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０７０４９ ３月１７日 雨 稍重 （２４中京１）第５日 第１競走 ��
��１，２００�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� 基準タイム

中央レコード

１：１１．７
１：０８．７

稍重

重

４７ � シナスタジア 牝３栗 ５４ 横山 典弘小田 吉男氏 森 秀行 米 Spendthrift
Farm, LLC ４４６－ ８１：１２．７ ３．８�

３６ � タツショウワ 牡３栗 ５６ 池添 謙一鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century
Bloodstock, LLC ４９２－ ２ 〃 クビ ６．９�

１２ トーワオモカゲ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲森 一馬齋藤 すゞ 氏 佐山 優 浦河 猿橋 義昭 ５１８－ ６１：１２．９１� １３．８�

５１０� クルージンミジー 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝吉田 和美氏 安田 隆行 米
Brian O’Rourke
& Derry Meet-
ing Farm

４７８－ ８ 〃 アタマ ２．７�
２３ シゲルアプリコット 牡３栗 ５６ 松田 大作森中 蕃氏 木原 一良 浦河 中村 雅明 ５０８＋ ２１：１３．９６ ７．５�
７１４ ミヤジチョビ 牡３栗 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 B４５８－１０１：１４．０� ９．８�
１１ パープルダイガク 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜中野 銀十氏 境 直行 浦河 一珍棒牧場 ４５４－ ２１：１４．３１� ２０７．０�
７１３ ハッピーヤングマン 牡３栗 ５６ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６８－ ４１：１４．５１	 ２１．６	
２４ トウショウジュピタ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人トウショウ産業
 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２２＋ ２１：１４．６	 ４３．７�
６１２ ウインターストーム 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一上野 直樹氏 小野 次郎 浦河 木村牧場 ４８４± ０１：１４．８１� ６６．４�
５９ シゲルホシガキ 
３鹿 ５６ 荻野 琢真森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 武岡農場 ４５０－１４ 〃 ハナ ２１８．８
６１１ ナムラセラピー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 ４５２－１０１：１４．９	 ３３．３�
３５ � シゲルパッション 牡３栗 ５６ 国分 恭介森中 蕃氏 藤岡 範士 米 Northwest

Farms LLC B４６２－ ２１：１５．４３ ３４．２�
４８ エスケイタイガー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也服部 新平氏 小原伊佐美 日高 日西牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ ２５３．３�
８１５ ウ ミ ホ タ ル 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 漆原 一也 ４２８± ０１：１５．６１� ３７０．２�
８１６ トウショウラダー 牡３鹿 ５６ 黛 弘人トウショウ産業
 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３６＋ ４１：１６．３４ １０４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，７６９，６００円 複勝： ２１，９３７，８００円 枠連： ６，６０４，７００円

馬連： ２３，９０８，６００円 馬単： １６，８０４，４００円 ワイド： １２，６７７，０００円

３連複： ３８，５４９，１００円 ３連単： ５６，６６０，０００円 計： １８６，９１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ３８０円 枠 連（３－４） １，１７０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １，０１０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ５，５８０円 ３ 連 単 ��� ２５，１６０円

票 数

単勝票数 計 ９７６９６ 的中 � ２０３０９（２番人気）
複勝票数 計 ２１９３７８ 的中 � ４００５２（２番人気）� ２４５８２（３番人気）� １２６６４（６番人気）
枠連票数 計 ６６０４７ 的中 （３－４） ４１９３（５番人気）
馬連票数 計 ２３９０８６ 的中 �� １３６９５（６番人気）
馬単票数 計 １６８０４４ 的中 �� ７０９４（４番人気）
ワイド票数 計 １２６７７０ 的中 �� ６０６７（５番人気）�� ３０６３（１２番人気）�� ２００５（１８番人気）
３連複票数 計 ３８５４９１ 的中 ��� ５１０３（１８番人気）
３連単票数 計 ５６６６００ 的中 ��� １６６２（６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１２．０―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．９―４６．９―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シナスタジア �
�
父 Gone West �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１２．１．１４ 京都６着

２００９．５．８生 牝３栗 母 Honest Cause 母母 Quite Honestly ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円

０７０５０ ３月１７日 雨 稍重 （２４中京１）第５日 第２競走 ��１，８００�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� 基準タイム

中央レコード

１：５２．８
１：４７．８

重

重

８１３ ナリタタイフーン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ４９８－ ６１：５４．３ ２６．２�

６８ ミッキーエール 牡３栗 ５６ 池添 謙一野田みづき氏 清水 出美 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ２１：５４．４� １．４�
５７ ヤマニンエクセラン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４９６＋ ４１：５５．７８ ４．５�
７１１ イニシエノウタ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４４２－ ６１：５６．１２� ２７．８�
４５ ダンツフォーカス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 折手牧場 ４８８＋ ４１：５６．２� ２３．０�
３３ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４８２＋ ２１：５６．６２� ２６８．９	
２２ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 B４８０－ ２ 〃 クビ １１．０�
５６ サダムオベーション 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也大西 定氏 西園 正都 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４－ ４１：５６．７クビ １５．９�

６９ ゴーイングスター 牡３芦 ５６ 和田 竜二林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ５２４＋ ４１：５７．９７ ７５．７
４４ タケデンサプライズ 牡３青鹿５６ 丸田 恭介武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４６６－１２１：５８．２１� ６３．６�
１１ コンペリングテール 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０－１０１：５９．４７ １０９．２�
８１２ サフィニアート 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎村山 卓也氏 高柳 瑞樹 平取 中川 隆 ５０４－１２２：００．１４ ４７８．８�
７１０ ルネッサンスブルー 牡３栗 ５６ 上村 洋行 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４５４－ ２２：００．８４ ２１６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，５１０，３００円 複勝： ４４，０１９，９００円 枠連： ６，５１７，０００円

馬連： １９，３７２，４００円 馬単： １８，２０９，７００円 ワイド： １１，７８９，６００円

３連複： ２８，８７６，４００円 ３連単： ６３，００１，５００円 計： ２０２，２９６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６２０円 複 勝 � ３２０円 � １００円 � １２０円 枠 連（６－８） １，５９０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ６，３５０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ８００円 �� １２０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� ２７，７８０円

票 数

単勝票数 計 １０５１０３ 的中 � ３１７２（６番人気）
複勝票数 計 ４４０１９９ 的中 � ９２５６（６番人気）� ３１３２９２（１番人気）� ５５１８２（２番人気）
枠連票数 計 ６５１７０ 的中 （６－８） ３０２５（５番人気）
馬連票数 計 １９３７２４ 的中 �� ８２２０（５番人気）
馬単票数 計 １８２０９７ 的中 �� ２１１７（１８番人気）
ワイド票数 計 １１７８９６ 的中 �� ５６０８（４番人気）�� ２３６９（１１番人気）�� ４０９２２（１番人気）
３連複票数 計 ２８８７６４ 的中 ��� １２４６３（５番人気）
３連単票数 計 ６３００１５ 的中 ��� １６７４（７０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１３．３―１３．２―１２．８―１３．２―１２．５―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．４―３７．７―５０．９―１：０３．７―１：１６．９―１：２９．４―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタタイフーン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１１．１１．２６ 小倉９着

２００９．３．６生 牡３鹿 母 スルーザシーズン 母母 ビクトリーマッハ ６戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 サフィニアート号は，競走中に疾病〔左第３手根骨板状骨折〕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〕 コンペリングテール号・ルネッサンスブルー号は，平成２４年４月１７日まで平地競走に出走でき

ない。
※コンペリングテール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第１回 中京競馬 第５日



０７０５１ ３月１７日 雨 稍重 （２４中京１）第５日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０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� 基準タイム

中央レコード

１：２４．１
１：２１．８

重

稍重

８１６ ファンデルワールス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：２５．７ ５．１�

１２ サクシナイト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ４．３�
３５ ブライテストソード 牡３栗 ５６ 丸田 恭介 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７８＋ ２１：２６．１２� １５．２�
５１０ マッシヴヒーロー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット ４４６± ０１：２６．３１� ４．６�
３６ コウエイリョウマ 牡３黒鹿５６ 上村 洋行伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４７６± ０ 〃 クビ １１．３�
４７ ロードテイクオフ 牡３栗 ５６ 武 英智 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム ５００ ―１：２６．７２� ６６．１	
２４ トーブプリンセス 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 ４５２± ０１：２６．８クビ ８．０

２３ ラブファンディ 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４３６± ０１：２７．４３� １５０．２�
７１３ メジロガラメキ 牝３栗 ５４ 川須 栄彦�野 哲氏 小崎 憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２ ― 〃 ハナ ５．６�
１１ カツラライデン 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也小林 茂行氏 湯窪 幸雄 様似 清水スタッド ４４２－ ６１：２７．６� ３０．９
５９ サトノオラクル 牡３栗 ５６ 国分 優作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４２４－１０１：２８．１３ １４．１�
６１２ リアルアビリティー 牡３芦 ５６ 田中 博康�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ハクツ牧場 ４７８－ ４１：２８．４２ ６９．８�
７１４ トウショウスコア 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８６－ ２ 〃 アタマ ２２６．４�
８１５ トートモデルニスモ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 B４５８＋ ４１：２８．５クビ ３０２．６�
６１１ アイファーペルラン 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 ４３０－ ４１：２８．８１� ２２５．７�
４８ トーアエエモンヤ 牡３栗 ５６ 中谷 雄太高山ランド� 田島 俊明 豊浦トーア牧場 ４４２－１０１：２８．９� ２８３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，２５３，０００円 複勝： １８，７０８，３００円 枠連： ８，２３６，３００円

馬連： ２２，７５８，５００円 馬単： １６，４３４，８００円 ワイド： １１，７０８，８００円

３連複： ３３，０９５，９００円 ３連単： ５２，４２５，１００円 計： １７３，６２０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ３７０円 枠 連（１－８） １，１１０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，０１０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ７，２４０円 ３ 連 単 ��� ３３，４７０円

票 数

単勝票数 計 １０２５３０ 的中 � １６０２８（３番人気）
複勝票数 計 １８７０８３ 的中 � ２４９２９（３番人気）� ３２６４１（２番人気）� １１１９６（８番人気）
枠連票数 計 ８２３６３ 的中 （１－８） ５５１３（６番人気）
馬連票数 計 ２２７５８５ 的中 �� １５０３６（２番人気）
馬単票数 計 １６４３４８ 的中 �� ５１２０（４番人気）
ワイド票数 計 １１７０８８ 的中 �� ６７４１（２番人気）�� ２７４５（１４番人気）�� ３４３６（１２番人気）
３連複票数 計 ３３０９５９ 的中 ��� ３３７５（２９番人気）
３連単票数 計 ５２４２５１ 的中 ��� １１５６（１２１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１２．３―１２．８―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．７―４７．０―５９．８―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．７
３ １６（５，１０）（４，２）（６，１３）１２（３，９）１４－（１，１５）８－７－１１ ４ １６（５，１０）（４，２）（６，１３）（３，１２）９（１，１４）（８，１５）－７－１１

勝馬の
紹 介

ファンデルワールス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２０１１．１２．１０ 阪神１３着

２００９．４．２０生 牡３鹿 母 エアザイオン 母母 イ メ ン ス ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カシノコスモス号・ダークアイリス号・デルマエビス号

０７０５２ ３月１７日 小雨 稍重 （２４中京１）第５日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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� 基準タイム

中央レコード

１：２３．２
１：１９．０

良

良

６１２ ココロチラリ 牝３栗 ５４ 横山 典弘小林けい子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：２４．６ ２４．９�

７１３ スリーネイチャー 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲水口 優也永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 ４４６－ ６１：２４．７� ８．７�

１１ ブループルチェッラ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 ４６０＋ ２１：２４．８� ２．７�
３６ アクアライン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ３．３�
５１０ タガノカノープス 牝３鹿 ５４ 国分 恭介八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 ４２２＋ ２１：２５．１２ １４．７�
５９ マコトヴィルッキオ 牝３栃栗５４ 松山 弘平尾田左知子氏 藤岡 健一 様似 出口 繁夫 ４５０ ―１：２５．５２� ２４．６�
２３ テイエムアピール 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 山口 義彦 ４４６－ ２ 〃 ハナ ９２．０	
４７ デンコウチャレンジ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４２－ ２１：２５．６クビ ４４．３

７１４ ロングフェイヴァー 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二中井 敏雄氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４１６ ― 〃 アタマ ２６１．８�
２４ ワンダーヴォーグ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 ４４０－１２１：２５．８１� ２６．８�
１２ パイライトパワー 牝３鹿 ５４ 千葉 直人西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ４２０－ ８１：２６．０１ １０．３
６１１ オークブラフ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４０＋ ６ 〃 クビ ２０．７�
７１５ アリエルシチー 牝３黒鹿５４ 松田 大作 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４５０ ―１：２６．２１� ９７．２�
８１７ シンフォニエッタ 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４７０ ― 〃 クビ ８８．０�
４８ シーキングザルビー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４２＋ ４ 〃 アタマ １７．４�
８１６ ペッシュボンボン 牝３鹿 ５４ 国分 優作伊達 大雄氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４１６－１４１：２６．９４ ２４６．７�
８１８ ピンクバード 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４４０＋２６１：２７．１１� ３０２．１�
３５ デルマハゴロモ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：２８．３７ １４１．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，１８１，６００円 複勝： ３０，７４７，０００円 枠連： ９，２７０，３００円

馬連： ２６，３５４，０００円 馬単： ２０，１１３，０００円 ワイド： １４，６５５，１００円

３連複： ３９，０３３，３００円 ３連単： ６３，２３２，５００円 計： ２１７，５８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４９０円 複 勝 � ５５０円 � ３２０円 � １１０円 枠 連（６－７） ４，１７０円

馬 連 �� １６，９３０円 馬 単 �� ２６，８００円

ワ イ ド �� ４，５３０円 �� １，５７０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １１，０４０円 ３ 連 単 ��� １２６，４７０円

票 数

単勝票数 計 １４１８１６ 的中 � ４４８８（９番人気）
複勝票数 計 ３０７４７０ 的中 � ９０９５（９番人気）� １８２１１（４番人気）� １２５６９４（１番人気）
枠連票数 計 ９２７０３ 的中 （６－７） １６４２（１６番人気）
馬連票数 計 ２６３５４０ 的中 �� １１４９（４１番人気）
馬単票数 計 ２０１１３０ 的中 �� ５５４（６８番人気）
ワイド票数 計 １４６５５１ 的中 �� ７６０（３８番人気）�� ２２７１（１４番人気）�� ６１０１（５番人気）
３連複票数 計 ３９０３３３ 的中 ��� ２６１０（３２番人気）
３連単票数 計 ６３２３２５ 的中 ��� ３６９（３３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．９―１：００．３―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３６．７
３ １０（１，８）（２，６）－（３，７，４）（９，１２）－１３－（１４，１５）（１１，１７）５，１８，１６ ４ １０，８（１，４）（２，６）（３，７，１２）９，１３（１４，１５）（１１，１７）－５（１８，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ココロチラリ �
�
父 エアジハード �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００９．３．３１生 牝３栗 母 ライフスプリング 母母 マイライフスタイル １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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エーシンクイッカー号・ツイストリボン号



０７０５３ ３月１７日 小雨 稍重 （２４中京１）第５日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０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� 基準タイム

中央レコード

２：０２．２
１：５６．１

良

良

７１４ モエレマリーア 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４３６－ ６２：０７．３ ２２．９�

３６ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 国分 優作廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ５．７�
７１５ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ６２：０７．４� ２０．２�
４７ ブルータンザナイト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ５３６± ０２：０７．６１ ３．８�
４８ マイネキャスリーン 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２２：０７．７� ９５．４�

１１ オ マ モ リ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小田切有一氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４３８± ０２：０７．８� １３．４�
２３ ヴェリタスウオリア 牡３鹿 ５６ 池添 謙一松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４７０± ０ 〃 クビ １１．２	
８１８ マテリアルガール 牝３鹿 ５４ 松山 弘平山上 和良氏 坂口 正則 新冠 北星村田牧場 ４３２－ ２２：０７．９� ２７．６

１２ パリソワール 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３６－ ２２：０８．０クビ １６２．０�
８１６ コスモユッカ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４６８＋１８２：０８．１� ４．４
５１０ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６－ ８ 〃 ハナ １９．６�
５９ トウカイジェスタ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 B４４６＋ ２２：０８．４１� ７２．９�
７１３ ルンバビーン 牝３青鹿５４ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ２５．５�
２４ キョウエイマイン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４１２－ ８ 〃 クビ １０．９�
３５ セントトーマス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥田島榮二郎氏 大江原 哲 様似 小田 誠一 ５１２＋１４２：０８．７１� １１５．６�
６１２ ワイルドローズ 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 ４６８ ―２：０８．９１� ４２．９�
８１７ ビ ル ア ー ツ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 安平 吉田牧場 ４５６－ ２２：０９．４３ ４８．９�
６１１ エムオーキャプテン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 ４８４＋２０ 〃 アタマ ３０．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１，７１４，９００円 複勝： ２２，４５８，９００円 枠連： ９，６５４，２００円

馬連： ２５，５９２，４００円 馬単： １７，２２４，８００円 ワイド： １３，５５１，７００円

３連複： ３８，９６４，１００円 ３連単： ６０，４３８，５００円 計： １９９，５９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２９０円 複 勝 � ６２０円 � ２００円 � ６５０円 枠 連（３－７） ２，５９０円

馬 連 �� ６，５７０円 馬 単 �� １１，７５０円

ワ イ ド �� ２，０２０円 �� ６，２５０円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� ５４，３６０円 ３ 連 単 ��� ３１４，１１０円

票 数

単勝票数 計 １１７１４９ 的中 � ４０３４（９番人気）
複勝票数 計 ２２４５８９ 的中 � ８３７８（１０番人気）� ３７７２３（２番人気）� ７９３８（１１番人気）
枠連票数 計 ９６５４２ 的中 （３－７） ２７５８（１３番人気）
馬連票数 計 ２５５９２４ 的中 �� ２８７６（２６番人気）
馬単票数 計 １７２２４８ 的中 �� １０８２（４７番人気）
ワイド票数 計 １３５５１７ 的中 �� １６７０（２４番人気）�� ５２５（６７番人気）�� １５２７（２６番人気）
３連複票数 計 ３８９６４１ 的中 ��� ５２９（１５８番人気）
３連単票数 計 ６０４３８５ 的中 ��� １４２（８９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３６．８―４９．８―１：０２．８―１：１６．０―１：２９．４―１：４２．２―１：５４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３７．９
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

モエレマリーア �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．１０ 中山３着

２００９．２．２１生 牝３黒鹿 母 モエレゴールド 母母 ニアーザゴールド ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 タイセイハリケーン号の騎手川須栄彦は，４コーナーでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

０７０５４ ３月１７日 小雨 重 （２４中京１）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５２．８
１：４７．８

重

重

２２ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 横山 典弘原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：５２．９ ３．３�

１１ ミ リ ア ム 牝６芦 ５５ 上村 洋行 �社台レースホース高野 友和 追分 追分ファーム ４２８± ０ 〃 クビ ６．５�
６７ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４４６－１４１：５３．７５ １１０．８�
７８ クリスティロマンス 牝５黒鹿５５ 川須 栄彦 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：５３．９１� １．９�
５５ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 吉田 隼人西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５０４－ ２１：５４．１１� １２．０�
６６ マルデデルマ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：５４．２クビ １６．６�
４４ � ア ラ ン ロ ド 牝４栗 ５５ 池添 謙一村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４３４－１１１：５４．３	 ４４．８	
８１０ メイショウボヌス 牝５栗 ５５ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４８８＋ ２１：５４．４� ２２．７

８１１ エメラルドインディ 牝４栗 ５５ 松山 弘平�大樹ファーム 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 ４４４－１０１：５５．３５ １１３．５�
７９ パ シ ャ 牝５鹿 ５５

５２ ▲平野 優�出口牧場 佐藤 全弘 日高 出口牧場 ３９０－１０１：５５．４クビ １７６．７�
３３ ボ サ ノ ヴ ァ 牝４栗 ５５ 和田 竜二吉田 勝己氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム ４１４＋ ４１：５８．０大差 ６０．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，０６０，１００円 複勝： ３０，１５０，７００円 枠連： ５，８６４，５００円

馬連： ２４，０１８，４００円 馬単： ２０，１６２，４００円 ワイド： １１，４６４，８００円

３連複： ３０，８９４，５００円 ３連単： ７６，１２８，９００円 計： ２１０，７４４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � ２２０円 � ２５０円 � ３，１７０円 枠 連（１－２） １，１６０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ４，７４０円 �� ５，８００円

３ 連 複 ��� ２０，０４０円 ３ 連 単 ��� ５８，７７０円

票 数

単勝票数 計 １２０６０１ 的中 � ２９３８０（２番人気）
複勝票数 計 ３０１５０７ 的中 � ４２３１８（２番人気）� ３４１０７（３番人気）� １９３７（９番人気）
枠連票数 計 ５８６４５ 的中 （１－２） ３７４７（５番人気）
馬連票数 計 ２４０１８４ 的中 �� １４４９４（５番人気）
馬単票数 計 ２０１６２４ 的中 �� ７３８７（７番人気）
ワイド票数 計 １１４６４８ 的中 �� ６８６４（５番人気）�� ５６４（２８番人気）�� ４５９（３０番人気）
３連複票数 計 ３０８９４５ 的中 ��� １１３８（４１番人気）
３連単票数 計 ７６１２８９ 的中 ��� ９５６（１３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３６．９―４９．７―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．３―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オメガブルーハワイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００９．１１．１ 東京１着

２００７．３．２３生 牝５黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス １８戦３勝 賞金 ４１，４４１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボサノヴァ号は，平成２４年４月１７日まで平地競走に出走できない。



０７０５５ ３月１７日 小雨 重 （２４中京１）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：１１．７
１：０８．７

稍重

重

３５ ア ヌ エ ヌ エ 牝５青鹿５５ 大野 拓弥松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８２＋１４１：１１．３ 基準タイム ２７．９�

２３ � シゲルカイチョウ 牡４黒鹿５７ 松山 弘平森中 蕃氏 吉村 圭司 米 Dr. John
Piconi ４９６± ０１：１１．５１� ４．４�

１１ タカノキング 牡５鹿 ５７ 国分 優作山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４８０－ ４１：１１．６クビ ６．８�
３６ マチノアカリ 牡４青鹿５７ 上村 洋行 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５３２＋ ４１：１１．８１	 ５．６�
７１３ ニシノゲイナー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ７．７�
７１４ デステニーアロー 牝６黒鹿５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１２－ ４１：１２．０１	 ３０．４�
６１２ クリスリリー 牝７栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４４６－ ６ 〃 クビ ３７．１	
５９ 
 バージンバラード 牝５栗 ５５ 柴山 雄一中島 稔氏 日吉 正和 浦河 馬道 繁樹 ４６０＋３０１：１２．２１	 ３４４．６

８１５� エーシンホーマー 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介�栄進堂 川村 禎彦 米

C Kidder, N Cole,
J & J Mamakos &
B Kidder

４８２－ ４１：１２．３クビ ６．２�
４８ 
 メ リ ト ゥ ム �７芦 ５７ 丹内 祐次田上 雅春氏 和田正一郎 静内 岡田スタツド B４６４＋ ８ 〃 アタマ １３０．８
２４ 
 アイファーマーチス 牡５黒鹿５７ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５４８＋１４ 〃 クビ ３９．４�
５１０ プットオンザリッツ 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜諸江 幸祐氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 ４４６± ０１：１２．５１ ５４．５�
８１６ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７６－ ４１：１２．７１� ８．９�
１２ キャンパスライフ 牝５栗 ５５ 古川 吉洋吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４３６－１０１：１２．９１ １１３．５�
６１１
 サクラフェニックス 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５３０－ ２１：１３．１１� ８．２�
４７ �
 ゴールドユソネット 牝４栗 ５４ 国分 恭介横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd ４３６－ ４１：１３．４１� ５３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，５４４，２００円 複勝： ２１，１０３，３００円 枠連： １０，０４７，９００円

馬連： ２７，０８２，３００円 馬単： １８，１９１，５００円 ワイド： １３，２５７，３００円

３連複： ３８，４１０，０００円 ３連単： ６１，７１４，０００円 計： ２０１，３５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７９０円 複 勝 � ６８０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（２－３） １，１９０円

馬 連 �� ６，９４０円 馬 単 �� １４，１４０円

ワ イ ド �� ２，０２０円 �� ３，０６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １０，９４０円 ３ 連 単 ��� ８５，１４０円

票 数

単勝票数 計 １１５４４２ 的中 � ３２６５（８番人気）
複勝票数 計 ２１１０３３ 的中 � ６４５３（８番人気）� ４０８７０（１番人気）� ２１５９５（５番人気）
枠連票数 計 １００４７９ 的中 （２－３） ６２５２（６番人気）
馬連票数 計 ２７０８２３ 的中 �� ２８８０（２４番人気）
馬単票数 計 １８１９１５ 的中 �� ９５０（４８番人気）
ワイド票数 計 １３２５７３ 的中 �� １５７０（２４番人気）�� １０１９（３２番人気）�� ６３６２（２番人気）
３連複票数 計 ３８４１００ 的中 ��� ２５９３（３６番人気）
３連単票数 計 ６１７１４０ 的中 ��� ５３５（２５８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．３―１１．９―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．０―３４．３―４６．２―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ヌ エ ヌ エ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．１ 東京８着

２００７．５．３１生 牝５青鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン １４戦２勝 賞金 １８，９００，０００円

０７０５６ ３月１７日 小雨 重 （２４中京１）第５日 第８競走 ��１，４００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：２４．１
１：２１．８

重

稍重

７１４ メイショウモネ 牡６芦 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４６８＋１４１：２４．０ 基準タイム ２９．５�

６１１ フィンデルムンド 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B４６４＋ ６ 〃 クビ １２．４�
１２ タイキブルース 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人�大樹ファーム 高橋 義忠 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４７０＋ ２１：２４．１クビ ７．２�
７１３ アイアンラチェット 牡５黒鹿５７ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４８８－ ６ 〃 ハナ １０．３�
５１０ キングブラーボ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ５２０± ０１：２４．３１� ４．６�
４８ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８８± ０１：２４．４� ２．０�
８１６ メイショウマレンゴ �６青鹿５７ 松田 大作松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ４１：２４．５� ２１．９	
６１２	 リバースターリング 牡４栗 ５７ 藤岡 康太河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ４３．２

１１ 	 ネオスペチアーレ 牝５鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４５６－ ４１：２４．９２� １７７．２�
２４ タマモウイッシュ 牡４青 ５７ 丸田 恭介タマモ� 清水 英克 新冠 対馬 正 ４２２－ ２ 〃 同着 ７７．２
８１５	 キングサーベル �５鹿 ５７

５４ ▲横山 和生魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 設楽牧場 ４３０－１４１：２５．０� ２６０．８�
３６ レオジュピター �４鹿 ５７ 川須 栄彦田中 博之氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４８２＋ ２ 〃 アタマ ３５．２�
４７ ノーザンソング 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７８＋ ２１：２５．２１� １４８．７�
３５ エムオーハンズ 牝５栗 ５５ 松山 弘平大浅 貢氏 黒岩 陽一 むかわ 貞広 賢治 ４７０－ ８１：２５．５１� ３４．５�
２３ ビットプレスト 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４６２＋２０１：２６．１３� ９６．８�
５９ サンレイワイルド 牡４黒鹿５７ 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 ５１０＋２６１：２６．２� １６５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２１９，２００円 複勝： ２２，８５６，７００円 枠連： ９，１２３，２００円

馬連： ２７，１６５，７００円 馬単： ２２，０９３，８００円 ワイド： １２，９１２，３００円

３連複： ３７，５１７，９００円 ３連単： ７１，３９５，７００円 計： ２１８，２８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９５０円 複 勝 � ７１０円 � ４００円 � ２８０円 枠 連（６－７） ２，１３０円

馬 連 �� １２，８１０円 馬 単 �� ３４，７７０円

ワ イ ド �� ３，３１０円 �� ２，６８０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２８，２３０円 ３ 連 単 ��� ２３５，２３０円

票 数

単勝票数 計 １５２１９２ 的中 � ４０７７（７番人気）
複勝票数 計 ２２８５６７ 的中 � ７６８５（７番人気）� １５２５７（５番人気）� ２３８３８（３番人気）
枠連票数 計 ９１２３２ 的中 （６－７） ３１６９（１０番人気）
馬連票数 計 ２７１６５７ 的中 �� １５６６（３３番人気）
馬単票数 計 ２２０９３８ 的中 �� ４６９（７２番人気）
ワイド票数 計 １２９１２３ 的中 �� ９４６（３３番人気）�� １１７７（２５番人気）�� ２６４９（１６番人気）
３連複票数 計 ３７５１７９ 的中 ��� ９８１（７８番人気）
３連単票数 計 ７１３９５７ 的中 ��� ２２４（５２８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．８―１２．２―１２．３―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．９―４７．１―５９．４―１：１１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．９
３ １６（９，１２）１３（７，１０，１１，１４）（５，８，２）（１，６）１５－４－３ ４ １６，１２（９，１３）（７，１０，１４）１１（５，２）８（１，６）１５－４＝３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウモネ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２００９．３．１ 小倉１１着

２００６．５．３１生 牡６芦 母 ニンナナンナ 母母 ナイスレイズ ２１戦３勝 賞金 ２８，２００，０００円
〔発走状況〕 タイキブルース号は，馬場入場後に左後肢落鉄。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 メイショウマレンゴ号の騎手松田大作は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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 クレバーベスト号



０７０５７ ３月１７日 小雨 重 （２４中京１）第５日 第９競走 ��１，２００�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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：１０．４
１：０６．５

良

良

３６ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 丸田 恭介ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４２８－ ４１：１２．０ ５．０�

８１６ ホットサマーデイ 牝４鹿 ５５ 国分 恭介藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４７２＋ ６１：１２．２１� ３２．２�
７１５ ショウナンサンガ �６黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５２－ ６１：１２．３クビ １６．７�
４８ トロピカルマドンナ 牝６鹿 ５５ 松山 弘平小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４８８－ ８１：１２．４� １５．１�
８１７ マイネルメガロス 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４６８± ０１：１２．５� ４２．１�
２４ オモイデサクラ 牝５黒鹿５５ 川須 栄彦�和田牧場 和田正一郎 浦河 川越ファーム ４８４－ ６１：１２．６クビ ２．９	
１２ � ダ ノ ン ロ ゼ 牡６鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９８＋１２ 〃 クビ ２９．６

４７ ベ リ ア ル 牡４栗 ５７ 和田 竜二田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５２＋ ８１：１２．７クビ ９．７�
５９ フィールザファン 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ １７．４�
７１４ コーンドリー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム ４５８－ ８１：１２．８クビ ２５．８
５１０ メロークーミス 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４５８－ ４１：１２．９� ６２．３�
１１ ヴィヴァヴォーチェ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３４－１０１：１３．１１� ４１．４�

６１１ エーティーガンダム 牡４栗 ５７ 国分 優作荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 B４７４＋１０ 〃 クビ ２３．６�
８１８ ク ル タ ナ 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４２８－ ８１：１３．２� ２０．６�
７１３ アンゲネーム 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ２１：１３．３� ２０．２�
２３ コ ル ド バ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８＋ ８１：１３．４� ５８．２�

３５ グランサンク 牝４栗 ５５ 吉田 隼人村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B４７８＋ ６１：１３．５	 １２．７�
６１２ マキハタピンナップ 牝５青鹿５５ 古川 吉洋�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 B４５６－ ６１：１３．６� ５３．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，９１２，８００円 複勝： ２３，５３８，９００円 枠連： １４，８７７，６００円

馬連： ３８，８９３，８００円 馬単： ２５，３９６，９００円 ワイド： １８，５５６，４００円

３連複： ５８，８５８，４００円 ３連単： ９７，３００，１００円 計： ２９３，３３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � １，０３０円 � ４１０円 枠 連（３－８） １，７１０円

馬 連 �� １１，８２０円 馬 単 �� １７，４９０円

ワ イ ド �� ３，９３０円 �� １，５１０円 �� ５，９３０円

３ 連 複 ��� ５６，３４０円 ３ 連 単 ��� ２４５，９２０円

票 数

単勝票数 計 １５９１２８ 的中 � ２５２８４（２番人気）
複勝票数 計 ２３５３８９ 的中 � ３８５７１（２番人気）� ５００５（１５番人気）� １４５２３（５番人気）
枠連票数 計 １４８７７６ 的中 （３－８） ６４５８（７番人気）
馬連票数 計 ３８８９３８ 的中 �� ２４２９（４７番人気）
馬単票数 計 ２５３９６９ 的中 �� １０７２（５８番人気）
ワイド票数 計 １８５５６４ 的中 �� １１５３（４８番人気）�� ３１０７（１２番人気）�� ７５９（７５番人気）
３連複票数 計 ５８８５８４ 的中 ��� ７７１（１８４番人気）
３連単票数 計 ９７３００１ 的中 ��� ２９２（７３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．２―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４６．９―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キルシュバウム �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Miswaki デビュー ２００９．１１．１ 東京４着

２００７．４．３０生 牝５栗 母 グッドミセスマーフィー 母母 Miller Maid ２６戦２勝 賞金 ２７，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 クレムリンシチー号・フェブムービング号・メイショウセトウチ号・ローザペルラ号
（非抽選馬） ２頭 カリスマテーラー号・コーストバンクシア号

０７０５８ ３月１７日 雨 重 （２４中京１）第５日 第１０競走 ��
��２，２００�

か な や ま

金 山 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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：１７．８
２：１０．１

良

良

６９ シルクランスロット 牡５栗 ５７ 国分 優作有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ５１０－ ２２：１９．２ ７．９�

７１０ クリノメダリスト 牝６栗 ５５ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３６± ０２：１９．６２� ３３．５�
１１ クリーンメタボ 牡４黒鹿５６ 太宰 啓介石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４７２＋ ４２：１９．８１ ４．８�
７１１ アサクサポイント 牡４青鹿５６ 川須 栄彦田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４± ０２：２０．３３ ９．１�
４５ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム B５２０－ ６２：２０．６１� ５．９�
８１３ スマッシュスマイル 牡４栃栗５６ 中井 裕二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２２：２０．８１	 ９．３�
６８ ヤマニンアーマー 牡４鹿 ５６ 松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５８± ０２：２２．１８ ８．１	
２２ エリモアクアポリス 牝６鹿 ５５ 的場 勇人山本 慎一氏 的場 均 えりも エクセルマネジメント ４７４－ ６２：２２．３１ １６．４

８１２ スマートジェネシス 牡５青鹿５７ 吉田 隼人大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４－ ８ 〃 ハナ ６．６�
５７ 
 ゲットアヘッド 牡５黒鹿５７ 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７４＋ ３ 〃 クビ ６１．１�
４４ ジョンブルクリス 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４８２＋ ２２：２３．１５ ８．７
５６ 
 タガノキズナ 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２０＋ ２２：２５．０大差 ２９．２�
３３ 
 ダイシンベール 牝５鹿 ５５ 松田 大作大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ２２：２９．７大差 １３０．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，８６０，８００円 複勝： ２９，２６８，０００円 枠連： １５，９２８，４００円

馬連： ５２，１００，５００円 馬単： ３０，１５５，６００円 ワイド： １９，８８７，９００円

３連複： ６２，７６９，２００円 ３連単： １１４，５２７，６００円 計： ３４０，４９８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３１０円 � ８８０円 � １９０円 枠 連（６－７） １，３２０円

馬 連 �� １６，２００円 馬 単 �� ３１，３１０円

ワ イ ド �� ３，７３０円 �� ９８０円 �� ２，７４０円

３ 連 複 ��� ２７，８４０円 ３ 連 単 ��� ２０２，２１０円

票 数

単勝票数 計 １５８６０８ 的中 � １５８３０（４番人気）
複勝票数 計 ２９２６８０ 的中 � ２５１２３（７番人気）� ７０７４（１１番人気）� ４８９８２（１番人気）
枠連票数 計 １５９２８４ 的中 （６－７） ８９２１（６番人気）
馬連票数 計 ５２１００５ 的中 �� ２３７４（４５番人気）
馬単票数 計 ３０１５５６ 的中 �� ７１１（８８番人気）
ワイド票数 計 １９８８７９ 的中 �� １２８４（４７番人気）�� ５２２５（９番人気）�� １７６２（４０番人気）
３連複票数 計 ６２７６９２ 的中 ��� １６６４（９７番人気）
３連単票数 計１１４５２７６ 的中 ��� ４１８（６５５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．６―１３．４―１３．２―１３．３―１２．９―１３．１―１２．６―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．８―３５．４―４８．８―１：０２．０―１：１５．３―１：２８．２―１：４１．３―１：５３．９―２：０６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３７．９
１
３
４，８（３，６，１２）－（５，１３）－７（２，９）－（１０，１１）－１
１１，４，８，１２（５，６）（１３，９）３（７，１）２，１０

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

勝馬の
紹 介

シルクランスロット �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．６．２７ 阪神１１着

２００７．４．３０生 牡５栗 母 ムーンライトパワー 母母 Mime １１戦２勝 賞金 １８，６１７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノキズナ号・ダイシンベール号は，平成２４年４月１７日まで平地競走に出走できない。



０７０５９ ３月１７日 雨 重 （２４中京１）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�第２６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２，０００万
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 ７４９，０００円 ２１４，０００円 １０７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：２３．２
１：１９．０

良

良

７１５ ブライトライン 牡３青 ５６ 安藤 勝己�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６＋ ２１：２４．０ １２．７�

４８ レオンビスティー 牡３鹿 ５６ 国分 優作備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８２＋ ２１：２４．１� ３０．８�
８１７ サドンストーム 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２＋ ６１：２４．５２� ９．３�
７１４ レオアクティブ 牡３栗 ５７ 横山 典弘田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２．９�
６１２ ローレルブレット 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 ４３４－ ８１：２４．６� １２．８�
５１０ ニ ン ジ ャ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４７４－ ２１：２４．８１	 ３５．８�
７１３ ヴェアデイロス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４－ ４ 〃 ハナ １９６．８	
２４ キングオブロー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム ４７８－ ２１：２５．０１� １２．９

６１１ キ ズ マ 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２－ ４１：２５．１クビ １５．４�
３５ トウケイヘイロー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４７２－ ８１：２５．３１� ４．６�
１２ ハクサンムーン 牡３栗 ５６ 松山 弘平河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ １８．０
８１８ レーザーインパクト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４３４－ ４１：２５．４クビ ５０．５�
５９ シェアースマイル 牝３栗 ５４ 丸田 恭介小林 秀樹氏 栗田 徹 新ひだか 加野牧場 ５００－ ８１：２５．６１� １８４．６�
４７ ネオヴァンクル 牡３栗 ５６ 川須 栄彦小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：２５．８１ ２５．２�
３６ ゴーイングパワー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６６－ ５１：２６．２２� ８６．１�
８１６ キンシザイル 牡３鹿 ５６ 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４７６＋ ４１：２６．７３ １８８．２�
１１ エクセルシオール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８０± ０１：２７．４４ ２３．８�
２３ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４７０＋ ４１：２７．５クビ ２１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６１，０５７，５００円 複勝： ９６，０７８，３００円 枠連： ５５，２６２，８００円

馬連： ２４７，０９６，２００円 馬単： １１８，６５２，４００円 ワイド： ８６，２２３，８００円

３連複： ３４１，３７５，１００円 ３連単： ５６９，１３４，８００円 計： １，５７４，８８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ３８０円 � ７８０円 � ３２０円 枠 連（４－７） ２，２３０円

馬 連 �� １９，１８０円 馬 単 �� ３０，９３０円

ワ イ ド �� ５，７１０円 �� ２，０１０円 �� ３，７７０円

３ 連 複 ��� ５３，３６０円 ３ 連 単 ��� ３２０，１４０円

票 数

単勝票数 計 ６１０５７５ 的中 � ３８１５９（４番人気）
複勝票数 計 ９６０７８３ 的中 � ６７６５９（５番人気）� ２９３３３（１２番人気）� ８６８３８（３番人気）
枠連票数 計 ５５２６２８ 的中 （４－７） １８３１９（１３番人気）
馬連票数 計２４７０９６２ 的中 �� ９５０９（６４番人気）
馬単票数 計１１８６５２４ 的中 �� ２８３２（１０９番人気）
ワイド票数 計 ８６２２３８ 的中 �� ３６７８（７０番人気）�� １０７１４（２４番人気）�� ５６１２（４９番人気）
３連複票数 計３４１３７５１ 的中 ��� ４７２２（１６０番人気）
３連単票数 計５６９１３４８ 的中 ��� １３１２（９５５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．９―１２．４―１２．４―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．８―４７．２―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．８
３ １，２，３，１６（１０，５，１７）（６，９）（７，８）（１４，１１）（１２，１５）（１３，１８）－４ ４ １，２（１０，３）（５，１６，１７）（７，６，８，９）１４，１１，１２，１５，１３，１８，４

勝馬の
紹 介

ブライトライン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 King of Kings デビュー ２０１１．９．４ 小倉４着

２００９．５．６生 牡３青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid ８戦３勝 賞金 ５９，２６６，０００円

０７０６０ ３月１７日 雨 重 （２４中京１）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�

す ず か

鈴 鹿 特 別
発走１６時００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 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：２４．１
１：２１．８

重

稍重

６１１� サウンドボルケーノ 牡４栗 ５７ 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa
Partners ５１４＋ ２１：２３．４ 基準タイム ６．０�

６１２� ジャパンプライド 牡４鹿 ５７ 横山 典弘星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ４．４�
５１０ リープオブフェイス 牝５芦 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７２± ０１：２３．６１	 ９．９�
１１ スズカイルマン 
５栗 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８８＋ ２ 〃 アタマ ４．０�
２３ アヴェカムール 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：２３．７クビ ７．６�
４８ ヤマチョウフェア 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４９２＋ ２ 〃 アタマ ４１．０�
７１４� キングコーリンオー 
６鹿 ５７ 国分 恭介伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 ４４４－ ２ 〃 アタマ ２８６．４	
８１６ ケ イ ト 牝４黒鹿５５ 菱田 裕二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４６２＋ ２１：２３．８クビ ２０．３

３５ ハタノゼフィロス 牡４栗 ５７ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７６－ ６１：２４．０１� ２９．０�
３６ エイブルブラッド 牡４鹿 ５７ 松田 大作吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４１：２４．１	 ２８．１�
４７ ランドタカラ 牡５黒鹿５７ 高倉 稜木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７８－ ２１：２４．３１	 ８５．０
２４ ジャズピアノ 牡５黒鹿５７ 川須 栄彦加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：２４．５� ６．２�
１２ サクラエクスプロー 牡５栗 ５７ 藤岡 康太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４６０－１４１：２４．６	 ３４．９�
５９ � トウショウアトム 牡６黒鹿５７ 中谷 雄太トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５３０＋ ４１：２４．７	 ３８．２�
８１５ ベ ネ ラ 牝５栗 ５５ 太宰 啓介星野 清氏 柴田 政見 新冠 武田牧場 ４６８－ ４１：２５．３３	 ８１．３�

（１５頭）
７１３ エターナルロブロイ 牡５鹿 ５７ 松山 弘平大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２９，２８５，２００円 複勝： ４８，０９７，５００円 枠連： ２３，４６８，１００円

馬連： ６９，６７２，１００円 馬単： ４０，９３５，５００円 ワイド： ２９，７７９，６００円

３連複： ８８，３２２，７００円 ３連単： １６４，４１４，２００円 計： ４９３，９７４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（６－６） １，５００円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ８９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 ��� １８，７４０円

票 数

単勝票数 差引計 ２９２８５２（返還計 １０８） 的中 � ３８５２２（３番人気）
複勝票数 差引計 ４８０９７５（返還計 １３５） 的中 � ８１８５３（２番人気）� ７３５２３（３番人気）� ４２３４１（６番人気）
枠連票数 差引計 ２３４６８１（返還計 ０ ） 的中 （６－６） １１５８７（５番人気）
馬連票数 差引計 ６９６７２１（返還計 ７１６） 的中 �� ３６８６４（４番人気）
馬単票数 差引計 ４０９３５５（返還計 ６３１） 的中 �� １０６４７（６番人気）
ワイド票数 差引計 ２９７７９６（返還計 ２４２） 的中 �� １７３９２（２番人気）�� ８０６０（１０番人気）�� ７２１２（１４番人気）
３連複票数 差引計 ８８３２２７（返還計 １５２７） 的中 ��� １６８１６（１１番人気）
３連単票数 差引計１６４４１４２（返還計 ２９５０） 的中 ��� ６４７７（３８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．２―１２．０―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．１―４６．１―５８．４―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サウンドボルケーノ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Halo デビュー ２０１０．１０．２３ 京都４着

２００８．３．１生 牡４栗 母 Cosmic Wing 母母 Ziggy’s Act １５戦３勝 賞金 ３９，４２６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔出走取消〕 エターナルロブロイ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 サウンドボルケーノ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１６番への進路影響）

サウンドボルケーノ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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） １頭 マーブルデイビー号
（非抽選馬） ４頭 エーシンポルックス号・オヤシオ号・ホクセツダンス号・メイショウカルロ号



（２４中京１）第５日 ３月１７日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８８頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０９，９６０，０００円
５，９１０，０００円
２，３６０，０００円
１９，０９０，０００円
６２，５２６，５００円
５，１９４，０００円
１，８０４，８００円

勝馬投票券売得金
２１７，３６９，２００円
４０８，９６５，３００円
１７４，８５５，０００円
６０４，０１４，９００円
３６４，３７４，８００円
２５６，４６４，３００円
８３６，６６６，６００円
１，４５０，３７２，９００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 ４，３１３，０８３，０００円

総入場人員 １４，３４３名 （有料入場人員 １３，６２８名）


