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08001 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 ミヤジマミー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太曽我 司氏 牧田 和弥 新ひだか 下屋敷牧場 462－ 81：26．1 7．9�
815 ミンネザング 牝3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468－ 41：26．95 2．6�
611 スズカスマート 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 464± 01：27．0� 3．7�
510 ル ア 牝3黒鹿54 岩田 康誠榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 466－ 21：27．53 55．8�
11 シュクレビジュー 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 420＋ 2 〃 クビ 6．2	
35 ナガラエンカ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 438－ 21：27．6� 19．0


36 セイントヘレナ 牝3鹿 54 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－161：27．7クビ 18．5�

59 エ ズ 牝3鹿 54 丸山 元気畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 神垣 道弘 444± 01：27．91 148．5�
23 トモジャプリマ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 442－ 21：28．0� 24．7
816 メモリーディディ 牝3鹿 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 446－ 6 〃 クビ 14．1�
48 スマートサクソン 牝3芦 54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 492－ 21：28．1クビ 23．3�

713 ピ ル ー ラ 牝3鹿 54 原田 和真加藤 徹氏 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 446－ 21：28．31� 84．1�
612 エフティリンダ 牝3鹿 54 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 436－101：28．4� 99．5�
12 スズカサニーサイド 牝3黒鹿54 柴山 雄一永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか タイヘイ牧場 416－101：28．82� 185．1�
47 ガクルックス 牝3栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 51：29．75 198．2�
714 アイファークッキー 牝3鹿 54 藤懸 貴志中島 稔氏 斉藤 崇史 新ひだか 静内山田牧場 426－ 61：30．87 288．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，211，100円 複勝： 26，448，500円 枠連： 9，343，000円
馬連： 31，906，500円 馬単： 17，393，100円 ワイド： 24，597，600円
3連複： 50，138，600円 3連単： 64，859，000円 計： 242，897，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 120円 � 120円 枠 連（2－8） 830円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 480円 �� 510円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 12，620円

票 数

単勝票数 計 182111 的中 � 18231（4番人気）
複勝票数 計 264485 的中 � 21207（4番人気）� 70320（1番人気）� 65114（2番人気）
枠連票数 計 93430 的中 （2－8） 8686（3番人気）
馬連票数 計 319065 的中 �� 16133（5番人気）
馬単票数 計 173931 的中 �� 3624（11番人気）
ワイド票数 計 245976 的中 �� 11900（4番人気）�� 11104（5番人気）�� 33724（1番人気）
3連複票数 計 501386 的中 ��� 23719（2番人気）
3連単票数 計 648590 的中 ��� 3726（25番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．5―13．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．3―47．8―1：01．2―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジマミー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 King Kamehameha デビュー 2016．11．13 京都9着

2014．5．7生 牝3黒鹿 母 シャイニンオーラ 母母 Shinin’ Ruby 4戦1勝 賞金 5，000，000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 イデソヨヒトヲ号

08002 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第2競走 ��1，900�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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

22 セヴィルロアー 牡3鹿 56 川田 将雅北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 474± 02：03．3 3．2�
11 ラ ボ ー ナ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 526－ 2 〃 クビ 3．4�
68 ヒ シ マ サ ル 牡3黒鹿56 武 豊阿部 雅英氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 510＋ 62：03．72 2．2�
811 ク レ オ ス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極 �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 516＋ 62：04．01� 97．9�

33 キングファースト 牡3鹿 56 丸山 元気平口 信行氏 相沢 郁 浦河 大柳ファーム 468－ 82：04．21� 27．9�
710 ティンガティンガ 牡3芦 56 太宰 啓介新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 450－ 22：04．51� 59．5	
67 レコンキスタ 牡3栗 56 岩田 康誠村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 498－ 62：04．81� 12．3

812 イ ー ゼ ル �3栗 56

54 △伴 啓太水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 B470－ 22：06．410 330．9�
56 カレドヴルフ 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗永田 和彦氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム B468－10 〃 ハナ 168．2�
44 メイショウキリマ 牡3鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 520－ 62：06．93 21．0
55 ディアイロンデル 牡3栗 56 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 千田 輝彦 新ひだか タイヘイ牧場 482± 02：07．11� 234．0�
79 シャンハイダディ 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 470－ 82：09．7大差 302．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，375，700円 複勝： 20，618，700円 枠連： 8，010，800円
馬連： 26，899，400円 馬単： 17，280，300円 ワイド： 15，251，600円
3連複： 35，873，000円 3連単： 62，366，900円 計： 203，676，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－2） 500円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 180円 �� 160円 �� 170円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 173757 的中 � 42819（2番人気）
複勝票数 計 206187 的中 � 42100（2番人気）� 40077（3番人気）� 80994（1番人気）
枠連票数 計 80108 的中 （1－2） 12279（3番人気）
馬連票数 計 268994 的中 �� 34339（3番人気）
馬単票数 計 172803 的中 �� 11436（5番人気）
ワイド票数 計 152516 的中 �� 20047（3番人気）�� 25943（1番人気）�� 22140（2番人気）
3連複票数 計 358730 的中 ��� 92625（1番人気）
3連単票数 計 623669 的中 ��� 16688（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．9―30．8―44．2―57．9―1：10．1―1：22．7―1：36．3―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セヴィルロアー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．11．19 京都12着

2014．5．8生 牡3鹿 母 レ イ テ ッ ド 母母 タックスシェルター 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャンハイダディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月11日まで平地

競走に出走できない。

第２回 中京競馬 第１日



08003 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時45分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

610� バンケットスクエア 牡3黒鹿56 田辺 裕信飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-
take Iida 490± 01：13．7 2．1�

22 ガレットショコラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 404－121：14．87 6．3�
35 シゲルインパラ 牝3鹿 54 宮崎 北斗森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 424＋ 21：14．9� 100．6�
23 トリニダード 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 千代田牧場 488－ 61：15．11	 17．1�
712 リワードミニヨン 牝3芦 54

51 ▲横山 武史宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 472± 01：15．2
 131．0�

47 � ワンダーセトラ 牡3鹿 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 478 ― 〃 クビ 16．0	
59 ロードコメット �3栗 56 丸山 元気 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 496± 01：15．41 42．7

34 スズカアカデミー 牡3鹿 56 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 486＋ 61：15．61	 3．4�
611 フラッグアドミラル 牡3黒鹿56 松岡 正海岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 450－ 41：16．13 110．6�
713� サウンドスカイメサ 牝3鹿 54 岩田 康誠増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 458 ―1：16．2� 22．9
58 レオフェアリー 牝3栗 54 横山 和生�レオ 杉浦 宏昭 日高 川端 正博 482－101：16．3
 172．0�
11 チャイナブルー 牝3芦 54

51 ▲森 裕太朗田口 廣氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 442 ―1：16．72 144．7�
46 ピエナムーン 牡3栗 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 浦河 まるとみ冨岡牧場 422－ 21：16．8
 17．5�
814 ジ ッ テ 牡3鹿 56 的場 勇人山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 472－ 41：17．97 53．0�
815 タイセイオネスティ �3鹿 56 池添 謙一田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 B460－ 61：19．17 25．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，992，600円 複勝： 20，917，800円 枠連： 8，475，300円
馬連： 31，892，800円 馬単： 17，335，600円 ワイド： 21，195，000円
3連複： 43，496，900円 3連単： 57，591，900円 計： 219，897，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 170円 � 940円 枠 連（2－6） 620円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，450円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 9，480円 3 連 単 ��� 30，630円

票 数

単勝票数 計 189926 的中 � 69984（1番人気）
複勝票数 計 209178 的中 � 57126（1番人気）� 32450（3番人気）� 3577（11番人気）
枠連票数 計 84753 的中 （2－6） 10532（3番人気）
馬連票数 計 318928 的中 �� 31087（2番人気）
馬単票数 計 173356 的中 �� 9907（3番人気）
ワイド票数 計 211950 的中 �� 18024（2番人気）�� 2067（24番人気）�� 1658（29番人気）
3連複票数 計 434969 的中 ��� 3440（28番人気）
3連単票数 計 575919 的中 ��� 1363（94番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．0―13．0―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．6―48．6―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�バンケットスクエア �
�
父 Bellamy Road �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．10．30 新潟2着

2014．3．3生 牡3黒鹿 母 Cathy’s Love 母母 Cathy’s Cool 6戦1勝 賞金 11，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジッテ号・タイセイオネスティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月11日

まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シルモシラヌモ号（疾病〔右後肢跛行〕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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニシノルーツ号
（非抽選馬） 8頭 アイアイハッピー号・キタサングラシアス号・クニサキカッシーニ号・クリノレオノール号・ブルーベック号・

ミラクルゲート号・ヤマノブロンコ号・リマインドミー号

08004 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15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
1：48．9
1：47．8

重
重

68 テイエムアンムート 牝3黒鹿 54
53 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 476＋ 21：57．0 3．4�
44 アスターストーリー 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 日進牧場 446－ 41：57．21� 31．7�
710 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 524－ 61：57．73 2．0�
33 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 470－101：57．91� 59．7�
812 ヒ ス イ 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 490－ 4 〃 クビ 69．1	
22 ティーリアル 牝3栗 54 松岡 正海深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 沖田牧場 464－101：58．11� 217．0

811 サクラセンティーレ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 462－ 21：58．2� 7．4�
79 ヨイマチグサ 牝3芦 54 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 444－ 81：58．73 14．7�
55 パワーフレーズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 442－ 21：59．12� 51．0
11 ハナハタチバナ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 448＋ 61：59．63 77．8�
56 ビクトリアペスカ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極ユーモード 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440－ 42：00．55 74．8�
67 サンタテレサ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478± 02：01．03 6．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，720，600円 複勝： 25，993，100円 枠連： 10，173，900円
馬連： 28，911，900円 馬単： 20，677，000円 ワイド： 19，269，400円
3連複： 41，141，000円 3連単： 71，534，300円 計： 237，421，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 380円 � 110円 枠 連（4－6） 4，110円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 190円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 21，380円

票 数

単勝票数 計 197206 的中 � 46388（2番人気）
複勝票数 計 259931 的中 � 53372（2番人気）� 8099（6番人気）� 104652（1番人気）
枠連票数 計 101739 的中 （4－6） 1918（9番人気）
馬連票数 計 289119 的中 �� 4584（14番人気）
馬単票数 計 206770 的中 �� 2385（18番人気）
ワイド票数 計 192694 的中 �� 3729（12番人気）�� 33356（1番人気）�� 6196（8番人気）
3連複票数 計 411410 的中 ��� 16355（5番人気）
3連単票数 計 715343 的中 ��� 2425（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―38．8―52．4―1：05．3―1：18．7―1：32．3―1：44．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

テイエムアンムート �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．11．26 京都9着

2014．6．5生 牝3黒鹿 母 フィフスアベニュー 母母 エリモパッション 6戦1勝 賞金 8，500，000円



08005 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時05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
1：32．8
1：30．7

良
良

510 ジャーミネイト 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 21：36．1 7．3�

59 メイグランデ 牝3青 54 田辺 裕信千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 472－ 61：36．2� 22．5�
35 エイシンルーク 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 藤岡 健一 浦河 多田 善弘 492－ 41：36．62� 4．0�
815 トーホウシーマ 牡3栗 56 松山 弘平東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 480－ 21：36．81� 12．9�
47 ウィードスピリット 牡3栗 56 松岡 正海落合 幸弘氏 武藤 善則 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 21：37．11� 5．9	
36 ノルナゲスト 牡3栗 56 C．ルメール �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 クビ 12．1

816 リョウランプリーモ 牡3黒鹿56 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 浦河 信岡牧場 458－ 21：37．31 52．8�
612 ベイビーステップ 牡3鹿 56 岩田 康誠大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 478－ 21：37．4� 8．6�
48 ショウナンサニー 牡3鹿 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 494＋ 4 〃 ハナ 4．5
11 ク ラ プ ト ン 牡3栗 56 丸山 元気佐野 雅昭氏 竹内 正洋 浦河 ダイヤモンドファーム 476 ―1：37．61	 92．5�
23 トーホウレジーナ 牝3栗 54

53 ☆
島 克駿東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 466＋18 〃 クビ 19．5�

713 ラピッドシップ 牡3黒鹿56 藤岡 康太飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 464－ 61：37．7クビ 99．1�
12 メイショウチロル 牝3栗 54

51 ▲荻野 極松本 好雄氏 
島 一歩 浦河 
川フアーム 408 ―1：37．8� 212．9�
714 デルマアンコツバキ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 434－ 61：38．12 244．2�
24 ブルベアガゼル 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 伊達 高橋農場 464－ 41：38．63 210．1�
611 マ ン デ ィ 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 410 ―1：38．7� 18．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，664，400円 複勝： 32，564，300円 枠連： 12，528，200円
馬連： 38，277，200円 馬単： 18，798，100円 ワイド： 26，946，200円
3連複： 57，287，200円 3連単： 67，842，800円 計： 277，908，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 480円 � 170円 枠 連（5－5） 6，620円

馬 連 �� 7，170円 馬 単 �� 12，820円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 500円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 8，760円 3 連 単 ��� 73，080円

票 数

単勝票数 計 236644 的中 � 25819（4番人気）
複勝票数 計 325643 的中 � 41534（4番人気）� 13732（7番人気）� 60052（1番人気）
枠連票数 計 125282 的中 （5－5） 1465（18番人気）
馬連票数 計 382772 的中 �� 4136（32番人気）
馬単票数 計 187981 的中 �� 1099（52番人気）
ワイド票数 計 269462 的中 �� 3188（27番人気）�� 15039（2番人気）�� 3997（20番人気）
3連複票数 計 572872 的中 ��� 4904（26番人気）
3連単票数 計 678428 的中 ��� 673（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―36．7―49．1―1：01．6―1：13．4―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ジャーミネイト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．14 新潟6着

2014．3．29生 牡3鹿 母 クラックシード 母母 ファビラスキャット 5戦1勝 賞金 7，750，000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 アスタークライ号・セレステアルスター号・ヒルノラッセル号

08006 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走12時35分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

48 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B452－ 41：25．6 12．0�
23 ロッジポールパイン 牡4青鹿57 宮崎 北斗大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 526＋ 81：25．7� 8．0�
714 サノノカガヤキ 牡4鹿 57 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 496± 01：25．8クビ 8．5�
47 メイショウヤクシマ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 464＋ 8 〃 ハナ 10．2�
35 ベストインザスカイ 牡4鹿 57 畑端 省吾飯田 正剛氏 	島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B516＋ 41：26．65 5．9�
611 ゼロカラノキセキ 牝4鹿 55 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 484＋ 41：26．7
 3．1	
59 カ イ マ ノ ア 牡5栗 57 岩田 康誠山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B502－ 2 〃 クビ 4．3

36 サンマルバロン �5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 470－101：27．33
 41．8�
510� シ ン ガ ン 牡6青鹿 57

56 ☆	島 克駿林 正道氏 的場 均 愛 Castlemartin Sky
& Skymarc Farm 486－ 61：27．4
 110．5�

713 トップアドバンス 牡6鹿 57 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486± 0 〃 ハナ 98．4

612 ナンヨーアイリッド 牡5栗 57 藤岡 康太中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 492＋ 61：27．5
 39．0�
12  オースミマルス 牡4鹿 57 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 468＋ 7 〃 クビ 49．0�
816 サンマルトゥーレ 牡4芦 57 丸山 元気相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B476＋ 41：27．81� 138．0�
24  ゴセイバイシキモク 牡4芦 57 原田 和真内田 玄祥氏 根本 康広 新ひだか 田中 裕之 486＋171：28．01� 231．2�
11 エスカラード 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 482＋221：28．42
 88．2�

815 エネルタカオー 牡4栗 57 藤懸 貴志鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 464－ 61：29．14 173．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，781，900円 複勝： 26，238，300円 枠連： 8，868，000円
馬連： 32，649，100円 馬単： 17，246，000円 ワイド： 23，044，500円
3連複： 45，822，800円 3連単： 55，657，700円 計： 230，308，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 370円 � 230円 � 300円 枠 連（2－4） 1，870円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 9，440円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，840円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 11，110円 3 連 単 ��� 75，560円

票 数

単勝票数 計 207819 的中 � 13796（7番人気）
複勝票数 計 262383 的中 � 17293（7番人気）� 32177（4番人気）� 22776（5番人気）
枠連票数 計 88680 的中 （2－4） 3669（10番人気）
馬連票数 計 326491 的中 �� 6164（19番人気）
馬単票数 計 172460 的中 �� 1369（39番人気）
ワイド票数 計 230445 的中 �� 4894（18番人気）�� 3173（21番人気）�� 5710（15番人気）
3連複票数 計 458228 的中 ��� 3092（36番人気）
3連単票数 計 556577 的中 ��� 534（240番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．4―48．0―1：01．0―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ベ リ ウ ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．9．19 中山14着

2013．3．30生 牡4栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 14戦2勝 賞金 17，900，000円
〔制裁〕 ロッジポールパイン号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8

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 オーバーウェルム号・シンボリタピット号



08007 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時05分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

713 ダンツペレット 牡4芦 57 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 502± 02：01．0 23．1�
816 ラブリーアモン 牝4青 55 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480－ 6 〃 クビ 18．0�
48 ロ ラ イ マ �4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 450－ 62：01．21 3．0�
36 コメットシーカー 牡7鹿 57

56 ☆	島 克駿 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496－ 82：01．4
 14．2�
23 アイノカケハシ 牝5鹿 55 戸崎 圭太國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 438± 02：01．61� 7．2�
47 コートオブアームズ 牡5鹿 57 秋山真一郎 �シルクレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 460＋ 62：01．7� 10．5	
815 ディリジェンテ 牝5栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 33．1

59 ゼーリムニル 牝4鹿 55

52 ▲荻野 極一村 哲也氏 	島 一歩 日高 高山牧場 470＋ 42：01．91� 80．3�
24 コスモプロテア 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 82：02．11� 170．8�
35 ダイチラディウス 牡4鹿 57 原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 466－ 2 〃 アタマ 192．8
510 スカーレットデビル 牡5鹿 57 丸山 元気片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478－ 22：02．52� 168．1�
714 キラージョー 牡4栗 57 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 504－ 42：02．6クビ 2．2�
12  ブランダルジャン 牝5芦 55 高倉 稜河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 476－16 〃 クビ 297．6�
612 コスモヴェッキオ 牡4黒鹿57 松岡 正海岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 22：03．34 90．7�
611 シゲルダンジリ 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 王蔵牧場 460－112：03．62 373．1�
11  トップターゲット �4黒鹿57 古川 吉洋�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 440＋ 22：03．7クビ 302．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，503，000円 複勝： 28，054，900円 枠連： 12，070，300円
馬連： 36，951，900円 馬単： 20，981，700円 ワイド： 25，889，600円
3連複： 48，045，000円 3連単： 71，339，900円 計： 264，836，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 410円 � 370円 � 160円 枠 連（7－8） 980円

馬 連 �� 17，010円 馬 単 �� 34，580円

ワ イ ド �� 3，780円 �� 980円 �� 930円

3 連 複 ��� 14，130円 3 連 単 ��� 154，850円

票 数

単勝票数 計 215030 的中 � 7424（7番人気）
複勝票数 計 280549 的中 � 14943（7番人気）� 17088（6番人気）� 58129（2番人気）
枠連票数 計 120703 的中 （7－8） 9519（4番人気）
馬連票数 計 369519 的中 �� 1683（31番人気）
馬単票数 計 209817 的中 �� 455（65番人気）
ワイド票数 計 258896 的中 �� 1695（31番人気）�� 6890（11番人気）�� 7351（10番人気）
3連複票数 計 480450 的中 ��� 2549（39番人気）
3連単票数 計 713399 的中 ��� 334（349番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．9―12．7―12．4―11．3―11．7―12．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―37．3―50．0―1：02．4―1：13．7―1：25．4―1：37．4―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツペレット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．11 京都3着

2013．5．23生 牡4芦 母 トップオブザヒル 母母 マミーブルーⅡ 22戦2勝 賞金 26，740，000円
〔発走状況〕 コートオブアームズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 コートオブアームズ号は，発走調教再審査。

08008 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

79 ヒルノデンハーグ �5栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 466± 01：53．1 3．7�
44 ジュガンティーヤ 牡6青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B536－ 31：53．84 28．0�
811 トラキアンコード �5芦 57 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 498－ 21：54．33 13．6�
67 トウカイエクレール 牡4鹿 57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 472＋ 41：54．51� 5．1�
812 シンゼンガンプ 牡5鹿 57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 468± 01：55．13� 2．8	
55 	 アンリキャトル �6黒鹿57 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464－ 21：55．52 5．6

56 	 ダッシングブルー 牡5黒鹿 57

56 ☆
島 克駿 �ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B514－ 81：55．6� 156．5�
33 	 カレンジラソーレ 牡4栗 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 11．4�
11 	 パイロスター �5黒鹿57 原田 和真藤沼 利夫氏 小野 次郎 登別 青藍牧場 476－ 61：55．92 99．2
710 コルヌコピア 牝5黒鹿 55

52 ▲荻野 極池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 450－ 61：56．64 23．7�
22 ライフトップガン 牡7鹿 57 酒井 学谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 506± 01：56．7クビ 295．6�
68 	 ココロノキャンバス 牝4栗 55 的場 勇人田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 386－101：57．33� 245．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，763，600円 複勝： 30，108，600円 枠連： 9，817，700円
馬連： 39，496，300円 馬単： 23，685，700円 ワイド： 26，055，800円
3連複： 49，357，600円 3連単： 82，017，400円 計： 283，302，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 600円 � 340円 枠 連（4－7） 4，740円

馬 連 �� 7，060円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 690円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 16，050円 3 連 単 ��� 85，430円

票 数

単勝票数 計 227636 的中 � 48373（2番人気）
複勝票数 計 301086 的中 � 54879（2番人気）� 10906（8番人気）� 21711（6番人気）
枠連票数 計 98177 的中 （4－7） 1603（14番人気）
馬連票数 計 394963 的中 �� 4334（20番人気）
馬単票数 計 236857 的中 �� 2268（31番人気）
ワイド票数 計 260558 的中 �� 3399（20番人気）�� 10287（9番人気）�� 1728（28番人気）
3連複票数 計 493576 的中 ��� 2306（44番人気）
3連単票数 計 820174 的中 ��� 696（228番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．3―13．0―12．4―12．5―12．7―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．0―51．0―1：03．4―1：15．9―1：28．6―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒルノデンハーグ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．10．26 京都12着

2012．3．25生 �5栗 母 ゴルフガール 母母 Freesia 17戦3勝 賞金 34，157，000円
〔制裁〕 ライフトップガン号の騎手酒井学は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※出走取消馬 クリノロッキー号（疾病〔疝痛〕のため）
※ココロノキャンバス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



08009 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

714 シャンデリアハウス 牝5黒鹿 55
52 ▲荻野 極 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 458＋101：21．6 8．7�

48 サプルマインド 牝4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 クビ 2．6�
817 ダノンブライト 牡5青鹿57 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 476＋101：21．7� 4．8�
24 キングナポレオン �6黒鹿57 松岡 正海田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：21．91� 28．5�
59 ジョンブリアン 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 14．3	
36 マテラアリオン 牡4黒鹿57 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 478± 01：22．0� 33．7

47 ティーエスバラ 牡5鹿 57 藤岡 康太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 516－ 4 〃 クビ 197．1�
11 	 ラレッサングル 牝4鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 448－ 31：22．1クビ 7．3�
818 ゴールドサーベラス 牡5栗 57 横山 和生田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 450－11 〃 クビ 80．4
715 ナ ー ウ ル 牝4青鹿55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 474＋ 81：22．2クビ 14．5�
23 フェアラフィネ 牝5芦 55 松山 弘平ディアレストクラブ� 森田 直行 日高 豊洋牧場 442± 01：22．3
 40．4�
816 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 古川 吉洋 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 2 〃 クビ 177．9�
35 レッドカーラ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 442± 01：22．4
 16．8�
612 エイブルボス 牡5黒鹿57 柴山 雄一中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 470－ 4 〃 ハナ 20．9�
510 ステラレガーロ 牝5黒鹿55 田辺 裕信村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 440± 01：22．5クビ 49．5�
611 シンラバンショウ 牝5鹿 55 丸山 元気 �グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 430＋ 8 〃 クビ 60．7�
12 ウェーニーウィキー 牝4栗 55 秋山真一郎ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 484＋ 6 〃 ハナ 77．7�
713	 ゴーフォワード �4鹿 57

54 ▲森 裕太朗前田 剛氏 坂口 正則 新ひだか 岡田スタツド 452－ 31：22．92� 81．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，091，500円 複勝： 39，028，900円 枠連： 15，621，600円
馬連： 53，731，200円 馬単： 28，039，600円 ワイド： 38，494，700円
3連複： 81，946，400円 3連単： 107，254，200円 計： 392，208，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 200円 � 120円 � 150円 枠 連（4－7） 740円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 480円 �� 690円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 13，780円

票 数

単勝票数 計 280915 的中 � 25822（4番人気）
複勝票数 計 390289 的中 � 38755（3番人気）� 100429（1番人気）� 64420（2番人気）
枠連票数 計 156216 的中 （4－7） 16289（2番人気）
馬連票数 計 537312 的中 �� 29559（2番人気）
馬単票数 計 280396 的中 �� 5578（9番人気）
ワイド票数 計 384947 的中 �� 20005（2番人気）�� 13053（5番人気）�� 38185（1番人気）
3連複票数 計 819464 的中 ��� 30972（1番人気）
3連単票数 計1072542 的中 ��� 5639（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．8―46．6―58．4―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 7，11（5，14）（9，15）（3，8，13）（10，18）（1，6，17）（4，16）（2，12） 4 7，11（5，14）（3，9，15）（1，6，8，13）（17，10，18）（2，4）（12，16）

勝馬の
紹 介

シャンデリアハウス �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2014．11．30 京都2着

2012．4．5生 牝5黒鹿 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール 19戦3勝 賞金 39，394，000円
〔その他〕 レッドカーラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 レッドカーラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年4月11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 カレンヴィットリア号
（非抽選馬） 2頭 ブルローネ号・ペイシャマリヤ号

08010 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第10競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

810 スズカメジャー 牡3鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490－ 41：35．7 3．0�
66 ラプソディーア 牝3栗 54 武 豊 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 408－ 2 〃 クビ 7．5�
67 � チリーシルバー 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest

Farm, LLC 496＋ 41：35．8クビ 4．2�
811 ブ リ ラ ー レ 牡3栗 56 戸崎 圭太早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 41：36．01	 3．8�
55 ジ ャ コ マ ル 牡3鹿 56 横山 和生晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 446－ 6 〃 クビ 37．0�
11 ライオネルカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 516－ 81：36．1
 7．1	
44 アサケハーツ 牡3栗 56 荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 450＋ 2 〃 ハナ 20．1

33 エスピリトゥオーゾ 牡3栗 56 川田 将雅名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 454－ 21：36．52� 14．0�
78 ミルトプリンス 牡3鹿 56 古川 吉洋永山 勝敏氏 中竹 和也 新冠 長浜 忠 434＋ 21：36．82 134．1
22 テイエムソッキュウ �3青鹿56 藤懸 貴志竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 474± 01：36．9
 269．6�

（10頭）
79 ケンビション 牡3鹿 56 松山 弘平中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 38，833，300円 複勝： 44，615，400円 枠連： 18，428，400円
馬連： 61，989，600円 馬単： 36，929，100円 ワイド： 33，515，200円
3連複： 82，005，900円 3連単： 148，673，900円 計： 464，990，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 230円 � 180円 枠 連（6－8） 230円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 720円 �� 390円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 10，590円

票 数

単勝票数 差引計 388333（返還計 79） 的中 � 101357（1番人気）
複勝票数 差引計 446154（返還計 65） 的中 � 96130（2番人気）� 42496（5番人気）� 60509（3番人気）
枠連票数 差引計 184284（返還計 1 ） 的中 （6－8） 59999（1番人気）
馬連票数 差引計 619896（返還計 572） 的中 �� 26259（10番人気）
馬単票数 差引計 369291（返還計 234） 的中 �� 11907（8番人気）
ワイド票数 差引計 335152（返還計 248） 的中 �� 11339（11番人気）�� 22796（3番人気）�� 16974（6番人気）
3連複票数 差引計 820059（返還計 1288） 的中 ��� 26936（7番人気）
3連単票数 差引計1486739（返還計 1964） 的中 ��� 10174（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．4―48．6―1：01．1―1：13．0―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．5 京都1着

2014．2．16生 牡3鹿 母 スプリングサンダー 母母 スプリングマンボ 3戦2勝 賞金 16，315，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時51分に変更。
〔出走取消〕 ケンビション号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。



08011 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第11競走 ��
��2，000�第53回金 � 賞（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，56�，牝馬2�減，28．3．12以降G
Ⅰ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増，28．3．11以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増
（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 1，148，000円 328，000円 164，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．4
1：56．1

良
良

36 ヤマカツエース 牡5栗 57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 516＋ 81：59．2 3．6�
815 ロードヴァンドール 牡4栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 41：59．41� 26．4�
48 スズカデヴィアス 牡6黒鹿56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 524＋10 〃 ハナ 66．7�
23 ナスノセイカン 牡5鹿 56 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470－ 21：59．5クビ 57．2�
24 ルミナスウォリアー 牡6鹿 56 柴山 雄一 	サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 ハナ 39．7

59 ステファノス 牡6鹿 56 川田 将雅 	キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 7 〃 クビ 4．7�
12 プロディガルサン 牡4鹿 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504－ 8 〃 ハナ 4．0�
11 ルージュバック 牝5鹿 55 戸崎 圭太 	キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454± 01：59．6	 5．2
35 タッチングスピーチ 牝5鹿 54 C．ルメール 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B474＋ 6 〃 アタマ 42．8�
713 ヌーヴォレコルト 牝6栗 54 岩田 康誠原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－ 41：59．7クビ 18．4�
510 サトノノブレス 牡7黒鹿56 秋山真一郎里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 512＋ 2 〃 アタマ 13．2�
47 アングライフェン 牡5鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 2 〃 クビ 118．2�
611 ヒットザターゲット 牡9栗 56 古川 吉洋前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 522＋ 2 〃 ハナ 169．7�
714 ヒストリカル 牡8黒鹿56 高倉 稜近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 ハナ 61．9�
816 フ ル ー キ ー 牡7青鹿56 松岡 正海金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492－121：59．91	 76．2�
612 パドルウィール 牡6芦 56 松山 弘平 	シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－102：00．32	 27．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 154，201，000円 複勝： 240，263，200円 枠連： 103，937，000円
馬連： 523，242，000円 馬単： 198，884，600円 ワイド： 282，743，800円
3連複： 898，873，100円 3連単： 1，251，141，500円 計： 3，653，286，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 660円 � 1，090円 枠 連（3－8） 2，920円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 3，470円 �� 10，890円

3 連 複 ��� 56，390円 3 連 単 ��� 192，050円

票 数

単勝票数 計1542010 的中 � 336156（1番人気）
複勝票数 計2402632 的中 � 488089（1番人気）� 81553（9番人気）� 46991（14番人気）
枠連票数 計1039370 的中 （3－8） 27525（12番人気）
馬連票数 計5232420 的中 �� 106459（14番人気）
馬単票数 計1988846 的中 �� 26751（19番人気）
ワイド票数 計2827438 的中 �� 52168（12番人気）�� 20923（37番人気）�� 6564（76番人気）
3連複票数 計8988731 的中 ��� 11954（145番人気）
3連単票数 計12511415 的中 ��� 4723（540番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．5―48．7―1：00．4―1：12．1―1：24．1―1：36．0―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツエース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．6．22 函館6着

2012．3．22生 牡5栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 23戦7勝 賞金 368，796，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヤマカツエース号は，大阪杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

08012 3月11日 晴 良 （29中京2）第1日 第12競走 ��
��1，800�

せ と

瀬 戸 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，28．3．12以降29．3．5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 15，000，000円 6，000，000円 3，050，000
3，050，000

円
円 1，500，000円

付 加 賞 413，000円 118，000円 30，000
30，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

48 プリンシアコメータ 牝4黒鹿53 岩田 康誠芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント
ファーム B468＋ 21：53．4 7．3�

510 ロバストミノル 牡4栗 54 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496－ 41：53．61 18．8�
612 デ モ ニ オ 牡6青 54 C．ルメール �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498－ 8 〃 クビ 6．6�
713 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 53 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 458± 0 〃 同着 15．4�
12 パフュームボム 牝6鹿 51 �島 克駿飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 482－ 81：53．8� 125．7	
36 ダイチトゥルース 牡6黒鹿54 田辺 裕信 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 470－ 6 〃 アタマ 11．5

714 テイエムテツジン 牡5栗 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 452± 0 〃 ハナ 12．1�
815 スマイルフォース 牡5鹿 53 松山 弘平上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 458－ 21：54．11� 64．4�
611 ディグニファイド 牡5栗 54 川島 信二 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B536－ 21：54．2	 29．2
23 ウエヲムイテアルコ 牡4青 54 柴山 雄一千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 466－ 61：54．41
 26．3�
11 チ ャ オ �6芦 53 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 B458－ 41：54．61	 98．9�
47 マーブルケーキ 牝6白 52 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476－ 21：54．7クビ 49．2�
35 ブリーズスズカ 牡4青鹿54 岩崎 翼永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468＋ 21：54．91
 84．1�
24 タマモアルム 牡4鹿 54 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 514－ 2 〃 クビ 12．8�
816 マイティーゴールド 牡4栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 540－121：55．0	 6．0�
59 ケルティックソード 牡4栗 56 川田 将雅吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 492－ 2 〃 ハナ 3．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，608，300円 複勝： 61，376，700円 枠連： 28，360，100円
馬連： 101，652，800円 馬単： 42，386，300円 ワイド： 63，720，500円
3連複： 156，625，100円 3連単： 192，654，100円 計： 690，383，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 440円 �
�

170円
260円 枠 連（4－5） 1，290円

馬 連 �� 7，090円 馬 単 �� 12，950円

ワ イ ド �� 1，320円 ��
��

580円
1，040円

��
��

1，310円
2，010円

3 連 複 ���
���

8，210円
13，400円 3 連 単 ���

���
50，500円
67，920円

票 数

単勝票数 計 436083 的中 � 47525（4番人気）
複勝票数 計 613767 的中 �

�
62804
43182

（3番人気）
（6番人気）

� 21924（10番人気）� 81777（2番人気）

枠連票数 計 283601 的中 （4－5） 16952（5番人気）
馬連票数 計1016528 的中 �� 11109（29番人気）
馬単票数 計 423863 的中 �� 2454（56番人気）
ワイド票数 計 637205 的中 ��

��
7342
7402
（30番人気）
（29番人気）

��
��

18090
4711
（6番人気）
（45番人気）

�� 9408（20番人気）

3連複票数 計1566251 的中 ��� 7165（57番人気）��� 4375（100番人気）
3連単票数 計1926541 的中 ��� 1383（355番人気） ��� 1028（492番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―12．9―12．4―12．6―12．8―13．1―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―37．0―49．4―1：02．0―1：14．8―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

プリンシアコメータ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2015．10．25 東京7着

2013．3．7生 牝4黒鹿 母 ベルモントフェリス 母母 マ チ ス 12戦3勝 賞金 36，213，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 プリンシアコメータ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 コスモラヴモア号・セイカアヴァンサ号・ロイヤルネイビー号



（29中京2）第1日 3月11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 175頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

270，850，000円
14，320，000円
2，681，000円
32，940，000円
6，000，000円
70，791，000円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
427，747，000円
596，228，400円
245，634，300円
1，007，600，700円
459，637，100円
600，723，900円
1，590，612，600円
2，232，933，600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 7，161，117，600円

総入場人員 15，816名 （有料入場人員 14，379名）
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