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介安原 浩司氏 北出 成人 平取 清水牧場 ４３０－ ６２：０６．８クビ １１１．０�
４８ ヒデノビクトリア 牝３芦 ５４ 古川 吉洋大石 秀夫氏 福島 信晴 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１２－ ４ 〃 クビ ３８．７�
８１６ スクリーンパス 牝３栗 ５４ 川須 栄彦吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４－１０２：０６．９� ２９．４�
７１５ イルテアトリーノ 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 徹 浦河 杵臼牧場 B４９６－ ２２：０７．５３� １２７．８�
３５ キクエチャン 牝３鹿 ５４ 松山 弘平ロイヤルパーク 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ３７４－１６２：０８．０３ ５６．５�
２３ スリーオーシャン 牝３芦 ５４ 黛 弘人永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B４２４－ ６ 〃 クビ １４３．１�

（１７頭）
３６ ラトマティーナ 牝３芦 ５４

５１ ▲平野 優 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １２，４０１，３００円 複勝： ２３，０４６，５００円 枠連： ９，７９３，５００円

馬連： ２６，２６５，３００円 馬単： １８，２７５，６００円 ワイド： １３，２２４，２００円

３連複： ３７，３１８，５００円 ３連単： ５７，３７５，７００円 計： １９７，７００，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３８０円 � １，９６０円 � ２，２８０円 枠 連（４－８） ３，０９０円

馬 連 �� ３４，８１０円 馬 単 �� ５４，３９０円

ワ イ ド �� ９，６６０円 �� ２４，８１０円 �� ３３，８２０円

３ 連 複 ��� １，５３０，０６０円 ３ 連 単 ��� １０，５８５，８２０円

票 数

単勝票数 差引計 １２４０１３（返還計 １６４４） 的中 � ９９３３（５番人気）
複勝票数 差引計 ２３０４６５（返還計 ４３３３） 的中 � １８０１８（６番人気）� ２９０８（１３番人気）� ２４８３（１４番人気）
枠連票数 差引計 ９７９３５（返還計 １１３） 的中 （４－８） ２３４２（１６番人気）
馬連票数 差引計 ２６２６５３（返還計 １２７２８） 的中 �� ５５７（７１番人気）
馬単票数 差引計 １８２７５６（返還計 ８７０３） 的中 �� ２４８（１１４番人気）
ワイド票数 差引計 １３２２４２（返還計 ７６３５） 的中 �� ３３８（７５番人気）�� １３１（１０７番人気）�� ９６（１２３番人気）
３連複票数 差引計 ３７３１８５（返還計 ３１０７２） 的中 ��� １８（６２８番人気）
３連単票数 差引計 ５７３７５７（返還計 ４８２６１） 的中 ��� ４（３６３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．７―３６．５―４９．７―１：０２．５―１：１５．３―１：２８．８―１：４１．６―１：５３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３７．６
１
３
１５（４，５，１７）（１，１３）（３，２，１８）７，１６，１２，９（１１，１４）（８，１０）・（１５，５）（４，１７）（１，１３，１８）（３，２，７）（９，１１，１６）１２（８，１０，１４）

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

勝馬の
紹 介

ネヴァーハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１１．１０．２３ 京都５着

２００９．４．１９生 牝３栃栗 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔競走除外〕 ラトマティーナ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕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－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 マテリアルガール号・ルンバビーン号
※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。



０７０４１ ３月１１日 晴 良 （２４中京１）第４日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０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� 基準タイム

中央レコード

１：１０．４
１：０６．５

良

良

６１２ マジッククレスト 牝３青鹿５４ 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２２ ―１：１１．５ １１．２�

８１７ マイネサヴァラン 牝３青鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ ７．６�
２３ ヤマニンプチガトー 牝３栗 ５４ 国分 優作土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４６２－ ８１：１１．７１� ５．３�
４７ ペニーウエイト 牝３栗 ５４ 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４８６± ０１：１１．９１� ８．０�
１１ デジタルデータ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９４－ ８ 〃 ハナ ３．４�
７１３ ファセットカット 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：１２．２１� ３１．６	
７１４ マイオリオン 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４３８＋１２１：１２．３� ８．９

３５ エステージャ 牝３芦 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２０－ ６ 〃 ハナ ６．５�
７１５ ウェルトレインド �３鹿 ５６ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３３．７�
１２ フミノリバティ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４１２－ ８１：１２．４� ３１．８
４８ アキノスマイル 牝３青 ５４ 東川 公則山中 明広氏 作田 誠二 浦河 日向牧場 ４１６ ―１：１２．６１� ２５４．６�

（笠松）

３６ ハートフルポケット 牝３栗 ５４ 柴山 雄一岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム ４４４－１０ 〃 ハナ ３９．６�
８１６ エシェルアンジュ 牝３栗 ５４ 上村 洋行�樽さゆり氏 山内 研二 むかわ 市川牧場 ３８４± ０１：１２．７� １２５．５�
２４ スズカブルーリボン 牝３鹿 ５４ 松山 弘平永井 啓弍氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４６８ ―１：１２．９１� ７５．２�
６１１ バレイブランシュ 牝３芦 ５４

５１ ▲菅原 隆一�藤沢牧場 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 ４７２＋１４ 〃 ハナ １９０．９�
８１８ カシマセイセン 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４１６＋ ６１：１３．２１� ３５８．９�
５１０ コーリンデヴァター 牝３鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４１６± ０１：１３．４１� ２４０．８�
５９ ツジノドキンチャン 牝３鹿 ５４

５１ ▲花田 大昂辻 俊夫氏 小野 次郎 浦河 三枝牧場 ４８２ ―１：１７．０大差 １９９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，１１６，８００円 複勝： ２３，３８９，１００円 枠連： １０，０２７，２００円

馬連： ３０，７５４，８００円 馬単： ２３，４９９，９００円 ワイド： １４，６６２，７００円

３連複： ４１，６７６，２００円 ３連単： ６６，８３７，８００円 計： ２２４，９６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ４１０円 � ２８０円 � ２００円 枠 連（６－８） ３，５５０円

馬 連 �� ４，９９０円 馬 単 �� ８，４００円

ワ イ ド �� １，７７０円 �� １，１１０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ８，２１０円 ３ 連 単 ��� ６５，７７０円

票 数

単勝票数 計 １４１１６８ 的中 � ９９４３（７番人気）
複勝票数 計 ２３３８９１ 的中 � １３４５４（７番人気）� ２１７６２（６番人気）� ３５８９２（２番人気）
枠連票数 計 １００２７２ 的中 （６－８） ２０８８（２０番人気）
馬連票数 計 ３０７５４８ 的中 �� ４５５５（２２番人気）
馬単票数 計 ２３４９９９ 的中 �� ２０６５（３４番人気）
ワイド票数 計 １４６６２７ 的中 �� １９８６（２０番人気）�� ３２６１（１４番人気）�� ４８２９（６番人気）
３連複票数 計 ４１６７６２ 的中 ��� ３７４８（２８番人気）
３連単票数 計 ６６８３７８ 的中 ��� ７５０（２２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．９―１２．０―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．２―４７．２―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．３
３ ２（６，７）（５，１７）（１０，１５，１８）（１，３，１４）１６（８，１３）４（１１，１２）＝９ ４ ２，６，７（５，１７）（１，１５，１８）（３，１４）１０，１６（４，８，１３）（１１，１２）＝９

勝馬の
紹 介

マジッククレスト �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．５．１９生 牝３青鹿 母 ソルティレージュ 母母 スペシャルアラート １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツジノドキンチャン号は，平成２４年４月１１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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トウカイサンゴ号・ローレルイニシオ号
（非抽選馬） ６頭 アドマイヤマグマ号・カツラライデン号・クロコサイレンス号・ショウナンマジック号・ゼロレイテンシ号・

マイネマキアージュ号
※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。

０７０４２ ３月１１日 晴 稍重 （２４中京１）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５２．８
１：４７．８

重

重

１１ ロイヤルインパクト 牝４黒鹿５５ 川須 栄彦藤田 浩氏 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４５４－ ２１：５４．３ ３．０�

７１１ サクラトップクイン 牝４鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：５４．５１� ７．９�

８１３ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１０± ０１：５４．７１� ５．５�

５７ シーズガレット 牝４栗 ５５ 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４６± ０１：５４．９１� ５．５�
３４ アクロスザライト 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８０－２２１：５５．１１� ４．７�
８１４ ニホンピロエリナ 牝５芦 ５５

５２ ▲菅原 隆一小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 ４３２－ ４１：５５．４１� １０２．７�
４５ メジロマリシテン 牝４鹿 ５５ 国分 優作岩� 伸道氏 田島 良保 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２＋ ２１：５５．６１� １１．９�
４６ アフィントン 牝４栗 ５５

５２ ▲平野 優吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ５２．３	
７１２ キュルミナン 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人ディアレスト 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド ４９４－ ４１：５６．５５ １０８．７

６９ � ルーナピエーナ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４５２－１１１：５６．７１� ２４３．７�
５８ エルメスグリーン 牝６鹿 ５５ 松山 弘平 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ４９６－１０１：５６．９１ １３．０
３３ � ワ カ タ ケ 牝４鹿 ５５ 東川 公則�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 B４４６＋ ２１：５７．０� ２５７．９�

（笠松）

６１０� チリトテシャン 牝６鹿 ５５
５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４５４＋ ６１：５７．４２� ３３９．１�

２２ � ファーマレッド 牝５鹿 ５５ 吉田 稔中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 ４６０－ ６１：５８．２５ １２８．５�
（愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，０７０，１００円 複勝： ２２，８５９，０００円 枠連： ９，１１８，９００円

馬連： ２８，２０３，８００円 馬単： ２０，６６２，４００円 ワイド： １３，３１３，７００円

３連複： ４０，０２４，５００円 ３連単： ７３，００２，３００円 計： ２２１，２５４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １７０円 枠 連（１－７） １，０１０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ３２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，０１０円 ３ 連 単 ��� ９，５８０円

票 数

単勝票数 計 １４０７０１ 的中 � ３７５２３（１番人気）
複勝票数 計 ２２８５９０ 的中 � ５４９１５（１番人気）� ２５２１２（５番人気）� ３３９４７（３番人気）
枠連票数 計 ９１１８９ 的中 （１－７） ６６７８（５番人気）
馬連票数 計 ２８２０３８ 的中 �� １６７２４（５番人気）
馬単票数 計 ２０６６２４ 的中 �� ７２４８（６番人気）
ワイド票数 計 １３３１３７ 的中 �� ６４０１（６番人気）�� １１０１５（２番人気）�� ７０１６（５番人気）
３連複票数 計 ４００２４５ 的中 ��� １４７６５（５番人気）
３連単票数 計 ７３００２３ 的中 ��� ５６２７（１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．５―１２．６―１２．４―１２．７―１３．３―１３．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．８―４９．４―１：０１．８―１：１４．５―１：２７．８―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．３．５ 中山２着

２００８．３．１４生 牝４黒鹿 母 シーキングロイヤル 母母 Canoodling ９戦２勝 賞金 ２０，４００，０００円
※ファーマレッド号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０７０４３ ３月１１日 晴 稍重 （２４中京１）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：１２．５
１：０８．７

不良

重

４７ パープルセンリョ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５２４＋ ４１：１１．７ 基準タイム ４．３�

２４ � スプリングオスロ 牡５鹿 ５７ 国分 優作加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 宮本 一輝 ５０２－１６１：１１．８� １０２．０�
７１４ ブロックコード 牡４青鹿５７ 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９２± ０１：１２．２２� ３．１�
１２ マッシヴリーダー 牡４栗 ５７ 東川 公則小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４８４－ ４１：１２．３� １１３．８�

（笠松）

２３ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２６＋ ２１：１２．５１ ４．４�
８１６ デイズオブメモリー 牡５芦 ５７

５６ ☆高倉 稜 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４４６＋ ２１：１２．７１ １４．２�
５１０ ロイヤルサルート 牡４栗 ５７

５４ ▲西村 太一臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９８－ ６１：１３．１２� １３．５	
３６ � ワイルドジョイ 牡５鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ５０．７

１１ � シンビオシス �５青鹿５７ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４７４－ ２ 〃 ハナ ２０．３�
６１２ ネオファンシー 牝４栗 ５５ 吉田 稔�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７２－ ２１：１３．５２� ５３．６�

（愛知）

６１１ フレンチミシル 牝４栗 ５５
５２ ▲平野 優南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４６６－ ６１：１３．７１	 ９．９�

７１３ ベストブルーム 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：１３．８クビ １２．６�
８１５ ジョープラチネラ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４３８± ０１：１４．０１� ９０．８�
４８ � ノッティングガール 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生加藤 信之氏 清水 英克 日高 有限会社
ケイズ ４７４＋ ２１：１４．４２� ５０．６�

５９ ロイヤルネイチャー 牝４鹿 ５５ 松山 弘平桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２２－ ２１：１４．５クビ ７１．２�

（１５頭）
３５ シンクロナイザー �６黒鹿５７ 田中 博康グリーンスウォード 中川 公成 浦河 西田 雄二 ４７４－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，５４３，９００円 複勝： ２０，７１２，０００円 枠連： ９，５５２，９００円

馬連： ２７，４９６，３００円 馬単： ２０，５５８，２００円 ワイド： １４，１６４，０００円

３連複： ３９，２２０，３００円 ３連単： ６４，９３４，３００円 計： ２０８，１８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � １，４００円 � １５０円 枠 連（２－４） １，０００円

馬 連 �� ２８，２３０円 馬 単 �� ３９，８３０円

ワ イ ド �� ５，６９０円 �� ３６０円 �� ３，６９０円

３ 連 複 ��� １７，３００円 ３ 連 単 ��� １８７，９３０円

票 数

単勝票数 差引計 １１５４３９（返還計 ９８３） 的中 � ２１３３６（２番人気）
複勝票数 差引計 ２０７１２０（返還計 １９１１） 的中 � ２９５５７（３番人気）� ２５７０（１３番人気）� ５１１８６（１番人気）
枠連票数 差引計 ９５５２９（返還計 １３１） 的中 （２－４） ７１１４（４番人気）
馬連票数 差引計 ２７４９６３（返還計 ７３９１） 的中 �� ７１９（５５番人気）
馬単票数 差引計 ２０５５８２（返還計 ６２２９） 的中 �� ３８１（８３番人気）
ワイド票数 差引計 １４１６４０（返還計 ４２３２） 的中 �� ５６４（５１番人気）�� １１４４２（２番人気）�� ８７８（３５番人気）
３連複票数 差引計 ３９２２０３（返還計 １９４１８） 的中 ��� １６７４（５４番人気）
３連単票数 差引計 ６４９３４３（返還計 ３２９０６） 的中 ��� ２５５（４６６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．４―１２．０―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．３―３４．７―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３７．０
３ ４，７，６，９（２，８）（３，１５）－（１１，１，１４）（１３，１６）（１０，１２） ４ ４，７，６（２，９）（３，８，１５）（１１，１，１４）１６（１０，１３）１２

勝馬の
紹 介

パープルセンリョ �
�
父 インターハイクラス �

�
母父 Royal Academy デビュー ２０１１．５．１５ 新潟２着

２００８．４．２０生 牡４鹿 母 ポットアカデミー 母母 ベ ー シ イ ド ８戦２勝 賞金 １６，７００，０００円
〔競走除外〕 シンクロナイザー号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アルテミス号・クリスリリー号
※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。

０７０４４ ３月１１日 晴 稍重 （２４中京１）第４日 第８競走 ��１，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５８．２
１：５３．７

重

不良

７１１� ダイヤノゲンセキ �４黒鹿５７ 川須 栄彦 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ５１４－３２２：０２．０ ４．６�

６８ アイティテイオー 牡４栗 ５７
５４ ▲平野 優一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６４－ ２２：０２．１� ３０．０�

５７ � ナリタボルト 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介�オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ４９６－１０２：０２．２クビ １１．６�
８１２ セントヴァリー 牡４鹿 ５７ 国分 優作加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ １１３．１�
３３ � シンボリアミアン �５鹿 ５７ 藤岡 康太シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ５１６－１２２：０２．３� １２．０�
７１０ ヤマニンティグル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７４－ ６２：０２．４クビ ５．７	
２２ ツカサゲンキ 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ５０８＋ ４２：０２．５� ２４．８

４５ モ ン ク 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４８８－１０２：０２．７１� ３．５�
８１３ ヤマニンクラバット 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４７８－ ６ 〃 クビ ２１．３�
４４ ソウルオブエイチ 牡４鹿 ５７ 吉田 稔広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム ４８４＋１６２：０２．８� ３２．０

（愛知）

５６ クレセントシチー 牡４栗 ５７
５４ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４４８－１２２：０２．９� １１０．９�
１１ アラビアンザサン 牡４鹿 ５７ 松田 大作吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４７６＋ ２２：０３．２１� ４．３�
６９ メルシーモンサン 牡７鹿 ５７

５４ ▲水口 優也永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ５２８± ０２：０３．３クビ １１５．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，６８３，６００円 複勝： ２０，０５４，９００円 枠連： ９，８３３，２００円

馬連： ３０，４０１，２００円 馬単： ２１，７１０，０００円 ワイド： １３，６８９，１００円

３連複： ３９，４２１，８００円 ３連単： ７３，３１２，３００円 計： ２２１，１０６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２４０円 � ３７０円 � ３４０円 枠 連（６－７） ３，１２０円

馬 連 �� １１，５３０円 馬 単 �� １６，１７０円

ワ イ ド �� ３，２８０円 �� １，４５０円 �� ２，４８０円

３ 連 複 ��� ３３，７６０円 ３ 連 単 ��� ２０３，４１０円

票 数

単勝票数 計 １２６８３６ 的中 � ２２１４６（３番人気）
複勝票数 計 ２００５４９ 的中 � ２４２２１（４番人気）� １３５９１（６番人気）� １５０２３（５番人気）
枠連票数 計 ９８３３２ 的中 （６－７） ２３２８（１２番人気）
馬連票数 計 ３０４０１２ 的中 �� １９４７（３５番人気）
馬単票数 計 ２１７１００ 的中 �� ９９１（５７番人気）
ワイド票数 計 １３６８９１ 的中 �� １０１７（４０番人気）�� ２３７０（１７番人気）�� １３５４（３１番人気）
３連複票数 計 ３９４２１８ 的中 ��� ８６２（１０４番人気）
３連単票数 計 ７３３１２３ 的中 ��� ２６６（５６２番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．４―１２．２―１３．６―１３．３―１３．１―１２．４―１２．４―１２．８―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．３―１８．７―３０．９―４４．５―５７．８―１：１０．９―１：２３．３―１：３５．７―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．７
１
３
１，１１，３－２，８，１０－（４，７）－（５，１３）－１２，９－６・（１，１１）３（８，１０）２（７，１３）－（４，５）９，１２－６

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

勝馬の
紹 介

�ダイヤノゲンセキ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ア サ テ ィ ス

２００８．２．３生 �４黒鹿 母 オ ト メ ザ 母母 オープニングクィン ６戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円
初出走 JRA

※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。



０７０４５ ３月１１日 晴 良 （２４中京１）第４日 第９競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時１５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：０２．２
１：５６．１

良

良

４５ タ イ タ ン 牡４栗 ５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 ４７６＋ ６２：０５．０ ６．３�

６８ オマワリサン 牡４鹿 ５７ 吉田 稔小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１０－１２２：０５．２１� ２９．８�
（愛知）

８１３ アドマイヤパーシア 牡４栗 ５７ 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８６－ ６２：０５．４１� ８．６�
７１１ トウカイソニック 牡６黒鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４９４－ ２２：０５．６１� ８．２�
４４ イースタリーガスト 牡５黒鹿５７ 黛 弘人臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０４－ ８２：０５．７� ４０．４�
３３ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 東川 公則島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B５００－ ６２：０５．８� ３７．８�

（笠松）

５７ キングウェールズ 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４５２± ０ 〃 クビ ９．０	

６９ ディープスノー 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗日下部勝�氏 牧 光二 新冠 石郷岡 雅樹 ４６０－１２２：０６．５４ １２．７

７１０ ショウナンアルディ 牡６栗 ５７ 松山 弘平国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６０－１４２：０７．１３� １９．４�
８１２ フレンドリードレス 牝６鹿 ５５ 田中 博康増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４０８－ ４２：０７．３１� １３６．２�
２２ マルタカボーイス 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４６８± ０２：０７．５１ １９２．８
１１ 	 サンライズアポロン 牡４栗 ５７ 国分 優作松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４８８＋ １ 〃 クビ ２８．３�
５６ ゼロチョウサン 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４５８± ０ （競走中止） ２．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，１２３，９００円 複勝： ２７，５１５，７００円 枠連： １２，５２９，５００円

馬連： ３９，９０４，２００円 馬単： ２９，３９９，４００円 ワイド： １８，７７８，１００円

３連複： ５２，６１０，９００円 ３連単： １０８，７６４，６００円 計： ３０６，６２６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２３０円 � １，０７０円 � ３７０円 枠 連（４－６） １，９５０円

馬 連 �� １１，６６０円 馬 単 �� ２５，０００円

ワ イ ド �� ３，８６０円 �� １，１４０円 �� ５，２５０円

３ 連 複 ��� ３４，０６０円 ３ 連 単 ��� ２４４，７３０円

票 数

単勝票数 計 １７１２３９ 的中 � ２１４４４（２番人気）
複勝票数 計 ２７５１５７ 的中 � ３６５０４（２番人気）� ５７５３（１１番人気）� １９７９７（５番人気）
枠連票数 計 １２５２９５ 的中 （４－６） ４７６２（９番人気）
馬連票数 計 ３９９０４２ 的中 �� ２５２６（３３番人気）
馬単票数 計 ２９３９９４ 的中 �� ８６８（６７番人気）
ワイド票数 計 １８７７８１ 的中 �� １１８１（４２番人気）�� ４２２０（１１番人気）�� ８６３（４７番人気）
３連複票数 計 ５２６１０９ 的中 ��� １１４０（９１番人気）
３連単票数 計１０８７６４６ 的中 ��� ３２８（５４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．４―３７．４―５０．３―１：０３．６―１：１６．３―１：２９．０―１：４１．０―１：５２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．０
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タ イ タ ン �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 タイトスポット デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神３着

２００８．３．１１生 牡４栗 母 ストップザネバー 母母 ノーノーネヴアー １４戦２勝 賞金 ２３，５００，０００円
〔競走中止〕 ゼロチョウサン号は，競走中に疾病〔左第１指骨複骨折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０７０４６ ３月１１日 晴 稍重 （２４中京１）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

じ ん ち ょ う げ

沈 丁 花 賞
発走１４時５０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５２．８
１：４７．８

重

重

６１１ サンマルデューク 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４８４－ ４１：５５．６ ６．７�

５１０ タイセイモンスター 牡３栗 ５６ 荻野 琢真田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５３４＋ ２１：５５．８１� １３．６�
１２ アルファウイング 牡３栗 ５６ 柴山 雄一�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４７０－ ４ 〃 クビ ９．０�
７１４ ワイルドロジャー 牡３栗 ５６ 田中 博康ディアレスト 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９６± ０１：５６．０１ ２６．９�
３５ スズカウラノス 牡３鹿 ５６ 高倉 稜永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 ４４２－ ２１：５６．３１� １６．９�
５９ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４８０－ ２１：５６．４クビ ７．１�
８１５ ウインミーティア 牝３栗 ５４ 丸田 恭介�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４５８－ ６ 〃 クビ ８．０	
１１ タマモクララ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４６０－１２１：５６．５� ３．８

７１３ ハマノヴィグラス 牡３栗 ５６ 松田 大作浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム ４９４－ ８１：５６．６� ９９．８�
３６ マ ナ ウ ス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦鈴木 義孝氏 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 ４８２＋ ２１：５７．５５ ５．６�
８１６ クリスマスマーベル 牡３青鹿５６ 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６８－ ８１：５７．９２� １５．３
２４ � ビ ゼ ー ヒ ル 牡３黒鹿５６ 東川 公則蛭川 正文氏 後藤 保 浦河 江谷 重雄 ４９２－ ９１：５８．４３ ２８１．３�

（笠松） （笠松）

２３ 	 ジョーマダガスカル 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.
Hertrich III ５００－１０１：５８．５クビ ７８．３�

４７ ヴィーガトウショウ 牝３鹿 ５４ 国分 優作トウショウ産業� 梅田 智之 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４２－１２１：５８．７１� ７５．６�
４８ フォースチャンス 牡３黒鹿５６ 上村 洋行寺田 秀樹氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５０８－１１１：５９．２３ ９４．５�
６１２� イツデモイツマデモ 牝３栗 ５４ 吉田 稔�ホースケア 坂口 義幸 新冠 坂元 芳春 ４００－ ８２：０２．０大差 ２４０．２�

（愛知） （愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５１８，１００円 複勝： ３６，４５３，６００円 枠連： １９，６８８，７００円

馬連： ５７，６９２，２００円 馬単： ３６，９１７，２００円 ワイド： ２５，３５１，５００円

３連複： ７５，５８６，５００円 ３連単： １３９，６９６，４００円 計： ４１３，９０４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２００円 � ４３０円 � ３２０円 枠 連（５－６） １，０５０円

馬 連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ８，１４０円

ワ イ ド �� １，５９０円 �� １，０９０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� １４，１２０円 ３ 連 単 ��� ８５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２２５１８１ 的中 � ２６５９５（３番人気）
複勝票数 計 ３６４５３６ 的中 � ５５６８５（２番人気）� １９８７２（７番人気）� ２８７５３（６番人気）
枠連票数 計 １９６８８７ 的中 （５－６） １３８８９（５番人気）
馬連票数 計 ５７６９２２ 的中 �� ９１８８（２４番人気）
馬単票数 計 ３６９１７２ 的中 �� ３３５０（３９番人気）
ワイド票数 計 ２５３５１５ 的中 �� ３９１８（２３番人気）�� ５８７１（１５番人気）�� ３２４７（２６番人気）
３連複票数 計 ７５５８６５ 的中 ��� ３９５２（５５番人気）
３連単票数 計１３９６９６４ 的中 ��� １２０９（３０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３８．３―５１．９―１：０４．９―１：１７．８―１：３０．５―１：４３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルデューク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．３ 札幌１２着

２００９．４．３生 牡３黒鹿 母 キミホウセキ 母母 オ ロ ー ル ５戦２勝 賞金 １６，３７１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時５１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イツデモイツマデモ号は，平成２４年４月１１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウイニングサルート号・ガッテンキャンパス号・ドリームバラード号・ミレニアムゴールド号・リキサンイレブン号
※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。



０７０４７ ３月１１日 曇 良 （２４中京１）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�中京スポーツ杯

発走１５時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
東京スポーツ新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：２３．２
１：１９．０

良

良

６１２ レオプライム 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４７０± ０１：２３．５ ９．６�

２４ ラインジェシカ 牝５栗 ５５ 吉田 稔大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９４－１４１：２３．７１� ４．６�
（愛知）

５１０ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 高倉 稜森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１０－ ６ 〃 アタマ ９．２�
４７ ドリームフォワード 牡５栗 ５７ 太宰 啓介セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ６１：２３．８クビ ５１．０�
７１３ クレバーサンデー 牡５鹿 ５７ 国分 優作田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４７８＋１２ 〃 クビ ２２．４�
３６ ネオザウイナー 牡４青鹿５７ 川須 栄彦小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ６１：２３．９� ８．５	
２３ サトノフローラ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４１８－ ６１：２４．０� ８．９

８１８ ツルマルワンピース 牝４鹿 ５５ 上村 洋行鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ３０．８�
８１６ テイラーバートン 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８８＋１０１：２４．１クビ １４．１
６１１ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿５７ 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ３４．１�
７１４ ショウナンカッサイ 牝６鹿 ５５ 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４４４－ ８１：２４．３１� ８６．８�
７１５ トップキングダム 牡６栗 ５７ 宮崎 北斗�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ３９．９�
１２ ローレルエルヴェル 牡７鹿 ５７ 田中 博康 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４６４－ ６ 〃 ハナ １５３．１�
５９ メイショウドナリオ 牡６栗 ５７ 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２２＋ ２ 〃 ハナ ４．６�
３５ モスカートローザ 牝４鹿 ５５ 東川 公則吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６２－１０１：２４．４� ４０．１�

（笠松）

１１ 	 アイスカービング 牝８黒鹿５５ 古川 吉洋下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４８２－ ４１：２４．５� ７１．９�
８１７ アウゲンイカロス 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ４９４－ ３ 〃 ハナ ２０５．６�
４８ ジョーアカリン 牝４黒鹿５５ 松山 弘平上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ ９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，５７７，１００円 複勝： ６０，１３６，５００円 枠連： ４５，２６２，９００円

馬連： １６０，８１８，１００円 馬単： ８３，７７２，２００円 ワイド： ５１，９１２，５００円

３連複： ２１５，１８３，７００円 ３連単： ３８２，６７７，６００円 計： １，０３５，３４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（２－６） １，３００円

馬 連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ５，２９０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� １，４２０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ６，５２０円 ３ 連 単 ��� ４２，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３５５７７１ 的中 � ２９３７９（６番人気）
複勝票数 計 ６０１３６５ 的中 � ４７７９８（４番人気）� １０５４２２（２番人気）� ５８３１８（３番人気）
枠連票数 計 ４５２６２９ 的中 （２－６） ２５８６４（４番人気）
馬連票数 計１６０８１８１ 的中 �� ５２２３６（９番人気）
馬単票数 計 ８３７７２２ 的中 �� １１６９９（１８番人気）
ワイド票数 計 ５１９１２５ 的中 �� １３６２１（９番人気）�� ８７８６（１４番人気）�� １７０２９（２番人気）
３連複票数 計２１５１８３７ 的中 ��� ２４３８４（１８番人気）
３連単票数 計３８２６７７６ 的中 ��� ６６３５（１２４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１２．５―１２．２―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．８―４７．３―５９．５―１：１１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２
３ ・（８，９）（７，１４，１６）１１（６，１５，１８）（１，１２，１３）１０，４（２，３）－１７，５ ４ ８，９（７，１４）１６（１１，１５）（６，１８）１２（１，１３，１０）２（４，３）１７－５

勝馬の
紹 介

レオプライム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１ 札幌４着

２００７．３．２９生 牡５鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ １８戦４勝 賞金 ４８，３６９，０００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。
（非当選馬） １頭 エフティシュタルク号
（非抽選馬） １頭 スマイルバラッド号
※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。

０７０４８ ３月１１日 曇 良 （２４中京１）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�

あ つ た

熱 田 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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３６．０
１：３１．４

良

良

８１６ マイネルゴラッソ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ６１：３６．６ ２２．３�

３６ � リビングストン 牡６青鹿５７ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ８１：３６．７� １４．３�
４７ リルバイリル 	４鹿 ５７ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４８４＋１２ 〃 ハナ ５．８�
１１ アップルジャック 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５１０－１０１：３６．８クビ ７．３�
２４ マイネイディール 牝４青鹿５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ １４．１�
８１５ エバーグリーン 牡４青 ５７ 川須 栄彦吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：３７．０１
 ２．３	
６１１ ソールデスタン 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 B４６２－ ６１：３７．１� １５．７

５１０ アフロディシアス 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新冠 村本牧場 ４３２－ ２１：３７．２� ３５．８�
７１４ フラムドール 牝５栗 ５５ 松山 弘平吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：３７．３� ２４．２�
３５ � ダッシュソング 牡４鹿 ５７ 高倉 稜奈良�孝一郎氏 坪 憲章 浦河 高村牧場 ４５６－ ２１：３７．４� ７２．３
１２ エアカーネリアン 牡４黒鹿５７ 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４７２－ ６１：３７．５クビ ２７．２�
７１３ リズミカルステップ 牝５栗 ５５ 国分 優作有限会社シルク尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ １３．６�
２３ コスモサイキック 牡５青 ５７ 吉田 稔 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４６８－ ４１：３７．８１� ２３．８�

（愛知）

５９ ラブミーダン 牝４黒鹿５５ 宮崎 北斗小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 ４６６－ ４１：３８．３３ ７５．２�
６１２ シゲルチョウカン 牝４鹿 ５５ 東川 公則森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 尾野 一義 ４６０－ ８１：３８．６１� １２５．７�

（笠松）

４８ カズノタイショウ 牡５栗 ５７ 古川 吉洋鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム ４７４－１２１：３９．２３� ２３２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，７３０，８００円 複勝： ４３，１９８，３００円 枠連： ２５，５４３，１００円

馬連： ７３，７２０，０００円 馬単： ４６，９９３，１００円 ワイド： ３０，７８０，１００円

３連複： １０２，９１０，８００円 ３連単： １９０，８５５，８００円 計： ５４３，７３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２３０円 複 勝 � ６８０円 � ５３０円 � ２３０円 枠 連（３－８） １，３９０円

馬 連 �� １１，９５０円 馬 単 �� ２２，７９０円

ワ イ ド �� ４，１５０円 �� ２，７６０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ２６，４９０円 ３ 連 単 ��� １８７，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２９７３０８ 的中 � １０５３３（８番人気）
複勝票数 計 ４３１９８３ 的中 � １４９６８（１０番人気）� ２０１０６（８番人気）� ５９１１８（２番人気）
枠連票数 計 ２５５４３１ 的中 （３－８） １３５６２（６番人気）
馬連票数 計 ７３７２００ 的中 �� ４５５３（４６番人気）
馬単票数 計 ４６９９３１ 的中 �� １５２２（８２番人気）
ワイド票数 計 ３０７８０１ 的中 �� １７８９（５０番人気）�� ２７１９（３６番人気）�� ７１４４（９番人気）
３連複票数 計１０２９１０８ 的中 ��� ２８６８（９３番人気）
３連単票数 計１９０８５５８ 的中 ��� ７５２（６０９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１１．９―１２．２―１２．１―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．０―５９．２―１：１１．３―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．４

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

勝馬の
紹 介

マイネルゴラッソ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．６．２０ 福島４着

２００８．５．９生 牡４栗 母 トライトップゴール 母母 ラドンナリリー １５戦２勝 賞金 ２４，１５１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 アップルジャック号の騎手西田雄一郎は，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１０，０００円。（２番への進

路影響）
※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。
（非当選馬） １頭 ピースフルアース号
（非抽選馬） ３頭 エーシンイグアス号・コンプリート号・バトルシュリイマン号
※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。

３レース目



（２４中京１）第４日 ３月１１日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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

１５５，５１０，０００円
６，３００，０００円
１，８００，０００円
１３，９７０，０００円
６１，５７７，０００円
４，８８８，０００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
２０８，１８４，９００円
３６９，９９６，３００円
１７７，８９５，０００円
５５３，９２４，３００円
３７０，１３０，５００円
２３６，４４７，３００円
７５５，５７２，１００円
１，３５８，５９０，７００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 ４，０３０，７４１，１００円

総入場人員 １８，８４３名 （有料入場人員 １７，６２６名）


