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08037 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第1競走 ��1，200�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
1：10．1
1：08．7

重
重

36 デンコウヒノマル 牡3栗 56 福永 祐一田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 498－ 41：13．4 3．9�
11 キョウワメロディー 牝3栗 54 吉田 隼人�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 462＋ 21：13．61� 48．5�
816 ローレルベローチェ 牡3栗 56 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 476± 01：13．7� 20．5�
815 スマートエビデンス 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 508＋ 21：13．91 3．5�
510 セフティーエムアイ 牡3鹿 56 大下 智池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 458－101：14．21� 16．2	
23 シゲルビゼン 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 488± 01：14．41� 5．1

12 ブラウンカイ 牡3鹿 56 中舘 英二キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 452± 0 〃 アタマ 23．9�
611 モ ー ク ン 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也 �荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 チェスナット
ファーム 442＋ 21：14．71� 33．2�

48 シゲルミカワ 牡3栗 56 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 496± 01：14．91� 11．2
24 ラ ヴ ピ ー ス 牝3黒鹿54 丸田 恭介阿部 雅英氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット 452－ 41：15．32� 67．4�
59 ブルーウィステリア 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁桜井 欣吾氏 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 416－ 61：15．4� 241．4�
612 カシノワンダラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 B452－ 71：16．25 178．4�
47 スマッシュヒット 牡3黒鹿56 高倉 稜山田 貞蔵氏 山内 研二 浦河 猿橋 義昭 480＋ 81：16．4� 153．8�
713 キングウイン 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 448± 01：17．25 29．8�
35 エヌワイゴールド 牡3栗 56 柴山 雄一サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 酒井 亨 B444－ 91：17．83� 348．6�
714 クライフォージョイ 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新冠 山岡牧場 500± 01：18．22� 6．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，730，700円 複勝： 29，028，800円 枠連： 9，517，000円
馬連： 32，506，500円 馬単： 21，242，900円 ワイド： 18，121，100円
3連複： 50，211，900円 3連単： 76，034，900円 計： 251，393，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 210円 � 1，170円 � 720円 枠 連（1－3） 4，190円

馬 連 �� 9，820円 馬 単 �� 14，400円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 1，570円 �� 7，820円

3 連 複 ��� 43，190円 3 連 単 ��� 192，840円

票 数

単勝票数 計 147307 的中 � 30401（2番人気）
複勝票数 計 290288 的中 � 46288（3番人気）� 5588（11番人気）� 9493（7番人気）
枠連票数 計 95170 的中 （1－3） 1679（18番人気）
馬連票数 計 325065 的中 �� 2443（33番人気）
馬単票数 計 212429 的中 �� 1089（54番人気）
ワイド票数 計 181211 的中 �� 1535（35番人気）�� 2914（16番人気）�� 560（55番人気）
3連複票数 計 502119 的中 ��� 858（115番人気）
3連単票数 計 760349 的中 ��� 291（549番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．7―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．6―48．3―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウヒノマル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2014．1．19 京都7着

2011．5．24生 牡3栗 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 セフティーエムアイ号の騎手大下智は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クライフォージョイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月22日まで平地

競走に出走できない。
エヌワイゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月22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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノベニザクラ号
（非抽選馬） 6頭 クィーンオブシバ号・シャトーココ号・タイキビスタ号・ニシノソラカラ号・フェイトアゲン号・メモリービビッド号

08038 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時25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

612 キングオブタイム 牡3黒鹿56 小牧 太有限会社シルク加用 正 新冠 樋渡 信義 488± 01：56．1 1．5�
47 デ ュ ー イ 牡3栗 56 松岡 正海 �天羽�治牧場 高橋 文雅 日高 天羽 禮治 470± 01：56．73� 52．1�
35 コクリュウノマイ 牡3青鹿56 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B488－101：57．12� 35．6�
815 ランドントウォーク 牡3青鹿56 D．バルジュー 井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B484－ 61：57．42 118．2�

（伊）

611 クリューサオール 牡3鹿 56 川須 栄彦 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B518－ 8 〃 クビ 64．3�

713 サカジロビック 牡3栗 56 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 飯岡牧場 520－ 81：57．61� 8．7	
24 ピースメーカー 牡3鹿 56 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－101：58．13 18．3

11 ルミラークル 牡3青鹿56 勝浦 正樹�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 490＋ 21：58．2� 10．0�
714 スペシャルフォース 牡3鹿 56

55 ☆菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 494－ 61：58．3� 53．2

510 レッドメテオ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 2 〃 アタマ 11．8�
59 エステーイプシロン 牡3鹿 56 吉田 隼人齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新ひだか 佐竹 学 424－101：58．62 100．5�
36 ニシノテレポート 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 川上牧場 B468－ 41：58．7クビ 54．8�
23 クインズジャーニー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新冠 隆栄牧場 494－ 8 〃 クビ 9．6�
48 ディーエスマインド 牡3鹿 56 大野 拓弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 452－ 81：59．33� 149．3�
816 クロスソード 牡3鹿 56 北村 宏司 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 468－101：59．72� 150．4�
12 レーヌネサンス 牝3栗 54 森 一馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 408－ 52：00．97 247．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，770，900円 複勝： 67，312，600円 枠連： 9，664，200円
馬連： 32，357，800円 馬単： 26，401，900円 ワイド： 18，946，700円
3連複： 47，737，700円 3連単： 91，366，100円 計： 313，557，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，130円 � 650円 枠 連（4－6） 2，740円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 800円 �� 8，000円

3 連 複 ��� 16，170円 3 連 単 ��� 49，120円

票 数

単勝票数 計 197709 的中 � 104825（1番人気）
複勝票数 計 673126 的中 � 455046（1番人気）� 5796（9番人気）� 10575（7番人気）
枠連票数 計 96642 的中 （4－6） 2603（8番人気）
馬連票数 計 323578 的中 �� 8071（7番人気）
馬単票数 計 264019 的中 �� 4902（12番人気）
ワイド票数 計 189467 的中 �� 4055（10番人気）�� 6114（7番人気）�� 555（55番人気）
3連複票数 計 477377 的中 ��� 2180（50番人気）
3連単票数 計 913661 的中 ��� 1373（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．1―51．4―1：05．0―1：18．7―1：31．6―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングオブタイム �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．15 京都2着

2011．4．19生 牡3黒鹿 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー 3戦1勝 賞金 8，700，000円
※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） 4頭 アルビセレステ号・ジェネスグレイト号・シナモン号・ピンクパール号
（非抽選馬） 1頭 メチャンコハヤイヨ号
※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。

第２回 中京競馬 第４日



08039 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10時55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
1：10．1
1：08．7

重
重

24 サイズミックレディ 牝6鹿 55
52 ▲岩崎 翼細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 B502± 01：11．9 9．7�

612 メイショウツレヅレ 牝5黒鹿 55
52 ▲松若 風馬松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 440＋ 61：12．53� 3．7�

59 メイショウヒメユリ 牝5青鹿55 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 440＋ 81：12．71� 21．5�
815 サマーハピネス 牝5鹿 55 丸田 恭介セゾンレースホース� 松元 茂樹 日高 下河辺牧場 492± 01：13．12� 21．4�
35 シャンパンルージュ 牝4鹿 55 吉田 隼人�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472－121：13．31� 3．5�
714 タイセイクインス 牝5青鹿55 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 486＋10 〃 ハナ 23．5	
48 レ デ ィ ー 牝4鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 420＋ 21：13．61� 4．0

816 ボストンサクラ 牝5黒鹿55 国分 優作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452＋ 4 〃 アタマ 28．4�
510 キンショーキラ 牝5栗 55 丸山 元気礒野日出夫氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 484± 0 〃 ハナ 291．9�
11 スノークラフト 牝5芦 55 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B454－ 41：13．7� 12．2
12 ディザイラブル 牝5黒鹿55 藤岡 康太�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント 428＋10 〃 クビ 62．0�
713 ソフトライム 牝4黒鹿55 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B462－ 21：13．8� 65．3�
611 アグネスフィズ 牝4鹿 55 中舘 英二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 486＋121：14．01� 26．1�
36 ボディーダンシング 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 430± 01：14．32 209．4�
47 トミケンスプリング 牝5青鹿 55

52 ▲木幡 初也冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 476－ 41：14．4� 57．8�
23 ヒノデポベーダ 牝6鹿 55 酒井 学久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 442＋121：15．57 222．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，664，100円 複勝： 36，452，000円 枠連： 11，125，200円
馬連： 38，882，400円 馬単： 25，596，800円 ワイド： 21，527，800円
3連複： 58，561，800円 3連単： 91，189，200円 計： 302，999，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 290円 � 210円 � 570円 枠 連（2－6） 1，360円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，850円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 10，140円 3 連 単 ��� 71，370円

票 数

単勝票数 計 196641 的中 � 16118（4番人気）
複勝票数 計 364520 的中 � 33598（4番人気）� 52453（3番人気）� 14348（8番人気）
枠連票数 計 111252 的中 （2－6） 6054（5番人気）
馬連票数 計 388824 的中 �� 15659（7番人気）
馬単票数 計 255968 的中 �� 3491（19番人気）
ワイド票数 計 215278 的中 �� 7542（7番人気）�� 1797（32番人気）�� 3413（18番人気）
3連複票数 計 585618 的中 ��� 4265（32番人気）
3連単票数 計 911892 的中 ��� 943（217番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．0―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイズミックレディ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Salt Lake デビュー 2011．5．1 京都12着

2008．4．16生 牝6鹿 母 スイートテイスト 母母 Say What You Mean 36戦2勝 賞金 38，750，000円
〔制裁〕 キンショーキラ号の調教師根本康広は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

08040 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

711 エーシンホワイティ 牡7鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 520－ 23：21．8 1．3�
45 オリオンザポラリス 牡7黒鹿60 石神 深一平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 464± 03：22．75 9．9�
56 ニシノメイゲツ 牡7青鹿60 大江原 圭成田 隆好氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 456＋ 4 〃 クビ 16．3�
812 サルジェンツチェリ 牡4芦 59 R．エノン 加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 472－ 63：23．33� 14．7�

（豪）

69 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 526－ 2 〃 アタマ 45．1�
33 � ラインミッシェル 牝5鹿 58

57 ▲原田 和真大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 436－ 43：23．51 53．4	
22 ノッティングボーイ 牡6鹿 60 上野 翔齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 504± 03：23．81� 10．3

57 グリコーゲン 牡4黒鹿59 山本 康志青芝商事� 田中 剛 千歳 社台ファーム 442＋ 63：23．9� 84．9�
11 ジョウショーキング 牡5青鹿60 森 一馬熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 田中 元寿 484－ 23：24．0クビ 37．6�
44 � ユウミプリンセス 牝5栗 58 高野 和馬新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 飛渡牧場 448＋ 23：25．49 76．3
68 � ヴァリュービジョン 	5黒鹿60 横山 義行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 488－163：26．25 25．2�
710� ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 57 五十嵐雄祐�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 476＋ 43：26．51� 194．2�
813� スターファンタジア 牝5黒鹿58 蓑島 靖典下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 470＋ 2 （競走中止） 151．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，689，000円 複勝： 54，953，400円 枠連： 9，513，100円
馬連： 25，891，100円 馬単： 27，041，500円 ワイド： 15，314，000円
3連複： 39，435，700円 3連単： 93，435，200円 計： 293，273，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 230円 � 280円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 340円 �� 380円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 4，680円

票 数

単勝票数 計 276890 的中 � 173665（1番人気）
複勝票数 計 549534 的中 � 405802（1番人気）� 23488（3番人気）� 16999（4番人気）
枠連票数 計 95131 的中 （4－7） 13349（3番人気）
馬連票数 計 258911 的中 �� 32005（2番人気）
馬単票数 計 270415 的中 �� 28173（2番人気）
ワイド票数 計 153140 的中 �� 12124（2番人気）�� 10475（3番人気）�� 3141（13番人気）
3連複票数 計 394357 的中 ��� 14786（6番人気）
3連単票数 計 934352 的中 ��� 14756（10番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 52．5－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」
1
�
11（10，7）（5，1，6）（8，12）（3，2）4，9
11－6，1（7，2）（5，12）－4－（10，3）－8－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ �
�
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 2009．6．28 阪神4着

2007．3．27生 牡7鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール 障害：3戦1勝 賞金 12，600，000円
〔競走中止〕 スターファンタジア号は，1周目5号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 サルジェンツチェリ号の騎手R．エノンは，負担重量について注意義務を怠り戒告。

サルジェンツチェリ号の騎手R．エノンは，2周目4号障害手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2
番）

※出走取消馬 シゲルハンベイ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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） 3頭 ウィッシングデュー号・プロヴィデンス号・ヤマカツハクリュウ号
（非抽選馬） 1頭 アセント号
※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。



08041 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第5競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：06．5

良
良

612 レッドレイチェル 牝3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454－ 21：10．1 3．7�
23 ヨッテウタッテ 牝3鹿 54

51 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 中地 康弘 462＋ 2 〃 クビ 6．5�
35 セクシイガール 牝3鹿 54

51 ▲岩崎 翼平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 458－121：10．2� 10．5�
59 タガノウォーリア 牡3栗 56 松田 大作八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 434－ 41：10．73 3．1�
48 グッドウェーブ 牡3栗 56 藤岡 康太杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ヒノデファーム 440± 0 〃 クビ 10．9�
715 キョウワジュネス 牝3鹿 54 北村 宏司	協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 452± 01：10．8� 9．7

818 グッドイヴニング 牝3鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－121：10．9� 16．0�
510 エンジェルキック 牝3鹿 54 丸山 元気森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 480＋ 4 〃 ハナ 47．8�
24 タマモテンカラット 牝3栗 54 中舘 英二タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 478＋ 2 〃 クビ 18．9
816 ニナフェアリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 438＋ 41：11．0クビ 87．1�
36 ベ ニ ツ バ キ 牝3栗 54

53 ☆中井 裕二水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 420－ 2 〃 ハナ 321．1�
47 ドナカンパニュラ 牝3鹿 54 黛 弘人山田 貢一氏 高木 登 日高 中原牧場 424＋ 4 〃 ハナ 315．4�
12 チ ヴ リ ー 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 408－141：11．21� 107．1�
11 キクノリーガ 牝3鹿 54 田辺 裕信菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 新冠橋本牧場 398－ 41：11．52 104．1�
714 ボ デ ギ ー タ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行手嶋 康雄氏 天間 昭一 新冠 ハシモトフアーム 474－121：12．03 28．7�
713 エクセルバード 牡3鹿 56 武士沢友治谷川 正純氏 和田正一郎 新ひだか 前田牧場 446± 01：12．1	 162．7�
817 ジョウショーベガ 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 豊田田村牧場 382－ 81：12．31� 324．4�
611 レモンボンボン 牝3青鹿54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 嶋田牧場 472＋ 21：12．83 242．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，249，300円 複勝： 37，249，000円 枠連： 12，452，600円
馬連： 41，465，300円 馬単： 26，318，800円 ワイド： 23，530，500円
3連複： 63，072，000円 3連単： 99，604，500円 計： 323，942，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 220円 � 320円 枠 連（2－6） 850円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 550円 �� 850円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 21，380円

票 数

単勝票数 計 202493 的中 � 44290（2番人気）
複勝票数 計 372490 的中 � 71115（2番人気）� 43363（3番人気）� 26233（6番人気）
枠連票数 計 124526 的中 （2－6） 10830（3番人気）
馬連票数 計 414653 的中 �� 22929（4番人気）
馬単票数 計 263188 的中 �� 7327（6番人気）
ワイド票数 計 235305 的中 �� 10965（3番人気）�� 6755（10番人気）�� 5484（14番人気）
3連複票数 計 630720 的中 ��� 9108（17番人気）
3連単票数 計 996045 的中 ��� 3439（51番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．8―11．7―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．7―46．4―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドレイチェル �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Peintre Celebre デビュー 2014．2．8 小倉3着

2011．2．16生 牝3鹿 母 クーデンビーチ 母母 Joyful 3戦1勝 賞金 7，250，000円
〔制裁〕 ニナフェアリー号の騎手勝浦正樹は，前検量後における鞍の管理について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※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。
（非抽選馬） 5頭 アテンション号・ウェザーストーム号・クリノツネチャン号・ケンブリッジクイン号・ニシノスコーピオン号

08042 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （芝・左）

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

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

36 ショウサンミーベル 牝3鹿 54
53 ☆菱田 裕二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 水上 習孝 496＋ 62：03．0 11．1�

817 アドマイヤシーマ 牝3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424－ 22：03．1� 2．5�
35 サンドラバローズ 牝3鹿 54 川須 栄彦猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 404－ 22：03．2� 13．3�
24 ヘイジームーン 牝3黒鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490± 02：03．41� 6．3�
12 ユアメモリー 牝3青鹿54 蛯名 正義�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム B426－ 62：03．5� 58．8�
11 ア カ ネ イ ロ 牝3栗 54 戸崎 圭太 	キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 アタマ 3．0

612 デンコウガイア 牝3鹿 54 D．バルジュー 田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 448－ 42：03．81� 111．5�

（伊）

59 サトノエカテリーナ 牝3青鹿54 藤岡 佑介里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 440 ―2：04．12 14．4�
23 タガノマイフレンド 牝3黒鹿54 川島 信二八木 良司氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 62：04．31 181．4
510 メイショウタイリン 牝3青 54 E．ペドロサ 松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B436－ 42：04．51� 44．1�

（独）

713 メイショウソウヨウ 牝3鹿 54 松田 大作松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 500－ 82：04．6クビ 57．5�
816 ゴールデンフェザー 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 468－ 2 〃 クビ 73．9�
818 ララエクレリゼ 牝3黒鹿54 松山 弘平フジイ興産� 今野 貞一 日高 下河辺牧場 450－ 82：05．34 84．9�
715 ニ シ ノ サ ヤ 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 川上牧場 434－142：05．51� 161．7�
611 カツジャックポット 牝3鹿 54 石橋 脩北側 雅勝氏 吉村 圭司 新ひだか 田中 裕之 434－ 42：05．82 364．7�
47 ノーブルスワン 牝3鹿 54 横山 和生吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 450－ 82：06．22� 368．6�
714 ファーマティアラ 牝3鹿 54 北村 友一中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 438－222：08．8大差 374．7�
48 ハリウッドセレブ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 	社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 438－ 42：17．7大差 49．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，052，100円 複勝： 40，901，100円 枠連： 13，319，700円
馬連： 44，541，700円 馬単： 29，111，100円 ワイド： 24，686，600円
3連複： 61，598，700円 3連単： 101，679，200円 計： 341，890，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 260円 � 150円 � 290円 枠 連（3－8） 760円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，700円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 31，080円

票 数

単勝票数 計 260521 的中 � 18628（4番人気）
複勝票数 計 409011 的中 � 37629（4番人気）� 96325（1番人気）� 31115（5番人気）
枠連票数 計 133197 的中 （3－8） 12983（3番人気）
馬連票数 計 445417 的中 �� 23695（4番人気）
馬単票数 計 291111 的中 �� 5476（13番人気）
ワイド票数 計 246866 的中 �� 10880（4番人気）�� 3376（16番人気）�� 10304（5番人気）
3連複票数 計 615987 的中 ��� 10577（11番人気）
3連単票数 計1016792 的中 ��� 2415（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．6―49．3―1：02．0―1：14．6―1：27．1―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウサンミーベル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．10．20 京都3着

2011．4．5生 牝3鹿 母 スズカリーガル 母母 リーガルソリューション 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔その他〕 ハリウッドセレブ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファーマティアラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月22日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ハリウッドセレブ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年4月22日まで出走できない。
※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 パラプリュイ号
（非抽選馬） 2頭 アルーシュ号・カミノアヴァロン号
※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。



08043 3月22日 晴 良 （26中京2）第4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）
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

57 ボップリヴァーサル 牡4鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 佐々木 恵一 496－101：54．2 11．1�
22 トウショウマナーズ 牡4鹿 57 内田 博幸藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526± 01：54．62� 20．8�
69 	 タマモエスプレッソ 牡6黒鹿57 中舘 英二タマモ� 河内 洋 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 61：54．7� 13．9�
11 ボストンリョウマ 牡6青鹿 57

54 ▲岩崎 翼ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 486＋ 41：54．91 4．9�
813 レッドジャクソン 牡5鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 546－10 〃 クビ 2．8�
56 キ マ モ リ 牡4黒鹿57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452± 01：55．21
 5．1	
68 � セ ツ ナ 牡4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 米 Ann Loren-

son Lynch 502＋ 2 〃 クビ 15．9

33 キングスクルーザー 牡4鹿 57 藤懸 貴志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 464＋ 81：55．41 14．0�
44 メイショウエジソン 牡4栗 57 国分 優作松本 和子氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 482＋121：55．5クビ 75．8�
711	 アプローチミー 牡7黒鹿57 吉田 隼人吉澤 克己氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 486－ 8 〃 クビ 165．1
45 オンワードナルシス 牡4黒鹿57 松山 弘平樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 484＋ 41：55．71 9．3�
710 レイキッシュボーイ 牡4栗 57 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460＋ 41：58．0大差 57．8�
（伊）

812 ネオザイオン 牡6鹿 57 後藤 浩輝小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460－ 21：59．17 85．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，570，000円 複勝： 37，664，100円 枠連： 12，380，400円
馬連： 44，935，700円 馬単： 27，238，600円 ワイド： 23，136，300円
3連複： 62，488，100円 3連単： 108，119，700円 計： 337，532，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 470円 � 600円 � 470円 枠 連（2－5） 3，500円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 15，730円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 2，750円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 51，700円 3 連 単 ��� 298，850円

票 数

単勝票数 計 215700 的中 � 15411（5番人気）
複勝票数 計 376641 的中 � 21575（6番人気）� 16085（9番人気）� 21480（7番人気）
枠連票数 計 123804 的中 （2－5） 2614（16番人気）
馬連票数 計 449357 的中 �� 3688（31番人気）
馬単票数 計 272386 的中 �� 1278（58番人気）
ワイド票数 計 231363 的中 �� 2874（27番人気）�� 2069（32番人気）�� 1344（39番人気）
3連複票数 計 624881 的中 ��� 892（114番人気）
3連単票数 計1081197 的中 ��� 267（656番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．6―12．7―12．1―12．5―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．3―51．0―1：03．1―1：15．6―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボップリヴァーサル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2013．5．26 東京7着

2010．4．21生 牡4鹿 母 カロリーナローズ 母母 Beat 6戦2勝 賞金 12，400，000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。

08044 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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
1：32．8
1：30．7

良
良

714 ダイワフェリス 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 514＋ 41：34．3 14．3�
23 ディープウェーブ 牡4青鹿57 戸崎 圭太万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 41：34．4� 7．6�
611 アルトゥバン 牡6栗 57 黛 弘人�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 494± 0 〃 クビ 13．6�
59 ロンギングゴールド 牡4黒鹿57 福永 祐一坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 470＋ 21：34．61� 4．9�
510 サトノプレステージ 牡4鹿 57 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 500－101：34．7� 2．3�
35 ヤマニンアルゴシー 牡4栗 57 内田 博幸土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 462－ 61：34．8� 8．3	
612	 シークレットベース 牝6鹿 55 石橋 脩山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 442－12 〃 ハナ 15．9

48 クラウドチェンバー 
5鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456－ 41：34．9� 13．7�
36 ナリタスカイ 牝5黒鹿55 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 414＋101：35．64 71．7
24 サトノジェミニ 牡4鹿 57 松田 大作里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 452＋181：35．91� 33．8�
11 サクラグランレーヴ 牡4鹿 57 三浦 皇成�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 新和牧場 456± 0 〃 ハナ 55．2�
816 ステージナーヴ 
5黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 422－ 41：36．85 112．1�
12 ジョウテンオリーヴ 牝5鹿 55 川須 栄彦田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 496－161：36．9クビ 88．0�
815 カノヤミノリ 牡5芦 57

54 ▲岩崎 翼神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 478＋18 〃 ハナ 291．8�
47 	 ロ ゼ オ 牡5栗 57

54 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 500－ 61：37．11� 387．1�
713 メイショウダビンチ 牡5鹿 57 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 464＋ 81：37．95 229．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，802，100円 複勝： 49，193，200円 枠連： 17，452，000円
馬連： 54，453，300円 馬単： 34，640，600円 ワイド： 27，801，600円
3連複： 79，012，400円 3連単： 131，177，600円 計： 421，532，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 500円 � 300円 � 360円 枠 連（2－7） 5，570円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 12，740円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，880円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 20，580円 3 連 単 ��� 128，060円

票 数

単勝票数 計 278021 的中 � 15411（7番人気）
複勝票数 計 491932 的中 � 24403（8番人気）� 46871（3番人気）� 36204（5番人気）
枠連票数 計 174520 的中 （2－7） 2316（15番人気）
馬連票数 計 544533 的中 �� 7234（18番人気）
馬単票数 計 346406 的中 �� 2008（44番人気）
ワイド票数 計 278016 的中 �� 3750（24番人気）�� 3635（25番人気）�� 3974（21番人気）
3連複票数 計 790124 的中 ��� 2834（58番人気）
3連単票数 計1311776 的中 ��� 756（355番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．6―11．8―12．0―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．9―46．5―58．3―1：10．3―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ダイワフェリス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2011．11．5 東京4着

2009．3．12生 牝5栗 母 ダイワベルタ 母母 サンシャワーキッス 17戦3勝 賞金 25，620，000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） 1頭 マイネルコランダム号
（非抽選馬） 2頭 トミケンスラーヴァ号・ミッキータイガー号



08045 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時25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
1：21．9
1：21．5

良
不良

59 キングズウェザー 牡4栗 57 川島 信二吉田 元嗣氏 藤沢 則雄 新冠 蛯名牧場 498－ 41：25．8 3．0�
815 フィンデルムンド 牡6鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 478± 01：26．43� 15．1�
612� ウインオーラム 牡5栗 57 D．バルジュー �ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 522－12 〃 クビ 4．3�

（伊）

36 � プレミアムゴールド 牡5栗 57 福永 祐一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 484± 01：26．5� 6．4�

713 ライフトップガン 牡4鹿 57 石橋 脩谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 486－ 41：26．92� 12．7	
11 � シゲルアボカド 牡5鹿 57 後藤 浩輝森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 482－ 81：27．0クビ 14．0

816 ノ ー ブ リ ー 牡5鹿 57 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474－ 21：27．1� 18．3�
48 アスターフレンチ 牡4栗 57 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 508± 01：27．31	 33．7�
510 トルネードミノル 牡5鹿 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480－ 6 〃 クビ 78．4
611 ア ビ ス コ 牡4芦 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 482－121：27．4� 71．1�
24 ジェネスサンキュー 牡6芦 57

54 ▲岩崎 翼山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 450－ 8 〃 クビ 58．9�
714 トウショウブーム 牡5鹿 57 内田 博幸トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506－24 〃 アタマ 7．9�
47 メイショウトラクマ 牡4黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 510－141：27．93 37．9�
12 � アルマライズ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 494－141：28．0� 61．4�
35 ユキノマルガリータ 牝4鹿 55 西田雄一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム B456－201：28．31� 118．5�
23 パワフルキリシマ 牡6鹿 57 柴田 未崎西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 城地 清満 462＋181：28．51 131．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，850，300円 複勝： 49，152，900円 枠連： 18，875，500円
馬連： 64，490，400円 馬単： 38，610，100円 ワイド： 30，986，800円
3連複： 90，951，200円 3連単： 155，062，300円 計： 474，979，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 370円 � 180円 枠 連（5－8） 1，040円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 650円 �� 410円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 19，880円

票 数

単勝票数 計 268503 的中 � 72944（1番人気）
複勝票数 計 491529 的中 � 133967（1番人気）� 25166（7番人気）� 69254（3番人気）
枠連票数 計 188755 的中 （5－8） 13413（4番人気）
馬連票数 計 644904 的中 �� 30876（5番人気）
馬単票数 計 386101 的中 �� 11690（8番人気）
ワイド票数 計 309868 的中 �� 11608（6番人気）�� 20189（2番人気）�� 6448（14番人気）
3連複票数 計 909512 的中 ��� 17933（9番人気）
3連単票数 計1550623 的中 ��� 5759（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．8―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．0
3 5（9，14）（4，6，12，13）－（1，2，8，15）－（3，16）（11，10）－7 4 5（9，14）4（6，12，13）1（2，15）（3，8）（11，16）10，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングズウェザー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2012．12．1 阪神3着

2010．3．16生 牡4栗 母 レッツファイト 母母 チャイナオーヒメ 13戦2勝 賞金 20，120，000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。
（非抽選馬） 1頭 ユキノユウダン号
※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。

08046 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第10競走 ��
��2，200�

く ま の

熊 野 特 別
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

715 エーシンデューク 牡5青鹿57 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 480－ 62：13．8 9．8�
713 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B480－ 62：14．01� 54．1�
36 カムイミンタラ 牡4鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 488－10 〃 クビ 2．8�
612 クリビツテンギョ 牡5栗 57 小牧 太栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 476－ 22：14．21 7．4�
48 マ ル ケ サ ス 牡5青鹿57 E．ペドロサ �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 13．1	

（独）

818 ダンシングハバナ 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444± 02：14．4	 37．0

11 ライトヴァース 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 22：14．93 19．5�
611 ウインゴーウェル 
5栗 57 武士沢友治�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 526－ 4 〃 クビ 71．0�
24 ワールドレーヴ 牡4黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 456－162：15．0� 124．4
35 タイセイボルト 牡4青鹿56 後藤 浩輝田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 22：15．1� 8．9�
817 ヴェイパーコーン 牡4栗 56 勝浦 正樹 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B512－ 62：15．52� 81．7�
59 � クリノサンタクルス 牡4鹿 56 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 466－ 8 〃 ハナ 24．4�
510 クラーロデルナ 牡5鹿 57 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 482－ 6 〃 ハナ 106．9�
23 シェイクザバーレイ 牡4鹿 56 D．バルジュー �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 42：15．92� 34．0�
（伊）

12 フォーナインキング 牡4鹿 56 田中 勝春青山 洋一氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 472± 02：16．11� 190．0�
816 レッドクラーケン 牡4鹿 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 488± 02：16．2クビ 10．5�
714 スマッシュスマイル 
6栃栗57 藤岡 佑介 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 490＋ 82：16．62� 7．5�
47 トーセンワープ 牡4鹿 56 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム B460－102：18．5大差 37．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，650，700円 複勝： 66，108，500円 枠連： 30，322，400円
馬連： 104，200，600円 馬単： 54，291，600円 ワイド： 45，846，300円
3連複： 149，136，800円 3連単： 240，994，900円 計： 724，551，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 310円 � 1，210円 � 150円 枠 連（7－7） 2，370円

馬 連 �� 29，950円 馬 単 �� 49，170円

ワ イ ド �� 8，100円 �� 680円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 30，310円 3 連 単 ��� 266，650円

票 数

単勝票数 計 336507 的中 � 27185（5番人気）
複勝票数 計 661085 的中 � 49719（5番人気）� 10313（13番人気）� 172012（1番人気）
枠連票数 計 303224 的中 （7－7） 9462（11番人気）
馬連票数 計1042006 的中 �� 2568（70番人気）
馬単票数 計 542916 的中 �� 815（123番人気）
ワイド票数 計 458463 的中 �� 1336（72番人気）�� 17925（4番人気）�� 3636（35番人気）
3連複票数 計1491368 的中 ��� 3632（89番人気）
3連単票数 計2409949 的中 ��� 667（675番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―12．6―12．4―12．5―12．8―12．5―12．4―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．1―34．3―46．9―59．3―1：11．8―1：24．6―1：37．1―1：49．5―2：01．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エーシンデューク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．1．22 小倉5着

2009．4．21生 牡5青鹿 母 ミッションガール 母母 Triple Strike 16戦1勝 賞金 22，925，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スリーヴェローチェ号・ヒカルデザイアー号・プライドイズメシア号
（非抽選馬） 3頭 テイエムブシドー号・メイショウテッサイ号・リッカシェクル号
※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。



08047 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第11競走 ��
��1，400�第28回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

中日スポーツ総局賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 665，000円 190，000円 95，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

713 タガノグランパ 牡3鹿 56 福永 祐一八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 472－ 21：21．2 3．7�

36 サトノルパン 牡3黒鹿56 小牧 太里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 448－ 2 〃 クビ 4．3�
24 アルマエルナト 牡3栗 56 藤岡 佑介コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 462＋ 21：21．41	 57．6�
817 ベルルミエール 牝3鹿 54 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 ハナ 30．0�
48 タガノブルグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 21：21．5� 11．9�
714 ショウナンアチーヴ 牡3黒鹿57 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 21：21．6� 4．1�
59 カラダレジェンド 牡3鹿 57 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 466－ 21：21．81� 5．8	
12 ネ ロ 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 470＋101：21．9� 21．8

510 マキャヴィティ 牡3栗 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 484± 01：22．75 56．2�
47 ダンツブロード 牡3黒鹿56 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新冠 対馬 正 440－ 21：22．8� 83．3
612 テーオーソルジャー 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 4 〃 クビ 30．5�
816 クリノイザナミ 牝3青 54 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 416－101：22．9� 179．0�
35 シ ゲ ル カ ガ 牡3鹿 56 北村 宏司森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 496－ 41：23．11	 32．3�
715 ウインスプラッシュ 牡3鹿 56 中井 裕二�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 B478－ 4 〃 ハナ 72．5�
818 ベニノラッキーマン 牡3芦 56 三浦 皇成�紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 490＋ 61：23．31	 123．2�
611 ビアンコカンドーレ 牝3芦 54 D．バルジュー 吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 クビ 66．5�

（伊）

23 キタサンラブコール 牡3鹿 56 藤田 伸二�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 456－ 61：23．61� 60．2�
11 テイエムキュウコー 牡3鹿 56 松田 大作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 472＋ 81：23．91� 187．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 103，306，700円 複勝： 191，419，000円 枠連： 81，554，000円
馬連： 386，075，600円 馬単： 195，361，700円 ワイド： 153，868，600円
3連複： 601，502，600円 3連単： 1，064，116，300円 計： 2，777，204，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 190円 � 1，050円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，970円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 12，840円 3 連 単 ��� 47，980円

票 数

単勝票数 計1033067 的中 � 223131（1番人気）
複勝票数 計1914190 的中 � 436484（1番人気）� 282699（3番人気）� 32565（11番人気）
枠連票数 計 815540 的中 （3－7） 146296（1番人気）
馬連票数 計3860756 的中 �� 335491（2番人気）
馬単票数 計1953617 的中 �� 87181（2番人気）
ワイド票数 計1538686 的中 �� 125983（2番人気）�� 11829（31番人気）�� 11582（33番人気）
3連複票数 計6015026 的中 ��� 34574（36番人気）
3連単票数 計10641163 的中 ��� 16368（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．2―33．0―44．9―57．1―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノグランパ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．11．24 京都1着

2011．4．30生 牡3鹿 母 タガノグラマラス 母母 タガノターキン 6戦3勝 賞金 81，358，000円
〔その他〕 ビアンコカンドーレ号は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウインエフォート号・エルノルテ号・サフランスカイ号・シンガン号・トルセドール号
※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。

08048 3月22日 晴 良 （26中京2）第4日 第12競走 ��
��1，400�

す ず か

鈴 鹿 特 別
発走16時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，25．3．16以降26．3．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 エアカーネリアン 牡6黒鹿55 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 498＋101：24．0 12．7�
510 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 458－ 41：24．1� 9．6�
713 オールブラックス 牡5鹿 57 内田 博幸近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 494＋ 41：24．31� 3．9�
11 ショウナンダイラ 牡4鹿 56 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534－ 21：24．61	 11．3�
35 
 サンライズネオ 牡4黒鹿55 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 472－ 61：24．7� 5．8	
59 
 サンライズサルーテ 牡6鹿 53 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 450＋ 2 〃 クビ 79．2

23 デプロマトウショウ 牝5鹿 52 大野 拓弥トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456± 01：24．8� 63．7�
36 ダンシングミッシー 牝5鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 456－18 〃 アタマ 7．0�
714 ノボリドリーム 牡5鹿 56 中舘 英二原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 452＋ 2 〃 ハナ 16．1
47 ロ ジ テ ー ル 牡5鹿 54 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478－10 〃 ハナ 23．9�
612 ホッコーマグマ 牡4鹿 54 藤岡 康太矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 484－ 41：25．11	 16．7�
816 ジョーオリオン 牡5栗 57 戸崎 圭太上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B492＋ 21：25．2� 7．3�
48 デンコウリキ 牡4黒鹿55 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 500＋ 21：25．83� 17．3�
24 アップルハウス 牡4青鹿55 津村 明秀新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 434－101：25．9クビ 56．5�
611 ヴァレンティーネ 牝4鹿 52 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 460＋ 81：26．11� 86．6�
12 ブ ラ イ テ ン 牡4鹿 53 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506＋ 61：26．41	 266．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，204，500円 複勝： 91，935，300円 枠連： 34，652，100円
馬連： 164，508，100円 馬単： 62，604，600円 ワイド： 60，357，900円
3連複： 190，065，200円 3連単： 312，109，900円 計： 963，437，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 380円 � 280円 � 160円 枠 連（5－8） 2，070円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 10，120円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，060円 �� 660円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 47，930円

票 数

単勝票数 計 472045 的中 � 29307（7番人気）
複勝票数 計 919353 的中 � 53006（7番人気）� 78169（4番人気）� 198337（1番人気）
枠連票数 計 346521 的中 （5－8） 12398（10番人気）
馬連票数 計1645081 的中 �� 25581（22番人気）
馬単票数 計 626046 的中 �� 4567（43番人気）
ワイド票数 計 603579 的中 �� 8854（21番人気）�� 13964（8番人気）�� 23723（3番人気）
3連複票数 計1900652 的中 ��� 22363（14番人気）
3連単票数 計3121099 的中 ��� 4806（119番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．9―12．6―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．1―46．0―58．6―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 16（15，12）13（10，11，14）9，2，5（6，7）（1，4，8）－3 4 16（15，12）13（10，14）（11，9）（2，5）（6，7）（1，8）（3，4）

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6黒鹿 母 エ ア リ ン グ 母母 コニーストン 18戦3勝 賞金 38，417，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の24頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）24頭 ヴィクタシア号・ウエスタンムサシ号・ウォーターサムデイ号・エーシンブランコス号・カツノセカンド号・

キセキノハナ号・クレバーアポロ号・ザストロンシチー号・シゲルケンシン号・タイキソレイユ号・
ダノンジュピター号・テイクファイア号・トーワフォーエバー号・ハッピーマリーン号・バハドゥール号・
ハヤブサ号・ビットアレグロ号・フリーアズアバード号・ブロッケン号・ベルストーリー号・ライブリシーラ号・
ラブリースター号・ロードクラヴィウス号・ワキノネクサス号



（26中京2）第4日 3月22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 194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

214，450，000円
5，660，000円
2，330，000円
19，460，000円
69，473，500円
6，106，600円
1，862，400円

勝馬投票券売得金
388，540，400円
751，369，900円
260，828，200円
1，034，308，500円
568，460，200円
464，124，200円
1，493，774，100円
2，564，889，800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 7，526，295，300円

総入場人員 13，592名 （有料入場人員 12，626名）
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