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08061 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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

11 アルゴロオジエ 牝3黒鹿54 大野 拓弥 M・
Kenichiホールディング� 伊藤 大士 日高 三城牧場 490－ 41：56．3 6．7�

59 フクサンローズ 牝3鹿 54 丸山 元気小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458 ― 〃 クビ 31．1�
814 メイズオブオナー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 436－ 81：56．51� 3．3�
34 ルーナデラセーラー 牝3黒鹿54 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 472＋ 4 〃 アタマ 62．5�
22 スウィートグロリア 牝3鹿 54 田辺 裕信 �グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム B464－ 41：56．6クビ 20．2�
46 ウイングルイーズ 牝3栗 54 M．デムーロ池田 實氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 446－101：56．92 6．6	
713 ヨイマチグサ 牝3芦 54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 448＋ 41：57．0� 98．6

47 ローゼンハイン 牝3鹿 54 岩田 康誠子安 裕樹氏 梅田 智之 平取 清水牧場 516± 01：57．31� 2．7�
712 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 444－ 21：57．4� 8．2�
611 マルムーティエ 牝3鹿 54 内田 博幸 キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460± 01：58．14 23．7�
35 ハナハタチバナ 牝3鹿 54 幸 英明山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 446－ 21：58．63 177．4�
58 シュティーア 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 富田 恭司 452＋ 21：59．55 167．1�
815 ミ コ タ マ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル B440－ 22：00．77 231．6�
610 ヤマニンミモレット 牝3栗 54 藤懸 貴志土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 460－ 22：01．33� 277．9�
23 デルマアマギゴエ 牝3栗 54

52 △木幡 初也浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 452－ 22：03．3大差 167．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，441，400円 複勝： 30，656，000円 枠連： 12，086，600円
馬連： 41，015，300円 馬単： 20，818，200円 ワイド： 25，125，300円
3連複： 58，103，500円 3連単： 77，604，500円 計： 287，850，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 660円 � 180円 枠 連（1－5） 10，630円

馬 連 �� 11，130円 馬 単 �� 17，400円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 650円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 9，690円 3 連 単 ��� 85，500円

票 数

単勝票数 計 224414 的中 � 26512（4番人気）
複勝票数 計 306560 的中 � 34554（5番人気）� 9610（8番人気）� 51726（2番人気）
枠連票数 計 120866 的中 （1－5） 881（21番人気）
馬連票数 計 410153 的中 �� 2854（26番人気）
馬単票数 計 208182 的中 �� 897（46番人気）
ワイド票数 計 251253 的中 �� 2194（26番人気）�� 10577（7番人気）�� 3523（18番人気）
3連複票数 計 581035 的中 ��� 4493（30番人気）
3連単票数 計 776045 的中 ��� 658（243番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．6―13．7―13．1―13．3―12．8―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．0―51．7―1：04．8―1：18．1―1：30．9―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルゴロオジエ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．7．23 福島9着

2014．3．26生 牝3黒鹿 母 ジョウノボレロ 母母 ザ ン ゼ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ヨイマチグサ号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマアマギゴエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月26日まで平

地競走に出走できない。

08062 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時35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

35 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± 01：26．8 28．7�
11 タイセイエピローグ 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 下屋敷 登

喜夫 470± 0 〃 ハナ 5．9�
47 ジャックナイフ 牡3鹿 56 M．デムーロ岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 442－ 61：27．01� 4．3�
713 エターナルフレイム 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 514－ 41：27．1� 2．9�
12 	 エイシンクリッパー 牝3鹿 54 幸 英明�栄進堂 松元 茂樹 愛 H. K. Ei-

shindo 434－ 81：27．2
 4．5�
23 デザートトリップ 牡3鹿 56 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新冠 カミイスタット 464 ― 〃 ハナ 145．6	

（マッシュルーム）

714 プライマルフェア �3黒鹿56 内田 博幸 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 518－ 21：27．62 31．1�
611 キョウエイガウディ 牡3鹿 56 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B484－141：27．7� 35．4�
24 フェザーリング 牝3鹿 54 石橋 脩 
社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム B444－ 21：27．91� 90．1
816 ホープバイオ 牡3鹿 56 古川 吉洋バイオ� 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 420－ 4 〃 アタマ 32．8�
815 ヨ ッ テ ケ 牡3栗 56 藤岡 佑介高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか グランド牧場 466－ 81：28．32� 19．5�
59 リネンマックス 牡3鹿 56 丸山 元気戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 472± 01：28．83 25．1�
612 シ ン ウ チ 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 470－ 61：30．18 27．6�
36 テンエイハヤブサ 牡3鹿 56 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 452＋30 〃 ハナ 196．8�
510 クリノナポレオン 牡3栗 56

54 △木幡 初也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 青森 町屋 勝幸 430－ 41：30．31 296．5�
48 ウインドロイヤル 牡3栗 56 石川裕紀人福原 正博氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 474－101：31．15 57．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，615，000円 複勝： 34，156，000円 枠連： 11，392，000円
馬連： 39，134，000円 馬単： 19，441，000円 ワイド： 30，132，100円
3連複： 61，185，600円 3連単： 75，133，700円 計： 293，189，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 530円 � 230円 � 180円 枠 連（1－3） 2，360円

馬 連 �� 6，680円 馬 単 �� 15，180円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 1，670円 �� 580円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 66，750円

票 数

単勝票数 計 226150 的中 � 6298（8番人気）
複勝票数 計 341560 的中 � 13498（8番人気）� 38497（4番人気）� 60032（2番人気）
枠連票数 計 113920 的中 （1－3） 3733（8番人気）
馬連票数 計 391340 的中 �� 4537（25番人気）
馬単票数 計 194410 的中 �� 960（53番人気）
ワイド票数 計 301321 的中 �� 3972（21番人気）�� 4506（13番人気）�� 14203（5番人気）
3連複票数 計 611856 的中 ��� 7719（16番人気）
3連単票数 計 751337 的中 ��� 816（210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．4―1：00．7―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．4
3 5（8，9）12（1，14）（11，13）（7，4）15（2，10，6，16）－3 4 5（1，8，9）（14，12）（7，11）（4，13）2（15，16）（3，6）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ル ア �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2016．9．17 中山11着

2014．4．10生 牝3黒鹿 母 レットイットスノー 母母 アスピリンスノー 5戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シンボリスーマラン号

第２回 中京競馬 第６日



08063 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走11時05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

713 サトノフレイム 牡3鹿 56 国分 恭介里見 治氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 510－ 42：01．5 11．2�
23 メイショウマトイ 牡3鹿 56 M．デムーロ松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466± 02：02．77 2．6�
58 アウラマイスター 牡3鹿 56 国分 優作岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 木田牧場 504－ 22：03．65 2．8�
611 シンボリラピッド 牡3黒鹿56 石橋 脩シンボリ牧場 斎藤 誠 様似 様似渡辺牧場 B488－102：03．7� 35．3�
610 ウイントリニティー 牡3鹿 56 A．シュタルケ�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 486± 02：04．33� 8．8�

（独）

59 カ ド モ ス 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 540－ 22：04．4クビ 20．8	
34 フクノシャングリラ 牡3芦 56 古川 吉洋福島 祐子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B444－ 62：04．5� 211．3

46 モ ガ ド ー ル 牝3栗 54 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466－102：05．24 55．2�
47 ベルウッドスバル 牡3黒鹿56 幸 英明鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 492－ 22：05．52 214．5�
712 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± 02：05．6� 371．1
22 ヌンフェスタ 牡3栗 56 田辺 裕信ヌンクラブ� 小西 一男 新冠 石田牧場 486－ 42：06．02� 32．5�
815 サンデンファーム 牡3栗 56

54 △城戸 義政山田 春枝氏 伊藤 伸一 浦河 福田牧場 454－ 22：06．63� 136．5�
11 カフジバッカス 牡3鹿 56 藤岡 佑介加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464－ 62：08．19 6．2�
814 アポロンテンリュウ 牡3鹿 56 石川裕紀人 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 浦河 笹地牧場 524 ―2：10．5大差 83．5�
35 デンコウタカミー 牡3栗 56

54 △木幡 初也田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 510－ 82：11．13� 258．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，147，600円 複勝： 26，133，200円 枠連： 10，358，200円
馬連： 37，880，700円 馬単： 20，205，200円 ワイド： 25，812，100円
3連複： 53，361，000円 3連単： 75，397，100円 計： 272，295，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 180円 � 110円 � 130円 枠 連（2－7） 1，220円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 380円 �� 360円 �� 190円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 9，150円

票 数

単勝票数 計 231476 的中 � 16469（5番人気）
複勝票数 計 261332 的中 � 27189（4番人気）� 73181（1番人気）� 52539（2番人気）
枠連票数 計 103582 的中 （2－7） 6568（7番人気）
馬連票数 計 378807 的中 �� 21589（6番人気）
馬単票数 計 202052 的中 �� 3833（15番人気）
ワイド票数 計 258121 的中 �� 15524（5番人気）�� 16385（2番人気）�� 42218（1番人気）
3連複票数 計 533610 的中 ��� 49463（1番人気）
3連単票数 計 753971 的中 ��� 5973（19番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―11．6―14．1―13．2―12．6―12．8―13．1―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．4―30．0―44．1―57．3―1：09．9―1：22．7―1：35．8―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．8
1
3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

サトノフレイム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．6．19 函館9着

2014．4．19生 牡3鹿 母 ダームドゥラック 母母 フェアリーテールタイム 7戦1勝 賞金 5，500，000円
〔その他〕 アポロンテンリュウ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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〕 サンデンファーム号・カフジバッカス号・デンコウタカミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年4月26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。

08064 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：19．6
1：19．0

良
良

11 シュピールカルテ 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 21：23．1 12．4�

612 ディープアドラーレ 牝3鹿 54 古川 吉洋深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 422－101：23．31� 29．1�
23 ハードアタック 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋ 41：23．51� 2．5�
（独）

47 チェアーグライド 牡3栗 56 丸山 元気 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 510－ 21：23．6� 14．3	
12 ツ キ ノ ミ チ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉井 理人氏 清水 久詞 浦河 林 孝輝 446 ―1：23．7	 206．9

510 オースミベリル 牡3栗 56 内田 博幸�オースミ 荒川 義之 浦河 
川 啓一 492 ―1：23．91	 53．2�
59 ハリーレガシー 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B452－ 41：24．0クビ 3．4�
713� ハニージェイド 牝3黒鹿54 川田 将雅吉田 和子氏 
島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

454－ 2 〃 クビ 33．4
36 ブ ラ ー ゼ ン 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 420－ 21：24．1クビ 20．5�
611 アリスパイレーツ 牝3鹿 54 岩田 康誠�NICKS 鹿戸 雄一 日高 スマイルファーム 440－16 〃 ハナ 256．1�
35 タガノヴァン 牡3黒鹿56 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 21：24．2� 17．7�
714 ミステリーモリオン 牡3鹿 56 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 474＋141：24．3� 5．5�
715 ダイヤインザラフ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 初也 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 志尚 418± 01：24．4クビ 71．8�
818 レッドヴォヤージ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 448 ―1：25．46 165．5�
24 ショウナンカグヤ 牡3鹿 56 幸 英明国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 佐藤 陽一 B500＋ 31：25．61� 239．7�
816 クィーンアリス 牝3栗 54 大野 拓弥林 正道氏 武井 亮 新冠 秋田牧場 438＋ 2 〃 ハナ 129．8�
48 レッドゼノン 牡3黒鹿56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B464＋ 21：25．81� 74．4�
817 メイショウイカヅチ 牡3青鹿56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 500 ―1：28．7大差 331．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，422，100円 複勝： 38，333，100円 枠連： 13，415，500円
馬連： 47，746，100円 馬単： 24，385，300円 ワイド： 32，927，200円
3連複： 65，429，800円 3連単： 84，750，600円 計： 337，409，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 260円 � 400円 � 140円 枠 連（1－6） 8，010円

馬 連 �� 9，670円 馬 単 �� 18，160円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 520円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，470円 3 連 単 ��� 52，110円

票 数

単勝票数 計 304221 的中 � 19558（4番人気）
複勝票数 計 383331 的中 � 34047（4番人気）� 19210（7番人気）� 98405（1番人気）
枠連票数 計 134155 的中 （1－6） 1297（24番人気）
馬連票数 計 477461 的中 �� 3824（25番人気）
馬単票数 計 243853 的中 �� 1007（49番人気）
ワイド票数 計 329272 的中 �� 3369（24番人気）�� 17307（3番人気）�� 10707（7番人気）
3連複票数 計 654298 的中 ��� 8959（16番人気）
3連単票数 計 847506 的中 ��� 1179（159番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―11．9―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．1―58．9―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 1，7，12，2（3，13）（5，14）6（11，9）15（4，16，18）10－8－17 4 1－7－（2，12）（5，3，13）（11，6，14）（4，16，15，9）（10，18）－8－17

勝馬の
紹 介

シュピールカルテ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．7．9 福島2着

2014．4．24生 牝3青鹿 母 クールベット 母母 キープイットアップ 10戦1勝 賞金 15，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウイカヅチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月26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。



08065 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時25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
1：58．4
1：56．1

良
良

36 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿56 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470± 02：03．4 1．6�
24 シャドウブリランテ 牡3鹿 56 田辺 裕信飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 488± 02：03．5� 5．7�
510 レッドクライム 牡3栗 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 42：03．92� 6．1�
23 オメガガーディアン 牡3鹿 56 石橋 脩原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 558－ 4 〃 クビ 79．2�
612 ライトオブピース 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 22：04．0クビ 8．0�
715 ボヌールバトー 牝3黒鹿54 丹内 祐次	出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 418－ 62：04．53 310．5

12 ロードアプローズ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 496－102：04．6� 25．6�
611 ヴァッラータ 牝3芦 54

52 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 398＋ 42：04．7� 162．0�

816 ケ ル ビ ン 牡3鹿 56 丸山 元気野嶋 祥二氏 羽月 友彦 新ひだか 本桐牧場 488± 0 〃 アタマ 151．7
713 キ ャ リ コ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 42：04．91� 16．9�
47 プティットクルール 牝3黒鹿54 古川 吉洋首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 424－ 2 〃 アタマ 175．0�
714 ブルベアリンクス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 448－ 22：05．0� 58．8�
11 ナチュラルシンジュ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也 	丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 448－ 22：05．42� 278．6�
35 ワイルドプリンセス 牝3鹿 54 大下 智小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 460－ 42：05．5クビ 261．2�
59 イチザガーデン 牝3鹿 54 藤懸 貴志奈良﨑孝一郎氏 羽月 友彦 新冠 八木 明広 404－ 82：06．13� 543．0�
818 クリノカエサル 牡3鹿 56

54 △伴 啓太栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 木村牧場 476－ 2 〃 クビ 573．7�
48 ブルベアポーラー 牡3栗 56 幸 英明 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 前田牧場 454－ 22：06．31 398．5�
817 メイショウヤマギリ 牝3青鹿54 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 402－ 82：07．910 94．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，191，000円 複勝： 57，746，100円 枠連： 12，033，100円
馬連： 41，087，900円 馬単： 26，737，000円 ワイド： 29，628，300円
3連複： 60，766，200円 3連単： 98，752，700円 計： 355，942，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 420円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 計 291910 的中 � 144334（1番人気）
複勝票数 計 577461 的中 � 325433（1番人気）� 56198（3番人気）� 67680（2番人気）
枠連票数 計 120331 的中 （2－3） 19323（2番人気）
馬連票数 計 410879 的中 �� 58704（2番人気）
馬単票数 計 267370 的中 �� 27277（3番人気）
ワイド票数 計 296283 的中 �� 35162（2番人気）�� 40707（1番人気）�� 15088（5番人気）
3連複票数 計 607662 的中 ��� 60999（2番人気）
3連単票数 計 987527 的中 ��� 29146（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―37．2―50．3―1：03．1―1：15．2―1：27．2―1：39．1―1：51．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

メルヴィンカズマ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2016．6．4 阪神3着

2014．4．4生 牡3黒鹿 母 ブランピュール 母母 パウダースノー 9戦1勝 賞金 16，800，000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 ノルナゲスト号

08066 3月26日 曇 稍重 （29中京2）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時55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

612 ピースマーク 牡6鹿 57 幸 英明小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント 512－ 61：24．2 11．8�
510 ケルンウィナー 牡6栗 57 内田 博幸谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 514－141：25．05 11．8�
11 タイセイプレゼンス 牡4黒鹿57 藤岡 康太田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 484＋ 61：25．53 6．8�
35 メイショウノボサン 牡4栗 57 吉田 豊松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 2 〃 アタマ 6．1�
36 ダ イ フ ク 牡4黒鹿57 大野 拓弥小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 478＋ 6 〃 クビ 36．2�
714 アイファーサンディ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 474＋ 41：25．6クビ 9．3�
48 タイキラトナンジュ 牡5鹿 57 菱田 裕二	大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462＋ 4 〃 クビ 133．1

23 マイフリヴァ 牡6黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 21：26．13 35．0�
816 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 528＋ 2 〃 ハナ 4．6
47 ビリケンラッシュ �4鹿 57 藤懸 貴志市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 浦河 谷川牧場 502＋141：26．2� 44．5�
12 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 500＋ 41：26．52 3．7�
59 スマートダイバー 牡6栗 57 A．シュタルケ 大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 502＋ 61：26．71� 26．0�

（独）

611 コンクエストシチー �5栗 57
56 ☆小崎 綾也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 456－ 21：26．8� 28．6�

815	 リネンジェット 牡4青鹿57 丹内 祐次戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 482－121：27．86 258．5�
713 ソワンドタイガー 牡5栗 57 杉原 誠人西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 小河 豊水 492＋221：27．9� 224．2�
24 	 ダイメイホークス 牡4栗 57 古川 吉洋宮本 孝一氏 石毛 善彦 新ひだか 今 牧場 550－ 21：28．0� 75．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，752，900円 複勝： 37，317，200円 枠連： 14，779，200円
馬連： 44，568，000円 馬単： 21，400，600円 ワイド： 32，940，200円
3連複： 67，008，300円 3連単： 85，068，400円 計： 327，834，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 420円 � 290円 � 230円 枠 連（5－6） 2，870円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 13，860円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 1，640円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 16，920円 3 連 単 ��� 103，820円

票 数

単勝票数 計 247529 的中 � 16682（6番人気）
複勝票数 計 373172 的中 � 20889（7番人気）� 33917（6番人気）� 45724（4番人気）
枠連票数 計 147792 的中 （5－6） 3980（14番人気）
馬連票数 計 445680 的中 �� 5456（24番人気）
馬単票数 計 214006 的中 �� 1158（53番人気）
ワイド票数 計 329402 的中 �� 3434（29番人気）�� 5216（19番人気）�� 4754（23番人気）
3連複票数 計 670083 的中 ��� 2969（58番人気）
3連単票数 計 850684 的中 ��� 594（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．4―47．5―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースマーク �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2014．6．29 阪神15着

2011．3．9生 牡6鹿 母 エリモハルカ 母母 エリモメロディー 10戦2勝 賞金 17，500，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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 レレマーマ号
※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。



08067 3月26日 曇 稍重 （29中京2）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

22 アオイプリンセス 牝4鹿 55 藤岡 康太新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 448＋102：03．0 2．4�
58 サマーローズ 牝5栗 55 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 安平 追分ファーム 472＋ 6 〃 クビ 10．8�
34 � ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 492＋ 82：03．2� 7．0�
815 グランディフローラ 牝5鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 484＋ 8 〃 クビ 9．6�
814 エッジースタイル 牝4栗 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460± 02：03．4� 8．8�
712 アルマレイモミ 牝4鹿 55 M．デムーロコウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 450± 0 〃 クビ 4．1	
47 センショウレイナ 牝4鹿 55 菱田 裕二川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 82：03．82 41．7

611 ウインティアラ 牝5鹿 55 石川裕紀人�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 22：03．9� 97．3�
713 ゼーリムニル 牝4鹿 55 岩田 康誠一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 474＋ 42：04．0クビ 30．4
11 レッドリュンヌ 牝4栗 55

53 △木幡 初也 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 クビ 116．8�
610 サンレイフローラ 牝7鹿 55

53 △城戸 義政永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 456＋ 62：04．1� 420．0�
46 � ヴ ォ ー チ ェ 牝4栗 55

53 △伴 啓太トニー倶楽部 星野 忍 浦河トラストスリーファーム B480＋ 8 〃 ハナ 255．8�
23 フォルゴラーレ 牝5黒鹿55 幸 英明藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 490＋ 42：04．41� 169．0�
35 コスモピクシス 牝4黒鹿55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 402－142：04．61 30．9�
59 スイートメモリーズ 牝4黒鹿55 大野 拓弥堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 494＋ 22：07．0大差 31．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，828，500円 複勝： 36，463，600円 枠連： 13，178，300円
馬連： 45，432，300円 馬単： 23，823，100円 ワイド： 30，249，800円
3連複： 64，513，600円 3連単： 93，550，300円 計： 335，039，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 210円 � 180円 枠 連（2－5） 1，000円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 420円 �� 420円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 278285 的中 � 90769（1番人気）
複勝票数 計 364636 的中 � 104390（1番人気）� 36350（4番人気）� 43913（3番人気）
枠連票数 計 131783 的中 （2－5） 10131（5番人気）
馬連票数 計 454323 的中 �� 30064（4番人気）
馬単票数 計 238231 的中 �� 9772（4番人気）
ワイド票数 計 302498 的中 �� 18861（3番人気）�� 19150（2番人気）�� 7852（11番人気）
3連複票数 計 645136 的中 ��� 19253（5番人気）
3連単票数 計 935503 的中 ��� 8419（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―37．3―49．7―1：02．1―1：14．3―1：26．7―1：38．7―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アオイプリンセス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．7．26 中京1着

2013．3．17生 牝4鹿 母 シルバートレイン 母母 シルバーレーン 11戦2勝 賞金 34，624，000円
〔制裁〕 ダブルフラワー号の調教師佐藤吉勝は，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。

08068 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

815 レッドオルバース 牡5栗 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492－121：53．4 5．5�
36 サンライズウィズ 牡4鹿 57 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 488± 01：53．82� 3．5�
24 トラキアンコード �5芦 57 M．デムーロ原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：54．22� 4．2�
816	 ダッシングブルー 牡5黒鹿 57

55 △伴 啓太 �ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B502－121：54．73 302．1�
59 	 クリノロッキー 牡7栗 57

55 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 518± 01：54．8
 82．6�
48 	 アンリキャトル �6黒鹿57 田辺 裕信村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464± 01：55．01� 11．4	
23 コ マ ク サ 牡5黒鹿57 岩田 康誠江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 470－ 81：55．21� 72．3

35 	 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 436－ 4 〃 アタマ 138．6�
611 ボ ー シ エ ル 牡4黒鹿57 石橋 脩 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 518－ 41：55．3クビ 15．3
612	 オリンピアスカイ 牡4鹿 57 宮崎 北斗伊東 純一氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 486－101：55．5
 306．3�
714 ジュガンティーヤ 牡6青 57 石川裕紀人�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B542＋ 6 〃 クビ 6．4�
47 オンワードハンター 牡6鹿 57

56 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 474－ 21：55．6� 63．3�
12 セレブレイトソング �5栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B490－ 61：55．7クビ 7．3�
11 スズカウルトラ 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 460－ 81：56．02 45．9�
713 ライフトップガン 牡7鹿 57 菱田 裕二谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 500－ 61：56．1� 245．8�
510 ノースヒーロー 牡5栗 57 丸山 元気 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 484＋ 61：59．6大差 43．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，723，300円 複勝： 40，205，700円 枠連： 12，306，600円
馬連： 47，670，500円 馬単： 23，933，100円 ワイド： 32，447，800円
3連複： 67，246，300円 3連単： 87，868，100円 計： 339，401，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 160円 � 170円 枠 連（3－8） 1，380円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 620円 �� 680円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 277233 的中 � 40146（3番人気）
複勝票数 計 402057 的中 � 42102（5番人気）� 69826（1番人気）� 63029（2番人気）
枠連票数 計 123066 的中 （3－8） 6881（6番人気）
馬連票数 計 476705 的中 �� 25855（4番人気）
馬単票数 計 239331 的中 �� 5990（10番人気）
ワイド票数 計 324478 的中 �� 12938（7番人気）�� 11679（10番人気）�� 26437（1番人気）
3連複票数 計 672463 的中 ��� 21989（3番人気）
3連単票数 計 878681 的中 ��� 4977（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．6―50．6―1：02．9―1：15．4―1：28．0―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドオルバース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エアジハード デビュー 2014．10．5 新潟1着

2012．4．26生 牡5栗 母 アグネスラズベリ 母母 アグネスミネルバ 16戦2勝 賞金 40，392，000円
〔制裁〕 ダッシングブルー号の調教師蛯名利弘は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノースヒーロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月26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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ファントムグレイ号



08069 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第9競走 ��
��1，600�

か り や

刈 谷 特 別
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

714 イレイション 牡5栗 57 藤岡 佑介 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 492＋ 81：35．2 4．9�

47 レッドイグニス 牡4黒鹿57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452－181：35．62� 2．3�
12 ティーエスクライ 牝5芦 55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 458＋ 41：35．81	 5．4�
612 クワトロガッツ 牡6黒鹿57 藤岡 康太ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 454＋ 21：36．12 12．2�
24 トウショウジャイロ 牡4黒鹿57 吉田 豊トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514＋101：36．2クビ 10．8�
35 ナリタゴールド 
5鹿 57 森 一馬�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 420＋ 21：36．3� 46．2	
611 キングナポレオン 
6黒鹿57 岩田 康誠田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 61：36．4� 24．0

23 アスターサムソン 
4鹿 57 石橋 脩加藤 久枝氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：36．72 84．1�
48 サウンドドゥイット 牡5鹿 57 幸 英明増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 452＋ 21：36．9� 81．5�
815 ブロウユアマインド 牡5鹿 57 A．シュタルケ シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 450－121：37．11 159．5�

（独）

11 エールデュレーヴ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434－ 21：37．2� 12．4�
59 サーサルヴァトーレ 牡5黒鹿57 田辺 裕信 サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 クビ 15．5�
510 ビリーヴザワン 
6鹿 57 原田 和真岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：37．3� 83．8�
36 ペイシャマリヤ 牝4栗 55 大野 拓弥北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 464＋ 41：37．93� 154．4�
816 オウケンダイヤ 牝4黒鹿55 丸山 元気福井 明氏 根本 康広 浦河 辻 牧場 394－ 41：38．96 470．8�
713� トップインパクト 牡5鹿 57 古川 吉洋コオロ 昆 貢 新冠 森永 聡 B430－ 21：39．11	 288．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，024，300円 複勝： 47，850，700円 枠連： 18，740，800円
馬連： 66，846，600円 馬単： 34，508，000円 ワイド： 45，076，800円
3連複： 94，297，500円 3連単： 136，976，300円 計： 482，321，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連（4－7） 740円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 350円 �� 480円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 380243 的中 � 61166（2番人気）
複勝票数 計 478507 的中 � 65199（3番人気）� 118212（1番人気）� 83987（2番人気）
枠連票数 計 187408 的中 （4－7） 19481（2番人気）
馬連票数 計 668466 的中 �� 66513（2番人気）
馬単票数 計 345080 的中 �� 13836（5番人気）
ワイド票数 計 450768 的中 �� 32070（2番人気）�� 21658（3番人気）�� 53593（1番人気）
3連複票数 計 942975 的中 ��� 58107（1番人気）
3連単票数 計1369763 的中 ��� 14605（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．8―48．6―1：00．1―1：11．7―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．1

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

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

イレイション �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 King’s Best デビュー 2015．4．25 福島3着

2012．4．28生 牡5栗 母 フェリシタス 母母 Embassy 11戦3勝 賞金 36，894，000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 リングオブハピネス号
※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。

08070 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6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，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

44 パフォーマプロミス 牡5栗 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：15．9 4．0�
55 マイネルカレッツァ 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 502－282：16．32� 22．3�
66 カ ラ ビ ナ 牡4鹿 56 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 516－ 22：16．51� 4．2�
89 ワールドインパクト 牡6鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504－12 〃 ハナ 1．9�
88 ビービーブレスユー 牡4鹿 56 幸 英明�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 502＋12 〃 ハナ 45．9	
77 デンコウインパルス 牡5鹿 57 石橋 脩田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 492± 02：16．6� 36．9

22 シャクンタラー 牝4栗 54 A．シュタルケ �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B534－ 42：17．13 12．8�

（独）

33 メイショウブシン 牡7鹿 57 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 488＋ 82：17．31� 43．4�
11 トーアライジン 牡4芦 56 内田 博幸高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 500＋ 22：18．47 14．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，399，100円 複勝： 53，733，000円 枠連： 13，130，000円
馬連： 75，502，300円 馬単： 48，942，900円 ワイド： 41，391，500円
3連複： 100，362，400円 3連単： 250，239，600円 計： 627，700，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 240円 � 580円 � 190円 枠 連（4－5） 4，770円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 990円 �� 300円 �� 920円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 31，120円

票 数

単勝票数 計 443991 的中 � 87397（2番人気）
複勝票数 計 537330 的中 � 60909（3番人気）� 19551（6番人気）� 83474（2番人気）
枠連票数 計 131300 的中 （4－5） 2130（14番人気）
馬連票数 計 755023 的中 �� 13611（13番人気）
馬単票数 計 489429 的中 �� 5293（19番人気）
ワイド票数 計 413915 的中 �� 9957（12番人気）�� 39579（3番人気）�� 10813（11番人気）
3連複票数 計1003624 的中 ��� 17077（15番人気）
3連単票数 計2502396 的中 ��� 5829（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―25．6―38．0―51．1―1：04．4―1：16．2―1：28．2―1：40．1―1：51．8―2：03．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パフォーマプロミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．9．21 阪神1着

2012．2．8生 牡5栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 7戦4勝 賞金 41，518，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ワールドインパクト号の騎手M．デムーロは，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000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。

２レース目



08071 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第47回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （グローバルスプリントチャレンジ） （芝・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

名古屋市長賞・名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 98，000，000円 39，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 9，800，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：06．5
1：06．7

良
良
良

36 セイウンコウセイ 牡4栗 57 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 500± 01：08．7 8．7�
23 レッツゴードンキ 牝5栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 506＋ 41：08．91� 5．1�
47 レッドファルクス 牡6芦 57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472＋ 71：09．0クビ 3．6�
11 ティーハーフ 牡7栗 57 国分 優作 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：09．31	 178．5�
12 フ ィ エ ロ 牡8青鹿57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 12．3�
714 トーキングドラム 牡7鹿 57 藤岡 康太下河	美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480＋ 21：09．4
 55．0

611 スノードラゴン 牡9芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 512－ 2 〃 クビ 62．6�
817 ナックビーナス 牝4青鹿55 石川裕紀人小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 516－ 21：09．5クビ 68．8�
713 ソルヴェイグ 牝4栗 55 田辺 裕信�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 2 〃 クビ 8．9
612� メラグラーナ 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 528＋141：09．6クビ 5．3�
715 ヒルノデイバロー 牡6黒鹿57 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B532＋ 61：09．7	 49．6�
48 バクシンテイオー 牡8鹿 57 A．シュタルケ 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 クビ 184．9�

（独）

24 ラインスピリット 牡6黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 436－101：09．8
 111．3�
510 ク リ ス マ ス 牝6黒鹿55 藤岡 佑介 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 450－101：10．01
 89．8�
59 シ ュ ウ ジ 牡4鹿 57 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502－101：10．1クビ 6．2�
818 ワンスインナムーン 牝4鹿 55 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 434－ 41：10．2
 49．4�
35 レッドアリオン 牡7鹿 57 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 えりも エクセルマネジメント B484－ 21：10．3
 274．5�
816 トウショウピスト 牡5鹿 57 吉田 豊トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B488± 01：11．04 153．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 442，183，400円 複勝： 505，657，200円 枠連： 293，552，300円 馬連： 1，603，140，100円 馬単： 660，820，700円
ワイド： 668，236，600円 3連複： 2，596，933，700円 3連単： 4，376，653，100円 5重勝： 625，356，000円 計： 11，772，533，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 180円 � 160円 枠 連（2－3） 2，490円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 770円 �� 700円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 23，880円

5 重 勝
対象競走：中山10R／中京10R／阪神11R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 72，958，200円

票 数

単勝票数 計4421834 的中 � 405023（5番人気）
複勝票数 計5056572 的中 � 519336（5番人気）� 736329（2番人気）� 869292（1番人気）
枠連票数 計2935523 的中 （2－3） 91206（13番人気）
馬連票数 計16031401 的中 �� 575615（10番人気）
馬単票数 計6608207 的中 �� 104284（24番人気）
ワイド票数 計6682366 的中 �� 216922（8番人気）�� 239241（6番人気）�� 370993（1番人気）
3連複票数 計25969337 的中 ��� 601541（6番人気）
3連単票数 計43766531 的中 ��� 132853（75番人気）
5重勝票数 計6253560 的中 ����� 6

ハロンタイム 12．3―10．3―11．2―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．6―33．8―45．2―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンコウセイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2015．6．27 東京8着

2013．3．8生 牡4栗 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear 15戦6勝 賞金 196，199，000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 オメガヴェンデッタ号・ナガラオリオン号・ブラヴィッシモ号
※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。

08072 3月26日 小雨 稍重 （29中京2）第6日 第12競走 ��
��1，400�

す ず か

鈴 鹿 特 別
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

510� フレンドスイート 牝6鹿 55 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 458－ 41：24．6 301．8�
815 コロマンデル 牡5黒鹿57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 アタマ 2．6�
36 コスモラヴモア 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 500－ 61：24．91	 125．3�
47 
 カフジオリオン 牡5鹿 57 石川裕紀人加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 480－101：25．32� 17．9�
35 タッチシタイ 牡7栗 57 藤岡 佑介小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 492－101：25．51 41．5�
23 レンイングランド 牡5芦 57 石橋 脩田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 534＋ 21：25．6� 58．9	
12 ヒルノマゼラン 牡4黒鹿57 古川 吉洋
ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 510＋ 2 〃 クビ 5．6�
59 シトラスクーラー �4鹿 57 A．シュタルケ 
G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 470＋ 41：25．7� 18．3�

（独）

11 
 ストロボフラッシュ 牝4芦 55 大野 拓弥吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &
Felicia Branham 474＋ 21：25．8� 4．6

816 アダムズアップル 牡6鹿 57 菱田 裕二吉田 照哉氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム B504－ 2 〃 アタマ 124．1�
714 ウェイトアンドシー �6黒鹿57 川田 将雅岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 494± 01：25．9� 15．7�
713 ミトノゴールド 牡5栗 57 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B490－ 21：26．21� 9．8�
611 オーマイガイ 牡4栗 57 国分 恭介廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 458＋10 〃 アタマ 82．2�
24 クリノダイスーシー 牡5鹿 57 小崎 綾也栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 506－ 81：26．52 144．4�
48 モンスターキング 牡4鹿 57 内田 博幸林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 482－141：26．6� 17．0�
612 ミッキーデータ �6鹿 57 藤岡 康太野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 518± 01：27．98 14．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，883，300円 複勝： 113，343，600円 枠連： 63，972，200円
馬連： 208，873，600円 馬単： 96，482，000円 ワイド： 126，431，600円
3連複： 304，429，100円 3連単： 467，369，900円 計： 1，471，785，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 30，180円 複 勝 � 5，850円 � 150円 � 1，690円 枠 連（5－8） 2，150円

馬 連 �� 33，940円 馬 単 �� 94，590円

ワ イ ド �� 13，720円 �� 68，580円 �� 4，680円

3 連 複 ��� 431，610円 3 連 単 ��� 6，516，210円

票 数

単勝票数 計 908833 的中 � 2409（16番人気）
複勝票数 計1133436 的中 � 3856（16番人気）� 281084（1番人気）� 13818（12番人気）
枠連票数 計 639722 的中 （5－8） 23057（8番人気）
馬連票数 計2088736 的中 �� 4769（55番人気）
馬単票数 計 964820 的中 �� 765（126番人気）
ワイド票数 計1264316 的中 �� 2374（71番人気）�� 473（116番人気）�� 7030（43番人気）
3連複票数 計3044291 的中 ��� 529（377番人気）
3連単票数 計4673699 的中 ��� 52（2721番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―12．0―12．7―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．1―46．1―58．8―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フレンドスイート �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．5．1生 牝6鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 32戦3勝 賞金 53，153，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤムテキ号・ヴェゼール号・カネコメオスター号・キセキノツヅキ号
※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。

５レース目



（29中京2）第6日 3月26日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 188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
厩務員出走奨励金

354，450，000円
5，060，000円
18，700，000円
6，900，000円
43，980，000円
73，167，000円
5，554，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
823，611，900円
1，021，595，400円
488，944，800円
2，298，897，400円
1，021，497，100円
1，120，399，300円
3，593，637，000円
5，909，364，300円
625，356，000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
5 重 勝
計 16，903，303，200円

総入場人員 24，281名 （有料入場人員 22，542名）



平成29年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，093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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，475，260，000円
10，120，000円
85，710，000円
15，301，000円
172，690，000円
6，000，000円
429，206，000円
33，650，000円
10，492，800円

勝馬投票券売得金
2，747，341，800円
3，756，667，600円
1，632，586，000円
6，790，531，500円
3，128，933，500円
3，810，105，700円
10，314，928，400円
15，401，189，100円
625，356，000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
5 重 勝
計 48，207，639，600円

総入場延人員 89，631名 （有料入場延人員 82，178名）
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