
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

08025 3月21日 晴 重 （27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
1：48．9
1：47．8

重
重

12 トミケンシャルゴー 牡3鹿 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 502－101：54．7 14．2�
11 ケルンダッシュ 牡3鹿 56 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 492－ 21：55．55 3．0�
24 エ ン リ ケ 牡3青鹿 56

54 △小崎 綾也丸山 担氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 448－ 61：55．6� 21．3�
510 フェブカリエンテ 牡3青鹿56 高倉 稜釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 508－ 81：55．7� 2．0�
48 ヤマイチキセキ 牡3鹿 56 松山 弘平坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 472－ 61：55．8クビ 10．8�
612 アライドメジャーズ 牡3栗 56 丸山 元気木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 436－ 61：56．12 138．3�
59 カ ノ ー ヴ ァ 牡3鹿 56 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514± 01：56．95 12．9	
（伊）

815 アングルゴア 牡3黒鹿 56
53 ▲�島 克駿大迫 基弘氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 B460－ 21：57．32� 51．1


36 シゲルエイサー 牡3栗 56 古川 吉洋森中 蕃氏 武田 博 日高 中前牧場 466－ 41：58．15 15．4�
816 オ ラ ン ピ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太�ミルファーム 奥平 雅士 日高 出口牧場 424－ 81：58．2� 149．7
714 テイエムカンベエ 牡3鹿 56

53 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 パカパカ
ファーム 486 ―1：58．62� 223．9�

611 ワンダーヘルト 牡3栗 56 丹内 祐次古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 432－ 81：58．81� 87．2�
35 シャイニーシチー 牡3栗 56 熊沢 重文 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 日高 日高大洋牧場 484－ 21：59．01� 106．7�
713 メイショウムラシゲ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 高昭牧場 516－ 61：59．42� 54．3�
23 セルリアンレーク 牡3栗 56 田中 博康�イクタ 田所 秀孝 新冠 つつみ牧場 444－141：59．5� 189．2�
47 バラモノガタリ 牝3栗 54 小野寺祐太�ミルファーム 根本 康広 えりも 上島牧場 424－ 61：59．92� 517．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，806，900円 複勝： 23，203，500円 枠連： 8，971，600円
馬連： 29，257，600円 馬単： 17，764，100円 ワイド： 18，938，700円
3連複： 42，955，600円 3連単： 63，020，500円 計： 218，918，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 360円 � 160円 � 500円 枠 連（1－1） 1，940円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，710円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 52，880円

票 数

単勝票数 計 148069 的中 � 8315（5番人気）
複勝票数 計 232035 的中 � 14567（6番人気）� 51900（2番人気）� 9720（7番人気）
枠連票数 計 89716 的中 （1－1） 3577（7番人気）
馬連票数 計 292576 的中 �� 11642（7番人気）
馬単票数 計 177641 的中 �� 2641（19番人気）
ワイド票数 計 189387 的中 �� 7212（8番人気）�� 2748（20番人気）�� 4858（11番人気）
3連複票数 計 429556 的中 ��� 4078（26番人気）
3連単票数 計 630205 的中 ��� 864（151番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―13．2―13．1―13．0―13．2―12．9―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―37．7―50．8―1：03．8―1：17．0―1：29．9―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F37．7
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンシャルゴー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．17 新潟中止

2012．4．24生 牡3鹿 母 ホウヨウターゲット 母母 ソフトボイス 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 シャイニーシチー号は，枠入り不良。

バラモノガタリ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 バラモノガタリ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バラモノガタリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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。

08026 3月21日 晴 重 （27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20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

816 ラインシュナイダー 牡3鹿 56 国分 恭介大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 458± 01：25．4 4．4�
47 マルカメテオ 牡3栗 56 松山 弘平日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 462－ 61：25．5� 13．0�
36 ブラゾンドゥリス 牡3鹿 56 松田 大作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 490－ 21：25．92� 8．4�
11 ス ク ワ ー ル 牡3青 56 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 61：26．43 2．5�
23 プレーケストーレン 牡3黒鹿56 丸田 恭介スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 516－141：26．71� 17．2�
59 マルシゲジャパン 牡3鹿 56

53 ▲�島 克駿坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 466 ―1：26．91� 337．7	
611 スループオブウォー 牡3栗 56 北村 宏司�G1レーシング 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 6 〃 クビ 6．9

714 エルクンバンチェロ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494－10 〃 ハナ 8．4�
510 タイキクロスビー 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 478－ 41：27．22 13．5

12 コウエイサムライ 牡3芦 56 北村 友一西岡 静男氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 458＋ 21：28．05 106．0�
815 サトノシュトラール �3黒鹿 56

53 ▲義 英真里見 治氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B476－141：28．21 250．2�
612 オランジュバトー 牝3芦 54 川須 栄彦井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 446－ 41：28．41	 164．1�
24 ガ ル ー ダ 牡3鹿 56 幸 英明石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム 438－ 61：28．82� 56．8�
35 ルスナイエリザベス 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 452 ―1：29．22� 431．2�
48 クリノチーホー 牝3栗 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 横井 哲 394＋ 41：29．3� 444．4�
713 デルマオハツ 牝3鹿 54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 作田 誠二 日高 藤本 友則 408 ―1：32．4大差 603．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，113，200円 複勝： 25，603，000円 枠連： 6，876，000円
馬連： 31，919，200円 馬単： 15，906，800円 ワイド： 18，288，600円
3連複： 41，055，600円 3連単： 54，431，200円 計： 212，193，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 330円 � 270円 枠 連（4－8） 2，310円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 720円 �� 650円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，290円 3 連 単 ��� 27，960円

票 数

単勝票数 計 181132 的中 � 32383（2番人気）
複勝票数 計 256030 的中 � 51247（2番人気）� 16997（7番人気）� 22289（5番人気）
枠連票数 計 68760 的中 （4－8） 2300（11番人気）
馬連票数 計 319192 的中 �� 11913（9番人気）
馬単票数 計 159068 的中 �� 3010（16番人気）
ワイド票数 計 182886 的中 �� 6608（9番人気）�� 7391（6番人気）�� 3338（20番人気）
3連複票数 計 410556 的中 ��� 5819（21番人気）
3連単票数 計 544312 的中 ��� 1411（110番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．6―12．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．3―47．9―1：00．6―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインシュナイダー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2014．12．6 阪神5着

2012．3．23生 牡3鹿 母 ト ウ ジ ュ 母母 セ イ メ イ 6戦1勝 賞金 11，700，000円
〔制裁〕 ラインシュナイダー号の騎手国分恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマオハツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウインフォーエバー号・カシノエキスプレス号・パルミエ号
（非抽選馬） 2頭 スパツィオ号・スマートレジェンド号

第２回 中京競馬 第３日



08027 3月21日 晴 重 （27中京2）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10時50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

12 プレフェリート 牡4鹿 57 勝浦 正樹金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 502－ 21：12．1 3．0�

23 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55
53 △岩崎 翼山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 446－ 8 〃 ハナ 49．9�
36 ホワイトポピー 牝5芦 55

53 △小崎 綾也楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 B446± 01：12．63 7．6�
47 ヒカルランナー 牡6鹿 57 石神 深一安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 520－ 21：13．13 26．7�
612 プラネットスコア 牡5黒鹿57 北村 友一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 472＋ 2 〃 クビ 4．0�
48 サーシスリーフ 牡5鹿 57 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 502± 01：13．41� 10．7	
（伊）

611 ドンビザッツウェイ 牡8鹿 57 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 502－ 8 〃 クビ 79．4

35 � シ ン サ ン 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太上野 直樹氏 小野 次郎 新ひだか 三宅牧場 B486－16 〃 ハナ 75．2�
510 クインズパール 牡4鹿 57 藤懸 貴志 �クイーンズ・ランチ 平田 修 新冠 隆栄牧場 540－ 6 〃 アタマ 10．9�
11 トーセンスティング 牡4鹿 57 北村 宏司島川 哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 518－ 21：13．61� 15．9�
815� スカイアクセス 	6鹿 57 西村 太一�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 516－101：13．7� 28．3�
24 ジェイケイホーム 牡5栃栗 57

54 ▲井上 敏樹小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 池田牧場 480－ 61：13．8
 21．1�
714� チョウエンペラー 牡4栗 57 熊沢 重文丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 454－ 21：14．22
 10．4�
816 アワーズヒロイン 牝4鹿 55 中谷 雄太ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 456± 01：14．3
 114．8�
59 ダイワカリエンテ 牝6栗 55 丸山 元気大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456－ 41：15．04 64．3�
713 ネーラペルレ 牝4黒鹿55 古川 吉洋 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 462－ 81：15．85 135．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，510，000円 複勝： 24，570，300円 枠連： 8，658，200円
馬連： 31，273，600円 馬単： 16，143，500円 ワイド： 18，688，500円
3連複： 46，324，700円 3連単： 55，912，400円 計： 217，081，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 1，260円 � 230円 枠 連（1－2） 3，760円

馬 連 �� 14，340円 馬 単 �� 24，070円

ワ イ ド �� 5，430円 �� 460円 �� 6，970円

3 連 複 ��� 26，120円 3 連 単 ��� 172，490円

票 数

単勝票数 計 155100 的中 � 40946（1番人気）
複勝票数 計 245703 的中 � 44482（2番人気）� 3785（11番人気）� 29246（3番人気）
枠連票数 計 86582 的中 （1－2） 1783（17番人気）
馬連票数 計 312736 的中 �� 1690（43番人気）
馬単票数 計 161435 的中 �� 503（81番人気）
ワイド票数 計 186885 的中 �� 839（47番人気）�� 11479（2番人気）�� 651（56番人気）
3連複票数 計 463247 的中 ��� 1330（87番人気）
3連単票数 計 559124 的中 ��� 235（534番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．5―12．4―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．1―47．5―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 6，3（13，9，14）（2，8）4（7，16）10（1，12）－11，5＝15 4 6－3（2，13）（8，9，14）7（4，16）12（1，10）－11，5－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プレフェリート �
�
父 Henrythenavigator �

�
母父 Rossini デビュー 2013．8．17 小倉6着

2011．4．1生 牡4鹿 母 バンドゥッチ 母母 Piper Piper 15戦2勝 賞金 24，070，000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。

08028 3月21日 晴 稍重 （27中京2）第3日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20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

813 シゲルシモウサ 牡4鹿 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462－ 83：19．9 9．9�
711 クリノキングムーン 牡4黒鹿59 平沢 健治栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 428－ 23：20．43 34．3�
33 ピタゴラスコンマ 牡6鹿 60 金子 光希髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 510－123：20．61� 30．5�
45 タニノタキシード 牡5黒鹿60 小坂 忠士谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 480＋ 43：21．02� 4．8�
814� パ ス テ ィ 牡6鹿 60 山本 康志坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 450－103：21．21� 16．4�
46 エイシンフランキー 牡4芦 59 田村 太雅�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 492－ 63：21．41� 55．3	
11 ウインボナンザ 牡4鹿 59 熊沢 重文�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 43：22．25 6．7

610 ウインイルソーレ 牡4鹿 59 石神 深一�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 492＋ 43：23．15 148．2�
57 ティーエスハーツ 牡4黒鹿59 林 満明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 540－ 43：23．31� 74．0�
69 コスモパトラ 牡4鹿 59 浜野谷憲尚 ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 446－ 23：23．51� 36．5�
34 カッパドキア 牡5黒鹿60 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 462－ 23：24．24 1．7�
58 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 小野寺祐太ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 478－ 83：26．1大差 125．5�
712 ホワイトクリスマス 牡4芦 59 高野 和馬岡 浩二氏 中川 公成 新冠 赤石 久夫 496－103：28．3大差 269．2�
22 エンジョイタイム 牡7鹿 60 中村 将之前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 494＋ 63：28．4� 38．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，711，500円 複勝： 26，757，100円 枠連： 8，323，200円
馬連： 20，554，800円 馬単： 16，133，300円 ワイド： 12，484，900円
3連複： 32，121，300円 3連単： 54，227，000円 計： 182，313，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 460円 � 1，170円 � 1，400円 枠 連（7－8） 3，380円

馬 連 �� 8，330円 馬 単 �� 18，730円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 3，790円 �� 9，360円

3 連 複 ��� 79，240円 3 連 単 ��� 436，820円

票 数

単勝票数 計 117115 的中 � 9386（4番人気）
複勝票数 計 267571 的中 � 16696（4番人気）� 5831（6番人気）� 4827（8番人気）
枠連票数 計 83232 的中 （7－8） 1904（12番人気）
馬連票数 計 205548 的中 �� 1911（19番人気）
馬単票数 計 161333 的中 �� 646（38番人気）
ワイド票数 計 124849 的中 �� 1737（16番人気）�� 847（31番人気）�� 339（53番人気）
3連複票数 計 321213 的中 ��� 304（126番人気）
3連単票数 計 542270 的中 ��� 90（646番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 53．8－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルシモウサ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．10．6 新潟14着

2011．4．17生 牡4鹿 母 タ カ ラ ブ ネ 母母 オープンマーチ 障害：5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ウインイルソーレ号の騎手石神深一は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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 グリーティングワン号・テイエムボッケモン号



08029 3月21日 晴 稍重 （27中京2）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：37．8重

11 オジュウチョウサン 牡4鹿 59 山本 康志�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 500－ 43：39．9 6．0�
22 アドマイヤサイモン 牡7栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 468－ 43：40．11� 127．6�
610 テイエムオペラドン 牡6鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 486＋ 43：40．95 37．2�
711 テンジンキヨモリ 牡5青鹿60 江田 勇亮白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 484± 03：41．21� 10．8�
58 ワンダーバライル 牡8芦 60 佐久間寛志山本 信行氏 日吉 正和 浦河 小柳牧場 494± 03：41．41� 57．4�
813 ハヤブサゴッド 牡4鹿 59 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－103：41．72 6．7	
45 プレミアムウォーズ 	6栗 60 小野寺祐太中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 466－103：42．01� 151．3

34 リアルブラック 	6青鹿60 林 満明大迫 基弘氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 510＋ 23：42．63� 9．0�
57 ハギノセゾン 牝4青鹿57 北沢 伸也安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 462－ 83：43．13 11．3�
33 サンマルボス 牡8鹿 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 480－ 83：43．2� 118．2
69 レッドアーヴィング 	6栗 62 平沢 健治 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482－ 63：45．7大差 4．3�
46 オ ベ ロ ン 	5鹿 60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 490－10 （競走中止） 5．6�
712 プレミアムパス 牡7鹿 60 金子 光希村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 484－ 8 （競走中止） 14．9�
814 エイブルブラッド 牡7鹿 62 石神 深一吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 504－12 （競走中止） 9．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，656，900円 複勝： 20，113，200円 枠連： 9，780，600円
馬連： 26，240，200円 馬単： 14，826，300円 ワイド： 16，653，200円
3連複： 43，270，500円 3連単： 57，510，100円 計： 201，051，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 2，600円 � 980円 枠 連（1－2） 9，980円

馬 連 �� 22，720円 馬 単 �� 28，580円

ワ イ ド �� 6，200円 �� 5，320円 �� 21，260円

3 連 複 ��� 182，310円 3 連 単 ��� 1，158，180円

票 数

単勝票数 計 126569 的中 � 16702（3番人気）
複勝票数 計 201132 的中 � 26038（3番人気）� 1775（12番人気）� 4935（10番人気）
枠連票数 計 97806 的中 （1－2） 759（25番人気）
馬連票数 計 262402 的中 �� 895（52番人気）
馬単票数 計 148263 的中 �� 389（88番人気）
ワイド票数 計 166532 的中 �� 695（52番人気）�� 812（45番人気）�� 201（83番人気）
3連複票数 計 432705 的中 ��� 178（260番人気）
3連単票数 計 575101 的中 ��� 36（1610番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 53．4－3F 40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→	」
1
�
5＝9，4（13，11）1（7，2，14）12（8，10）＝3
5－（13，9）11，1－（2，4，10）14，12（7，8）＝3

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡4鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：5戦2勝 賞金 23，600，000円
〔競走中止〕 オベロン号は，競走中に疾病〔左第3中手骨々折〕を発症したため1周目正面の直線コースで競走中止。

プレミアムパス号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
エイブルブラッド号は，2周目5号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

※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。
（非当選馬） 3頭 タイセイジーニアス号・ホッコーゼニト号・ラステラ号
（非抽選馬） 5頭 カゼカオル号・クリノテンペスタ号・トーセンプラチナ号・ビコーピリラニ号・ミヤコデラックス号

08030 3月21日 晴 稍重 （27中京2）第3日 第6競走 ��
��1，200�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
1：08．0
1：06．5

良
良

11 テイクウォーニング 牝3栗 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－ 21：11．2 3．3�

35 ヘ ッ ト ロ ー 牡3青鹿56 北村 宏司�谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 488＋ 41：11．41� 9．5�
23 デルマチョウスケ 牡3栃栗 56

54 △小崎 綾也浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 432－ 81：11．5� 15．7�
36 エ ク レ ー ル 牝3鹿 54 横山 典弘前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 61：11．6クビ 8．8�
818 アグネスリュシアン 牝3鹿 54 D．バルジュー 渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 454＋ 2 〃 クビ 22．7�

（伊）

611 サワヤカムスメ 牝3鹿 54 松岡 正海永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 422± 01：11．91� 14．3	
510 ヘッドドレス 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 450± 01：12．11	 18．4

24 デンコウハシャ 
3青鹿56 太宰 啓介田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 B418－261：12．2� 20．0�
47 エースナンバー 牡3黒鹿56 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 21：12．41	 16．9�
817 ジョーハリス 牡3鹿 56 松田 大作上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 斉藤スタッド 436－ 6 〃 ハナ 235．0
816 メッサーウイング 牝3栗 54

51 ▲義 英真野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 6 〃 ハナ 56．3�
715 スナークエンジェル 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 見上牧場 422－ 51：12．5クビ 123．1�
12 ネオヴォーグ 牝3芦 54 幸 英明小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 442－ 21：12．71	 78．4�
59 クラウンラフィナ 牝3青 54 北村 友一�クラウン 北出 成人 日高 日高大洋牧場 456± 01：12．8� 184．7�
713 ウェーブランチャン 牝3青鹿54 藤懸 貴志万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 478－ 21：13．12 17．6�
612 ニシノクラレット 牝3栗 54 高倉 稜西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 444－10 〃 ハナ 17．6�
714 ヴ ィ ー ヴ ル 牝3鹿 54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 418－ 21：13．2� 4．4�
48 クリノサンプー 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 本間 忍 日高 横井 哲 476－ 41：14．58 162．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，276，600円 複勝： 29，916，000円 枠連： 13，104，800円
馬連： 36，267，500円 馬単： 18，805，900円 ワイド： 24，495，100円
3連複： 52，838，200円 3連単： 68，064，000円 計： 263，768，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 250円 � 330円 枠 連（1－3） 750円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，030円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 19，620円

票 数

単勝票数 計 202766 的中 � 48371（1番人気）
複勝票数 計 299160 的中 � 62854（1番人気）� 28773（3番人気）� 19912（6番人気）
枠連票数 計 131048 的中 （1－3） 13454（1番人気）
馬連票数 計 362675 的中 �� 21057（1番人気）
馬単票数 計 188059 的中 �� 6607（1番人気）
ワイド票数 計 244951 的中 �� 10476（2番人気）�� 6072（5番人気）�� 3619（19番人気）
3連複票数 計 528382 的中 ��� 7790（2番人気）
3連単票数 計 680640 的中 ��� 2514（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．0―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．1―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．1
3 ・（1，16）11，13，14（6，18）15（3，7）5（2，4）10－17－（9，12）＝8 4 1，16－11（13，14）6，18（3，15）5（4，7）2，10－17－（9，12）＝8

勝馬の
紹 介

テイクウォーニング �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Forty Niner デビュー 2014．8．2 新潟2着

2012．2．16生 牝3栗 母 ゴールドサンライズ 母母 Seattle Dawn 6戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノサンプー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エンドオブデイズ号・カガテディ号
（非抽選馬） 2頭 タイセイプレシャス号・テイエムヤンチャボ号
※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 稍重 （27中京2）第3日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時15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
1：58．8
1：56．1

良
良

48 パワーウーマン 牝3栗 54 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 496＋ 62：05．3 5．1�
612 ゴールドエッセンス 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 408－ 6 〃 ハナ 14．0�
714 ミッキーカーニバル 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468－ 42：05．4� 3．9�
817 グランディフローラ 牝3鹿 54 D．バルジュー �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 ハナ 4．3�

（伊）

715 ミッキーポーチ 牝3鹿 54
53 ☆松若 風馬野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 492 ―2：05．5� 37．6�

47 ヒメキヨヒダカ 牝3黒鹿54 津村 明秀岡田 勇氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 450＋142：05．71� 52．5	
23 シビックハート 牝3栗 54 高倉 稜國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 村田牧場 420± 0 〃 クビ 46．4

35 コンチャフラメンカ 牝3黒鹿54 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ
ファーム 432－ 62：05．8クビ 3．6�

24 ニホンピロピース 牝3鹿 54 藤懸 貴志小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 430－ 8 〃 クビ 139．7
713 トワイライトキッス 牝3黒鹿54 丸山 元気�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－122：05．9� 29．2�
11 ラ ム レ イ 牝3鹿 54 北村 宏司山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 456－ 2 〃 クビ 26．1�
36 トウカイエンプレス 牝3黒鹿54 丸田 恭介内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 430－ 62：06．32� 102．4�
818 ベ ル メ ー ル 牝3鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 488± 02：06．4� 30．5�
611 パッションエレナ 牝3栗 54 難波 剛健泉 一郎氏 高橋 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 508－122：06．61� 50．1�
510 サウンドバゴダンス 牝3黒鹿54 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 信成牧場 404＋ 62：07．02� 493．1�
12 サ ン セ ド ナ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 442－ 62：07．21� 375．7�
816 オレンジピューレ 牝3栗 54 松岡 正海トール＆ワイド 森田 直行 浦河 吉田 又治 444 ―2：07．83� 167．0�
59 アラビアンローズ 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田 勝利氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本牧場 438－122：08．33 154．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，727，400円 複勝： 27，258，700円 枠連： 12，220，200円
馬連： 34，253，300円 馬単： 17，700，100円 ワイド： 20，125，500円
3連複： 46，725，500円 3連単： 61，533，300円 計： 239，544，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 320円 � 170円 枠 連（4－6） 4，020円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 400円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 39，030円

票 数

単勝票数 計 197274 的中 � 30862（4番人気）
複勝票数 計 272587 的中 � 33128（4番人気）� 18405（5番人気）� 48929（3番人気）
枠連票数 計 122202 的中 （4－6） 2351（13番人気）
馬連票数 計 342533 的中 �� 4725（17番人気）
馬単票数 計 177001 的中 �� 1677（24番人気）
ワイド票数 計 201255 的中 �� 3058（14番人気）�� 14124（2番人気）�� 4708（7番人気）
3連複票数 計 467255 的中 ��� 5778（11番人気）
3連単票数 計 615333 的中 ��� 1143（100番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．9―13．0―12．7―12．9―12．9―12．6―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．5―49．5―1：02．2―1：15．1―1：28．0―1：40．6―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

パワーウーマン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2014．8．24 札幌4着

2012．4．11生 牝3栗 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera 4戦1勝 賞金 6，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンロードン号
※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。

08032 3月21日 晴 稍重 （27中京2）第3日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

813 アグネスユニコーン 牡4黒鹿57 吉田 隼人渡辺公美子氏 村山 明 千歳 社台ファーム B494－ 61：54．2 7．1�
58 アドマイヤキンカク 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：54．41� 5．2�
11 デンコウリキ 牡5黒鹿 57

56 ☆松若 風馬田中 康弘氏 池添 学 様似 中脇 一幸 506± 0 〃 アタマ 1．9�
69 オアフライダー 牡5鹿 57 藤田 伸二 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 タバタファーム 482－ 21：54．93 20．8�
45 ラ ラ ガ ニ エ 牡5栗 57 D．バルジューフジイ興産� 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 512－ 81：55．0	 8．9�

（伊）

610 ミッキーバルーン 牡6栗 57
55 △小崎 綾也野田みづき氏 牧田 和弥 日高 下河辺牧場 500＋ 71：55．31	 63．0	

22 アサクサニッポン 
6青 57 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472－ 21：55．4� 11．2

57 � セルリアンラビット 牡6鹿 57 古川 吉洋�イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 B456－ 2 〃 ハナ 65．1�
34 レオネプチューン 牡7鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 466－ 41：55．61� 15．3
711 リライブナカヤマ 牡5鹿 57 丸山 元気�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B456－ 8 〃 クビ 87．5�
46 サンレイレッカー 牡4栗 57

54 ▲義 英真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 484± 01：56．13 164．8�
712 リリークライマー 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 490＋121：57．27 88．0�
33 � カンタベリーラウス 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹峰 哲馬氏 二本柳俊一 浦河 川越牧場 440－ 81：57．41� 303．6�
814 ロードガンブラック 牡4鹿 57 北村 宏司 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新冠 五丸農場 492± 01：58．03� 38．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，498，300円 複勝： 22，846，500円 枠連： 11，200，400円
馬連： 31，490，900円 馬単： 19，090，000円 ワイド： 20，070，600円
3連複： 39，781，100円 3連単： 67，300，900円 計： 229，278，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 160円 � 110円 枠 連（5－8） 1，260円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 570円 �� 230円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 11，380円

票 数

単勝票数 計 174983 的中 � 19662（3番人気）
複勝票数 計 228465 的中 � 29274（3番人気）� 30079（2番人気）� 70938（1番人気）
枠連票数 計 112004 的中 （5－8） 6861（6番人気）
馬連票数 計 314909 的中 �� 11748（6番人気）
馬単票数 計 190900 的中 �� 3715（13番人気）
ワイド票数 計 200706 的中 �� 7495（6番人気）�� 23625（2番人気）�� 24262（1番人気）
3連複票数 計 397811 的中 ��� 24348（1番人気）
3連単票数 計 673009 的中 ��� 4287（26番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―13．0―12．8―12．8―12．7―12．9―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―37．6―50．4―1：03．2―1：15．9―1：28．8―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
6，11（2，5，13）－（4，10）8－（3，1，9）－（7，12）＝14・（6，11，13）（2，5）（4，8，1）（10，9，7）－12，3＝14

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

勝馬の
紹 介

アグネスユニコーン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．9．1 小倉9着

2011．4．4生 牡4黒鹿 母 アグネスモリガン 母母 アグネスアテーナー 14戦1勝 賞金 13，390，000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。



08033 3月21日 晴 稍重 （27中京2）第3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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 � ハッピーチャート 牝5芦 55 高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 474－ 41：25．2 27．9�

612 タイセイティグレス 牝4青鹿55 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 470＋ 8 〃 クビ 11．2�
714 グルーヴァー 牝4青鹿 55

53 △小崎 綾也吉田 勝己氏 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 498± 01：25．41� 3．6�
36 � テラノココロ 牝6青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：25．93 6．4�
510 タニノセレナーデ 牝5黒鹿 55

52 ▲義 英真谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 450＋ 41：26．21� 11．9�
59 コウエイテンペスタ 牝4黒鹿55 北村 友一伊東 政清氏 湯窪 幸雄 新冠 オリエント牧場 500＋ 8 〃 クビ 9．4	
611 ハンマークラビア 牝4黒鹿55 D．バルジュー 
キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：26．3	 19．1�

（伊）

11 ウインドストリーム 牝5鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 尾形 和幸 安平 追分ファーム 462－ 41：26．51� 13．4�
24 パーティブロッサム 牝6黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹飯田 良枝氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：26．6クビ 13．0
48 セカイノカナ 牝5芦 55

52 ▲伴 啓太泉 一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 坂本牧場 440－16 〃 ハナ 107．4�
35 クリアーパッション 牝4鹿 55 古川 吉洋下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 438－ 81：26．81� 50．8�
816 アイティダイヤ 牝4栗 55 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 武田牧場 460－121：27．0� 52．4�
12 アイリッシュハープ 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬 
キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B462± 0 〃 ハナ 7．0�

815� メイショウポピュラ 牝5栗 55 津村 明秀松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 408－141：27．2� 259．3�
23 � チュウワアピール 牝4青鹿55 吉田 隼人中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468－271：27．83	 76．5�
713 ヤマニンシェリル 牝5栗 55

52 ▲
島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460＋ 61：29．5大差 10．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，608，800円 複勝： 25，579，200円 枠連： 14，631，000円
馬連： 38，035，200円 馬単： 20，265，900円 ワイド： 22，275，800円
3連複： 55，766，300円 3連単： 76，463，400円 計： 271，625，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 830円 � 510円 � 200円 枠 連（4－6） 6，210円

馬 連 �� 20，060円 馬 単 �� 50，160円

ワ イ ド �� 5，540円 �� 1，890円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 29，850円 3 連 単 ��� 387，660円

票 数

単勝票数 計 186088 的中 � 5320（11番人気）
複勝票数 計 255792 的中 � 6930（11番人気）� 11828（9番人気）� 42076（1番人気）
枠連票数 計 146310 的中 （4－6） 1824（23番人気）
馬連票数 計 380352 的中 �� 1469（60番人気）
馬単票数 計 202659 的中 �� 303（138番人気）
ワイド票数 計 222758 的中 �� 1014（59番人気）�� 3054（27番人気）�� 3986（16番人気）
3連複票数 計 557663 的中 ��� 1401（121番人気）
3連単票数 計 764634 的中 ��� 143（1200番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．3―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．9―59．6―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハッピーチャート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Unbridled’s Song

2010．4．6生 牝5芦 母 ムーンライトガーデンズ 母母 Bee My Vision 22戦1勝 賞金 16，350，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ウインドストリーム号は，枠入り不良。発走時刻1分遅延。
〔制裁〕 アイティダイヤ号の調教師竹内正洋は，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。

グルーヴァー号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔調教再審査〕 ウインドストリーム号は，発走調教再審査。
※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 稍重 （27中京2）第3日 第10競走 ��
��2，200�

く ま の

熊 野 特 別
発走14時50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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

45 サウンドメモリー 牡4鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 482－ 22：17．5 16．9�
712 サイモンラムセス 牡5鹿 57 藤岡 康太澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B448± 02：17．6� 6．2�
69 ロ ー ハ イ ド 牡4鹿 56 松山 弘平石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 42：18．13 3．1�
58 レッドグルック 牡4鹿 56 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム B496＋ 6 〃 ハナ 10．3�
11 ストーリーセラー 牡4鹿 56 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 516± 02：18．2� 8．2	
46 	 スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 水口 優也永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 460± 02：18．41
 73．6

34 ジューヴルエール 牡5黒鹿57 D．バルジュー �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 476－102：18．61
 11．9�

（伊）

711 フロリダパンサー 牡4青鹿56 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 アタマ 10．0�
22 ラグジードライブ �4栗 56 長岡 禎仁西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム B464－ 22：18．7� 221．1
610 キズナエンドレス 牝4鹿 54 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 466－ 22：18．8� 56．1�
33 ジャングルパサー 牡5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 528± 02：19．11� 60．0�
57 	 ダノンロンシャン 牡4芦 56 小崎 綾也�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 ハナ 13．3�
813 トーセンウィンドウ 牝5栗 55 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 22：19．2� 81．6�
814 タイダルベイスン 牡5栗 57 北村 宏司桑畑 �信氏 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 518－ 22：19．41 5．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，999，000円 複勝： 42，981，500円 枠連： 16，810，400円
馬連： 65，901，900円 馬単： 31，639，000円 ワイド： 33，169，500円
3連複： 82，646，200円 3連単： 120，963，600円 計： 422，111，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 300円 � 170円 � 140円 枠 連（4－7） 2，300円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 10，480円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，050円 �� 380円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 40，190円

票 数

単勝票数 計 279990 的中 � 13183（9番人気）
複勝票数 計 429815 的中 � 28953（7番人気）� 65149（2番人気）� 96633（1番人気）
枠連票数 計 168104 的中 （4－7） 5657（12番人気）
馬連票数 計 659019 的中 �� 11901（19番人気）
馬単票数 計 316390 的中 �� 2264（52番人気）
ワイド票数 計 331695 的中 �� 6714（18番人気）�� 7777（14番人気）�� 24276（1番人気）
3連複票数 計 826462 的中 ��� 14798（7番人気）
3連単票数 計1209636 的中 ��� 2182（127番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．4―35．8―49．7―1：03．2―1：16．5―1：29．0―1：41．6―1：53．6―2：05．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．9
1
3
10，7（5，11）（4，6，8）（1，14）12－（13，9）3，2・（10，11）（5，12）（7，8，14）（4，6）（13，9）（1，2）3

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

勝馬の
紹 介

サウンドメモリー �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2013．10．20 新潟6着

2011．3．16生 牡4鹿 母 イグザンプルスター 母母 Perfect Example 12戦2勝 賞金 22，657，000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。



08035 3月21日 晴 稍重 （27中京2）第3日 第11競走 ��
��1，400�第29回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時25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 672，000円 192，000円 96，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

11 タガノアザガル 牡3黒鹿56 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 440－ 41：22．9 78．3�

23 アクティブミノル 牡3黒鹿57 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476－ 6 〃 ハナ 7．6�
48 ヤマカツエース 牡3栗 56 藤田 伸二山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 488－ 4 〃 ハナ 8．5�
713 フミノムーン 牡3栗 56 幸 英明谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 448－ 41：23．22 4．7�
817 ブラッククローバー 牡3黒鹿56 松山 弘平呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 478＋ 4 〃 ハナ 44．2�
611 ケツァルテナンゴ 牡3鹿 56 丸山 元気�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 476－101：23．3クビ 15．0	
59 アポロノシンザン 牡3鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454－10 〃 クビ 9．2

818 ブ リ ク ス ト 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474－ 61：23．83 6．8�
816 セカンドテーブル 牡3栗 57 D．バルジュー 山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 444－ 41：24．01 23．3

（伊）

36 ゴールドペガサス 牡3鹿 56 丸田 恭介 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 448－ 6 〃 アタマ 95．4�
12 	 コパノハート 牝3鹿 54 小崎 綾也小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 430± 01：24．1
 65．7�
24 ビヨンジオール 牡3鹿 56 横山 典弘林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 492－ 2 〃 ハナ 6．0�
510 ライドオンウインド 牡3栗 56 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 488－10 〃 ハナ 31．2�
715 レンイングランド 牡3芦 56 松岡 正海田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 504－ 61：24．52� 8．9�
35 ペイシャオブロー 牡3鹿 57 吉田 隼人北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 486－ 41：24．81
 160．1�
714 ワキノヒビキ 牡3鹿 56 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 486± 0 〃 ハナ 24．7�
47 マジックシャトル 牡3栗 56 国分 恭介林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 486－ 41：25．11
 92．2�
612 メイショウマサカゼ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 490－ 81：25．41
 200．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 79，966，800円 複勝： 128，317，200円 枠連： 69，514，800円
馬連： 311，233，300円 馬単： 120，374，000円 ワイド： 130，027，200円
3連複： 466，923，300円 3連単： 651，289，200円 計： 1，957，645，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，830円 複 勝 � 1，640円 � 340円 � 270円 枠 連（1－2） 4，340円

馬 連 �� 24，640円 馬 単 �� 67，470円

ワ イ ド �� 6，980円 �� 5，670円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 66，990円 3 連 単 ��� 638，950円

票 数

単勝票数 計 799668 的中 � 8167（14番人気）
複勝票数 計1283172 的中 � 17455（13番人気）� 102372（6番人気）� 140187（4番人気）
枠連票数 計 695148 的中 （1－2） 12407（17番人気）
馬連票数 計3112333 的中 �� 9786（62番人気）
馬単票数 計1203740 的中 �� 1338（156番人気）
ワイド票数 計1300272 的中 �� 4736（67番人気）�� 5842（57番人気）�� 23615（17番人気）
3連複票数 計4669233 的中 ��� 5227（196番人気）
3連単票数 計6512892 的中 ��� 739（1524番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．6―12．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―34．4―46．0―58．0―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノアザガル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2014．6．14 阪神2着

2012．1．23生 牡3黒鹿 母 ライアメロディー 母母 ランバダレディ 8戦3勝 賞金 56，996，000円
〔制裁〕 アクティブミノル号の騎手藤岡康太は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フェアラフィネ号・ユメノマイホーム号
※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 稍重 （27中京2）第3日 第12競走 ��
��1，900�

い せ

伊 勢 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，26．3．21以降27．3．15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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

612 ナムララオウ 牡5栗 54 松田 大作奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 500± 02：00．5 30．3�
714 ヴ ェ ル デ ホ 牡5黒鹿55 D．バルジュー �ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 512－ 22：00．71� 13．2�

（伊）

815� アースコネクター 牡4栗 54 中谷 雄太 �グリーンファーム和田 正道 米
FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B502＋142：00．91� 64．0�
47 エルズミーア 牡4黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 568± 0 〃 アタマ 2．0�
36 	 ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿54 国分 恭介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 464－ 42：01．0
 26．1	
48 	 スナーククラウン 牡6鹿 52 三津谷隼人杉本 豊氏 目野 哲也 新ひだか グランド牧場 480＋ 8 〃 ハナ 59．9

611 メイショウソレイユ 牡5鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 454－ 2 〃 クビ 64．1�
59 ダンツキャッチ �4鹿 54 太宰 啓介山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 516－ 62：01．1� 25．7�
816 ゴーイングベル 牡5芦 54 岩崎 翼田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 514－ 2 〃 同着 34．7
23 キネオフォルツァ 牡4芦 54 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 528＋ 22：01．2クビ 7．8�
11 サンライズウェイ 牡5栗 57 藤岡 康太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 466－ 22：01．73 5．2�
510 メモリーシャルマン 牝6鹿 54 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 514－ 62：02．01
 6．5�
12 クールジャイロ 牡4栗 54 勝浦 正樹川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B498－ 62：02．74 90．3�
713 メイショウビリーヴ �6黒鹿52 畑端 省吾松本 和子氏 島 一歩 浦河 村下 明博 448＋ 62：02．8� 211．2�
24 クリビツテンギョ 牡6栗 54 川須 栄彦栗本 博晴氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480± 0 〃 クビ 152．3�
35 フ ィ ア レ ス 牝6栗 51 松若 風馬西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 456－ 62：02．9
 72．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，444，200円 複勝： 49，331，500円 枠連： 19，454，700円
馬連： 97，288，200円 馬単： 39，576，900円 ワイド： 39，373，300円
3連複： 97，448，700円 3連単： 160，946，700円 計： 539，864，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 800円 � 520円 � 1，860円 枠 連（6－7） 5，410円

馬 連 �� 12，600円 馬 単 �� 27，200円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 16，300円 �� 11，530円

3 連 複 ��� 216，230円 3 連 単 ��� 1，111，290円

票 数

単勝票数 計 364442 的中 � 9595（8番人気）
複勝票数 計 493315 的中 � 16319（7番人気）� 26844（6番人気）� 6621（12番人気）
枠連票数 計 194547 的中 （6－7） 2786（22番人気）
馬連票数 計 972882 的中 �� 6368（29番人気）
馬単票数 計 395769 的中 �� 1091（66番人気）
ワイド票数 計 393733 的中 �� 3430（27番人気）�� 619（83番人気）�� 877（68番人気）
3連複票数 計 974487 的中 ��� 338（289番人気）
3連単票数 計1609467 的中 ��� 105（1464番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．6―30．1―43．5―56．9―1：09．6―1：21．9―1：34．7―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ナムララオウ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．1．14 京都8着

2010．5．5生 牡5栗 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 25戦3勝 賞金 39，431，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 エーペックス号・オメガスパーキング号・サンデーミノル号・サーランスロット号・シゲルモトナリ号・

ジャストヴィークル号・スリープレシャス号・ダノンミシガン号・デルマハンニャ号・ビットアレグロ号・
ビーチブレイブ号・ベニノアロー号・ヨヨギマック号・レッドジャクソン号

※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。



（27中京2）第3日 3月21日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 190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

227，630，000円
1，060，000円
6，380，000円
2，100，000円
20，670，000円
68，249，500円
6，875，600円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
293，319，600円
446，477，700円
199，545，900円
753，715，700円
348，225，800円
374，590，900円
1，047，857，000円
1，491，662，300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 4，955，394，900円

総入場人員 13，047名 （有料入場人員 12，179名）
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