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08001 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

611 エイシンパラダイス 牝3栗 54 岩田 康誠平井 豊光氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 452－ 81：13．3 1．5�
816 ウォーターチューン 牝3鹿 54 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 442－ 41：14．25 6．0�
11 ヨゾラニネガイヲ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444± 01：14．3クビ 14．1�
23 シゲルコジシザ 牝3鹿 54 川須 栄彦森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 加野牧場 B462－ 6 〃 クビ 209．1�
59 タイセイゼニス 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二田中 成奉氏 武藤 善則 日高 藤本ファーム 444－101：14．4クビ 10．3�
815 ブライティアミル 牝3栗 54 松山 弘平小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 452－101：14．61� 14．8	
24 トウカイクッキー 牝3青鹿54 勝浦 正樹内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 428－ 81：15．02� 17．2

47 デルマスナカケババ 牝3黒鹿54 丸山 元気浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 464－ 21：15．1クビ 23．4�
35 フューリアイズ 牝3黒鹿54 吉田 隼人誓山 正伸氏 南田美知雄 新ひだか 酒井 秀紀 434－ 21：15．63 245．1�
510 ポーラーシェーン 牝3鹿 54 鮫島 良太山下 恭茂氏 加用 正 浦河 山下 恭茂 B446＋ 4 〃 クビ 41．8
12 ブ リ ス 牝3栗 54 西村 太一河村 �平氏 伊藤 伸一 浦河 吉田 又治 416－101：15．8� 70．8�
714 キョウエイアンジュ 牝3鹿 54 大野 拓弥田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 438－ 41：16．12 326．4�
36 ワンダーブライド 牝3栗 54

51 ▲横山 和生山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 386－ 61：16．2� 339．5�
612 チェリーボンバ 牝3栗 54 水口 優也大谷 高雄氏 領家 政蔵 浦河 辻 牧場 B444－ 21：16．41� 55．7�
713 エイユーシャトル 牝3栗 54 国分 優作笹部 義則氏 飯田 雄三 様似 清水スタッド 436＋101：16．5クビ 256．3�
48 ラディネット 牝3鹿 54 岡部 誠有限会社シルク村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 374± 01：17．77 308．5�
（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，990，300円 複勝： 55，229，700円 枠連： 7，239，500円
馬連： 24，855，000円 馬単： 21，823，800円 ワイド： 13，866，600円
3連複： 38，820，300円 3連単： 70，798，500円 計： 247，623，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 230円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 260円 �� 330円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 149903 的中 � 80848（1番人気）
複勝票数 計 552297 的中 � 380547（1番人気）� 45467（2番人気）� 23488（4番人気）
枠連票数 計 72395 的中 （6－8） 17229（1番人気）
馬連票数 計 248550 的中 �� 42705（1番人気）
馬単票数 計 218238 的中 �� 25345（1番人気）
ワイド票数 計 138666 的中 �� 14534（2番人気）�� 10787（3番人気）�� 3444（12番人気）
3連複票数 計 388203 的中 ��� 20060（4番人気）
3連単票数 計 707985 的中 ��� 12331（8番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―36．0―48．5―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンパラダイス �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2012．12．24 阪神2着

2010．4．24生 牝3栗 母 エイシンサンバレー 母母 エイシンサイレンス 3戦1勝 賞金 8，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラディネット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月9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。
（非抽選馬） 2頭 ピンクショットガン号・マコトクオバディス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

08002 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時15分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

59 ニホンピロバロン 牡3栗 56
53 ▲原田 敬伍小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 468－ 61：56．2 3．2�

58 タニノタキシード 牡3黒鹿56 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 460－ 2 〃 クビ 5．7�
610� エーシンザホット 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 北出 成人 仏 Haras du

Quesnay 482－ 21：56．51� 3．2�
35 カ ッ シ ー ニ 牡3鹿 56 吉田 隼人松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 534－101：56．81� 16．3�
713 マイネルエウロス 牡3鹿 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 504－ 21：57．01	 10．9�

（伊）

46 リネンウインド 
3黒鹿56 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 442－ 41：57．21	 236．4	
11 シゲルウミヘビザ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 出羽牧場 462－ 41：57．3クビ 99．1

47 ピースワントゥルー 牡3鹿 56 丸田 恭介長谷川成利氏 大竹 正博 厚真 大川牧場 500＋ 41：57．4	 50．0�
611� エイシンラムダ 牡3鹿 56 岡部 誠平井 豊光氏 坂口 正則 米 Fred W.

Hertrich III 490＋ 8 〃 クビ 11．4�
（愛知）

34 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 56 川須 栄彦小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 512－141：57．5クビ 90．4
814 オースミアイビス 牡3栗 56

54 △中井 裕二�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 514± 01：57．6	 9．8�
815 シェアードワールド 牡3黒鹿56 丸山 元気 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B438－121：58．13 40．2�
712 モ ン モ ン 牡3鹿 56 高倉 稜小田切有一氏 谷 潔 浦河 高野牧場 474－ 61：59．05 48．5�
22 クリアプロフィット 牡3鹿 56 勝浦 正樹安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 492± 01：59．21� 59．8�
23 メインオーバル 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 528± 0 〃 アタマ 145．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 8，759，300円 複勝： 16，914，300円 枠連： 4，930，500円
馬連： 14，321，100円 馬単： 10，389，300円 ワイド： 7，524，900円
3連複： 21，865，600円 3連単： 34，644，000円 計： 119，349，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 190円 � 110円 枠 連（5－5） 1，080円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 410円 �� 220円 �� 380円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，840円

票 数

単勝票数 計 87593 的中 � 21862（1番人気）
複勝票数 計 169143 的中 � 45881（2番人気）� 16111（3番人気）� 48283（1番人気）
枠連票数 計 49305 的中 （5－5） 3397（4番人気）
馬連票数 計 143211 的中 �� 10810（3番人気）
馬単票数 計 103893 的中 �� 3929（5番人気）
ワイド票数 計 75249 的中 �� 4164（4番人気）�� 9904（1番人気）�� 4652（3番人気）
3連複票数 計 218656 的中 ��� 21086（1番人気）
3連単票数 計 346440 的中 ��� 5287（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．8―51．2―1：04．2―1：17．1―1：29．9―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡3栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 6戦1勝 賞金 14，400，000円
〔制裁〕 ニホンピロバロン号の騎手原田敬伍は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※カッシーニ号は，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または施行団体名を表示している。

第２回 中京競馬 第１日



08003 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

47 ナムラケンシロウ 牡3栃栗56 水口 優也奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 450－ 21：26．2 5．2�
612 ワ ン ダ フ ル 牡3栗 56 川須 栄彦諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 クビ 3．2�
510 ブライトマーサ 牡3黒鹿 56

54 △中井 裕二�岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 458－101：26．62� 6．3�
35 トウショウタイド 牡3鹿 56 高倉 稜トウショウ産業� 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 562＋ 81：26．81� 16．1�
12 ロードアストロ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 480± 01：26．9� 9．0	
816 サクラダムール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 468－ 61：27．0� 12．7

59 サトノフェニックス 牡3青鹿56 松山 弘平里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 470＋ 41：27．1� 14．5�
713 オリオンザミラクル 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 小島牧場 450－ 61：27．31� 101．1�
23 テルミニスト 牡3黒鹿56 中舘 英二加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 460± 01：27．72� 21．7
611 マ グ ネ イ ト 牡3栗 56 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 478－101：28．23 12．9�
36 アルバラード 牡3鹿 56 黛 弘人有限会社シルク伊藤 圭三 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋ 21：28．52 116．0�
48 キャニオンティアモ 牡3栗 56 蛯名 正義�谷川牧場 栗田 博憲 浦河 谷川牧場 490－ 61：29．35 14．2�
24 ハ イ カ ム 牡3青鹿56 大野 拓弥古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 クビ 214．6�
815 アイドルワン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �高木競走馬育成牧場 大和田 成 浦河 福岡 光夫 452－ 41：29．51� 23．4�
11 エ リ ッ ク 牡3鹿 56 国分 優作門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか 原口牧場 434± 01：29．71� 140．1�
714 エンプレスリリー 牝3栗 54 柴山 雄一�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 426－ 41：29．9� 382．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，658，400円 複勝： 20，270，900円 枠連： 7，360，200円
馬連： 18，732，500円 馬単： 13，968，700円 ワイド： 11，488，000円
3連複： 29，285，900円 3連単： 41，761，900円 計： 155，526，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 150円 � 180円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 320円 �� 510円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 8，660円

票 数

単勝票数 計 126584 的中 � 19433（2番人気）
複勝票数 計 202709 的中 � 41112（1番人気）� 39180（2番人気）� 25615（3番人気）
枠連票数 計 73602 的中 （4－6） 11161（1番人気）
馬連票数 計 187325 的中 �� 15661（1番人気）
馬単票数 計 139687 的中 �� 5766（2番人気）
ワイド票数 計 114880 的中 �� 9734（1番人気）�� 5367（3番人気）�� 5726（2番人気）
3連複票数 計 292859 的中 ��� 12420（1番人気）
3連単票数 計 417619 的中 ��� 3563（4番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラケンシロウ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2012．7．15 中京9着

2010．3．30生 牡3栃栗 母 ナムラクニヒメ 母母 ケイジヨイナー 6戦1勝 賞金 6，300，000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 ブリリアンシー号

08004 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時15分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

818 リオグランデ 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 41：23．2 1．8�

816 ハギノソフィア 牝3栗 54 戸崎 圭太安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 452－141：23．3� 16．8�
12 ブラザーウインド 牡3栗 56 丸田 恭介 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B478－ 6 〃 クビ 37．1�
48 ドラグレスク 牡3鹿 56 上村 洋行村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 512－ 61：23．4� 23．2�
612 マ リ ン レ イ 牝3黒鹿54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 450－ 4 〃 アタマ 83．8�
715 ベストブレーン 牡3鹿 56 蛯名 正義寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 478± 01：23．5クビ 8．7	
24 シゲルコウマザ 牝3芦 54 高倉 稜森中 蕃氏 西橋 豊治 浦河 中村 雅明 412－ 2 〃 クビ 7．5

23 	 レッドファンタジア 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 米 Colts Neck

Stables LLC 500－ 21：23．6クビ 13．9�
59 ア ル ジ ャ ン 牡3鹿 56 松田 大作�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 416－ 4 〃 アタマ 45．8
47 サチノリーダース 牡3青鹿56 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 434－ 81：23．81 14．8�
11 ア ス カ メ イ 牝3鹿 54 丸山 元気上野 武氏 本間 忍 新ひだか 片山牧場 488＋ 21：23．9� 43．0�
611 レーヴドプランス 牡3鹿 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480－ 8 〃 ハナ 60．9�
713 プリンセスハルカ 牝3鹿 54

52 △中井 裕二上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 片山牧場 436－ 41：24．0� 75．8�
714 クラウンセシリア 牝3黒鹿54 柴山 雄一矢野 悦三氏 松永 康利 新冠 浜口牧場 456± 01：24．1� 259．5�
510 キングスクルーザー 牡3鹿 56 藤岡 康太有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 458－ 61：24．42 80．4�
36 タイセイブロンド 牝3栗 54 岡部 誠田中 成奉氏 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 460－ 2 〃 クビ 248．1�

（愛知）

817 アスカリンカーン 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 424－ 4 〃 ハナ 76．2�

35 カーヴィシャス 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 442－ 61：24．71� 24．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，184，300円 複勝： 29，288，400円 枠連： 9，133，700円
馬連： 23，917，000円 馬単： 20，562，400円 ワイド： 15，315，600円
3連複： 36，679，600円 3連単： 60，476，300円 計： 212，557，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 350円 � 940円 枠 連（8－8） 1，030円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，670円 �� 7，840円

3 連 複 ��� 19，970円 3 連 単 ��� 55，930円

票 数

単勝票数 計 171843 的中 � 79587（1番人気）
複勝票数 計 292884 的中 � 103259（1番人気）� 16739（6番人気）� 5372（11番人気）
枠連票数 計 91337 的中 （8－8） 6605（4番人気）
馬連票数 計 239170 的中 �� 12350（5番人気）
馬単票数 計 205624 的中 �� 7285（7番人気）
ワイド票数 計 153156 的中 �� 6851（5番人気）�� 2226（16番人気）�� 455（63番人気）
3連複票数 計 366796 的中 ��� 1356（58番人気）
3連単票数 計 604763 的中 ��� 798（151番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．3―12．1―11．8―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．7―47．8―59．6―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リオグランデ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Boundary デビュー 2012．10．14 京都4着

2010．1．16生 牝3鹿 母 シーズライクリオ 母母 Leading Rhyme 6戦1勝 賞金 12，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ヴァイスドール号・ルナーリンガス号・ワイズマン号
※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。



08005 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第5競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走11時45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

55 メイショウサリマン 牡5栗 57 岩田 康誠松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 482＋ 61：59．7 1．8�
44 ホ ク シ ン 牡5青鹿57 勝浦 正樹中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 B490－ 62：00．76 6．5�
22 シルバーレイショウ 牡4芦 57 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 02：00．91� 10．5�
77 トウショウカムイ 牡5鹿 57 松山 弘平トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498－ 62：01．0� 2．8�
11 アイティテイオー 牡5栗 57 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 468＋ 42：01．53 43．1�
88 シンボリシュテルン 牡5黒鹿57 伊藤 工真シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 520－162：02．35 84．5	
33 コウエイキング �5鹿 57

55 △中井 裕二西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド 460－ 22：03．04 29．6

66 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 57 柴山 雄一加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 有限会社

ケイズ B466± 02：03．42� 88．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 14，329，800円 複勝： 31，750，100円 枠連： 発売なし
馬連： 19，130，700円 馬単： 20，454，900円 ワイド： 10，542，100円
3連複： 26，656，900円 3連単： 84，643，900円 計： 207，508，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 240円 �� 350円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 143298 的中 � 65545（1番人気）
複勝票数 計 317501 的中 � 191452（1番人気）� 28254（3番人気）� 17292（4番人気）
馬連票数 計 191307 的中 �� 24590（2番人気）
馬単票数 計 204549 的中 �� 19850（3番人気）
ワイド票数 計 105421 的中 �� 12107（2番人気）�� 7405（4番人気）�� 4367（6番人気）
3連複票数 計 266569 的中 ��� 14867（4番人気）
3連単票数 計 846439 的中 ��� 19288（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．2―31．2―44．6―57．6―1：10．1―1：22．6―1：35．1―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウサリマン �

父 メイショウオウドウ �


母父 メイショウエイカン デビュー 2010．12．12 阪神7着

2008．4．8生 牡5栗 母 メイショウヒダカ 母母 メイシヨウエンゼル 25戦3勝 賞金 36，020，000円

08006 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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� コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

34 キングブラーボ 牡5黒鹿57 上村 洋行村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 518－ 41：25．4 16．3�
47 ペガサスヒルズ 牡6栗 57 川田 将雅吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 B478－ 4 〃 クビ 2．2�
815 ザストロンシチー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 490－ 81：25．61� 5．1�
610� エクストラトーン 牡4芦 57 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 510＋ 41：25．92 25．0�
35 � エルウェーオージャ �5青 57 松山 弘平雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 472＋ 41：26．0クビ 19．4�
58 � シゲルアボカド 牡4鹿 57 大野 拓弥森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 486± 0 〃 アタマ 9．7	
23 シゲルアケビ 牝4鹿 55 岡部 誠森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 460＋ 4 〃 アタマ 131．4


（愛知）

46 ストロングティラノ 牡4芦 57 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B506＋ 81：26．42	 21．1�
712 ク ナ ン ガ ン 牝6黒鹿55 上野 翔坂田 行夫氏 高市 圭二 日高 いとう牧場 488－ 4 〃 ハナ 315．1�
59 フランチャイズ 牡4栗 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 508＋121：26．93 17．0
814 マウシャーレ 牡5栗 57

55 △中井 裕二浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 452± 01：27．21
 376．6�
611� レディオスソープ 牝5栗 55 勝浦 正樹大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 488－ 21：27．41� 5．8�
22 � アイファーパローマ 牝4黒鹿55 高倉 稜中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 428－111：28．14 493．0�
11 アフロディシアス 牝5鹿 55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 436－ 21：28．2	 25．8�
713 パープルダイガク 牡4鹿 57 鮫島 良太中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 458＋ 41：28．73 473．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，391，200円 複勝： 24，144，100円 枠連： 7，579，900円
馬連： 24，377，300円 馬単： 17，196，900円 ワイド： 13，070，100円
3連複： 35，203，600円 3連単： 57，812，400円 計： 195，775，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 280円 � 110円 � 170円 枠 連（3－4） 760円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，390円 �� 260円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 31，220円

票 数

単勝票数 計 163912 的中 � 7929（5番人気）
複勝票数 計 241441 的中 � 14618（5番人気）� 88235（1番人気）� 34070（2番人気）
枠連票数 計 75799 的中 （3－4） 7373（4番人気）
馬連票数 計 243773 的中 �� 7609（9番人気）
馬単票数 計 171969 的中 �� 2064（27番人気）
ワイド票数 計 130701 的中 �� 5128（5番人気）�� 2044（17番人気）�� 14506（1番人気）
3連複票数 計 352036 的中 ��� 8163（8番人気）
3連単票数 計 578124 的中 ��� 1367（92番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．4―12．7―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―47．4―1：00．1―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．0
3 ・（1，9）15，8，11（6，10，7）（3，5，4）13－（2，12）14 4 ・（1，9）15，8（6，10，11）7（3，5，4）－（2，12）（14，13）

勝馬の
紹 介

キングブラーボ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー 2011．4．9 阪神8着

2008．4．26生 牡5黒鹿 母 シェラムール 母母 ニコールモナムール 20戦3勝 賞金 28，470，000円
〔制裁〕 キングブラーボ号の騎手上村洋行は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。



08007 3月9日 晴 良 （25中京2）第1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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

77 スプリングシーズン 牡5鹿 57 勝浦 正樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506± 01：52．0 1．4�

66 ルスナイスナイパー 牡4栗 57 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 450± 01：52．74 6．6�
55 シルクエルドール �4栗 57 戸崎 圭太有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－161：53．76 5．9�
11 	
 エーシンドクトル 牡4鹿 57 岡部 誠�栄進堂 坂口 正則 英

Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

488－ 81：54．12� 18．3�
（愛知）

33 クオリティタイム �7鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：54．41� 12．7	
44 グランラファル 牡4栗 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 488－ 61：55．14 113．8

88 	
 プロミシングユース 牡4鹿 57 丸田 恭介藤田 孟司氏 上原 博之 米 F. K. N.

Partners 428± 01：55．2クビ 53．6�
22 マンボマンボ 牡4鹿 57 丸山 元気久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 476＋ 21：55．3� 71．5�
89 
 スプリングオー �4黒鹿 57

54 ▲横山 和生栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 450－ 21：55．62 197．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 15，281，900円 複勝： 66，757，900円 枠連： 6，515，900円
馬連： 19，348，800円 馬単： 21，834，400円 ワイド： 11，927，000円
3連複： 32，612，400円 3連単： 96，287，200円 計： 270，565，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 140円 � 160円 枠 連（6－7） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 170円 �� 300円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 900円

票 数

単勝票数 計 152819 的中 � 92219（1番人気）
複勝票数 計 667579 的中 � 505737（1番人気）� 45651（2番人気）� 38708（4番人気）
枠連票数 計 65159 的中 （6－7） 18457（1番人気）
馬連票数 計 193488 的中 �� 53914（1番人気）
馬単票数 計 218344 的中 �� 44999（1番人気）
ワイド票数 計 119270 的中 �� 32668（1番人気）�� 16516（2番人気）�� 6884（5番人気）
3連複票数 計 326124 的中 ��� 78481（1番人気）
3連単票数 計 962872 的中 ��� 79093（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．4―51．5―1：04．2―1：16．5―1：28．6―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．5
1
3
7，6（4，5）（1，8）2，9－3
7，6－5（1，4）－（2，8）－（9，3）

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

勝馬の
紹 介

スプリングシーズン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2011．3．26 小倉5着

2008．4．28生 牡5鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング 10戦3勝 賞金 31，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

08008 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・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� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

23 コ リ ー ヌ 牝4鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 438－ 61：34．7 4．4�
24 アンスポークン 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋141：34．8� 9．3�
48 ミヤコマンハッタン 牝4鹿 55 蛯名 正義吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 480－ 6 〃 クビ 4．1�
59 フレンチボウ 牝5鹿 55 D．バルジュー 吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 464＋ 41：35．12 10．2�

（伊）

12 ジョウテンオリーヴ 牝4鹿 55 丸山 元気田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 500＋ 21：35．2� 35．5	
510 ミサソレムニス 牝4栗 55 藤岡 康太吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 430－ 21：35．3クビ 90．0

714 サトノフォワード 牝5栗 55 秋山真一郎里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－10 〃 アタマ 46．8�
11 マルデデルマ 牝5栗 55 川須 栄彦吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B462＋ 21：35．4� 28．9�
47 ラストメッセージ 牝5栗 55 柴山 雄一村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 432－101：35．61� 28．3
815 ナオミノユメ 牝4鹿 55 荻野 琢真塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 アタマ 11．9�
612 スイートテン 牝6栗 55 中舘 英二青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 530＋ 81：35．7クビ 10．9�
36 タガノミュルザンヌ 牝4鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408－ 4 〃 クビ 4．6�
816 レッドマーベル 牝5鹿 55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 496－ 41：36．55 76．3�
713 プリンチペッサ 牝4栗 55 丹内 祐次�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 402－121：37．45 86．8�
611 クールユリア 牝4鹿 55 勝浦 正樹川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 492± 01：37．5� 71．5�
35 チャードリー 牝4青鹿 55

53 △中井 裕二�G1レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 61：39．110 49．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，794，000円 複勝： 28，377，800円 枠連： 10，500，700円
馬連： 31，790，800円 馬単： 25，292，500円 ワイド： 15，421，200円
3連複： 47，636，800円 3連単： 74，131，400円 計： 250，945，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 280円 � 180円 枠 連（2－2） 1，780円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 540円 �� 390円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 177940 的中 � 32192（2番人気）
複勝票数 計 283778 的中 � 52035（2番人気）� 22354（4番人気）� 46305（3番人気）
枠連票数 計 105007 的中 （2－2） 4370（6番人気）
馬連票数 計 317908 的中 �� 13121（5番人気）
馬単票数 計 252925 的中 �� 6288（11番人気）
ワイド票数 計 154212 的中 �� 6981（4番人気）�� 10599（2番人気）�� 4585（8番人気）
3連複票数 計 476368 的中 ��� 12230（4番人気）
3連単票数 計 741314 的中 ��� 3724（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―35．8―47．6―59．4―1：10．8―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

コ リ ー ヌ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Danehill デビュー 2011．10．1 中山1着

2009．4．3生 牝4鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah 12戦2勝 賞金 20，844，000円
〔発走状況〕 ラストメッセージ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 チャードリー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 2頭 サクラプリエール号・ミヤコライジング号
（非抽選馬） 2頭 ウインロザリー号・ゼフィランサス号
※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。



08009 3月9日 晴 良 （25中京2）第1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� コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：56．1

良
良

711 ディオベルタ 牝4栃栗55 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 448－122：01．7 1．8�
710 モ ー レ ツ 牡6栗 57

55 △中井 裕二小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 528＋102：01．8� 90．1�
33 トモロマイスター 牡6黒鹿57 川須 栄彦戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 450－ 42：01．9� 7．5�
45 テイエムオペラドン 牡4鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 454－ 82：02．0� 19．7�
22 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 D．バルジュー 吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 クビ 5．3�

（伊）

56 スプリングパリオ 牡4鹿 57 戸崎 圭太加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 480－ 4 〃 ハナ 12．3	
57 � スタートセンス 牡5鹿 57 丸田 恭介河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 452＋ 42：02．1クビ 9．7

813 ゲットハッピー 牡5黒鹿57 松山 弘平�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 462－ 82：02．31� 14．7�
44 マイネルヴァルム 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 466－ 82：02．62 57．1
68 オペラオーカン 牡6黒鹿57 吉田 隼人吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B482－102：03．55 58．8�
812� ムカワタイガー 牡5栗 57

54 ▲横山 和生小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 稲原牧場 440－16 〃 クビ 441．6�
11 ウォーターワールド 牡5栗 57

54 ▲原田 敬伍山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 440± 02：04．77 136．1�
69 メイショウデビッド 牡4鹿 57 秋山真一郎松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 462＋ 42：04．8	 121．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，956，800円 複勝： 34，874，900円 枠連： 9，509，600円
馬連： 40，092，900円 馬単： 29，317，100円 ワイド： 18，114，700円
3連複： 47，801，400円 3連単： 105，425，400円 計： 306，092，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，270円 � 180円 枠 連（7－7） 5，660円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 8，520円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 270円 �� 5，990円

3 連 複 ��� 14，820円 3 連 単 ��� 68，800円

票 数

単勝票数 計 209568 的中 � 95140（1番人気）
複勝票数 計 348749 的中 � 146524（1番人気）� 3666（10番人気）� 43947（3番人気）
枠連票数 計 95096 的中 （7－7） 1242（15番人気）
馬連票数 計 400929 的中 �� 4405（18番人気）
馬単票数 計 293171 的中 �� 2541（24番人気）
ワイド票数 計 181147 的中 �� 1715（25番人気）�� 19972（2番人気）�� 661（41番人気）
3連複票数 計 478014 的中 ��� 2382（40番人気）
3連単票数 計1054254 的中 ��� 1131（179番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．9―12．7―11．8―11．5―12．2―11．9―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．7―49．4―1：01．2―1：12．7―1：24．9―1：36．8―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
4，6（2，11）3，13，8，10（5，9）（7，12）－1
4，9（2，6）（11，13）3，10，8，5，7－12－1

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

勝馬の
紹 介

ディオベルタ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Tejano Run デビュー 2011．8．28 札幌4着

2009．5．11生 牝4栃栗 母 ディオニージア 母母 Essie’s Maid 8戦2勝 賞金 20，900，000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。

08010 3月9日 晴 良 （25中京2）第1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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

55 インカンテーション 牡3鹿 56 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 472＋ 41：53．0 5．4�
78 モンシュシュ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476－ 41：53．95 3．4�
22 フミノファルコン 牡3黒鹿56 D．バルジュー 谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 530－ 61：54．43 3．5�

（伊）

11 カノヤプレジデント �3鹿 56 国分 優作神田 薫氏 谷 潔 登別 青藍牧場 462－ 41：55．25 5．3�
79 トーホウビッグガン 牡3黒鹿56 柴山 雄一東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 490± 01：55．3� 8．2	
67 ア ザ ゼ ル 牡3青鹿56 川須 栄彦前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 476－10 〃 クビ 37．6

811 テイエムナデシコ 牝3黒鹿54 中井 裕二竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476－ 21：55．83 114．4�
33 シ ュ ミ ッ ト 牡3芦 56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 474－ 21：56．43� 10．8�
66 	 チョットチョット 牝3鹿 54 岡部 誠山田 忠勉氏 角田 輝也 新ひだか 千代田牧場 430－ 6 〃 クビ 97．4

（愛知） （愛知）

810 フェブアクティヴ �3栗 56 高倉 稜釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 496± 01：56．61
 81．6�
44 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿54 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 452－101：56．92 41．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 19，503，600円 複勝： 30，890，800円 枠連： 11，319，200円
馬連： 38，097，700円 馬単： 27，400，700円 ワイド： 19，409，000円
3連複： 53，863，400円 3連単： 112，402，200円 計： 312，886，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 120円 � 130円 枠 連（5－7） 900円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 260円 �� 400円 �� 200円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 6，640円

票 数

単勝票数 計 195036 的中 � 28742（4番人気）
複勝票数 計 308908 的中 � 41799（3番人気）� 76670（1番人気）� 72799（2番人気）
枠連票数 計 113192 的中 （5－7） 9361（4番人気）
馬連票数 計 380977 的中 �� 26170（4番人気）
馬単票数 計 274007 的中 �� 8289（12番人気）
ワイド票数 計 194090 的中 �� 18332（2番人気）�� 10532（6番人気）�� 27544（1番人気）
3連複票数 計 538634 的中 ��� 46840（1番人気）
3連単票数 計1124022 的中 ��� 12494（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．8―50．7―1：03．3―1：16．0―1：28．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3
5（8，9，11）2，4－7，10，3，1，6・（5，8，9）（2，11）4－（7，10）1－3－6

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

勝馬の
紹 介

インカンテーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．7．14 中京15着

2010．3．24生 牡3鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 7戦2勝 賞金 15，380，000円
※テイエムナデシコ号は，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または施行団体名を表示している。



08011 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第11競走 ��
��2，000�第49回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，24．3．10以降25．3．3まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．4
1：56．1

良
良

713 サトノアポロ 牡5黒鹿55 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502± 01：59．6レコード 8．9�
47 アドマイヤタイシ 牡6黒鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 4 〃 クビ 4．0�
12 トウカイパラダイス 牡6黒鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 506± 01：59．7� 6．4�
23 パッションダンス 牡5鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512± 02：00．01� 8．2�
715 ゲシュタルト 牡6鹿 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 520＋ 4 〃 ハナ 40．7�
611 ジョワドヴィーヴル 牝4鹿 54 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 428－ 8 〃 クビ 9．0

36 	 アンコイルド 牡4鹿 55 吉田 隼人	大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 486－102：00．21
 9．7�
59 ジャスタウェイ 牡4鹿 57 D．バルジュー 大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 42：00．3クビ 5．9�
（伊）

48 カノンコード 牡7芦 54 岡部 誠 	サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム 520－ 2 〃 ハナ 62．6
（愛知）

35 ドリームセーリング 牡6栗 54 国分 優作セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 474－10 〃 クビ 21．1�
714 ロードオブザリング 牡6鹿 55 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 510－ 22：00．4� 159．8�
612 セイクリッドバレー 牡7栗 56 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 490－102：00．5クビ 51．0�
510 テイエムアンコール 牡9芦 55 川須 栄彦竹園 正繼氏 柴田 政見 三石 坂本牧場 456－102：00．6� 202．1�
817 マッハヴェロシティ 牡7青 53 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 530＋ 82：01．45 339．1�
11 ダンツホウテイ 牡8黒鹿56 上村 洋行山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 478－ 2 〃 ハナ 128．5�
816 ショウリュウムーン 牝6鹿 55 秋山真一郎上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 466－ 22：01．5� 17．4�
818 ヤマニンキングリー 牡8栗 57 高倉 稜土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 510＋ 62：02．88 120．1�
24 コスモオオゾラ 牡4鹿 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 6 （競走中止） 25．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 86，575，300円 複勝： 156，106，600円 枠連： 55，233，800円
馬連： 343，366，700円 馬単： 159，565，900円 ワイド： 126，229，600円
3連複： 525，371，700円 3連単： 850，865，800円 計： 2，303，315，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 230円 � 140円 � 200円 枠 連（4－7） 1，150円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 560円 �� 890円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 17，230円

票 数

単勝票数 計 865753 的中 � 77289（5番人気）
複勝票数 計1561066 的中 � 150821（4番人気）� 369683（1番人気）� 194769（2番人気）
枠連票数 計 552338 的中 （4－7） 35471（3番人気）
馬連票数 計3433667 的中 �� 173260（4番人気）
馬単票数 計1595659 的中 �� 34795（9番人気）
ワイド票数 計1262296 的中 �� 55923（4番人気）�� 33097（8番人気）�� 79871（1番人気）
3連複票数 計5253717 的中 ��� 132960（5番人気）
3連単票数 計8508658 的中 ��� 36445（29番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．5―12．3―12．0―12．0―11．8―11．9―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．9―48．2―1：00．2―1：12．2―1：24．0―1：35．9―1：47．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアポロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Bering デビュー 2010．8．1 新潟4着

2008．5．11生 牡5黒鹿 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique 13戦5勝 賞金 109，499，000円
〔競走中止〕 コスモオオゾラ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミッキーパンプキン号
（非抽選馬） 4頭 ヴィクトリースター号・トップゾーン号・ホワイトピルグリム号・リッツィースター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

08012 3月9日 晴 良 （25中京2）第1日 第12競走 ��
��1，400�

す ず か

鈴 鹿 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000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
1：20．0
1：19．0

良
良

510 ザッハトルテ 牝6芦 55 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 438± 01：20．9 8．9�
714 ウイングザムーン 牝4鹿 55 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 474＋ 21：21．0� 10．6�
612 ハーキュリーズ 牡5鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448－ 8 〃 クビ 4．0�
816 ゴールデンムーン 牝4栗 55 D．バルジュー �G1レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 466＋ 81：21．21� 13．2�

（伊）

715 ヴィクトリーマーチ 牝6栗 55 丸田 恭介吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム B460± 01：21．3クビ 21．8	
59 	 リビングストン 
7青鹿57 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 496－ 8 〃 クビ 85．2

35 エクセラントカーヴ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 422＋ 21：21．4� 5．8�
12 	 デ ン フ ァ レ 牝6栗 55 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 484－ 2 〃 クビ 31．0�
36 アルマリンピア 牝5鹿 55 岩田 康誠飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 476± 01：21．5� 5．7
23 � キョウエイバサラ 牡5芦 57 吉田 隼人田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 516＋ 4 〃 ハナ 22．9�
11 チェリーヒロイン 牝4栗 55 高倉 稜伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 408＋ 61：21．6� 10．8�
611� ダークマレイン 牝4鹿 55 大野 拓弥門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 452－ 41：21．7� 38．0�
818 メイショウコウセイ 牡7鹿 57 岡部 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 500－ 61：21．8クビ 112．0�

（愛知）

713 ピサノベッテル 牝4黒鹿55 柴山 雄一市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 438－ 6 〃 ハナ 241．2�
47 デザートオアシス 牡5鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 538＋22 〃 アタマ 15．2�
817 テ ム ジ ン 牡4鹿 57 丸山 元気熊谷 貴之氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470± 01：22．01 41．4�
24 エクスクライム 牡4栗 57 中舘 英二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 448－ 2 〃 ハナ 53．9�
48 ガールズストーリー 牝5黒鹿55 中井 裕二吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 436± 01：22．1� 139．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，672，200円 複勝： 56，520，200円 枠連： 26，316，400円
馬連： 78，444，900円 馬単： 44，288，100円 ワイド： 38，388，300円
3連複： 114，996，600円 3連単： 189，429，500円 計： 580，056，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 350円 � 170円 枠 連（5－7） 2，830円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 9，730円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 550円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 42，720円

票 数

単勝票数 計 316722 的中 � 28268（4番人気）
複勝票数 計 565202 的中 � 62375（4番人気）� 35581（6番人気）� 108270（1番人気）
枠連票数 計 263164 的中 （5－7） 6883（15番人気）
馬連票数 計 784449 的中 �� 12594（16番人気）
馬単票数 計 442881 的中 �� 3362（40番人気）
ワイド票数 計 383883 的中 �� 5607（16番人気）�� 18157（3番人気）�� 9357（8番人気）
3連複票数 計1149966 的中 ��� 15510（10番人気）
3連単票数 計1894295 的中 ��� 3273（94番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．4―11．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．4―45．8―57．1―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザッハトルテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2010．4．11 阪神4着

2007．4．19生 牝6芦 母 パ フ ェ 母母 Meringue Pie 26戦2勝 賞金 40，660，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 デザートオアシス号の騎手蛯名正義は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5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。
（非当選馬） 1頭 タガノザイオン号
（非抽選馬） 2頭 ビッグスマイル号・メロート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（25中京2）第1日 3月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

218，480，000円
5，480，000円
1，950，000円
20，100，000円
61，342，000円
4，804，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
276，097，100円
551，125，700円
155，639，400円
676，475，400円
412，094，700円
301，297，100円
1，010，794，200円
1，778，678，500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 5，162，202，100円

総入場人員 15，289名 （有料入場人員 14，360名）
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