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08025 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

611 クラウンデピュティ 牡3芦 56 吉田 隼人矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 488－ 41：56．6 26．9�
815 レッドアライヴ 牡3鹿 56 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452－ 81：56．7� 2．4�
23 ア ク シ ア 牡3栗 56 黛 弘人山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 B480＋ 21：56．91� 13．7�
59 ウイングリッター 牡3鹿 56 川須 栄彦�ウイン 中村 均 むかわ 市川牧場 488＋ 21：57．43 8．2�
36 ランドスター 牡3栗 56 北村 友一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484± 01：57．61 10．5�
816 ワ イ マ ン 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 496－ 4 〃 クビ 239．2	
714 ブラウンサターン 牡3青鹿56 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 456－ 41：57．81� 36．6

12 トーアイタダキ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 446－ 81：58．11� 267．7�
24 メレアグロス 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 508± 0 〃 クビ 2．8�
11 セイントパール 牝3栗 54 田中 博康河村 平氏 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 474－121：58．41� 159．6�
47 コウエイテンペスタ 牝3黒鹿54 国分 優作伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 480－ 8 〃 ハナ 54．0�
510 カンタベリーマーチ 牡3栗 56 高倉 稜峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 482± 01：59．25 306．5�
48 オブシディアン �3青鹿56 小牧 太�ノースヒルズ 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 02：00．05 38．2�
612 メイケイハリケーン �3鹿 56 古川 吉洋名古屋競馬� 木原 一良 新冠 小泉牧場 474－ 62：00．21� 18．4�
713 ビップリアン 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁鈴木 邦英氏 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 442－ 22：01．810 127．9�
35 ニブマイスター 牡3黒鹿56 柴山 雄一吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 486－282：02．33 226．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，690，100円 複勝： 29，102，000円 枠連： 7，213，100円
馬連： 28，712，200円 馬単： 20，685，200円 ワイド： 17，376，300円
3連複： 46，726，600円 3連単： 74，516，100円 計： 238，021，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 520円 � 130円 � 370円 枠 連（6－8） 1，540円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 7，950円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，450円 �� 680円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 63，730円

票 数

単勝票数 計 136901 的中 � 4012（7番人気）
複勝票数 計 291020 的中 � 10343（7番人気）� 98189（1番人気）� 15545（5番人気）
枠連票数 計 72131 的中 （6－8） 3460（7番人気）
馬連票数 計 287122 的中 �� 8245（8番人気）
馬単票数 計 206852 的中 �� 1922（26番人気）
ワイド票数 計 173763 的中 �� 4043（10番人気）�� 1677（24番人気）�� 6657（6番人気）
3連複票数 計 467266 的中 ��� 5346（19番人気）
3連単票数 計 745161 的中 ��� 863（171番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―14．0―13．1―12．7―12．9―12．8―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―38．2―51．3―1：04．0―1：16．9―1：29．7―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンデピュティ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．30 中京5着

2011．3．19生 牡3芦 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア 7戦1勝 賞金 6，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップリアン号・ニブマイスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月

21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 デルママツタロウ号・ラッキーゴールド号
（非抽選馬） 1頭 ヨヨギマック号

08026 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時25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
1：21．9
1：21．5

良
不良

35 ヒデノヒロイン 牝3芦 54 幸 英明大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ
ングセンター 422＋ 41：27．4 8．3�

48 レッドフェザー 牝3栗 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－101：27．71� 2．3�

611 パイレートクイーン 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 424－ 61：27．91� 6．8�
（伊）

11 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54 和田 竜二市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 440＋ 6 〃 クビ 12．8�
815 タガノビーンズ 牝3鹿 54 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 416－ 21：28．11 5．3�
510 ディアメドゥーサ 牝3栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 450＋ 21：28．73� 23．7	
47 ショウナンララバイ 牝3鹿 54 杉原 誠人�湘南 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム 440－ 81：28．8クビ 190．7

23 キ ー コ ー ド 牝3青 54 藤岡 康太北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 426＋ 61：28．9� 76．6�
36 ピ ザ ン 牝3鹿 54 川須 栄彦池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 470－ 6 〃 ハナ 17．1�
816 ファルコンアロー 牝3鹿 54 福永 祐一�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 488 ―1：29．0� 52．3
12 メイショウコハル 牝3鹿 54 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 434± 01：29．21 308．8�
612 ナガラフライト 牝3黒鹿54 北村 友一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 456－ 21：29．41 8．9�
714 ダイアペイソン 牝3鹿 54 草野 太郎吉田 哲哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 462 ―1：30．57 262．2�
713 シュバインハーベン 牝3栗 54 国分 優作長井 純一氏 沖 芳夫 新ひだか 谷岡牧場 436 ―1：30．81� 87．8�
59 ターゲットバスター 牝3青 54

51 ▲伴 啓太古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 442－ 8 〃 アタマ 55．0�
24 エランバイタル 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田喜代司氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 456－ 21：34．0大差 273．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，633，200円 複勝： 33，902，200円 枠連： 9，085，900円
馬連： 32，368，600円 馬単： 22，255，600円 ワイド： 18，205，900円
3連複： 49，712，900円 3連単： 79，940，400円 計： 263，104，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 260円 � 130円 � 180円 枠 連（3－4） 890円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 480円 �� 900円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 18，940円

票 数

単勝票数 計 176332 的中 � 16874（4番人気）
複勝票数 計 339022 的中 � 26072（5番人気）� 92025（1番人気）� 47101（3番人気）
枠連票数 計 90859 的中 （3－4） 7539（5番人気）
馬連票数 計 323686 的中 �� 20802（4番人気）
馬単票数 計 222556 的中 �� 5008（11番人気）
ワイド票数 計 182059 的中 �� 9529（3番人気）�� 4632（12番人気）�� 13181（2番人気）
3連複票数 計 497129 的中 ��� 14672（6番人気）
3連単票数 計 799404 的中 ��� 3116（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．7―47．3―1：00．9―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒデノヒロイン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2013．7．28 小倉4着

2011．3．13生 牝3芦 母 アイレンベルク 母母 トップアイレン 10戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エランバイタル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月21日まで平地競

走に出走できない。
※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。

第２回 中京競馬 第３日



晴 良 競走
（ダート・左）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

重
重

スターマイン 青 福永 祐一 ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ：

キングソング 鹿 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ：
グランプリナイト 黒鹿 川田 将雅 グランプリ 島 一歩 新ひだか 川端 英幸 ： クビ

サンライズトーク ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 〃 クビ

マウントフジ 鹿 D．バルジュー グリーンファーム宮本 博 浦河 有限会社
吉田ファーム ：

（伊）

イ キ 栗 藤岡 佑介前田 幸治氏 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ ：

ナリタキャッツアイ 鹿 松山 弘平 オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 〃 アタマ

メイショウクロシオ 鹿 熊沢 重文松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ：
オリエンタルサン 鹿 藤岡 康太下井 道博氏 高橋 義忠 浦河 東栄牧場 ： クビ

ドリームマークス 鹿 M．デムーロセゾンレースホース 藤沢 則雄 新冠 長沼 幸一 ：
（伊）

コーリンヴァレロ 鹿 ▲伴 啓太伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 ：
マジカルビアンカ ▲松若 風馬村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 ： クビ

ホットサマーデイ 鹿 川須 栄彦藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ：
イントゥザブルー 鹿 古川 吉洋木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ：
ヒカリユニキャスト 黒鹿 太宰 啓介 ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 岡本 昌市 ：
タイセイゼニス 黒鹿 小牧 太田中 成奉氏 武藤 善則 日高 藤本ファーム B ：

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

スターマイン 父 マンハッタンカフェ 母父 Mt. Livermore
母 レスレクシオン 母母 Choice Claim

〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイゼニス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
走に出走できない。

※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。
セトノブロッサム号・ブットバセ号
アメリカンドリーム号・カルブンクルス号・デルマビシャモン号

※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。

晴 良
（ 芝 ）

未勝利；負担重量は， ， 減
本 賞 円 円 円 円 円 基準タイム ： 良

ミヤビファルネーゼ 黒鹿 五十嵐雄祐村上 義勝氏 浅野洋一郎 浦河 大成牧場 ：

エスケイヒーロー 植野 貴也廣嶋 誠二氏 作田 誠二 日高 春木 昭雄 ：
オ ベ ロ ン 鹿 草野 太郎 サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 〃 クビ

ベロセットレコード 鹿 横山 義行塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 ：
メイショウタービン 鹿 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 〃 クビ

ウインバンディエラ 栗 山本 康志 ウイン 和田 雄二 浦河 丸幸小林牧場 ： 大差

クリノタイコウ 鹿 高野 和馬栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 〃 クビ

トイボックス 黒鹿 高田 潤名古屋友豊 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ： 大差

キンショータイム 栗 熊沢 重文礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 ：
スレイプニル 鹿 上野 翔栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日西牧場 ： 大差

エリモタフネス 青鹿 黒岩 悠山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント （競走中止）

ストロングティラノ R．エノン 村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 （競走中止）
（豪）

エムオーキャプテン 黒鹿 石神 深一大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 門別牧場 （競走中止）

ドクタールキア 鹿 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 （競走中止）

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
： F F

コーナー
通過順位

→ 」

勝馬の
紹 介

ミヤビファルネーゼ 父 ロージズインメイ 母父 ト ニ ー ビ ン
母 タフグレイス 母母 システィーナ

〔競走中止〕
〔発走状況〕

エムオーキャプテン号は，
エリモタフネス号は，枠内駐立不良（くぐる）。

〔ハードル〕飛越時に，内側に斜飛した「キンショータイム」号の影響で，騎手が
落馬したため競走中止。
エリモタフネス号は，競走中に疾病 を発症したため コーナーで競走中止。なお，同馬は予後不
良。
ストロングティラノ号は， 〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
ドクタールキア号は， 〔ハードル〕飛越後に，転倒した「ストロングティラノ」号に触れて転倒したため競走
中止。

〔制裁〕 キンショータイム号の騎手熊沢重文は，
（被害馬：

※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。
ニジノハヤテ号

※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。



08029 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時15分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

612 レッドファルクス 牡3芦 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 456－121：22．9 5．7�
（伊）

48 メイショウネブタ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 480－ 61：23．11� 17．8�
816 ミヤセイリュー 牝3鹿 54 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 436＋ 2 〃 クビ 18．2�
818 キングスバローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460＋ 21：23．2クビ 4．8�
35 グロリアスカフェ 牡3黒鹿56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 486± 01：23．73 3．5�
47 パーリーシェル 牝3栗 54 藤岡 佑介谷掛 龍夫氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 476－10 〃 ハナ 19．6	
510 ヴァリアンティー 牝3鹿 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか 前田 宗将 428＋14 〃 クビ 152．4

36 カネトシキフジン 牝3黒鹿54 川島 信二兼松 利男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406 ―1：24．33� 101．1�
11 ケイエスポーラ 牡3鹿 56 藤岡 康太キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 480－ 21：24．51� 4．2�
713 メイショウホタル 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 440－22 〃 クビ 233．3
23 ビービーオドラント 牝3黒鹿54 中舘 英二坂東 勝彦氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 448－ 41：24．6� 11．8�
715 マッシヴロード 牡3栗 56 熊沢 重文小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 畠山牧場 426－121：25．13 228．6�
59 サクラフェリシア 牝3栗 54 福永 祐一�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 450 ― 〃 アタマ 58．3�
817 シュンメガミ 牝3栗 54 柴山 雄一石川 博氏 川村 禎彦 浦河 谷口牧場 452－14 〃 クビ 339．3�
611 ウマクイクトオモウ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 下河辺牧場 440＋16 〃 ハナ 111．6�
12 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 吉田 隼人武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480－ 81：25．31� 44．1�
714 アップカレント 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 41：25．51� 32．7�
24 ポムドテール 牝3栗 54 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 61：25．6クビ 274．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，277，100円 複勝： 41，450，300円 枠連： 11，162，300円
馬連： 37，942，000円 馬単： 24，942，500円 ワイド： 21，641，500円
3連複： 56，609，700円 3連単： 87，050，900円 計： 301，076，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 510円 � 500円 枠 連（4－6） 2，230円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 6，720円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，330円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 19，850円 3 連 単 ��� 83，440円

票 数

単勝票数 計 202771 的中 � 28120（4番人気）
複勝票数 計 414503 的中 � 53141（3番人気）� 20071（7番人気）� 20570（6番人気）
枠連票数 計 111623 的中 （4－6） 3697（12番人気）
馬連票数 計 379420 的中 �� 6707（19番人気）
馬単票数 計 249425 的中 �� 2740（28番人気）
ワイド票数 計 216415 的中 �� 3764（19番人気）�� 4059（17番人気）�� 1852（31番人気）
3連複票数 計 566097 的中 ��� 2105（61番人気）
3連単票数 計 870509 的中 ��� 770（258番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．1―12．0―12．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．4―46．4―58．8―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡3芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ウマクイクトオモウ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ウマクイクトオモウ号の騎手中井裕二は，負担重量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔その他〕 アップカレント号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カシマフェニックス号・グランデラーゴ号・ゲラーデ号・ハギノヘヴン号
※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。

08030 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時45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
2：11．5
2：10．0

良
良

47 コ ル サ ー レ 牡3黒鹿 56
55 ☆菱田 裕二 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480－ 42：16．6 1．4�

817 フロリダパンサー 牡3青鹿56 D．バルジュー 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B478－162：17．02� 20．9�
（伊）

59 エアマチュール 牝3青鹿54 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444－ 82：17．21� 7．8�
（伊）

715 シークレットパス 牡3芦 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 446－ 82：17．41� 22．3�
818 スマートグリフィン 牡3青 56

53 ▲木幡 初也大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠 ムラカミファーム 462－ 82：17．61 77．2	
816 マスソングウインド 牡3黒鹿56 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 488＋ 22：18．13 88．6

510 マンオブグァテマラ 牡3芦 56 藤岡 康太吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 484－ 8 〃 アタマ 15．3�
714 ヤマトブライアン 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 細川牧場 486＋10 〃 クビ 79．8�
36 シゲルヒダカ 牡3黒鹿56 武 幸四郎森中 蕃氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 494－ 82：18．73� 47．9
611 カンタベリーツルギ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 422－ 62：18．9� 292．2�
11 デルマチエチャン 牝3栗 54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 416－102：19．21� 248．0�
612 アルマミラク 牝3黒鹿54 丸山 元気コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 大道牧場 424－ 82：19．62� 315．3�
48 メイショウダンロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 432－ 8 〃 ハナ 7．0�
35 タッテナムコーナー 牡3栗 56 E．ペドロサ�和田牧場 和田正一郎 日高 藤本ファーム 440－ 22：20．23� 54．2�

（独）

12 テイエムデンコウ 牡3黒鹿56 高倉 稜竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤巻 則弘 474－122：20．52 449．8�
713 アロハフライデー 牡3栗 56 国分 優作新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 428＋ 42：21．67 366．4�

（16頭）
23 エンブレイスライフ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹前原 敏行氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ― （出走取消）

24 サンタンドレ 牡3芦 56 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，802，900円 複勝： 72，661，200円 枠連： 10，828，400円
馬連： 28，793，100円 馬単： 25，571，500円 ワイド： 17，118，100円
3連複： 43，093，000円 3連単： 90，514，100円 計： 310，382，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 310円 � 190円 枠 連（4－8） 590円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 440円 �� 280円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 6，900円

票 数

単勝票数 差引計 218029（返還計 358） 的中 � 128081（1番人気）
複勝票数 差引計 726612（返還計 635） 的中 � 518652（1番人気）� 20422（5番人気）� 42246（3番人気）
枠連票数 差引計 108284（返還計 153） 的中 （4－8） 13747（3番人気）
馬連票数 差引計 287931（返還計 1815） 的中 �� 21524（4番人気）
馬単票数 差引計 255715（返還計 1094） 的中 �� 12847（6番人気）
ワイド票数 差引計 171181（返還計 735） 的中 �� 9657（5番人気）�� 17122（2番人気）�� 3202（13番人気）
3連複票数 差引計 430930（返還計 5038） 的中 ��� 16147（7番人気）
3連単票数 差引計 905141（返還計 9685） 的中 ��� 9689（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―24．3―35．8―48．8―1：01．6―1：14．5―1：27．2―1：39．9―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4F49．4―3F36．7
1
3
14，8－15，12，17（5，18）（1，7）－10（2，16）6－11，9，13
14（8，15）（12，17）（5，10，16）（1，18）7（6，11）（2，9）＝13

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

勝馬の
紹 介

コ ル サ ー レ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Anees デビュー 2013．12．1 阪神2着

2011．3．6生 牡3黒鹿 母 アロングザシー 母母 Russian Flight 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔出走取消〕 エンブレイスライフ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。

サンタンドレ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 ヤマトブライアン号の騎手長岡禎仁は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・7番・

5番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アンダルシアシチー号・オンマイラブ号・クリノオー号・クリノベンザイテン号・タイマツリ号・

テイエムスカイオー号・ハイランドエース号・ヘレン号・リントシテ号
※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。



08031 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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

711 フ ィ ア レ ス 牝5栗 55 丸山 元気西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 442－ 41：54．8 19．3�
710� シンワウォッカ 牝5鹿 55 藤田 伸二ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 472－ 41：55．12 2．7�
45 デ コ レ イ ト 牝5鹿 55 岩田 康誠吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 468－101：55．2� 8．5�
813 パーティブロッサム 牝5黒鹿55 池添 謙一飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：55．41� 4．5�
33 キャニオンバレー 牝4青鹿 55

54 ☆菱田 裕二松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 502－ 21：55．5クビ 8．3�
57 レッドフォーチュン 牝4芦 55 藤岡 康太杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 448－ 21：56．13� 8．2�
22 エンドレスラヴ 牝4鹿 55 柴山 雄一山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 472－101：56．31� 20．1	
44 デルマハンニャ 牝4鹿 55 松山 弘平浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 430－ 4 〃 ハナ 87．2

56 � ホッコーアムール 牝4青 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 438－ 21：57．89 7．3�
68 スピカシチー 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか 幌村牧場 460＋ 51：58．43� 170．3
69 キョウエイヒドラ 牝6栗 55 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 	川 啓一 496＋ 41：58．61� 182．2�
812 サ ワ キ ッ ク 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 510－ 51：58．92 182．2�
11 オリエンタルリリー 牝4鹿 55 中舘 英二近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 496－ 41：59．0� 31．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，859，100円 複勝： 37，335，200円 枠連： 10，272，900円
馬連： 36，105，000円 馬単： 25，360，000円 ワイド： 19，552，200円
3連複： 51，621，400円 3連単： 92，720，000円 計： 292，825，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 410円 � 140円 � 230円 枠 連（7－7） 3，110円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，440円 �� 450円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 60，510円

票 数

単勝票数 計 198591 的中 � 8122（7番人気）
複勝票数 計 373352 的中 � 18071（7番人気）� 98145（1番人気）� 40488（4番人気）
枠連票数 計 102729 的中 （7－7） 2438（12番人気）
馬連票数 計 361050 的中 �� 9830（12番人気）
馬単票数 計 253600 的中 �� 3028（31番人気）
ワイド票数 計 195522 的中 �� 5479（12番人気）�� 3171（20番人気）�� 11565（4番人気）
3連複票数 計 516214 的中 ��� 5838（25番人気）
3連単票数 計 927200 的中 ��� 1131（207番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―13．2―12．5―12．1―13．0―13．6―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―37．0―49．5―1：01．6―1：14．6―1：28．2―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．2
1
3
・（1，2）13，5（6，7）（3，10）（4，11）9（8，12）・（1，2，13）－5，7，10－（6，3）11－（4，9）－12－8

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

勝馬の
紹 介

フ ィ ア レ ス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2011．10．23 新潟3着

2009．5．3生 牝5栗 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン 25戦3勝 賞金 41，570，000円

08032 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第8競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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

68 ナリタポセイドン 牡5鹿 57 和田 竜二�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 496－ 42：01．3 2．3�
67 � ビーチブレイブ 牡4芦 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 502－ 42：01．93� 6．5�
79 トウケイウイン 牡4黒鹿57 川島 信二木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 438＋ 2 〃 クビ 4．2�
22 キクノエクレール 牡5青 57 D．バルジュー 菊池 五郎氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 484－ 62：02．0クビ 6．0�

（伊）

812 テイエムオペラドン 牡5鹿 57 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 468± 02：02．63� 16．0�
55 � ワンダーストラ 牡7栗 57

54 ▲岩崎 翼山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 498－ 62：03．23� 73．2	
33 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 486－ 42：03．3� 78．4

56 サワヤカユウタ 牡6栗 57 竹之下智昭中野 義一氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 468± 02：03．61� 57．0�
11 キョウエイショウリ 牡6黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B474＋ 2 〃 ハナ 74．8�
44 ジ リ オ ン 牡4黒鹿 57

54 ▲松若 風馬近藤 克麿氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 534± 02：03．7� 10．7
811� ヒカルデザイアー 牡4鹿 57 中舘 英二髙橋 京子氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 482＋ 22：03．8� 34．9�
710 シャイニーデイズ 牡4鹿 57 吉田 隼人小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 476＋ 4 〃 クビ 49．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，982，500円 複勝： 40，223，000円 枠連： 11，337，600円
馬連： 42，923，300円 馬単： 29，270，700円 ワイド： 22，457，400円
3連複： 62，376，500円 3連単： 125，352，100円 計： 355，923，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（6－6） 710円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 270円 �� 170円 �� 350円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 2，830円

票 数

単勝票数 計 219825 的中 � 76651（1番人気）
複勝票数 計 402230 的中 � 137981（1番人気）� 52486（3番人気）� 74146（2番人気）
枠連票数 計 113376 的中 （6－6） 11892（3番人気）
馬連票数 計 429233 的中 �� 43963（3番人気）
馬単票数 計 292707 的中 �� 18335（3番人気）
ワイド票数 計 224574 的中 �� 19837（2番人気）�� 39907（1番人気）�� 13498（4番人気）
3連複票数 計 623765 的中 ��� 75230（2番人気）
3連単票数 計1253521 的中 ��� 32762（3番人気）

ハロンタイム 7．4―11．5―12．3―14．4―13．6―12．5―12．1―12．8―12．0―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．9―31．2―45．6―59．2―1：11．7―1：23．8―1：36．6―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタポセイドン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Private Account デビュー 2011．11．27 京都4着

2009．2．4生 牡5鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 22戦2勝 賞金 29，036，000円
※ヒカルデザイアー号は，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を表示している。



08033 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時25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
1：59．6
1：56．1

良
良

817 ゴールドテーラー 牝4栗 55 川田 将雅中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 412－ 62：03．3 3．7�
47 ティンホイッスル 牝4黒鹿55 岩田 康誠 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム B452－ 82：03．72� 60．6�
713 エスターブレ 牝4栗 55 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 458＋ 62：03．8� 46．6�
36 � スターリットスカイ 牝6栗 55

52 ▲城戸 義政永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 35．8�
818 ディープストーリー 牝4青 55 福永 祐一有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444－ 22：04．01 10．2�
510 マンノアクトレス 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 422－10 〃 クビ 49．3	
611 ボロンベルラルーン 牝4鹿 55 勝浦 正樹�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 458＋ 42：04．1� 30．0

11 スマートルピナス 牝4鹿 55 杉原 誠人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 452± 0 〃 クビ 9．1�
715 ターフデライト 牝5青 55 D．バルジュー �須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム B478－122：04．2クビ 3．8

（伊）

612 プリュムローズ 牝5鹿 55 古川 吉洋野島 春男氏 高橋 亮 日高 野島牧場 448＋ 62：04．41� 123．1�
12 � キ ワ ミ 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 440－ 42：04．5� 16．7�
35 アドマイヤエレノア 牝6鹿 55 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 クビ 47．7�
714 ア ル カ ナ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 8 〃 アタマ 17．0�
816 モ モ ト ン ボ 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 450－ 62：04．71 5．1�

（伊）

23 テーオーヴィーナス 牝5鹿 55 松山 弘平小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 422＋ 62：04．8� 93．4�
48 メイショウグレア 牝4鹿 55

52 ▲松若 風馬松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 402－ 82：04．9クビ 43．0�
59 チャードリー 牝5青鹿55 池添 謙一�G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 22：06．510 131．5�
24 マコトビジャーチ 牝4栗 55 和田 竜二�ディアマント 	島 一歩 日高 碧雲牧場 426± 0 〃 アタマ 145．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，953，100円 複勝： 49，354，400円 枠連： 23，065，300円
馬連： 60，802，400円 馬単： 34，070，100円 ワイド： 30，708，900円
3連複： 85，760，500円 3連単： 134，638，900円 計： 443，353，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 1，390円 � 1，130円 枠 連（4－8） 2，190円

馬 連 �� 13，000円 馬 単 �� 17，310円

ワ イ ド �� 4，000円 �� 2，970円 �� 27，420円

3 連 複 ��� 144，840円 3 連 単 ��� 581，080円

票 数

単勝票数 計 249531 的中 � 54481（1番人気）
複勝票数 計 493544 的中 � 100201（1番人気）� 7696（14番人気）� 9580（13番人気）
枠連票数 計 230653 的中 （4－8） 7796（6番人気）
馬連票数 計 608024 的中 �� 3452（38番人気）
馬単票数 計 340701 的中 �� 1453（54番人気）
ワイド票数 計 307089 的中 �� 1897（42番人気）�� 2570（30番人気）�� 272（121番人気）
3連複票数 計 857605 的中 ��� 437（292番人気）
3連単票数 計1346389 的中 ��� 171（1225番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．8―13．2―13．3―12．6―12．4―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―36．2―49．4―1：02．7―1：15．3―1：27．7―1：39．5―1：51．3

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

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

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

ゴールドテーラー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Galileo デビュー 2013．3．3 阪神3着

2010．2．19生 牝4栗 母 ホットレッグス 母母 アクセラレイション 12戦2勝 賞金 26，320，000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。

08034 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第10競走 ��
��1，400�

じ ん ち ょ う げ

沈 丁 花 賞
発走15時00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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

713� サリレモンド 牡3栗 56 松山 弘平�ノースヒルズ 和田 正道 米
Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

492－161：26．8 41．5�
612 サ ノ イ チ 牡3鹿 56 吉田 隼人ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 468＋101：26．9� 4．3�
714 ハンマークラビア 牝3黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－ 21：27．0クビ 23．2�
611 ク ー ゲ ル 牡3栗 56 岩田 康誠幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 510－ 8 〃 アタマ 1．8�
510 カ ッ サ イ 牡3鹿 56 和田 竜二 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 486＋ 21：27．1� 7．7	
815	 レディカリビアン 牝3芦 54 太宰 啓介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 B428－101：27．31
 37．0

35 タイセイパラゴン 牡3鹿 56 小牧 太田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 石川 栄一 490－ 21：27．93
 45．3�
11 マルカロゼッタ 牡3栗 56 北村 友一河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494－ 81：28．0
 76．4�
23 クリノコマチ 牝3栗 54 中舘 英二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 432－101：28．1クビ 19．1
59 デスティニーラブ 牝3黒鹿54 丸山 元気金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 434＋ 2 〃 クビ 61．1�
36 オンタケハート 牡3鹿 56 E．ペドロサ 宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 482－ 21：28．31 15．3�

（独）

48 エンジェルビーツ 牝3栗 54 藤岡 康太前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 422－ 61：28．51� 214．8�
24 コパノハリー 牡3栗 56 柴山 雄一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 440－ 41：28．6
 59．7�
816 ファンディータ 牝3黒鹿54 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 422－ 4 〃 クビ 43．9�
12 ウィットウォーター 牝3黒鹿54 武 幸四郎鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 434－121：29．98 140．3�
47 � クリスタルレーヴ 牝3芦 54 尾島 徹�ホースケア 笹野 博司 浦河 荻伏服部牧場 490－141：31．28 409．8�

（笠松） （笠松）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，172，700円 複勝： 73，880，500円 枠連： 22，156，500円
馬連： 76，249，500円 馬単： 52，735，500円 ワイド： 35，125，000円
3連複： 108，317，100円 3連単： 223，838，600円 計： 625，475，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 1，160円 � 210円 � 630円 枠 連（6－7） 980円

馬 連 �� 10，120円 馬 単 �� 27，960円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 9，400円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 56，060円 3 連 単 ��� 571，610円

票 数

単勝票数 計 331727 的中 � 6307（8番人気）
複勝票数 計 738805 的中 � 14275（9番人気）� 119891（2番人気）� 28180（5番人気）
枠連票数 計 221565 的中 （6－7） 16729（6番人気）
馬連票数 計 762495 的中 �� 5565（24番人気）
馬単票数 計 527355 的中 �� 1392（56番人気）
ワイド票数 計 351250 的中 �� 3664（21番人気）�� 895（60番人気）�� 7556（10番人気）
3連複票数 計1083171 的中 ��� 1426（109番人気）
3連単票数 計2238386 的中 ��� 289（752番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．4―49．3―1：02．4―1：14．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サリレモンド �
�
父 Speightstown �

�
母父 Galileo デビュー 2013．6．22 函館3着

2011．2．21生 牡3栗 母 Gallileo Figaro 母母 Temperence Gift 8戦2勝 賞金 15，927，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アンズチャン号・ヴェルメンティーノ号・カウンターハッセキ号・キネオキャノン号・コパノサムタイム号・

サウスゴビ号・サクセスコード号・サンシカゴ号・サンマルウィーク号・チーフアセスメント号・ナムラユキヒメ号・
ノースショアビーチ号・ラフィネシチー号

※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。

２レース目



08035 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第11競走 ��
��1，600�中京スポーツ杯

発走15時35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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

48 ベステゲシェンク 牡4鹿 57 E．ペドロサ 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462－141：34．1 6．8�
（独）

35 ローレルソラン 牡6鹿 57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 464－ 41：34．52� 93．5�
510 カ ロ ッ サ ル 牡5鹿 57 北村 友一岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 494± 01：34．6� 2．3�
59 クリノチョモランマ 牡4青鹿57 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 516－ 4 〃 アタマ 23．0�
611	 メイショウインロウ 牡5栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 520－ 2 〃 ハナ 32．1�
714 サトノジョリー 牝5青鹿55 福永 祐一里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 450± 0 〃 クビ 37．1	
36 ゴットラウディー 牡6鹿 57 藤田 伸二後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 464－ 81：34．81
 19．9

815 タガノルミナーレ 牝5黒鹿55 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 81：34．9� 136．5�
816 アドマイヤオウジャ 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470＋101：35．0� 9．6�
47 アールデュラン �5鹿 57 木幡 初也星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 474－ 8 〃 ハナ 14．1
12 タニノシュヴァリエ 牡5青 57 幸 英明谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 472－ 8 〃 アタマ 126．1�
24 ビッグスマイル 牝6黒鹿55 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 小泉 学 462± 01：35．1� 27．3�
713 ヒルノクオリア 牡4鹿 57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 468± 01：35．41� 6．1�
11 ゼ ウ ス 牡4鹿 57 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 488＋ 61：35．5� 41．2�
23 ウィザーズポケット 牡5鹿 57 松田 大作�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 452－ 81：36．03 14．1�
612	 シルクバーニッシュ 牡5鹿 57 田中 博康有限会社シルク中内田充正 平取 坂東牧場 474－221：37．9大差 50．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，538，700円 複勝： 95，552，000円 枠連： 40，196，700円
馬連： 167，973，200円 馬単： 95，030，800円 ワイド： 66，734，100円
3連複： 255，245，000円 3連単： 445，120，000円 計： 1，213，390，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 1，680円 � 120円 枠 連（3－4） 2，990円

馬 連 �� 35，080円 馬 単 �� 58，060円

ワ イ ド �� 9，970円 �� 410円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 29，820円 3 連 単 ��� 285，660円

票 数

単勝票数 計 475387 的中 � 55641（3番人気）
複勝票数 計 955520 的中 � 105106（3番人気）� 8981（14番人気）� 322680（1番人気）
枠連票数 計 401967 的中 （3－4） 9936（13番人気）
馬連票数 計1679732 的中 �� 3534（69番人気）
馬単票数 計 950308 的中 �� 1208（122番人気）
ワイド票数 計 667341 的中 �� 1531（71番人気）�� 46104（2番人気）�� 4026（44番人気）
3連複票数 計2552450 的中 ��� 6317（85番人気）
3連単票数 計4451200 的中 ��� 1150（706番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．0―11．2―11．6―11．9―12．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―34．6―45．8―57．4―1：09．3―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

ベステゲシェンク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2012．11．11 東京1着

2010．4．23生 牡4鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 9戦3勝 賞金 39，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キネオピューマ号・ゴールドベル号・スリーカーニバル号・マイティースコール号
※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。

08036 3月21日 晴 良 （26中京2）第3日 第12競走 ��
��1，200�

か り や

刈 谷 特 別
発走16時10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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

35 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 藤岡 康太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 480－ 21：10．2 6．3�
59 タガノレオーネ 牝4鹿 55 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 2 〃 クビ 30．0�
36 � ミッキーマンデー 牡4栗 57 秋山真一郎三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 478± 01：10．3	 7．6�
817� ア ギ ャ ン ト 牝4鹿 55 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 448－ 91：10．4	 96．1�
611
 アンウォンド 牝4栗 55 杉原 誠人�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 494＋ 2 〃 アタマ 13．4�
510 アグネスハビット 牡5黒鹿57 菱田 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 アタマ 2．5	
612 スイートドーナッツ 牡4黒鹿57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 466－ 81：10．5� 34．0

714
� フ ギ ン 牝4黒鹿54 岩田 康誠一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 432－14 〃 ハナ 23．0�
818 デンコウスカイ 牝4鹿 55 �島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 476± 01：10．6	 23．3�
48 ドラゴンサクラ 牝4青鹿55 勝浦 正樹大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416－ 6 〃 ハナ 21．7
713 アポロアリーナ 牝5黒鹿55 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 482± 0 〃 アタマ 43．9�
24 チェネレントラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 41：10．81 5．4�
715� ウェルトレインド 5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新冠 村本牧場 458－ 21：10．9	 235．9�
11 ディパッション 牝4鹿 55 福永 祐一大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 2 〃 クビ 48．7�
816 リメンバーメジロ 牝4鹿 55 川須 栄彦芹澤 精一氏 相沢 郁 洞�湖 メジロ牧場 416－161：11．11� 96．3�
12 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B434－ 21：11．2	 68．3�
23 メイショウセトウチ 6鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 磯野牧場 442＋ 4 〃 クビ 65．1�
47 ピーエムヘクター 牡6鹿 57 柴山 雄一松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 486－ 61：11．3� 191．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，441，100円 複勝： 72，721，300円 枠連： 27，672，100円
馬連： 121，386，900円 馬単： 54，102，300円 ワイド： 44，703，900円
3連複： 132，328，600円 3連単： 242，356，800円 計： 735，713，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 850円 � 250円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 8，800円 馬 単 �� 13，980円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 720円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 19，110円 3 連 単 ��� 123，440円

票 数

単勝票数 計 404411 的中 � 50672（3番人気）
複勝票数 計 727213 的中 � 99435（2番人気）� 18473（10番人気）� 82337（4番人気）
枠連票数 計 276721 的中 （3－5） 63026（1番人気）
馬連票数 計1213869 的中 �� 10861（24番人気）
馬単票数 計 541023 的中 �� 2857（40番人気）
ワイド票数 計 447039 的中 �� 5018（20番人気）�� 16207（6番人気）�� 3399（33番人気）
3連複票数 計1323286 的中 ��� 5111（55番人気）
3連単票数 計2423568 的中 ��� 1449（316番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．5―46．9―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．7
3 11，14（4，17）10，13（7，15）（9，18）1（5，6，8，12）2（3，16） 4 11（14，17）（4，10）（7，13）15（1，9）（5，6，18）（2，8，12）（3，16）

勝馬の
紹 介

ケイアイユニコーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2011．8．20 小倉2着

2009．2．26生 牡5栗 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド 31戦3勝 賞金 76，871，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アカネチャン号・カシノラピス号・ケージーサクランボ号・サチノリーダース号・セルリアンスバル号・

メイショウムロト号

４レース目



（26中京2）第3日 3月21日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189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

160，420，000円
5，360，000円
1，850，000円
14，090，000円
65，396，000円
5，644，600円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
294，907，700円
603，232，900円
191，899，000円
693，460，700円
424，867，400円
326，608，400円
987，685，400円
1，739，020，300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 5，261，681，800円

総入場人員 8，464名 （有料入場人員 7，668名）
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