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08049 3月23日 晴 良 （25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）

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

24 アメージングタクト 牡3鹿 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 21：13．2 2．0�

611 ヤマニンブルジョン 牡3栗 56 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462± 0 〃 ハナ 4．1�
48 ユ ウ ヅ キ 牝3鹿 54 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム 440－ 41：13．83� 22．6�
510 マ ン リ ー 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 502－ 21：14．43� 8．1�
23 ト ド ロ ッ ク 牡3鹿 56

54 △中井 裕二山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 480－ 61：14．5� 6．1�
35 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 和生加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム 472－ 41：14．6� 25．0	
12 ビコーピリラニ 牡3栗 56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 高柳 隆男 474＋ 81：15．45 54．9

11 ラ ノ ラ ラ ク 牝3栗 54 中谷 雄太�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 460－ 41：15．61� 17．4�
47 カシノマインド 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 472＋ 41：15．81� 203．9�
612 ヒーローゴールド 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 三石橋本牧場 486＋22 〃 ハナ 74．6
36 ウインラヴタイム 牝3栗 54 古川 吉洋�ウイン 金成 貴史 新ひだか 前田 宗将 400＋ 11：15．9� 168．7�
59 ヨイチピース 牡3栗 56 吉田 隼人加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 450－ 11：16．43 58．0�
714 キタノワンダー 牝3鹿 54 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 446－ 61：16．61� 346．5�
816 ウエスタンカリーナ 牝3黒鹿54 西村 太一西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 474－ 4 〃 ハナ 264．8�
713 コフユチェリー 牝3青鹿54 丹内 祐次チエリー商事� 嶋田 潤 新ひだか 嶋田牧場 462－ 41：17．77 81．3�
815 アリューリング 牡3栗 56

53 ▲岩崎 翼加藤 守氏 木原 一良 浦河 岡部牧場 472 ―1：17．8� 167．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 11，255，600円 複勝： 32，104，300円 枠連： 6，613，200円
馬連： 21，186，900円 馬単： 16，670，400円 ワイド： 13，602，900円
3連複： 35，801，600円 3連単： 57，138，500円 計： 194，373，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 420円 枠 連（2－6） 330円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 210円 �� 720円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 6，410円

票 数

単勝票数 計 112556 的中 � 44974（1番人気）
複勝票数 計 321043 的中 � 167740（1番人気）� 45079（2番人気）� 8635（6番人気）
枠連票数 計 66132 的中 （2－6） 14941（1番人気）
馬連票数 計 211869 的中 �� 33547（1番人気）
馬単票数 計 166704 的中 �� 14751（2番人気）
ワイド票数 計 136029 的中 �� 20611（2番人気）�� 4167（7番人気）�� 2256（13番人気）
3連複票数 計 358016 的中 ��� 12303（6番人気）
3連単票数 計 571385 的中 ��� 6584（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．6―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．0―48．6―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメージングタクト �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 End Sweep デビュー 2012．6．10 阪神2着

2010．2．9生 牡3鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ 8戦1勝 賞金 17，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コフユチェリー号・アリューリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月

23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） 1頭 ブラックポセイドン号
（非抽選馬） 2頭 アルバラード号・ヴェールフォンセ号

08050 3月23日 晴 良 （25中京2）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

611 マ ル マ ロ ス 牡3芦 56 柴山 雄一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B496＋ 81：55．8 26．8�
48 ケイアイホクトセイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 492－ 4 〃 ハナ 2．7�
35 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿56 中舘 英二橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 518± 01：55．9� 2．7�
713 ヒドゥンブレイド 牡3黒鹿56 丸山 元気有限会社シルク小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 7．5�
59 クリノコトノオー 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 460－ 61：56．75 23．8�
23 スピーディシャープ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 大西ファーム 406± 01：56．91� 50．4�
12 サトノデプロマット 牡3黒鹿56 北村 友一里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 504 ― 〃 クビ 10．4	
11 テラノアパッチ 牡3芦 56

53 ▲長岡 禎仁寺田 寿男氏 清水 出美 安平 追分ファーム 464＋101：57．11� 193．8

47 キセキノチャンス 牝3栗 54

52 △中井 裕二深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 474－ 21：57．41� 22．4�
815 エーシンアプローズ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 和生�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 492－ 41：57．93 17．0
612 リトルボナンザ 牝3芦 54 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 428＋ 41：58．53� 268．3�
816 タガノジュラーレ 牡3芦 56 松田 大作八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋101：58．6� 91．0�
714 ビートマグナム 牡3鹿 56 黛 弘人安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 絵笛牧場 470－ 21：58．7� 322．1�
510 ハギノアムール 牝3黒鹿 54

51 ▲花田 大昂安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 450－ 41：58．8� 566．7�
36 トーセンレインボー 牝3栗 54 丹内 祐次島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 81：58．9� 257．3�
24 プリエールエスペレ 牡3栗 56 吉田 隼人 �グリーンファーム鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 508－161：59．75 23．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 9，564，200円 複勝： 13，364，900円 枠連： 3，125，000円
馬連： 15，151，800円 馬単： 11，627，700円 ワイド： 7，138，100円
3連複： 20，361，200円 3連単： 39，533，100円 計： 119，866，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 420円 � 140円 � 110円 枠 連（4－6） 2，920円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 13，820円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 800円 �� 180円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 44，140円

票 数

単勝票数 計 95642 的中 � 2821（9番人気）
複勝票数 計 133649 的中 � 4738（8番人気）� 25996（2番人気）� 46943（1番人気）
枠連票数 計 31250 的中 （4－6） 791（13番人気）
馬連票数 計 151518 的中 �� 2504（17番人気）
馬単票数 計 116277 的中 �� 621（40番人気）
ワイド票数 計 71381 的中 �� 1310（17番人気）�� 1882（8番人気）�� 12880（1番人気）
3連複票数 計 203612 的中 ��� 5311（7番人気）
3連単票数 計 395331 的中 ��� 661（129番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―13．9―13．2―12．9―12．5―12．7―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―38．3―51．5―1：04．4―1：16．9―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9
1
3
5，6，7，11（2，10）16（1，9）12（3，4，8，15）13，14
5（6，11）8，2－7，9（1，12，15）－3（16，14）（10，13）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ル マ ロ ス �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．1．26 東京3着

2010．5．31生 牡3芦 母 オグリクェスチョン 母母 オグリホワイト 3戦1勝 賞金 6，500，000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。
（非当選馬） 3頭 アイファーシャトー号・サークルオブライフ号・ブルーボリウッド号

第２回 中京競馬 第５日



08051 3月23日 晴 良 （25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）

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
1：22．5
1：21．5

良
不良

11 シゲルコジシザ 牝3鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 加野牧場 B460－ 21：28．1 10．8�
47 カワイコチャン 牝3鹿 54 黛 弘人スリースターズレーシング 尾関 知人 新ひだか 前田 宗将 434＋ 61：28．31� 3．8�
714 ビーインラプチャー 牝3栗 54 丸田 恭介吉田 千津氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430－ 6 〃 ハナ 25．1�
816 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 442－ 21：28．4� 5．0�
35 スカイグラフィティ 牝3芦 54 北村 友一飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478－161：28．5� 36．0�
612 プントインアリア 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 390－ 21：28．6� 25．4	
59 マザーズアイ 牝3栗 54 吉田 隼人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 454－ 21：28．7� 37．4

815 アンジェラスベル 牝3鹿 54 西田雄一郎田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 462－ 6 〃 同着 7．5�
48 デンコウアローズ 牝3鹿 54 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 442＋ 21：28．91� 21．3�
611 サンクンガーデン 牝3鹿 54 松田 大作 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 470－ 81：29．0� 4．2
12 ア ン ジ ュ エ 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 450－161：29．2� 37．5�

510 ハンバーガー 牝3栗 54 柴山 雄一藤田 浩一氏 尾形 和幸 新冠 松浦牧場 452＋121：29．83� 45．7�
24 ドクタールキア 牝3鹿 54 丸山 元気松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 440－141：30．01� 58．4�
23 キークッキー 牝3鹿 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 482 ―1：30．2� 141．0�
36 キョウワイリス 牝3鹿 54

52 △中井 裕二�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 434－ 91：31．15 152．4�
713 ビナクイーン 牝3黒鹿54 中舘 英二井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 山勝牧場 444－ 41：32．37 13．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，392，800円 複勝： 22，231，900円 枠連： 7，889，600円
馬連： 21，143，500円 馬単： 15，787，500円 ワイド： 12，677，100円
3連複： 32，477，600円 3連単： 49，051，600円 計： 173，651，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 280円 � 200円 � 440円 枠 連（1－4） 1，590円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 990円 �� 3，160円 �� 800円

3 連 複 ��� 24，890円 3 連 単 ��� 114，560円

票 数

単勝票数 計 123928 的中 � 9052（5番人気）
複勝票数 計 222319 的中 � 20588（5番人気）� 34367（3番人気）� 11666（6番人気）
枠連票数 計 78896 的中 （1－4） 3678（9番人気）
馬連票数 計 211435 的中 �� 5393（10番人気）
馬単票数 計 157875 的中 �� 1794（22番人気）
ワイド票数 計 126771 的中 �� 3193（12番人気）�� 946（34番人気）�� 4055（8番人気）
3連複票数 計 324776 的中 ��� 963（81番人気）
3連単票数 計 490516 的中 ��� 316（369番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．3―48．0―1：01．4―1：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．8―3F40．1
3 3，16－（1，15）12（4，13，11）－（2，7）14（8，9）6－5，10 4 3，16（1，15）12（4，11）（13，7）（2，9）（8，14）－（6，5）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルコジシザ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．10．28 新潟7着

2010．4．20生 牝3鹿 母 ラピーナエポカ 母母 プリティデザート 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 デンコウアローズ号の騎手小島太一は，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：6番）

08052 3月23日 晴 良 （25中京2）第5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

611 ドラグレスク 牡3鹿 56 中舘 英二村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 512± 01：23．3 5．0�
35 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 B480＋ 21：23．4� 2．7�
36 エーシンジョーイ 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 440＋ 21：23．82� 6．5�
59 キュールエアリス 牝3青鹿54 吉田 隼人岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 438－ 6 〃 クビ 8．0�
12 オリオンザレヴリ 牡3青鹿56 西田雄一郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 448－ 21：23．9クビ 46．6	
11 マ リ ン レ イ 牝3黒鹿 54

52 △中井 裕二山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 454＋ 4 〃 クビ 8．6

612 パフォームワンダー 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 424－121：24．22 73．8�
510 スピリットサムライ 牡3青鹿 56

53 ▲横山 和生西村新一郎氏 和田 雄二 むかわ 貞広 賢治 462＋ 61：24．3� 91．8�
713 トミケンジェスト 牡3栗 56 宮崎 北斗冨樫 賢二氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 468－ 41：24．4クビ 25．2
818 コウエイターボ 牝3黒鹿54 松田 大作伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 474＋ 2 〃 アタマ 27．7�
24 ウルトラサウンド 牡3鹿 56 古川 吉洋馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 ハナ 22．5�
715 ティアップベリー 牡3鹿 56 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 豊浦 飯原牧場 496－ 21：24．5� 15．8�
23 マキアージュシチー 牝3鹿 54 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 日高大洋牧場 462 ― 〃 アタマ 63．8�
48 サンレイジェム 牝3芦 54

51 ▲花田 大昂永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 466 ―1：24．82 123．7�
714 アイファーサミット 牡3栗 56 国分 優作中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 388 ―1：24．9� 222．1�
47 トレッドオンエアー �3黒鹿56 二本柳 壮有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－12 〃 ハナ 78．1�
816 レ イ ア ロ ハ 牡3鹿 56 秋山真一郎山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 502± 01：25．0クビ 39．7�
817 エンジェルローズ 牝3芦 54 北村 友一�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 414－141：26．06 232．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，991，300円 複勝： 20，804，500円 枠連： 8，358，500円
馬連： 23，099，600円 馬単： 16，899，700円 ワイド： 11，841，300円
3連複： 34，104，600円 3連単： 54，387，600円 計： 184，487，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 150円 � 200円 枠 連（3－6） 590円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 370円 �� 820円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 8，730円

票 数

単勝票数 計 149913 的中 � 23633（2番人気）
複勝票数 計 208045 的中 � 37518（2番人気）� 39869（1番人気）� 24427（4番人気）
枠連票数 計 83585 的中 （3－6） 10532（1番人気）
馬連票数 計 230996 的中 �� 17254（1番人気）
馬単票数 計 168997 的中 �� 5851（4番人気）
ワイド票数 計 118413 的中 �� 8494（1番人気）�� 3307（10番人気）�� 6829（2番人気）
3連複票数 計 341046 的中 ��� 14121（2番人気）
3連単票数 計 543876 的中 ��� 4601（6番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．9―12．4―12．0―11．5―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラグレスク �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2012．10．1 阪神11着

2010．4．15生 牡3鹿 母 アイアムトゥルー 母母 Safety Deposit 8戦1勝 賞金 9，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ケージーサクランボ号・コスモロックダンス号・ジーガーガーネット号



08053 3月23日 晴 良 （25中京2）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時45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� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

55 メモリーシャルマン 牝4鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 498± 01：54．9 1．8�
811� ア ラ ン ロ ド 牝5栗 55

52 ▲岩崎 翼村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 432－ 6 〃 クビ 6．0�
67 オークヒルパーク 牝5黒鹿55 北村 友一宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 504－ 41：55．11� 7．6�
44 クリアザウェイ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム 486± 01：55．31� 13．9�
22 デ コ レ イ ト 牝4鹿 55 鮫島 良太吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 452± 01：55．51� 5．3�
33 ウィッシュアゲン 牝6鹿 55

52 ▲横山 和生浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 486－ 61：55．6クビ 62．8	
66 ニーレンベルギア 牝4黒鹿 55

53 △中井 裕二吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 434± 01：55．7� 22．3

79 ラインキャメロン 牝4黒鹿 55

52 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 432± 01：56．12� 16．2�
810 トーブプリンセス 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 470＋ 41：56．2クビ 156．7�
78 チェルカトローバ 牝6鹿 55 丸山 元気近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B452－ 41：56．83� 131．7
11 シゲルサクランボ 牝4黒鹿55 国分 優作森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 450＋ 21：57．54 202．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，286，100円 複勝： 37，809，900円 枠連： 5，568，100円
馬連： 22，017，000円 馬単： 20，516，100円 ワイド： 11，721，700円
3連複： 30，175，700円 3連単： 72，199，000円 計： 215，293，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 240円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 230円 �� 330円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 5，830円

票 数

単勝票数 計 152861 的中 � 68059（1番人気）
複勝票数 計 378099 的中 � 226181（1番人気）� 35384（3番人気）� 19339（5番人気）
枠連票数 計 55681 的中 （5－8） 7995（2番人気）
馬連票数 計 220170 的中 �� 31365（2番人気）
馬単票数 計 205161 的中 �� 22006（2番人気）
ワイド票数 計 117217 的中 �� 14962（2番人気）�� 8803（3番人気）�� 2948（12番人気）
3連複票数 計 301757 的中 ��� 9860（9番人気）
3連単票数 計 721990 的中 ��� 9151（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．9―51．1―1：04．6―1：17．4―1：30．1―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メモリーシャルマン �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 アーミジャー デビュー 2012．3．24 中京失格（9位）

2009．5．11生 牝4鹿 母 メモリージュエル 母母 バ ラ ワ キ 13戦2勝 賞金 24，650，000円

08054 3月23日 晴 良 （25中京2）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時35分 （ダート・左）

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
1：10．1
1：08．7

重
重

57 エアカーネリアン 牡5黒鹿57 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 490－ 61：12．1 2．5�
34 エスペランサシチー 牡4芦 57 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B496－ 41：13．27 7．6�
58 � エルウェーオージャ �5青 57 藤岡 康太雑古 隆夫氏 小野 幸治 新ひだか 加野牧場 472± 0 〃 アタマ 11．5�
46 � リアリーサムシング 牡5栗 57 鮫島 良太吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 472－ 21：13．3クビ 16．8�
33 ヒカルソラフネ 牡4鹿 57 吉田 隼人髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482－ 21：13．62 3．3�
45 � サ ト シ ッ ク 牡6鹿 57 中谷 雄太小林 照弘氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 534＋ 61：13．91� 216．8	
711 ニシノプレゼンス 牡4黒鹿 57

55 △菱田 裕二西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 508－ 6 〃 クビ 10．4

11 ワンダーゴヴェルノ 牡5栗 57

54 ▲長岡 禎仁山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 452＋ 61：14．0クビ 15．7�
610 リッカスウィープ 牡6鹿 57 柴山 雄一立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 484＋10 〃 クビ 64．5�
712 ビコーミハイル 牡4鹿 57 佐久間寛志レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 490＋ 21：14．32 34．0�
813 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 456＋ 41：14．4クビ 249．8�
814� メイショウヨシミツ 牡4栗 57

54 ▲横山 和生松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 444± 01：14．72 80．4�
22 � ヴァイスヴェルト 牡4芦 57 丹内 祐次ターフ・スポート金成 貴史 浦河 酒井牧場 464＋ 31：14．8	 32．3�
69 ダイキチチョウナン 牡5鹿 57 黛 弘人西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 B478－ 61：15．11� 63．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，752，600円 複勝： 22，471，400円 枠連： 7，545，800円
馬連： 22，417，700円 馬単： 16，470，100円 ワイド： 12，973，700円
3連複： 32，583，500円 3連単： 56，504，000円 計： 184，718，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 230円 � 240円 枠 連（3－5） 240円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 370円 �� 430円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 137526 的中 � 44634（1番人気）
複勝票数 計 224714 的中 � 62666（1番人気）� 22416（3番人気）� 20836（4番人気）
枠連票数 計 75458 的中 （3－5） 23300（1番人気）
馬連票数 計 224177 的中 �� 21053（2番人気）
馬単票数 計 164701 的中 �� 10092（3番人気）
ワイド票数 計 129737 的中 �� 9230（3番人気）�� 7769（4番人気）�� 2272（15番人気）
3連複票数 計 325835 的中 ��� 9223（7番人気）
3連単票数 計 565040 的中 ��� 5628（13番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―34．7―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアカーネリアン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．7．23 京都6着

2008．3．9生 牡5黒鹿 母 エ ア リ ン グ 母母 コニーストン 11戦2勝 賞金 17，080，000円



08055 3月23日 晴 良 （25中京2）第5日 第7競走 ��
��1，900�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� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

22 � ガルビスティー 牡6鹿 57
55 △中井 裕二備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-

stock Inc B488－ 22：01．1 9．9�
814� ダノンクリエーター 牡4栗 57 松田 大作�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 532± 0 〃 クビ 6．4�
610 スズカルパン 牡4鹿 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462＋ 42：01．31	 15．1�
35 アサクサニッポン 牡4青 57 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470± 02：01．4
 10．0�
712 ジョナパランセ 牡4栗 57

54 ▲横山 和生青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 504＋ 42：01．61	 19．1�
47 ステップアヘッド 牡4鹿 57 吉田 隼人松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 514－ 22：01．7
 5．5	
611 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 B484－ 62：02．12� 7．2

713 アーセナルゴール 牡5鹿 57

55 △菱田 裕二渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 10．1�
58 � グリッターテイル 牡5鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 474＋ 82：02．63 17．0
46 � サンマルヴィエント 牡5栗 57 丸山 元気相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 476－ 22：03．02� 7．2�
59 � アポロスカイナイト 牡5鹿 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

B470＋ 22：03．21� 91．5�
34 �� プロミシングユース 牡4鹿 57 柴山 雄一藤田 孟司氏 上原 博之 米 F. K. N.

Partners 426－ 22：03．3クビ 229．0�
23 マンボマンボ 牡4鹿 57 鮫島 良太久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 464－122：03．72� 174．2�
11 テイエムエビスオー 牡5鹿 57

54 ▲原田 敬伍竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 502± 02：04．01
 14．5�
815 サンライズカラー 牡4鹿 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 530＋ 62：04．32 12．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，376，600円 複勝： 22，034，400円 枠連： 8，964，900円
馬連： 27，796，100円 馬単： 17，938，000円 ワイド： 13，636，300円
3連複： 38，694，500円 3連単： 60，907，500円 計： 202，348，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 300円 � 290円 � 480円 枠 連（2－8） 1，960円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，940円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 14，000円 3 連 単 ��� 79，420円

票 数

単勝票数 計 123766 的中 � 9933（5番人気）
複勝票数 計 220344 的中 � 20751（5番人気）� 21039（4番人気）� 11096（9番人気）
枠連票数 計 89649 的中 （2－8） 3386（9番人気）
馬連票数 計 277961 的中 �� 8497（7番人気）
馬単票数 計 179380 的中 �� 2612（17番人気）
ワイド票数 計 136363 的中 �� 3440（10番人気）�� 1711（28番人気）�� 1424（39番人気）
3連複票数 計 386945 的中 ��� 2041（45番人気）
3連単票数 計 609075 的中 ��� 566（263番人気）

ハロンタイム 7．4―11．0―12．2―13．9―13．2―12．8―12．5―12．6―12．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．4―30．6―44．5―57．7―1：10．5―1：23．0―1：35．6―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ガルビスティー �
�
父 Galileo �

�
母父 Darshaan デビュー 2010．2．27 阪神2着

2007．3．26生 牡6鹿 母 Freedom Flame 母母 Fire and Shade 22戦3勝 賞金 27，200，000円
〔その他〕 サンライズカラー号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

08056 3月23日 晴 良 （25中京2）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：59．6
1：56．1

良
良

714 トーセンギャラリー 牡4鹿 57 北村 友一島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：02．5 3．8�
611 ブラインドサイド 牡4鹿 57

55 △中井 裕二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492－ 42：02．71� 4．1�
816 アルアマーナ 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム 428＋ 4 〃 アタマ 18．5�
612 レッドシェリフ 牡5栗 57 国分 優作 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 494± 02：02．8� 7．6	
24 トーセンオーラ 牝4鹿 55 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 450－102：02．9	 8．9

510 ルミナスレッド 牝4鹿 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド 470－ 82：03．21	 16．3�
23 マツリダジャパン 
6青 57 中舘 英二髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 462－ 42：03．3	 14．7�
713� ヴァーチュスター 牝5鹿 55 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 米 Yoshimi

Ichikawa 480－ 42：03．61	 49．0
35 セ シ リ ア 牝4栗 55 藤岡 康太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 434－ 62：03．7クビ 8．2�
48 � 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 446－ 42：03．91� 157．0�
47 アンスポークン 牝4鹿 55 黛 弘人 �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± 0 〃 クビ 7．5�
12 メイショウセトウチ 牡5鹿 57 丹内 祐次松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 460＋ 82：04．21	 70．0�
815� アイファーカラーズ 牡4鹿 57 柴山 雄一中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 462－ 62：04．62� 247．7�
11 � モンドナハト 牡5鹿 57 西村 太一伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 462－ 62：05．23� 244．6�
36 � マヤノカデンツァ 牡4栗 57 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 468± 0 〃 ハナ 86．0�
59 シンデンアラタ 牡4黒鹿57 西田雄一郎神田 通博氏 和田 雄二 新ひだか 落合 一巳 516＋ 42：05．83� 222．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，411，000円 複勝： 27，841，800円 枠連： 11，022，100円
馬連： 32，175，200円 馬単： 20，646，900円 ワイド： 16，477，400円
3連複： 46，410，400円 3連単： 73，865，800円 計： 245，850，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 160円 � 440円 枠 連（6－7） 390円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，150円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 174110 的中 � 36871（1番人気）
複勝票数 計 278418 的中 � 65741（1番人気）� 52138（2番人気）� 11415（8番人気）
枠連票数 計 110221 的中 （6－7） 21059（1番人気）
馬連票数 計 321752 的中 �� 33092（1番人気）
馬単票数 計 206469 的中 �� 10183（2番人気）
ワイド票数 計 164774 的中 �� 14531（1番人気）�� 3322（16番人気）�� 2779（21番人気）
3連複票数 計 464104 的中 ��� 10821（6番人気）
3連単票数 計 738658 的中 ��� 3981（20番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．7―12．8―12．2―12．6―12．5―12．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．9―48．7―1：00．9―1：13．5―1：26．0―1：38．3―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
5，13－（3，7）＝9，12（10，11）（4，16）15－（1，14）－8－2，6
5，13－3，7（9，11）（12，16）（10，4）－（15，14）－1（2，6）8

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

勝馬の
紹 介

トーセンギャラリー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2011．12．4 阪神4着

2009．4．16生 牡4鹿 母 サドラーズメイド 母母 Amazer 11戦2勝 賞金 24，500，000円



08057 3月23日 晴 良 （25中京2）第5日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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

48 オビーディエント 牡4黒鹿57 秋山真一郎�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 450± 01：25．8 2．6�
612 キーブランド 牡4鹿 57 古川 吉洋北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 496－ 2 〃 ハナ 5．8�
510 エ ス ペ リ ア 牡4栗 57 丸山 元気佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 452－ 21：26．01� 12．6�
23 スズカキングダム 牡4鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 486＋ 81：26．21� 12．3�
35 ザストロンシチー 牡5鹿 57 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 484－ 61：26．51� 5．6�
36 グランプリブルー 牡4栗 57 松田 大作�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B480± 0 〃 ハナ 39．0	
24 タマモデザイア 牡4鹿 57 柴山 雄一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 490－ 21：26．71� 10．4

12 	 レチタティーヴォ 
6鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 434－ 2 〃 ハナ 48．3�
714	 スターペスジンタ 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 436± 01：26．91� 49．7�
816 コウズシャイン 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B504± 01：27．11� 439．9
611 パリーナチャン 牝4鹿 55 西田雄一郎�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 444－ 81：27．31� 68．0�
59 トレジャーチェスト 牝6芦 55 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 512－ 6 〃 クビ 20．2�
11 ゴーゲッター 牡6鹿 57 田中 健松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 532－ 61：27．4� 52．9�
47 	 スズカアタック 牡5青 57 西村 太一永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 436－ 81：27．5� 251．5�
815 ツ バ キ 牝4鹿 55 丹内 祐次白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 474－ 21：28．24 298．6�
713 カフヴァール 牝4鹿 55

53 △中井 裕二 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 464± 01：28．62� 8．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，807，600円 複勝： 32，533，200円 枠連： 10，047，600円
馬連： 36，491，300円 馬単： 24，842，900円 ワイド： 18，981，100円
3連複： 52，452，600円 3連単： 95，041，600円 計： 288，197，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 310円 枠 連（4－6） 650円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 280円 �� 630円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 8，970円

票 数

単勝票数 計 178076 的中 � 54001（1番人気）
複勝票数 計 325332 的中 � 96277（1番人気）� 46326（2番人気）� 19667（6番人気）
枠連票数 計 100476 的中 （4－6） 11575（2番人気）
馬連票数 計 364913 的中 �� 40376（2番人気）
馬単票数 計 248429 的中 �� 15948（2番人気）
ワイド票数 計 189811 的中 �� 19579（1番人気）�� 7079（6番人気）�� 3333（13番人気）
3連複票数 計 524526 的中 ��� 13850（7番人気）
3連単票数 計 950416 的中 ��� 7821（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．3―12．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．0―48．3―1：01．1―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オビーディエント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．10 京都8着

2009．3．10生 牡4黒鹿 母 ウィルビーゼア 母母 スターモイラ 16戦2勝 賞金 23，720，000円
〔発走状況〕 スズカアタック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エスペリア号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

08058 3月23日 晴 良 （25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 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

77 ラストインパクト 牡3青鹿56 北村 友一有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 02：15．7 1．5�

89 � アウォーディー 牡3鹿 56 秋山真一郎前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management B492－ 42：15．8� 8．0�

66 ポセイドンバローズ 牡3栗 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 458± 02：16．97 12．9�
55 マウイノカオイ 牡3鹿 56 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 470－ 4 〃 アタマ 7．9�
22 バロンミノル 牡3黒鹿56 柴山 雄一吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 484－ 42：17．11� 59．5�
810 ラスカルスピード 牡3鹿 56 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 456－ 22：17．31	 8．7	
78 クラウディオス 牡3栗 56 勝浦 正樹有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 486＋ 62：17．4
 28．7

33 マツカゼグリーン 牡3黒鹿56 中井 裕二クレイベンチャー小崎 憲 日高 オリオンファーム 496－ 42：18．25 145．2�
11 フォーナインキング 牡3鹿 56 吉田 隼人青山 洋一氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 472± 02：18．3クビ 18．0�
44 スリーフォスター 牡3黒鹿56 国分 優作永井商事� 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 440－ 22：19．36 217．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，356，700円 複勝： 83，019，700円 枠連： 10，052，000円
馬連： 38，242，300円 馬単： 35，523，500円 ワイド： 19，366，700円
3連複： 55，577，100円 3連単： 152，296，700円 計： 421，434，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 220円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 230円 �� 260円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 273567 的中 � 151495（1番人気）
複勝票数 計 830197 的中 � 590642（1番人気）� 49040（3番人気）� 37542（5番人気）
枠連票数 計 100520 的中 （7－8） 29276（1番人気）
馬連票数 計 382423 的中 �� 56879（2番人気）
馬単票数 計 355235 的中 �� 37797（2番人気）
ワイド票数 計 193667 的中 �� 22976（2番人気）�� 19800（3番人気）�� 5174（11番人気）
3連複票数 計 555771 的中 ��� 35556（5番人気）
3連単票数 計1522967 的中 ��� 36294（7番人気）

ハロンタイム 13．4―12．4―12．0―13．0―12．2―12．5―12．6―12．6―11．9―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．4―25．8―37．8―50．8―1：03．0―1：15．5―1：28．1―1：40．7―1：52．6―2：04．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0
1
3
・（5，8）6（1，7，10，9）－2，3－4・（8，9）10（5，6）7，1，3（2，4）

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

勝馬の
紹 介

ラストインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．1．21生 牡3青鹿 母 スペリオルパール 母母 パシフィカス 5戦2勝 賞金 27，274，000円



08059 3月23日 晴 良 （25中京2）第5日 第11競走 ��
��2，200�名 鉄 杯

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

名古屋鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

48 カネトシマーシャル 牡5鹿 57 藤岡 康太兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 510＋ 62：17．4 17．3�
815� コモノドラゴン 牡5栗 57 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 478－ 22：17．93 5．3�
714 マイネルアイザック 牡4黒鹿56 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 448± 0 〃 ハナ 27．4�
816 トーホウストロング 牡5黒鹿57 丸田 恭介東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 500＋ 62：18．11	 15．4�
36 ソールデスタン 牡6鹿 57 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 452－ 4 〃 ハナ 11．3	
713� カンタベリーナイト 牡4鹿 56 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 490－ 42：18．2
 70．5

23 シャドウバンガード 牡4黒鹿56 丸山 元気飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 430－ 6 〃 クビ 4．0�
612 タニノシュヴァリエ 牡4青 56 菱田 裕二谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 484± 02：18．3クビ 23．1�
510 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 柴山 雄一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 472＋ 2 〃 ハナ 4．4
611 コスモカンタービレ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 502－ 2 〃 アタマ 78．8�
35 エクセルサス 牡6栃栗57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 522＋ 42：18．4クビ 10．1�
24 ミヤコトップガン 牡7栗 57 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 466－ 2 〃 アタマ 194．3�
12 ロックンロール 牡6黒鹿57 鮫島 良太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 524＋ 8 〃 ハナ 35．2�
47 メイショウスクラム 牡7鹿 57 中井 裕二松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 498＋ 4 〃 ハナ 33．8�
11 オーヴァージョイド 牡5鹿 57 国分 優作 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 522－ 22：18．5
 23．7�
59 トウシンヤマト 牡5黒鹿57 松田 大作�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋ 22：18．6	 12．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，083，800円 複勝： 49，413，200円 枠連： 32，744，900円
馬連： 122，856，200円 馬単： 65，941，100円 ワイド： 44，704，100円
3連複： 170，230，000円 3連単： 296，809，600円 計： 811，782，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 610円 � 220円 � 790円 枠 連（4－8） 2，070円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 10，580円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 9，440円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 42，210円 3 連 単 ��� 209，820円

票 数

単勝票数 計 290838 的中 � 13256（8番人気）
複勝票数 計 494132 的中 � 19348（8番人気）� 75219（3番人気）� 14565（11番人気）
枠連票数 計 327449 的中 （4－8） 11689（7番人気）
馬連票数 計1228562 的中 �� 17989（18番人気）
馬単票数 計 659411 的中 �� 4602（39番人気）
ワイド票数 計 447041 的中 �� 5469（24番人気）�� 1147（82番人気）�� 3860（34番人気）
3連複票数 計1702300 的中 ��� 2977（137番人気）
3連単票数 計2968096 的中 ��� 1044（658番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．8―14．2―14．0―12．4―12．7―12．1―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．8―37．6―51．8―1：05．8―1：18．2―1：30．9―1：43．0―1：54．6―2：05．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4
1
3
2，15（1，14）（12，11）5（8，10）（9，16）（7，4）6，3，13
16（15，6）（2，12，14，10，4）（11，8）（1，3）（5，7，13）－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネトシマーシャル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2010．11．7 京都4着

2008．4．3生 牡5鹿 母 ベルグポルカ 母母 ベルグストーム 17戦4勝 賞金 41，172，000円

08060 3月23日 晴 良 （25中京2）第5日 第12競走 ��
��1，400�

と よ は し

豊 橋 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

612� ナスノシベリウス 牝4芦 55 勝浦 正樹�須野牧場 和田 正道 米
B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

496－ 41：22．9 8．7�
714 アマルフィターナ 牝6黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 14．2�
817 タガノリバレンス 牡4鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 4 〃 アタマ 3．8�
24 ヤマニンカヴァリエ 牡4鹿 57 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 506± 01：23．11	 22．5�
59 ノ ー ブ リ ー 牡4鹿 57 城戸 義政ニットー商事	 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476± 0 〃 アタマ 10．5

713
 コスモソウタ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 476± 01：23．2クビ 52．9�
35 メイショウコウボウ 牡4黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 佐山 優 浦河 赤田牧場 464＋ 2 〃 クビ 11．7�
11 ブルースター 牡5栗 57 中谷 雄太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 470＋ 41：23．3クビ 94．7
611 デイジーバローズ 牝4栗 55 吉田 隼人猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 452－ 61：23．4� 134．1�
510 パワフルキリシマ 牡5鹿 57 国分 優作西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 440－ 2 〃 ハナ 57．4�
36 ゴールデンウィナー 牡4栗 57 菱田 裕二	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468－ 6 〃 クビ 15．3�
48 ナガレボシイチバン 牡6鹿 57 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 474± 0 〃 ハナ 40．0�
715 クイーンアルタミラ 牝4黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 462－201：23．5� 14．2�
12 アドマイヤクーガー 牡5栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 61：23．6クビ 9．5�
47 サクラプリエール 牝5黒鹿55 宮崎 北斗	さくらコマース高橋 文雅 新ひだか 新和牧場 488± 01：24．02� 34．8�
816 ヴュルデバンダム 牝4青鹿55 北村 友一山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 446＋141：24．53 199．4�
818
 バージンロード 牝4鹿 55 中井 裕二泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B458－ 61：25．45 415．8�
23 ウインロザリー 牝5青 55 中舘 英二	ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 424－10 （競走中止） 4．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，750，600円 複勝： 43，420，900円 枠連： 21，006，700円
馬連： 71，506，500円 馬単： 43，897，900円 ワイド： 32，714，900円
3連複： 107，156，000円 3連単： 182，839，100円 計： 530，292，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 310円 � 380円 � 170円 枠 連（6－7） 3，440円

馬 連 �� 8，720円 馬 単 �� 18，970円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 800円 �� 810円

3 連 複 ��� 10，110円 3 連 単 ��� 92，170円

票 数

単勝票数 計 277506 的中 � 25367（3番人気）
複勝票数 計 434209 的中 � 33520（5番人気）� 25908（6番人気）� 85603（1番人気）
枠連票数 計 210067 的中 （6－7） 4517（18番人気）
馬連票数 計 715065 的中 �� 6058（32番人気）
馬単票数 計 438979 的中 �� 1708（79番人気）
ワイド票数 計 327149 的中 �� 3141（30番人気）�� 10333（5番人気）�� 10253（6番人気）
3連複票数 計1071560 的中 ��� 7828（27番人気）
3連単票数 計1828391 的中 ��� 1464（266番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．1―12．0―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．8―47．9―59．9―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 ・（4，13）18（1，5，14，12）6（7，11）（9，10）（8，3，17，16）－15，2 4 ・（4，13）（1，5，14，18）12（6，9）（7，11）（8，3）10（17，16）15，2

勝馬の
紹 介

�ナスノシベリウス �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Pine Bluff デビュー 2011．12．25 中山5着

2009．3．22生 牝4芦 母 Cradlesong 母母 Happy Tune 11戦2勝 賞金 18，074，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 ウインロザリー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 オマモリ号・カシノラピス号・クレムリンシチー号・サンキストビーチ号・タツフラッシュ号・チアフルアイズ号・

ハギノトラスト号・ユールフェスト号



（25中京2）第5日 3月23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 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 手 当

159，160，000円
2，080，000円
5，360，000円
1，560，000円
14，490，000円
63，039，500円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
209，028，900円
407，050，100円
132，938，400円
454，084，100円
306，761，800円
215，835，300円
656，024，800円
1，190，574，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，572，297，500円

総入場人員 18，799名 （有料入場人員 15，037名）
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