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０７０６１ ３月１８日 曇 重 （２４中京１）第６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）

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

１：１１．３
１：０８．７

重

重

１２ フレンチトースト 牝３鹿 ５４
５１ ▲藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４１８± ０１：１１．３ ２．１�

８１６ アポロパレス 牝３鹿 ５４
５１ ▲菅原 隆一小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 ４３６－ ４１：１２．６８ １９．４�

５９ ローザロッチェ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４９４－ ８１：１３．０２� ２０．７�
２３ ゲンパチラヴダンス 牝３鹿 ５４ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 尚大 ４８６－１８１：１３．２１� １２６．０�
１１ ダンツスウィフト 牝３栗 ５４ 上村 洋行山元 哲二氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６－ ８ 〃 クビ ５９．４�
６１１ ダ イ ゴ ミ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４５６± ０１：１３．７３ １５．１�
４８ ヴォワドランジュ 牝３栗 ５４ 松田 大作田上 雅春氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ８ 〃 クビ ３３．０�
７１４ ラプターフィリー 牝３栗 ５４ 川須 栄彦佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新ひだか 千代田牧場 ４５６－１２１：１３．８クビ ５．５	
３６ インプロージョン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人
アカデミー 加用 正 新ひだか フジワラフアーム ４３８± ０ 〃 クビ １２．１�
６１２ シニスタークイーン 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４３０－ ８１：１４．０１� ７．５
４７ エ ン ダ レ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜浜RC組合 大橋 勇樹 浦河 高岸 順一 ４５０－１６ 〃 ハナ ８７．３�
２４ トウカイセレッソ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４０２－２２１：１４．２１� ９．３�
５１０ スリーベルクイン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二永井商事
 加藤 敬二 新冠 村田牧場 ３６２ ―１：１４．７３ １７７．６�
３５ トーアライチョウ 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一高山ランド
 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 ４２０－ ２１：１４．９１� １０６．７�
７１３ テンショウゴッデス 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６８－ ２１：１５．２２ ３７．７�
８１５ ブルジュハリファ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 ４３２－ ４１：１５．９４ ２２２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，４６１，８００円 複勝： １８，７８６，７００円 枠連： ７，８３４，０００円

馬連： ２４，６２６，６００円 馬単： １８，３２０，４００円 ワイド： １２，９５９，１００円

３連複： ３９，３１６，１００円 ３連単： ５９，４００，９００円 計： １９０，７０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ４１０円 � ３９０円 枠 連（１－８） １，９８０円

馬 連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ７３０円 �� ４，０３０円

３ 連 複 ��� ９，９７０円 ３ 連 単 ��� ４１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ９４６１８ 的中 � ３５８４７（１番人気）
複勝票数 計 １８７８６７ 的中 � ６７２５５（１番人気）� ８５８９（８番人気）� ９１６９（７番人気）
枠連票数 計 ７８３４０ 的中 （１－８） ２９２０（７番人気）
馬連票数 計 ２４６２６６ 的中 �� １０３０３（８番人気）
馬単票数 計 １８３２０４ 的中 �� ４５１４（１０番人気）
ワイド票数 計 １２９５９１ 的中 �� ３９６５（８番人気）�� ４５７７（７番人気）�� ７４９（４２番人気）
３連複票数 計 ３９３１６１ 的中 ��� ２９１１（３２番人気）
３連単票数 計 ５９４００９ 的中 ��� １０５２（１２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．６―１２．３―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．４―３５．０―４７．３―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンチトースト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．２２ 京都３着

２００９．３．３０生 牝３鹿 母 ペンタルビー 母母 ホーセンルビー ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルジュハリファ号は，平成２４年４月１８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エリザヴェータ号・スズカバビロン号

０７０６２ ３月１８日 曇 重 （２４中京１）第６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

３３ ブリスコーラ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ５０２± ０１：５３．５ ２．３�

７１２ タマモデザイア 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７８－ ８１：５４．３５ ２４５．０�
５８ ニライジンク 牡３栗 ５６ 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 今 牧場 ４８６－ ４１：５４．５１� ３．８�
４５ アポロヴァリアント 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 ４９８＋ ６１：５５．２４ １６．９�
３４ ブードゥーロア 牡３芦 ５６ 吉田 稔 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ５２６－ ２ 〃 ハナ ４．５�

（愛知）

６９ メ イ デ イ 牡３青鹿５６ 荻野 琢真 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新冠 武田牧場 ４９６－ ６１：５５．５１� １８．３	
７１１ カプリッチレット 牝３栗 ５４ 上村 洋行谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 ４５４－ ６１：５５．８１� １７８．６

４６ ショウナンハッブル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４３６－ ４１：５６．３３ ５４．６�
５７ レジェンドスズラン 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 荒谷 英俊 ５１６－ ２１：５６．５１� １３３．１�
２２ カテキンパワー 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 浦河育成牧場 ４５２＋ ４１：５６．８１� ３２．０
８１４ スートスペード 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次名古屋友豊� 小野 幸治 日高 沖田牧場 ４６０± ０１：５７．２２� ９１．７�
６１０ ゴーゴークリス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二加藤 泰章氏 松永 幹夫 日高 天羽牧場 ４５２－ ８１：５７．５１� ９．８�
１１ サンマルジャパン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 忠 ４５８－１４１：５７．７１� １７９．８�
８１３ ソングライダー 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４５０－１２１：５８．０１� ３１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，１９５，７００円 複勝： ２６，３７５，３００円 枠連： ７，９７５，３００円

馬連： ２２，０２１，３００円 馬単： １８，１０５，７００円 ワイド： １１，２０８，７００円

３連複： ３３，１６９，６００円 ３連単： ５９，３０８，７００円 計： １８８，３６０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � ３，２８０円 � １５０円 枠 連（３－７） ４，４７０円

馬 連 �� １９，２４０円 馬 単 �� ２５，９００円

ワ イ ド �� ４，７１０円 �� ２３０円 �� ４，８８０円

３ 連 複 ��� １５，３７０円 ３ 連 単 ��� １１７，３５０円

票 数

単勝票数 計 １０１９５７ 的中 � ３５８４０（１番人気）
複勝票数 計 ２６３７５３ 的中 � １２１６２７（１番人気）� ９００（１３番人気）� ４１９８０（２番人気）
枠連票数 計 ７９７５３ 的中 （３－７） １３１７（１１番人気）
馬連票数 計 ２２０２１３ 的中 �� ８４５（３３番人気）
馬単票数 計 １８１０５７ 的中 �� ５１６（５６番人気）
ワイド票数 計 １１２０８７ 的中 �� ５０９（３８番人気）�� １５２６７（１番人気）�� ４９１（４０番人気）
３連複票数 計 ３３１６９６ 的中 ��� １５９３（４３番人気）
３連単票数 計 ５９３０８７ 的中 ��� ３７３（２７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３７．６―５１．０―１：０３．９―１：１６．６―１：２９．１―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブリスコーラ �
�
父 オンファイア �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．９．１７ 札幌４着

２００９．３．１７生 牡３鹿 母 トーホウハヤカゼ 母母 ウェディングベリー ５戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔制裁〕 ニライジンク号の騎手松山弘平は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番・２番・５番への進路影

響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 中京競馬 第６日



０７０６３ ３月１８日 小雨 重 （２４中京１）第６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

１：２３．４
１：２１．８

重

稍重

２４ ゲンパチメジャー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 ４８８－ ８１：２４．６ １．８�

１１ オレハメジャー 牡３栗 ５６
５３ ▲水口 優也北所 直人氏 藤岡 範士 新冠 小泉牧場 ４２８－ ６１：２５．４５ ４３．６�

６１１ ブラックウィドー 牝３栗 ５４ 川須 栄彦吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム ４８２ ―１：２５．５� １３．７�
７１４ ギルドマスター 牡３栗 ５６

５３ ▲中井 裕二香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 ４７２＋ ２１：２５．８１� ４．１�
３６ ヒミノオオワシ 牡３栗 ５６ 松田 大作佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４９２－ ２１：２６．０１ ６９．６�
４８ シゲルマスカット 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 中村 雅明 ４６２－ ２ 〃 クビ ６６．６�
３５ シルクダヴィンチ 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優有限会社シルク二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００± ０１：２６．１クビ ２６．１�

５１０ コズミックガール 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４２２－１８ 〃 クビ ２１６．５	

６１２ アストロフォンテン 牡３鹿 ５６
５３ ▲横山 和生吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４５４－ ４１：２６．２� １１９．１


８１６ ヤマニンエミュ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４４０－２２１：２６．３クビ ２８２．３�
４７ キョウワリベラル 牡３黒鹿５６ 松山 弘平�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８６ ― 〃 クビ ２３．２
２３ シベリアンマックス 牡３芦 ５６ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８０－ ２１：２６．７２� ２２９．３�
１２ オリエンタルポリー 牝３鹿 ５４ 田中 博康棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４４２＋ ６１：２６．８クビ １４．４�
８１５ ヴィサージュ 牡３栗 ５６ 吉田 稔ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０６－ ４ 〃 ハナ ８．２�

（愛知）

７１３ アドマイヤマグマ 牡３芦 ５６ 丸田 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ４１：２６．９� ４５．１�

５９ サウレクィーン 牝３栗 ５４ 黛 弘人玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４５０＋ ４１：２８．５１０ １１３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，２５６，１００円 複勝： ２７，２３１，９００円 枠連： ９，０２５，６００円

馬連： ２６，３４１，９００円 馬単： ２０，５５５，１００円 ワイド： １２，８９３，１００円

３連複： ３７，４８４，２００円 ３連単： ６４，７３４，５００円 計： ２１２，５２２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ７００円 � ４３０円 枠 連（１－２） ７５０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ５００円 �� ７，６５０円

３ 連 複 ��� １１，０６０円 ３ 連 単 ��� ４２，４３０円

票 数

単勝票数 計 １４２５６１ 的中 � ６４１３１（１番人気）
複勝票数 計 ２７２３１９ 的中 � １４２１２０（１番人気）� ５３００（９番人気）� ９３５５（５番人気）
枠連票数 計 ９０２５６ 的中 （１－２） ８８８５（３番人気）
馬連票数 計 ２６３４１９ 的中 �� ９４４８（６番人気）
馬単票数 計 ２０５５５１ 的中 �� ５２６１（１０番人気）
ワイド票数 計 １２８９３１ 的中 �� ４４２３（５番人気）�� ６９１０（４番人気）�� ３８１（５７番人気）
３連複票数 計 ３７４８４２ 的中 ��� ２５０３（３４番人気）
３連単票数 計 ６４７３４５ 的中 ��� １１２６（１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．２―４６．９―５９．５―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Topsider デビュー ２０１１．１０．２ 中山１１着

２００９．３．５生 牡３栗 母 ソ ヨ カ ゼ 母母 Stiff Breeze ６戦１勝 賞金 ９，６００，０００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。
（非当選馬） ２頭 エリモマッローネ号・カネトシヴェルス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０７０６４ ３月１８日 小雨 稍重 （２４中京１）第６日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０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

１：１０．４
１：０６．５

良

良

４８ ミラクルムーン 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人阿部 紀子氏 手塚 貴久 浦河 大北牧場 ４３４＋ ４１：１２．８ ７．７�

８１７ エリモヴィエント 牡３栗 ５６ 太宰 啓介山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４８２－ ２１：１２．９� ５１．５�
１２ クロコサイレンス 牝３栗 ５４ 古川 吉洋武井 久夫氏 武田 博 新ひだか 出羽牧場 ４１２－１８ 〃 クビ １７．３�
７１５ アラカメジョウ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２８－１０１：１３．０クビ １６．２�

（愛知）

７１３ ローレルイニシオ 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 �渡 信義 ４６６－１０１：１３．１� ２３．２	

４７ ヤサカオディール 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４２４－１０ 〃 クビ １０．５

８１６ クレバーアストレア 牝３栗 ５４ 丹内 祐次田� 正明氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム ４０２－１０１：１３．２� ２１７．２�
３６ ラニカイツヨシ 牡３青鹿５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４６２－ ４１：１３．３� ２．７
２４ サ ラ ロ ー サ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－ ４１：１３．６２ ７５．５�
２３ パーティブロッサム 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４６２－１０１：１３．７� ３．６�
３５ ディープランマ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４３０＋ ２ 〃 アタマ ８．０�
５９ ケンブリッジスワン 牝３栗 ５４

５１ ▲中井 裕二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４１６＋ ４１：１３．８� ５４．２�

７１４ ピットシール 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人�大島牧場 木村 哲也 浦河 大島牧場 ４２４＋ ２１：１４．１１� ３３６．９�

８１８ マ テ ル ナ 牝３栗 ５４ 国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４４８－１２ 〃 クビ １４０．２�

６１２ ショウナンマジック 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優国本 哲秀氏 伊藤 大士 白老 社台牧場 ４６４－１４１：１４．２クビ ７９．７�

１１ シゲルコウギョク 牡３鹿 ５６ 村田 一誠森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 ４６４－ ２１：１４．３� １０８．５�
６１１ ベネノチョージョ 牝３栗 ５４ 松山 弘平杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム ４２８－ ２１：１５．１５ １６１．５�
５１０ トウカイサンゴ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４０８＋ １１：１７．５大差 ３９７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，３９８，５００円 複勝： １９，２０８，１００円 枠連： １１，３８２，１００円

馬連： ２９，８８７，４００円 馬単： １９，５３２，１００円 ワイド： １３，９３８，８００円

３連複： ４０，４５４，８００円 ３連単： ６６，１７７，９００円 計： ２１２，９７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２９０円 � １，２１０円 � ５７０円 枠 連（４－８） ４，８７０円

馬 連 �� １７，３００円 馬 単 �� ２５，９８０円

ワ イ ド �� ４，１４０円 �� ２，０２０円 �� ９，１３０円

３ 連 複 ��� ８１，５８０円 ３ 連 単 ��� ４５２，２２０円

票 数

単勝票数 計 １２３９８５ 的中 � １２６９５（３番人気）
複勝票数 計 １９２０８１ 的中 � ２０４０５（３番人気）� ３７６４（９番人気）� ８５８１（７番人気）
枠連票数 計 １１３８２１ 的中 （４－８） １７２７（１８番人気）
馬連票数 計 ２９８８７４ 的中 �� １２７５（３８番人気）
馬単票数 計 １９５３２１ 的中 �� ５５５（６５番人気）
ワイド票数 計 １３９３８８ 的中 �� ８２７（３６番人気）�� １７３２（２０番人気）�� ３７１（６６番人気）
３連複票数 計 ４０４５４８ 的中 ��� ３６６（１６１番人気）
３連単票数 計 ６６１７７９ 的中 ��� １０８（８７３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１２．４―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．６―１：００．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．６
３ ・（１１，１２）８（１，５，１５）７（３，６，１４）（４，１３）（２，１８）１６，１７－９，１０ ４ １２，１１，８（１，１５）（３，５，７）１４（６，４，１３）２，１６，１８，１７－９－１０

勝馬の
紹 介

ミラクルムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１１．１９ 東京７着

２００９．３．３１生 牝３黒鹿 母 ノースフライト 母母 シヤダイフライト ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 エリモヴィエント号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイサンゴ号は，平成２４年４月１８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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ゼロレイテンシ号・マイネマキアージュ号
（非抽選馬） ４頭 オンワードアマンド号・クリスタルシチー号・サクラグロリアス号・マジョリティシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０７０６５ ３月１８日 曇 稍重 （２４中京１）第６日 第５競走 ��
��２，２００�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

２：１７．８
２：１０．１

良

良

１２ アドマイヤバラード 牡３栗 ５６ 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６－ ４２：２０．４ １．２�

５９ マイネルアイザック 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲藤懸 貴志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ２２：２０．８２� ４７．２�
３６ ダノンキャスケード 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム ４２０－ ２２：２１．０１� ６．３�
１１ オウケンプレスリー 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三福井 明氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４６６－１２ 〃 クビ ２２．７�
４７ サチノコイノボリ 牡３鹿 ５６ 国分 優作佐藤 幸彦氏 服部 利之 新冠 競優牧場 B４５８－１０２：２１．１� １９．２�
５１０ シルクハーデスト 牡３鹿 ５６ 上村 洋行有限会社シルク松山 康久 日高 シンコーファーム ４８２－１６ 〃 クビ ２２．２�
７１３ サトノジュビリー 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９０－ ８２：２１．６３ ７４．１	
３５ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４８８－ ８２：２１．８１� ２２３．６

７１４ サムシングエルス 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 ４５６－１０２：２２．０１� １０３．９�
４８ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５６ 吉田 稔吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 ４４２－ ６２：２２．１クビ ２８８．４�

（愛知）

８１７ ヒノクニフォース 牡３鹿 ５６
５３ ▲横山 和生竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 竹原 孝昭 B４５８＋ ４２：２２．４２ １３７．１

６１１ グラスマテリアル 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲平野 優半沢� 柄崎 孝 日高 ヤナガワ牧場 ４７４－ ４２：２３．５７ ４９４．５�

２３ マイネルリヒト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４４０－ ８２：２３．６� ９０．７�

２４ ウォーレンバローズ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B４８０－ ２２：２３．９２ ２１３．１�
６１２ カネトシダイスター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一兼松 利男氏 西浦 勝一 新ひだか 井高牧場 ４６８－２０２：２４．７５ ２４０．３�
８１６ ヴィアフェラータ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠下河邉 博氏 粕谷 昌央 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４８０－ ４２：２４．９� １１７．８�
８１５ フ ィ リ ラ 牝３栗 ５４ 松山 弘平 H.H．シェイク・ハムダン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４－１０ 〃 クビ ２２．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，５７７，６００円 複勝： ５１，５０８，２００円 枠連： １１，０３５，９００円

馬連： ２７，８０９，８００円 馬単： ２６，８５７，７００円 ワイド： １５，１４７，０００円

３連複： ４０，３６２，９００円 ３連単： ９０，６４１，３００円 計： ２８２，９４０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ４７０円 � １３０円 枠 連（１－５） ７８０円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １５０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ８，６００円

票 数

単勝票数 計 １９５７７６ 的中 � １２８６８８（１番人気）
複勝票数 計 ５１５０８２ 的中 � ３７２９４９（１番人気）� ７３４６（７番人気）� ５２２２２（２番人気）
枠連票数 計 １１０３５９ 的中 （１－５） １０４９２（４番人気）
馬連票数 計 ２７８０９８ 的中 �� １１１５８（６番人気）
馬単票数 計 ２６８５７７ 的中 �� ９８０１（７番人気）
ワイド票数 計 １５１４７０ 的中 �� ４４９７（７番人気）�� ３５３３８（１番人気）�� ２３２４（１３番人気）
３連複票数 計 ４０３６２９ 的中 ��� １５２２３（５番人気）
３連単票数 計 ９０６４１３ 的中 ��� ７７７９（１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．９―１２．４―１３．９―１４．０―１３．５―１２．８―１２．７―１２．５―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．３―２４．２―３６．６―５０．５―１：０４．５―１：１８．０―１：３０．８―１：４３．５―１：５６．０―２：０７．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤバラード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．１．５ 京都３着

２００９．３．１４生 牡３栗 母 プロモーション 母母 アサーション ３戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０７０６６ ３月１８日 曇 重 （２４中京１）第６日 第６競走 ��１，４００�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

１：２３．４
１：２１．８

重

稍重

３６ � サーストンサラ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 ４７６－ ２１：２４．４ ４１．２�

５１０ サマーソング 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－１２１：２４．８２� ６．９�
１１ アースソング 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２－ ２ 〃 ハナ ３．８�
４８ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 吉田 稔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４０－ ６１：２５．０１ １３．７�
（愛知）

２３ � ラヴフェアリー 牝４鹿 ５５
５２ ▲水口 優也村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４４２－２６１：２５．１� ７５．７�

６１２ ミエノグレース 牝５栗 ５５ 吉田 隼人里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９８－ ２ 〃 クビ ３．９�
５９ アルボランシー 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４７２－１８１：２５．２� １０．５	
４７ カナエチャン 牝４青鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二長井 純一氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４４０＋ ４１：２５．３� ６６．１

７１４� ティルトウイング 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４２４－ ６１：２５．４� ２７．８�
８１６ ブランシェール 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介山本 剛史氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：２６．０３� ５．５
１２ ゴールドマッシモ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ４６．４�
６１１� アルテリーベ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一藤田 在子氏 蛯名 利弘 新冠 山岡牧場 ４２８－ ５１：２６．２１� ３４２．０�
３５ シルクアイリス 牝４黒鹿５５ 松山 弘平有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４６２± ０１：２６．６２� １０．０�
７１３� トーアティアレ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４４８＋ ４１：２６．８� ２２３．４�
８１５ レイナカスターニャ 牝４栗 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ４１：２６．９� ８４．７�
２４ ボウシュウローズ 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真吉田都枝江氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋ ４１：２７．９６ ５６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５３８，０００円 複勝： ２１，７７１，５００円 枠連： ９，８３７，２００円

馬連： ２８，７８６，６００円 馬単： １９，１６１，６００円 ワイド： １４，７２４，７００円

３連複： ４１，６１６，０００円 ３連単： ６６，８６６，１００円 計： ２１７，３０１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１２０円 複 勝 � １，２７０円 � ２４０円 � ２００円 枠 連（３－５） １，９７０円

馬 連 �� １４，８６０円 馬 単 �� ２９，１００円

ワ イ ド �� ４，９６０円 �� ４，１００円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２６，９５０円 ３ 連 単 ��� ２６６，７５０円

票 数

単勝票数 計 １４５３８０ 的中 � ２７８３（９番人気）
複勝票数 計 ２１７７１５ 的中 � ３５０９（１２番人気）� ２６０２８（３番人気）� ３３３４３（２番人気）
枠連票数 計 ９８３７２ 的中 （３－５） ３７０１（９番人気）
馬連票数 計 ２８７８６６ 的中 �� １４３０（４０番人気）
馬単票数 計 １９１６１６ 的中 �� ４８６（７８番人気）
ワイド票数 計 １４７２４７ 的中 �� ７０３（４６番人気）�� ８５２（４２番人気）�� ６３００（４番人気）
３連複票数 計 ４１６１６０ 的中 ��� １１４０（７８番人気）
３連単票数 計 ６６８６６１ 的中 ��� １８５（７０７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１２．１―１２．５―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．３―５８．８―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サーストンサラ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンスオブライフ

２００８．２．２６生 牝４鹿 母 ハナコスマイル 母母 タイキミステリー ４戦１勝 賞金 ６，７００，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 トーアティアレ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トーアティアレ号は，平成２４年３月１９日から平成２４年４月８日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 ランダムトーク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０７０６７ ３月１８日 曇 重 （２４中京１）第６日 第７競走 ��
��１，８００�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

１：５２．８
１：４７．８

重

重

７１１ マンボダンサー 牡４鹿 ５７ 長谷川浩大�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ６１：５１．６ 基準タイム ９．２�

８１２ スプリングシーズン 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１２＋ ６ 〃 クビ ４．２�

６９ ベルモントメジャー 牡４鹿 ５７
５４ ▲横山 和生 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ５２４－１６１：５２．０２� １２５．４�
１１ オーヴァージョイド 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ５１６± ０１：５２．２１ ２．６�
５６ バンブーチェルシー 牡４青鹿５７ 松田 大作�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４７４± ０１：５２．４１� １８．１�
５７ アポロストーム 牡６栗 ５７ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５１２－ ４１：５２．６１� １５．３�
４４ クオリティタイム �６鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊	 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２８－ ４１：５３．１３ １５．３

６８ ヤマイチタイキ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎坂本 肇氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ５０２＋ ８ 〃 クビ ２８．８�
３３ バイオレントナイト 牡６鹿 ５７ 松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４５８＋ ８ 〃 ハナ １０．９�
２２ 	 エーシンテュポーン 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦	栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４７８－１０１：５３．３
 ６．０
７１０ スターサイクル 牡６鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４７８＋ ２１：５３．６２ ４０．６�
４５ アテンボーイ 牡５栗 ５７ 黛 弘人玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４８４－ ４１：５４．０２� ２８８．９�
８１３ シンワカントリー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲中井 裕二若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス
ファーム ５００＋ ６１：５４．９５ ２５４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，３８１，３００円 複勝： １９，８９３，６００円 枠連： ８，２６１，９００円

馬連： ２６，５４４，０００円 馬単： １８，９２３，９００円 ワイド： １３，０２１，７００円

３連複： ３７，０６６，４００円 ３連単： ６５，０９５，２００円 計： ２０２，１８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３００円 � ２３０円 � ２，５８０円 枠 連（７－８） １，６９０円

馬 連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ５，９００円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ８，２３０円 �� ７，９６０円

３ 連 複 ��� ６４，９８０円 ３ 連 単 ��� ３５８，５１０円

票 数

単勝票数 計 １３３８１３ 的中 � １１５４０（４番人気）
複勝票数 計 １９８９３６ 的中 � １８５７０（４番人気）� ２６３７９（３番人気）� １６３２（１１番人気）
枠連票数 計 ８２６１９ 的中 （７－８） ３６１０（７番人気）
馬連票数 計 ２６５４４０ 的中 �� ８３１９（８番人気）
馬単票数 計 １８９２３９ 的中 �� ２３７１（２５番人気）
ワイド票数 計 １３０２１７ 的中 �� ３２１１（１３番人気）�� ３８１（５０番人気）�� ３９４（４９番人気）
３連複票数 計 ３７０６６４ 的中 ��� ４２１（１２４番人気）
３連単票数 計 ６５０９５２ 的中 ��� １３４（６９７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．１―１２．６―１２．４―１２．５―１２．５―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．５―５０．１―１：０２．５―１：１５．０―１：２７．５―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マンボダンサー �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Danehill デビュー ２０１０．７．２４ 新潟１１着

２００８．５．６生 牡４鹿 母 ホ シ ノ ユ メ 母母 Gulchesse １１戦２勝 賞金 １４，９５０，０００円

０７０６８ ３月１８日 曇 稍重 （２４中京１）第６日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０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

１：２３．２
１：１９．０

良

良

７１３� キングロンシャープ 牡４栗 ５７ 田中 博康小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７８± ０１：２４．１ ７．５�

５９ ハンターワディ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８０－ ６１：２４．３１� １１．６�

７１４ ダンスラナキラ 牡４黒鹿５７ 上村 洋行橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７４－ ２ 〃 クビ ６．６�
１１ パワフルキリシマ 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４６－ ２ 〃 ハナ １２．４�
４８ クリノドスコイ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４４４＋１６１：２４．５１	 ６９．７�
６１１ アドマイヤクーガー 牡４栗 ５７

５６ ☆高倉 稜近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２± ０１：２４．７１� １５．９�

１２ ロードエアフォース 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８２－ ２１：２４．８	 ４．６	
３５ ロ ジ ハ ー ツ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：２５．０１	 ８．２

８１８� トキメキセイコー 牡５鹿 ５７

５４ ▲平野 優片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４９６－ ２１：２５．１	 ６６．７�
３６ サトノペガサス 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６１：２５．２	 ９．９�
７１５ ブリージーデイズ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５００＋ ４ 〃 ハナ １４．２
８１６ ピースフルアース 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：２５．３	 ７．０�
２４ � ブルーアンブロシア 牡４芦 ５７ 松田 大作 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－２０ 〃 クビ １０６．２�
６１２ スイートシャルマン 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４７４＋ ６１：２５．４クビ １６４．５�
８１７ メジロソフィア 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４２４－ ２１：２５．６１ ８４．１�
５１０ マルカレガート 牡７鹿 ５７ 国分 優作河長産業� 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４８２＋１６１：２５．８１� ９６．６�
２３ ワイドロータス 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥幅田 昌伸氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ２１：２５．９	 １４２．０�
４７ ハ ナ カ ゲ 牝４栗 ５５ 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４３０－ ８１：２６．３２	 ４９．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，６０９，８００円 複勝： ２３，６９８，７００円 枠連： １４，９９１，９００円

馬連： ３５，７９５，６００円 馬単： ２２，３３３，３００円 ワイド： １７，１６１，４００円

３連複： ５５，８４４，３００円 ３連単： ８８，０４３，３００円 計： ２７２，４７８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２３０円 � ４３０円 � ２４０円 枠 連（５－７） １，６９０円

馬 連 �� ６，４００円 馬 単 �� １３，１８０円

ワ イ ド �� ２，２７０円 �� ９２０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� １２，５４０円 ３ 連 単 ��� ９３，０９０円

票 数

単勝票数 計 １４６０９８ 的中 � １５３７８（４番人気）
複勝票数 計 ２３６９８７ 的中 � ２９０４９（２番人気）� １３０２６（１０番人気）� ２７３０３（３番人気）
枠連票数 計 １４９９１９ 的中 （５－７） ６５７６（８番人気）
馬連票数 計 ３５７９５６ 的中 �� ４１３０（３１番人気）
馬単票数 計 ２２３３３３ 的中 �� １２５１（６６番人気）
ワイド票数 計 １７１６１４ 的中 �� １８２８（３６番人気）�� ４７２８（５番人気）�� ２４４０（２４番人気）
３連複票数 計 ５５８４４３ 的中 ��� ３２８９（４８番人気）
３連単票数 計 ８８０４３３ 的中 ��� ６９８（３６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．０―３４．６―４６．７―５８．９―１：１１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３７．４
３ １８＝７（５，１１，１６，１４）（２，６）（１７，９，１５）（１，１３）（３，１２，１０）－８，４ ４ １８＝７（５，１１）（２，１６，１４）（６，１５）（１７，９）１３（３，１）（１２，１０）４，８

勝馬の
紹 介

�キングロンシャープ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 スピニングワールド

２００８．４．２７生 牡４栗 母 シェリーバレンシア 母母 マ ル ケ ッ タ ９戦１勝 賞金 ７，８５０，０００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 エーシンイグアス号・スズカサクセス号・ダノンウィスラー号・バトルシュリイマン号



０７０６９ ３月１８日 曇 重 （２４中京１）第６日 第９競走 ��１，９００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：５８．２
１：５３．７

重

不良

３３ パ ン ジ ャ 牡４青鹿５７ 吉田 隼人深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５０６－ ４２：００．４ １．９�

６７ ラインレグルス 牡４鹿 ５７
５４ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４９０± ０ 〃 クビ ６．９�

７８ アールシネマスタア 牡４栗 ５７ 田中 博康星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８８－ ６２：００．５� ５．５�
８１１ ストライビング �５鹿 ５７ 大野 拓弥前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３６－ ４２：００．７１� ８．８�
２２ トップストライド 牡４鹿 ５７ 吉田 稔�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４８４－ ６２：０１．０１� １０８．７�

（愛知）

６６ イ ー グ ル 牡５栗 ５７ 鮫島 良太久保 敏文氏 佐藤 正雄 新冠 越湖ファーム ４９４＋ ６２：０１．２１� １１．２�
４４ マージービート 牡５栗 ５７ 丸田 恭介 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４２：０１．６２� ３７．７	
５５ タガノプリンス 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６２＋ ４ 〃 クビ １８．２

１１ マルカゴクウ 牡５鹿 ５７ 黛 弘人河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム B４５８－１２２：０１．９１� ３７．９�
７９ ツカサゲンキ 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 ５０６－ ２２：０２．０クビ ４５．５
８１０ セントヴァリー 牡４鹿 ５７ 国分 優作加藤 信之氏 谷 潔 新ひだか 水丸牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ２０．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，８６３，４００円 複勝： ２６，９２３，５００円 枠連： １１，１２４，６００円

馬連： ３９，２３９，１００円 馬単： ２７，６００，５００円 ワイド： １５，８１９，０００円

３連複： ４９，４９８，８００円 ３連単： １０５，６１６，２００円 計： ２９２，６８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（３－６） ３３０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ２，８６０円

票 数

単勝票数 計 １６８６３４ 的中 � ７２８１９（１番人気）
複勝票数 計 ２６９２３５ 的中 � ８５６１０（１番人気）� ３７３１７（２番人気）� ３６４２３（３番人気）
枠連票数 計 １１１２４６ 的中 （３－６） ２５２３５（１番人気）
馬連票数 計 ３９２３９１ 的中 �� ５１５２４（２番人気）
馬単票数 計 ２７６００５ 的中 �� ２３７０９（２番人気）
ワイド票数 計 １５８１９０ 的中 �� １５００８（２番人気）�� １８２３２（１番人気）�� ７３４６（５番人気）
３連複票数 計 ４９４９８８ 的中 ��� ３９８５６（１番人気）
３連単票数 計１０５６１６２ 的中 ��� ２７２５９（１番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．７―１２．０―１４．０―１３．６―１３．１―１２．６―１２．０―１１．８―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００�
７．０―１８．７―３０．７―４４．７―５８．３―１：１１．４―１：２４．０―１：３６．０―１：４７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．４
１
３
７，１１，６，９，３，８，２，４，１０（１，５）・（７，１１）（６，９，８）３（２，４，１０）（１，５）

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

勝馬の
紹 介

パ ン ジ ャ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．１２ 東京９着

２００８．４．２０生 牡４青鹿 母 フサイチケリー 母母 タイシンリリイ ８戦２勝 賞金 １６，５５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０７０７０ ３月１８日 曇 稍重 （２４中京１）第６日 第１０競走 ��１，２００�は な の き 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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：１０．４
１：０６．５

良

良

６１２ アグネスハビット 牡３黒鹿５６ 高倉 稜渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４５８－１０１：１１．３ ７．６�

７１３ トランドネージュ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４６６－ ２１：１１．５１� ２．７�
５１０ ローレルエナジー 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 ４９４－２２ 〃 ハナ ２１．５�
２３ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４６６－１０ 〃 アタマ １５．６�
８１８� バクシンクリチャン 牝３鹿 ５４ 松山 弘平栗本 博晴氏 須貝 尚介 平取 コアレススタッド ４５０－ ２１：１１．６クビ １１．２�
４７ カノヤミノリ 牡３芦 ５６ 丸田 恭介神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６２－ ６１：１１．７� ４．８	
７１５ カシノエルフ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 ４６２－ ２１：１１．８� １８２．２

３６ サクラエミネント 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４３２－ ２１：１１．９� １１．６�
７１４ メイショウフォロー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 ４６０－ ８１：１２．０� ３７．４�
５９ タマモキャッツアイ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４９０－ ８１：１２．１クビ ４２．４
３５ アブシンベル 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真山田 貞蔵氏 山内 研二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４０８－ ６１：１２．５２� ３７．７�
６１１� ノゾミカイソク 牡３芦 ５６ 大畑 雅章長谷川 漲氏 錦見 勇夫 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４４８± ０ 〃 アタマ １１８．４�
（愛知） （愛知）

８１７� ゴールドフレンド 牡３鹿 ５６ 国分 優作加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 浦河土肥牧場 ４７０＋１４ 〃 ハナ ２３８．１�
１１ ツーオブアス 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太�前川企画 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７６＋２２１：１２．７１� １９．７�
８１６ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４２４－ ６ 〃 クビ ６５．６�
４８ メイショウアキシノ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 ４１６－ ４１：１３．３３� ３２１．９�
２４ � ハンドスター 牝３鹿 ５４ 吉田 稔手嶋 芳夫氏 角田 輝也 日高 船越牧場 ４４６－ １１：１３．５１� １７４．８�

（愛知） （愛知）

１２ ブランダムール 牝３栗 ５４ 古川 吉洋�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４２８－ ２１：１３．６クビ １０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６２６，１００円 複勝： ３４，５０７，０００円 枠連： １８，１０６，３００円

馬連： ６５，８０８，３００円 馬単： ３９，０３６，７００円 ワイド： ２６，９０３，５００円

３連複： ９３，８６４，６００円 ３連単： １６６，４３４，６００円 計： ４６７，２８７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ４３０円 枠 連（６－７） ８６０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ２，２８０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ８，５５０円 ３ 連 単 ��� ４６，２００円

票 数

単勝票数 計 ２２６２６１ 的中 � ２３５３０（３番人気）
複勝票数 計 ３４５０７０ 的中 � ４２２７６（３番人気）� ７３１６９（１番人気）� １６６６５（７番人気）
枠連票数 計 １８１０６３ 的中 （６－７） １５５７４（１番人気）
馬連票数 計 ６５８０８３ 的中 �� ３９７７０（２番人気）
馬単票数 計 ３９０３６７ 的中 �� １０１６９（６番人気）
ワイド票数 計 ２６９０３５ 的中 �� １５５１７（２番人気）�� ２７５６（２９番人気）�� ４４３２（１５番人気）
３連複票数 計 ９３８６４６ 的中 ��� ８１１１（２４番人気）
３連単票数 計１６６４３４６ 的中 ��� ２６５９（１２５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．５―１１．９―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３４．９―４６．８―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アグネスハビット �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１１．１１．１２ 京都１着

２００９．４．９生 牡３黒鹿 母 アグネスマジカル 母母 ブレッシング ６戦２勝 賞金 １８，８６２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 カシノラピス号・シンワクイーン号・ナオミノユメ号・ニケ号・ブーフーウー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０７０７１ ３月１８日 曇 稍重 （２４中京１）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�中京スポニチ賞

発走１５時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．３．１９以降２４．３．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

中京スポニチ賞（１着）
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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３６．０
１：３１．４

良

良

４６ メイショウゾウセン 牡４黒鹿５４ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６２－ ６１：３７．０ ３９．９�

６９ タガノザイオン 牡５鹿 ５５ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B４８８＋ ８１：３７．２１� ４．９�

２２ ラヴィンライフ 牡６鹿 ５５ 松山 弘平 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２＋２２ 〃 クビ １５．６�

１１ トゥザサミット 牡５鹿 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４６０－ ２１：３７．３クビ ５．０�
４５ ブルーモーリシャス 牡６青鹿５５ 国分 優作 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：３７．９３� ４３．３�
５８ � シルヴァーノ 	５鹿 ５５ 丸田 恭介 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４１：３８．０
 ６．４�
３３ クレーンズラヴァー 牝５栗 ５２ 高倉 稜�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ４４０－１２１：３８．１クビ ３４．１	
７１１ マツリダガッツ 牡６黒鹿５５ 横山 和生�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４８６－ ６ 〃 アタマ ２３．２

７１２� セニョリータ 牝４鹿 ５３ 大野 拓弥水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４５０－ ４１：３８．４２ ８．７�
３４ ダブルレインボー 牡６栗 ５５ 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９０－ ６１：３９．０３� ６．８�
６１０ タイキエイワン 牝５黒鹿５２ 太宰 啓介�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４６４＋ ８ 〃 ハナ ８．５
８１４� ハギノアスラン 	８鹿 ５３ 鮫島 良太日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム ４４６－ ８ 〃 ハナ １８．７�
５７ プ ロ ポ ー ズ 牝５鹿 ５０ 伊藤 工真河村 祥史氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４７６＋ ８ 〃 クビ ４３．４�
８１３ エフティシュタルク 牡４青鹿５３ 丹内 祐次吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５１４－１３１：３９．４２� １８．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，２５４，９００円 複勝： ４２，６３３，６００円 枠連： ３４，６５０，９００円

馬連： １４８，０５１，０００円 馬単： ８２，２５９，１００円 ワイド： ４６，３０６，６００円

３連複： ２０５，０７８，３００円 ３連単： ３８６，４０７，６００円 計： ９７４，６４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９９０円 複 勝 � ８４０円 � ２４０円 � ３５０円 枠 連（４－６） ３，２００円

馬 連 �� １７，８４０円 馬 単 �� ４５，９３０円

ワ イ ド �� ３，８１０円 �� ７，９１０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ５８，９９０円 ３ 連 単 ��� ５４９，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２９２５４９ 的中 � ５７８４（１２番人気）
複勝票数 計 ４２６３３６ 的中 � １１６１２（１１番人気）� ５４６８５（２番人気）� ３１９２１（６番人気）
枠連票数 計 ３４６５０９ 的中 （４－６） ８０００（１９番人気）
馬連票数 計１４８０５１０ 的中 �� ６１２５（５９番人気）
馬単票数 計 ８２２５９１ 的中 �� １３２２（１３０番人気）
ワイド票数 計 ４６３０６６ 的中 �� ２９６１（５１番人気）�� １４０９（７９番人気）�� １０１２３（１１番人気）
３連複票数 計２０５０７８３ 的中 ��� ２５６６（１９０番人気）
３連単票数 計３８６４０７６ 的中 ��� ５１９（１３１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．４―１２．２―１３．１―１２．３―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．０―４７．２―１：００．３―１：１２．６―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．８―３F３６．７

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウゾウセン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１．２３ 小倉３着

２００８．３．１０生 牡４黒鹿 母 メイショウデンコー 母母 メイショウベローナ １２戦３勝 賞金 ２８，７５７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

０７０７２ ３月１８日 曇 稍重 （２４中京１）第６日 第１２競走 ��２，０００�
お か ざ き

岡 崎 特 別
発走１６時００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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：０２．２
１：５６．１

良

良

１１ マリアビスティー 牝４黒鹿５５ 松田 大作備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８２＋１４２：０５．９ ９．５�

８１１ マイネルシュライ 牡４青 ５７ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０２－ ８２：０６．２２ ８．３�
６８ シルクレイノルズ 牡４青鹿５７ 柴山 雄一有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋２０２：０６．３� ９．９�
５５ トウシンヤマト 牡４黒鹿５７ 国分 優作�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７０＋ ６２：０６．４� ５．０�
８１２ ジョウノアラミス 牡４鹿 ５７ 高倉 稜小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ５０４＋ ４２：０６．９３ ２．９�
６７ ビリーヴマイン 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４４０－ ２２：０７．０� ７．２�
４４ ワンダーアームフル 牡７鹿 ５７ 黛 弘人山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５２４＋ ２２：０７．２１ ２６．６	
７１０ ヴェラシティ 牡４栗 ５７ 川須 栄彦臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B４８８＋１０２：０７．３� ２５．４

５６ デーヴァローカ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人吉田 照哉氏 田中 章博 千歳 社台ファーム ５０４＋ ４２：０７．４� ８．２�
７９ リッカメルド 牝８黒鹿５５ 太宰 啓介立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 中島 俊明 ４６０－ ４２：０８．１４ ５２．１�
２２ ヴィーヴァサルーテ 牡６青 ５７ 古川 吉洋芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６－ ４ 〃 クビ ６５．５
３３ � アメージングミノル 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太吉岡 實氏 小野 次郎 浦河 信成牧場 ４７４－ ２２：０９．７１０ １１９．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，７３４，２００円 複勝： ４０，０２６，２００円 枠連： ２１，２００，９００円

馬連： ７４，１６１，０００円 馬単： ４５，７９５，３００円 ワイド： ２７，４５６，３００円

３連複： ９１，５６６，９００円 ３連単： １９０，１００，５００円 計： ５１７，０４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３６０円 � ３１０円 � ３２０円 枠 連（１－８） １，２００円

馬 連 �� ４，５６０円 馬 単 �� ８，２８０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� １，４２０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� １５，６００円 ３ 連 単 ��� ９５，６４０円

票 数

単勝票数 計 ２６７３４２ 的中 � ２２３６９（６番人気）
複勝票数 計 ４００２６２ 的中 � ２８４０５（７番人気）� ３５６５３（５番人気）� ３３２８８（６番人気）
枠連票数 計 ２１２００９ 的中 （１－８） １３０７４（５番人気）
馬連票数 計 ７４１６１０ 的中 �� １２００５（２０番人気）
馬単票数 計 ４５７９５３ 的中 �� ４０８４（３８番人気）
ワイド票数 計 ２７４５６３ 的中 �� ４８６０（２０番人気）�� ４７８１（２１番人気）�� ３７５９（２４番人気）
３連複票数 計 ９１５６６９ 的中 ��� ４３３３（５８番人気）
３連単票数 計１９０１００５ 的中 ��� １４６７（３３９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１３．３―１２．９―１２．７―１２．８―１２．７―１２．４―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．６―３７．９―５０．８―１：０３．５―１：１６．３―１：２９．０―１：４１．４―１：５３．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マリアビスティー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１０．９．２０ 札幌１着

２００８．２．２５生 牝４黒鹿 母 ダ リ ン ダ 母母 Daloma １３戦２勝 賞金 ２０，０６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 マリアビスティー号の騎手松田大作は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金１０，０００円。

３レース目



（２４中京１）第６日 ３月１８日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

１５５，５１０，０００円
７，０００，０００円
１，７７０，０００円
１３，９７０，０００円
６１，１５８，５００円
４，７５８，０００円
１，７５６，８００円

勝馬投票券売得金
２０３，８９７，４００円
３５２，５６４，３００円
１６５，４２６，６００円
５４９，０７２，６００円
３５８，４８１，４００円
２２７，５３９，９００円
７６５，３２２，９００円
１，４０８，８２６，８００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ４，０３１，１３１，９００円

総入場人員 ２１，４０４名 （有料入場人員 ２０，５９１名）


