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08025 3月16日 晴 良 （25中京2）第3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� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

24 バ ル ザ ッ ク 牡3鹿 56 鮫島 良太諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 426－ 41：14．3 11．9�
713 アグネスコスモス 牝3芦 54

52 △中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470 ―1：14．72� 17．5�
47 シゲルタテザ 牡3栗 56 北村 宏司森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 沖田 繁 486－ 81：14．91� 12．3�
11 イフウドウドウ 牡3栗 56 田中 勝春西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 460－10 〃 ハナ 19．3�
12 カ ト ラ ス �3芦 56 吉田 隼人村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 452＋ 6 〃 ハナ 1．6�
23 ツ ヤ マ ル 牡3鹿 56 川須 栄彦一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 土井牧場 456－ 41：15．11� 28．1�
510 ビーナストリック 牝3栗 54 宮崎 北斗友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 462＋ 61：15．2� 6．2	
816 オシャレバンチョウ 牡3鹿 56 松田 大作 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 藤本牧場 458± 0 〃 アタマ 37．6�
714 カシノコゴロウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 462＋ 21：15．73 30．8�
59 ダンシングポーン 牡3鹿 56 吉田 豊大迫久美子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 446＋ 21：15．8� 28．9
35 コンクエスト 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二古賀 和夫氏 和田 正道 浦河 宮内牧場 504－14 〃 ハナ 50．4�
36 ナ ン プ ー 牡3鹿 56 北村 友一蛭川 年明氏 清水 出美 新ひだか 田中 春美 480± 01：15．9クビ 85．7�
611 テヅルモヅル 牝3黒鹿54 柴山 雄一石瀬 浩三氏 田島 俊明 様似 清水スタッド 454 ―1：16．0� 52．0�
612 イケハートジョイ 牝3鹿 54 津村 明秀池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 泊 寿幸 430± 0 〃 ハナ 75．1�
48 ビコーハエレシス 牡3黒鹿56 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 446＋ 2 〃 クビ 281．1�
815 アマクサハエンカゼ 牡3鹿 56 国分 優作奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 浦河 永田 克之 466 ―1：16．53 244．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 10，557，900円 複勝： 29，344，900円 枠連： 6，819，400円
馬連： 20，815，600円 馬単： 17，086，000円 ワイド： 13，231，800円
3連複： 33，390，400円 3連単： 55，202，800円 計： 186，448，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 530円 � 900円 � 580円 枠 連（2－7） 2，820円

馬 連 �� 11，300円 馬 単 �� 23，930円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 1，400円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 31，280円 3 連 単 ��� 243，960円

票 数

単勝票数 計 105579 的中 � 7032（3番人気）
複勝票数 計 293449 的中 � 15212（3番人気）� 8266（6番人気）� 13679（4番人気）
枠連票数 計 68194 的中 （2－7） 1791（12番人気）
馬連票数 計 208156 的中 �� 1360（26番人気）
馬単票数 計 170860 的中 �� 527（54番人気）
ワイド票数 計 132318 的中 �� 1013（28番人気）�� 2383（13番人気）�� 1325（24番人気）
3連複票数 計 333904 的中 ��� 788（70番人気）
3連単票数 計 552028 的中 ��� 167（454番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．0―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．7―35．7―48．5―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ル ザ ッ ク �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Alwuhush デビュー 2012．7．29 札幌5着

2010．4．1生 牡3鹿 母 マンデルーシュ 母母 Mandelauge 7戦1勝 賞金 6，200，000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 ウエスタンカリーナ号・ヨイチピース号

08026 3月16日 晴 良 （25中京2）第3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� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

47 ケイジータイタン 牡3青鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B510－ 61：55．7 1．8�
714 ヴィアレーギア 牡3黒鹿56 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 520－ 21：56．23 28．7�
24 ウエスタンサムソン 牡3鹿 56 小島 太一西川 賢氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 478＋ 4 〃 クビ 186．7�
59 イオンドライブ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム B450－141：56．3� 48．2�
510 マルシゲキング 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁坂東島繁藤氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 446＋ 41：56．4クビ 12．7�
48 シャガールバローズ �3栗 56 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 450＋101：56．5� 4．8	
23 トウショウアミラル 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 和生トウショウ産業
 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462－ 41：56．71	 15．3�
612 ディアストライカー 牡3鹿 56 北村 宏司ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B480± 01：56．8� 19．4�
11 レ ア ン デ ル 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 476± 0 〃 アタマ 22．1
713 ア ル テ ル フ 牡3鹿 56 津村 明秀平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 478－121：57．22� 33．5�
815 カシノハッピー 牡3栗 56

54 △中井 裕二柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B448－ 41：57．41� 185．0�
36 プラスティックボム 牡3鹿 56 丸山 元気 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 丸幸小林牧場 496－ 2 〃 ハナ 12．8�
35 ライブリーゲイト 牡3栗 56 丹内 祐次名古屋友豊
 小野 幸治 日高 白井牧場 456± 01：57．71� 14．2�
816 ブランドハヤテ 牡3芦 56 田中 勝春榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 464－ 41：58．33� 174．1�
611 オクマンチョウジャ 牡3鹿 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 和田 雄二 新ひだか 山際セントラルスタッド 464－121：59．15 180．0�
12 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56 古川 吉洋峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 480－ 41：59．31 195．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，721，600円 複勝： 30，269，200円 枠連： 7，516，000円
馬連： 18，934，100円 馬単： 14，881，500円 ワイド： 13，094，100円
3連複： 28，862，300円 3連単： 46，300，000円 計： 172，578，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 620円 � 3，580円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 5，900円 �� 35，780円

3 連 複 ��� 112，710円 3 連 単 ��� 406，780円

票 数

単勝票数 計 127216 的中 � 55816（1番人気）
複勝票数 計 302692 的中 � 150185（1番人気）� 7510（9番人気）� 1155（13番人気）
枠連票数 計 75160 的中 （4－7） 4616（4番人気）
馬連票数 計 189341 的中 �� 3898（12番人気）
馬単票数 計 148815 的中 �� 1813（21番人気）
ワイド票数 計 130941 的中 �� 2607（11番人気）�� 540（41番人気）�� 88（87番人気）
3連複票数 計 288623 的中 ��� 189（172番人気）
3連単票数 計 463000 的中 ��� 84（739番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．7―13．4―13．0―13．1―12．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．3―51．7―1：04．7―1：17．8―1：30．7―1：43．0

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

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

勝馬の
紹 介

ケイジータイタン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2012．11．18 福島4着

2010．5．5生 牡3青鹿 母 スイートパッセ 母母 カフェショコラ 7戦1勝 賞金 10，850，000円
※カンタベリーリュウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 中京競馬 第３日



08027 3月16日 晴 良 （25中京2）第3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� コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

23 セトノプロミス 牡3鹿 56 松山 弘平難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 478－ 81：26．3 4．6�
47 アポロレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 476－ 21：26．51� 4．7�
714� イ ナ セ ナ 牡3栗 56 北村 友一林 正道氏 吉田 直弘 米 Guy Snowden &

Diane Snowden 526－ 6 〃 クビ 5．8�
59 � ダノンチャコ 牝3黒鹿54 池添 謙一�ダノックス 安田 隆行 米 Dan J. Agnew 498＋ 41：26．6クビ 6．1�
815 ファインユニバース 牡3栗 56

54 △中井 裕二井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 456－14 〃 ハナ 14．4�
11 カシマトウヨウ 牡3鹿 56 吉田 豊松浦 一久氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 508－ 41：26．81� 43．5	
612� ゴールデンステッキ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政小川 勲氏 藤岡 健一 米 Liberation Farm &
Brandywine Farm B494－12 〃 ハナ 14．9


816 メテオーラビアンカ 牡3鹿 56
54 △菱田 裕二 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504－ 6 〃 ハナ 53．7�

48 ソ ン ブ レ ロ 牡3鹿 56 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 466＋ 61：26．9	 7．9
12 メイショウゴウワン 牡3鹿 56 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 近藤牧場 458＋101：27．22 12．5�
35 キタサンヤマビコ 
3鹿 56 古川 吉洋�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ 422＋ 21：27．3クビ 288．9�
24 � キ ャ バ ー ン 牡3栗 56 勝浦 正樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 米 Yoshiyuki Ito 512－ 41：27．72	 14．1�
611 フレーズデボワ 牡3栗 56 柴山 雄一 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 488± 01：28．01� 80．5�
713 ピンクショットガン 牝3黒鹿54 丸山 元気 Him Rock Racing 根本 康広 新冠 川上牧場 462± 01：28．21	 193．8�
510 リリーゴーゴー 牡3栗 56 津村 明秀土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 林 孝輝 426－101：28．3クビ 185．2�
36 ワ サ ビ 牝3黒鹿54 川須 栄彦村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 450± 01：30．1大差 89．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，817，400円 複勝： 27，512，900円 枠連： 7，501，200円
馬連： 24，187，400円 馬単： 16，561，100円 ワイド： 14，106，800円
3連複： 37，685，300円 3連単： 55，748，900円 計： 197，121，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 150円 � 210円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 500円 �� 850円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 18，250円

票 数

単勝票数 計 138174 的中 � 23713（1番人気）
複勝票数 計 275129 的中 � 37148（3番人気）� 61139（1番人気）� 30435（4番人気）
枠連票数 計 75012 的中 （2－4） 9581（1番人気）
馬連票数 計 241874 的中 �� 13498（2番人気）
馬単票数 計 165611 的中 �� 4703（5番人気）
ワイド票数 計 141068 的中 �� 7130（3番人気）�� 3914（11番人気）�� 6698（4番人気）
3連複票数 計 376853 的中 ��� 9966（6番人気）
3連単票数 計 557489 的中 ��� 2255（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．2―1：00．6―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノプロミス �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2012．8．11 札幌5着

2010．4．7生 牡3鹿 母 セトノウインド 母母 シンウインド 7戦1勝 賞金 8，000，000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 フューリアイズ号

08028 3月16日 晴 良 （25中京2）第3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� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：06．5

重
良

818 コアレスドラゴン 牡3鹿 56 藤岡 康太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B486± 01：10．7 7．8�
612 トウシンヴィーナス 牝3青鹿54 松山 弘平�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 404－ 61：10．91� 9．4�
12 ラーストチカ 牝3黒鹿54 D．バルジュー 岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 432＋ 41：11．0クビ 7．1�

（伊）

817 エイティグローリー 牝3栗 54 勝浦 正樹前田 篤久氏 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 414＋ 21：11．1� 15．5�
715 ショウナンバグース 牡3黒鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 444－ 4 〃 クビ 4．3�
35 ベルエアファルコン 牡3栗 56 丸山 元気榮 義則氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 484＋ 21：11．2クビ 5．9	
47 バーチャルツアー 牡3栗 56 大野 拓弥 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 490＋20 〃 クビ 33．5�
816 トシファイブスター 牡3黒鹿56 北村 友一田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 鮫川 啓一 438－ 21：11．3� 4．4�
23 スズカサファイヤ 牝3黒鹿54 川須 栄彦永井 啓弍氏 坪 憲章 むかわ 新井牧場 384－ 2 〃 ハナ 58．9
510 ム ラ ム ラ 牡3黒鹿 56

54 △中井 裕二中村 祐子氏 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 8 〃 クビ 23．2�
59 チェリッシュハート 牝3鹿 54 西田雄一郎中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 426－ 21：11．4クビ 109．1�
714 ダブリングキューブ 牝3鹿 54 古川 吉洋市川 義美氏 安田 隆行 新ひだか フジワラフアーム 414 ―1：11．82� 101．5�
48 バシニアティヴ 牝3栗 54 国分 優作石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 426－ 8 〃 クビ 176．6�
713 レーリュッケン 牝3黒鹿54 吉田 隼人
ターフ・スポート柴田 光陽 新ひだか 聖心台牧場 B436－ 41：11．9クビ 16．6�
36 リネンクローバー 牝3黒鹿54 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム 446－12 〃 クビ 646．4�
611 フィンガークロス 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 492＋201：12．32� 316．6�
24 ヤマニンクレマ 牝3栗 54 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 458 ―1：12．72� 106．6�
11 マイネピュアハート 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 有限会社武岡牧場 432－241：13．33� 252．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 13，779，700円 複勝： 25，711，600円 枠連： 10，366，500円
馬連： 24，464，200円 馬単： 16，145，700円 ワイド： 13，651，100円
3連複： 36，087，300円 3連単： 53，938，900円 計： 194，145，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 300円 � 240円 枠 連（6－8） 850円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，180円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 50，390円

票 数

単勝票数 計 137797 的中 � 13929（5番人気）
複勝票数 計 257116 的中 � 25592（5番人気）� 21529（6番人気）� 30403（4番人気）
枠連票数 計 103665 的中 （6－8） 9100（4番人気）
馬連票数 計 244642 的中 �� 5165（16番人気）
馬単票数 計 161457 的中 �� 1601（33番人気）
ワイド票数 計 136511 的中 �� 3207（14番人気）�� 2833（15番人気）�� 3306（12番人気）
3連複票数 計 360873 的中 ��� 3658（26番人気）
3連単票数 計 539389 的中 ��� 790（177番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―12．3―12．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―35．0―47．2―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 13（7，8，10）12（2，6）15（5，9）17（3，11，14）18，16＝（1，4） 4 ・（13，10）12（7，6，15，17）（2，8，9，18）（3，5，14，16）11－1，4

勝馬の
紹 介

コアレスドラゴン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．8．26 小倉2着

2010．4．5生 牡3鹿 母 ダイタクドルチェ 母母 ダイタクイチバン 8戦1勝 賞金 9，300，000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 ヴィラデステ号
※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。



08029 3月16日 晴 良 （25中京2）第3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� コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

714� アウォーディー 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management B496－ 22：15．9 3．6�

715 エーシンヴィガー 牡3鹿 56 松山 弘平�栄進堂 高野 友和 浦河 小柳牧場 472－ 22：16．32� 19．0�
48 マイネルランスタン 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：16．4� 31．3�
817 ラルプデュエズ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486－122：16．5	 4．0�

（伊）

713 テイエムオーライト 牡3鹿 56 北村 宏司竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 432－ 82：16．71
 18．9�
818 サンマルホーム 牡3栗 56 大野 拓弥相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 430＋ 42：16．8	 3．1	
59 ホットサマーホット 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 
三石川上牧場 野村 彰彦 新ひだか 三石川上牧場 450－ 42：17．01
 100．3�
36 マツカゼグリーン 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二クレイベンチャー小崎 憲 日高 オリオンファーム 500－10 〃 クビ 53．5�
47 ミエノハートハート 牡3鹿 56 田中 勝春里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 424－ 42：17．1	 20．9
611 ウインプライズ 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 446± 0 〃 アタマ 191．8�
23 ナリタアップスター 牡3栗 56 中舘 英二�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 422－102：17．31
 12．0�
24 トレザイール 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 折手牧場 490－10 〃 アタマ 33．8�
35 クリノアンナプルナ 牝3鹿 54 水口 優也栗本 博晴氏 日吉 正和 新冠 柏木 一則 426＋102：17．5	 496．0�
612 ワ イ カ プ 牡3栗 56 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 426－ 42：18．03 212．5�
510 インジニアス 牡3栗 56

53 ▲横山 和生田中 春美氏 嶋田 潤 新冠 赤石 久夫 474－ 22：18．21 428．9�
12 トゥイードルダム �3鹿 56 川須 栄彦吉田 和美氏 吉村 圭司 日高 日高大洋牧場 B462－ 4 〃 ハナ 60．5�
11 ムテキザセカンド 牡3栗 56

54 △中井 裕二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 494－142：18．62� 22．9�
816 ショウナンアズーリ �3青鹿56 国分 優作国本 哲秀氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 458－162：19．55 217．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，476，700円 複勝： 21，320，200円 枠連： 10，789，500円
馬連： 23，926，000円 馬単： 16，617，000円 ワイド： 13，563，800円
3連複： 36，818，200円 3連単： 58，402，800円 計： 195，914，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 490円 � 1，000円 枠 連（7－7） 1，210円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，790円 �� 11，660円

3 連 複 ��� 32，470円 3 連 単 ��� 107，760円

票 数

単勝票数 計 144767 的中 � 32056（2番人気）
複勝票数 計 213202 的中 � 39054（2番人気）� 10346（6番人気）� 4657（10番人気）
枠連票数 計 107895 的中 （7－7） 6627（5番人気）
馬連票数 計 239260 的中 �� 5680（10番人気）
馬単票数 計 166170 的中 �� 2770（10番人気）
ワイド票数 計 135638 的中 �� 3105（10番人気）�� 1871（20番人気）�� 277（68番人気）
3連複票数 計 368182 的中 ��� 837（86番人気）
3連単票数 計 584028 的中 ��� 400（290番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―13．0―13．0―12．7―12．7―12．6―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．4―48．4―1：01．4―1：14．1―1：26．8―1：39．4―1：51．5―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．5
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�アウォーディー �
�
父 Jungle Pocket �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2012．12．24 阪神4着

2010．5．10生 牡3鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 5戦1勝 賞金 8，100，000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 タピスドフルール号
※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。

08030 3月16日 晴 良 （25中京2）第3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）

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� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

58 ラインレグルス 牡5鹿 57 古川 吉洋大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 490－ 41：54．8 6．3�
610 ダテノスイミー 牡6栗 57 田中 健関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 446± 01：55．01� 29．6�
813 リベラルアーツ 牡5黒鹿57 D．バルジュー �ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 484± 01：55．1クビ 2．4�

（伊）

22 プレミアクラウン 牡4鹿 57 丸山 元気杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 B518＋ 81：55．2� 2．7�
69 ビコークラウン 牡4栗 57 佐久間寛志�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 476± 01：56．05 218．0	
45 スリーロブロイ 牡4鹿 57 国分 優作永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B436± 01：56．1� 14．0

712 リーサムポイント 牡5栗 57 北村 宏司平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 クビ 17．3�
11 ドンビザッツウェイ 牡6鹿 57 川須 栄彦田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 500＋161：56．31� 39．2�
57 � ヤマノトライ 牡4黒鹿 57

55 △中井 裕二澤村 敏雄氏 目野 哲也 日高 日高大洋牧場 518＋ 21：56．51� 35．6
33 � デンコウチャーム 牡4栗 57 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 488＋ 61：56．6クビ 163．0�
814� シゲルゴユウサン 牡7鹿 57 津村 明秀森中 蕃氏 梅内 忍 浦河 荻伏三好フ

アーム 482＋ 21：56．92 296．3�
711 トーセンアスカ 牡4栗 57

54 ▲横山 和生島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：57．1	 74．5�
46 � カシノレインボー 牝4芦 55 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 440－ 21：57．52� 251．2�
34 ゴーゲッター 牡6鹿 57

54 ▲城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 538＋101：57．6	 16．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 12，969，600円 複勝： 20，415，900円 枠連： 5，949，500円
馬連： 22，439，100円 馬単： 16，541，700円 ワイド： 12，248，000円
3連複： 31，377，800円 3連単： 53，384，100円 計： 175，325，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 390円 � 130円 枠 連（5－6） 4，550円

馬 連 �� 6，040円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 410円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，860円 3 連 単 ��� 42，500円

票 数

単勝票数 計 129696 的中 � 16349（3番人気）
複勝票数 計 204159 的中 � 24939（3番人気）� 9411（6番人気）� 63369（1番人気）
枠連票数 計 59495 的中 （5－6） 965（16番人気）
馬連票数 計 224391 的中 �� 2742（18番人気）
馬単票数 計 165417 的中 �� 1291（32番人気）
ワイド票数 計 122480 的中 �� 1695（19番人気）�� 8132（3番人気）�� 3091（10番人気）
3連複票数 計 313778 的中 ��� 4772（15番人気）
3連単票数 計 533841 的中 ��� 927（118番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―13．8―13．3―12．3―12．7―12．6―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―38．2―51．5―1：03．8―1：16．5―1：29．1―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインレグルス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．17 京都10着

2008．2．1生 牡5鹿 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア 31戦3勝 賞金 33，750，000円
〔制裁〕 リベラルアーツ号の騎手D．バルジューは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※ゴーゲッター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08031 3月16日 晴 良 （25中京2）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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� コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

510 ミルキーブロード 牝4芦 55 津村 明秀半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 484－ 41：25．5 2．1�
59 タニセンヴォイス 牝4栗 55 中舘 英二染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 460－ 2 〃 ハナ 10．1�
612 デプロマトウショウ 牝4鹿 55 吉田 隼人トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450－ 41：25．81� 6．9�
12 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 川須 栄彦トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 414－ 81：26．01� 16．5�
47 ドリームバラード 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 和生ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B450＋ 2 〃 アタマ 116．8	
48 フェニーチェ 牝4鹿 55 大野 拓弥広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 458＋ 2 〃 ハナ 54．6

815 ラ リ エ ッ ト 牝4黒鹿55 勝浦 正樹島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 440－ 81：26．32 87．6�
714 ブライトポジー 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁�ターフ・スポート野村 彰彦 浦河 梅田牧場 422± 01：26．4� 25．2�
816 エーシングランダム 牝4黒鹿55 武 豊�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 484－ 6 〃 ハナ 4．3
36 テイクザサン 牝5鹿 55 鮫島 良太下河辺隆行氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 444＋ 41：26．5クビ 22．4�
35 ベルストーリー 牝4鹿 55 宮崎 北斗髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 494－ 2 〃 クビ 17．5�
24 トーアシシイ 牝5栗 55 柴山 雄一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 472± 01：27．03 232．2�
611	 デンコウチャレンジ 牝4鹿 55 古川 吉洋田中 康弘氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 444＋141：27．1クビ 59．6�
11 	 ジュドポーム 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 448－221：27．2� 43．8�
713 ニシノカーリー 牝5鹿 55 北村 宏司西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 418－ 6 〃 クビ 136．3�
23 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55 国分 優作石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 414± 01：29．5大差 624．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，171，000円 複勝： 24，119，400円 枠連： 9，082，800円
馬連： 25，723，400円 馬単： 19，099，700円 ワイド： 13，997，800円
3連複： 36，970，400円 3連単： 62，359，900円 計： 207，524，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 200円 � 170円 枠 連（5－5） 970円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 400円 �� 320円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計 161710 的中 � 63283（1番人気）
複勝票数 計 241194 的中 � 69999（1番人気）� 26224（4番人気）� 34798（2番人気）
枠連票数 計 90828 的中 （5－5） 6982（5番人気）
馬連票数 計 257234 的中 �� 19511（3番人気）
馬単票数 計 190997 的中 �� 9851（4番人気）
ワイド票数 計 139978 的中 �� 8827（3番人気）�� 11748（2番人気）�� 4346（8番人気）
3連複票数 計 369704 的中 ��� 15077（3番人気）
3連単票数 計 623599 的中 ��� 6532（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．1―12．3―12．7―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．9―48．2―1：00．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミルキーブロード �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2011．10．10 東京5着

2009．4．1生 牝4芦 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 7戦2勝 賞金 18，550，000円

08032 3月16日 晴 良 （25中京2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時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� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

33 ワンダーアシャード 牡4栗 57 藤岡 康太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 512± 01：56．3 1．4�
57 メルシーラスカル 牡4鹿 57

55 △菱田 裕二永井 康郎氏 藤岡 範士 様似 様似共栄牧場 474± 01：56．51� 35．7�
69 ヤマニンメダイユ 牡4鹿 57 北村 友一土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 484＋ 61：56．6� 18．6�
46 レッドオブガバナー 牡5鹿 57 田中 勝春髙橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B500－ 61：56．7クビ 15．7�
814 コスモイフリート 牡6栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 512＋ 4 〃 ハナ 6．3�
34 ナリタタイフーン 牡4鹿 57

55 △中井 裕二	オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 510－ 2 〃 ハナ 72．8

711� メイショウカイオウ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 494＋ 41：57．01	 102．8�
610 ドリームリーグ 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース	 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 510－ 6 〃 ハナ 16．6�
712 チキリリキオー 牡4黒鹿57 国分 優作ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 480－ 41：57．21� 18．0
22 マルティニーク 牡6鹿 57 松田 大作 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム 496－ 41：57．41 56．2�
813 デ ミ チ ン タ 牡5鹿 57 柴山 雄一加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 有限会社

ケイズ B466± 01：57．72 320．7�
58 パリソワール 牡4栗 57 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434± 01：57．8クビ 15．1�
11 シ ム ー ン 牡4鹿 57 西田雄一郎�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 494± 01：58．54 114．4�
45 スリーマンボ 
4鹿 57 D．バルジュー 永井商事	 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460－ 9 〃 クビ 101．5�

（伊）

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，644，300円 複勝： 57，906，600円 枠連： 7，461，200円
馬連： 23，941，100円 馬単： 21，852，500円 ワイド： 13，212，200円
3連複： 34，873，900円 3連単： 74，624，700円 計： 250，516，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 650円 � 330円 枠 連（3－5） 790円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 870円 �� 520円 �� 6，460円

3 連 複 ��� 10，300円 3 連 単 ��� 36，700円

票 数

単勝票数 計 166443 的中 � 94100（1番人気）
複勝票数 計 579066 的中 � 418266（1番人気）� 7560（8番人気）� 17202（5番人気）
枠連票数 計 74612 的中 （3－5） 7017（4番人気）
馬連票数 計 239411 的中 �� 6349（8番人気）
馬単票数 計 218525 的中 �� 3831（14番人気）
ワイド票数 計 132122 的中 �� 3776（8番人気）�� 6824（6番人気）�� 467（43番人気）
3連複票数 計 348739 的中 ��� 2499（31番人気）
3連単票数 計 746247 的中 ��� 1501（108番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―14．7―13．2―12．2―12．5―13．0―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．8―40．5―53．7―1：05．9―1：18．4―1：31．4―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーアシャード �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 Chimes Band デビュー 2011．11．13 京都2着

2009．4．9生 牡4栗 母 ハッピーデキシー 母母 Ride Sally 8戦2勝 賞金 24，800，000円
〔発走状況〕 スリーマンボ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 スリーマンボ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08033 3月16日 晴 良 （25中京2）第3日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （芝・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� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

35 � ヴェルデライト 牝5鹿 55 田中 勝春 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460－ 82：03．0 24．1�
815 ソロデビュー 牝4黒鹿55 西村 太一�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 488－ 4 〃 クビ 17．0�
23 セ ミ ニ ョ ン 牝5鹿 55

53 △中井 裕二伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 458－ 6 〃 アタマ 6．6�

46 � キ ワ ミ 牝4鹿 55
52 ▲原田 敬伍�イクタ 田所 秀孝 日高 長谷川 一男 436－122：03．1クビ 63．4�

713� ベリーフィールズ 牝5鹿 55 武 豊 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 448－ 42：03．2� 10．0�
814 ラクリモーサ 牝4青鹿55 勝浦 正樹 	グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 440－ 42：03．3� 8．5

58 セプタードアイル 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 470＋162：03．4� 3．1�
22 マイネアルナイル 牝4青鹿55 川須 栄彦 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 486＋102：03．71� 8．0�
610 アドマイヤエレノア 牝5鹿 55 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B438± 0 〃 ハナ 7．3
11 � チャペルプリンセス 牝4栗 55 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 454＋ 52：04．33� 10．7�
611� サンマルダーム 牝4栗 55 松田 大作相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 426－ 8 〃 ハナ 248．4�
712 クリノメダリスト 牝7栗 55 D．バルジュー 栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 440－142：04．4� 18．7�

（伊）

47 マイネキャスリーン 牝4黒鹿55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 482± 02：04．71� 39．6�

59 � ワンダーストーリリ 牝6黒鹿55 菅原 隆一山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 412＋ 42：05．02 302．9�
34 ミ ス コ マ チ 牝5黒鹿 55

53 △菱田 裕二西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 450＋ 62：06．8大差 86．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，755，300円 複勝： 24，339，000円 枠連： 11，134，000円
馬連： 29，926，700円 馬単： 19，632，400円 ワイド： 15，296，800円
3連複： 45，325，000円 3連単： 76，342，200円 計： 237，751，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 630円 � 420円 � 280円 枠 連（3－8） 4，130円

馬 連 �� 13，730円 馬 単 �� 34，750円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 2，490円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 35，780円 3 連 単 ��� 283，120円

票 数

単勝票数 計 157553 的中 � 5165（10番人気）
複勝票数 計 243390 的中 � 9317（10番人気）� 14997（8番人気）� 26100（4番人気）
枠連票数 計 111340 的中 （3－8） 1991（20番人気）
馬連票数 計 299267 的中 �� 1609（48番人気）
馬単票数 計 196324 的中 �� 417（100番人気）
ワイド票数 計 152968 的中 �� 962（49番人気）�� 1515（39番人気）�� 2129（26番人気）
3連複票数 計 453250 的中 ��� 935（129番人気）
3連単票数 計 763422 的中 ��� 199（830番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．1―12．8―12．5―11．9―12．0―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．3―50．1―1：02．6―1：14．5―1：26．5―1：38．6―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴェルデライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West

2008．3．21生 牝5鹿 母 ネオンデライト 母母 Sparkling Delite 17戦1勝 賞金 16，050，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 チャペルプリンセス号の騎手柴山雄一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08034 3月16日 晴 良 （25中京2）第3日 第10競走 ��
��1，600�

か り や

刈 谷 特 別
発走14時50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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

611 ウィザーズポケット 牡4鹿 57 松田 大作�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 460＋ 41：35．8 4．8�
815 マ カ ハ 牡4鹿 57 武 豊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B468＋ 41：36．01� 5．5�
35 ダイワアクシス 牡4黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 448－ 61：36．1� 11．2�
612 サクラヴィクトリー 牡4栗 57 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 468－ 4 〃 クビ 8．8�
713 トキノサコン 牡5栗 57 吉田 豊田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 488± 01：36．31	 46．4	
816 グランマルシェ 牡5鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B522－101：36．61
 9．3

47 インディーグラブ 牡5鹿 57 武 幸四郎 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448± 01：36．7� 9．0�
12 � ダノンハロー 牡5鹿 57 中井 裕二�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 20．9�
24 � グッドスター 牡4栗 57 田中 勝春福本 次雄氏 武市 康男 平取 高橋 啓 468－141：36．91	 115．2
714 マイネルオラシオン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 462－ 61：37．11	 14．9�
510 ホッコーゼニト 牡4鹿 57 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 新ひだか 藤沢牧場 454± 0 〃 アタマ 7．8�
36 ミヤコライジング 牝4鹿 55 大野 拓弥吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 クビ 24．7�
11 マイネルドルチェ 牡6栗 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B480＋ 61：37．2クビ 112．5�
59 アップルジャック 牡5黒鹿57 丸山 元気藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 516－ 61：37．3� 9．3�
48 コスモポーラベア 牡4芦 57 D．バルジュー �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 沼田 照秋 504＋261：37．4
 194．8�

（伊）

23 � アカネチャン 牝4鹿 55 荻野 要泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 440－12 〃 クビ 72．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，321，800円 複勝： 32，498，700円 枠連： 16，206，600円
馬連： 46，715，400円 馬単： 28，297，600円 ワイド： 21，690，700円
3連複： 69，023，000円 3連単： 116，780，300円 計： 350，534，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 220円 � 330円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，260円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 37，820円

票 数

単勝票数 計 193218 的中 � 31881（1番人気）
複勝票数 計 324987 的中 � 52586（1番人気）� 41469（2番人気）� 22230（8番人気）
枠連票数 計 162066 的中 （6－8） 19179（1番人気）
馬連票数 計 467154 的中 �� 21972（1番人気）
馬単票数 計 282976 的中 �� 6683（3番人気）
ワイド票数 計 216907 的中 �� 9524（1番人気）�� 4149（15番人気）�� 3748（19番人気）
3連複票数 計 690230 的中 ��� 7217（15番人気）
3連単票数 計1167803 的中 ��� 2279（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―36．1―48．8―1：01．1―1：13．2―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ウィザーズポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．3．18 阪神4着

2009．4．18生 牡4鹿 母 オルテンシア 母母 キソティック 7戦2勝 賞金 18，413，000円
〔発走状況〕 アップルジャック号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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） 1頭 サクラプリエール号
（非抽選馬） 5頭 ウインロザリー号・カシノラピス号・トーセンカルツェ号・ナスノシベリウス号・メイショウセトウチ号
※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。



08035 3月16日 晴 良 （25中京2）第3日 第11競走 ��
��1，400�第27回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

中日スポーツ総局賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 686，000円 196，000円 98，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

12 インパルスヒーロー 牡3鹿 56 田中 勝春佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 41：22．2 4．9�
48 カシノピカチュウ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 472＋ 21：22．3	 34．4�
59 エールブリーズ 牡3青鹿56 D．バルジュー �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 0 〃 クビ 10．8�
（伊）

713 モグモグパクパク 牡3栗 56 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 454－ 21：22．4クビ 8．7�
611 マンドレイク 牡3黒鹿56 松山 弘平�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 472－ 4 〃 クビ 27．5�
715 ワキノブレイブ 牡3青鹿56 勝浦 正樹脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 466－ 81：22．5クビ 24．8	
816 ティーハーフ 牡3栗 56 武 豊 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 438± 0 〃 クビ 3．6

47 ダイナミックガイ 牡3栗 56 国分 優作小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 474± 0 〃 ハナ 15．8�
11 ディアセルヴィス 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 454＋ 21：22．71
 13．8�
714 プレイズエターナル 牡3黒鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 41：22．91
 5．0
24 ラインミーティア 牡3鹿 56 松田 大作大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 454－ 2 〃 クビ 23．1�
23 ミリオンフレッシュ 牡3黒鹿56 上村 洋行池田 豊治氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 472＋ 4 〃 アタマ 34．4�
818 アポロオラクル 牡3鹿 56 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 434－ 41：23．0	 148．6�
817 カシノランナウェイ �3栗 56 菱田 裕二柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 472± 0 〃 ハナ 171．1�
36 コトブキゴールド 牡3鹿 56 丸山 元気尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 440± 01：23．21 186．8�
612 レッドジャイヴ 牡3青鹿56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446－ 21：23．41 58．1�
510 キャメロンロード 牝3鹿 54 北村 友一森 保彦氏 北出 成人 新冠 長浜牧場 444－ 81：23．5� 221．5�
35 タニオブローズ 牝3鹿 54 鮫島 良太谷 研司氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 420－ 61：25．4大差 82．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 66，871，600円 複勝： 106，314，000円 枠連： 57，805，300円
馬連： 260，699，300円 馬単： 127，992，800円 ワイド： 91，955，500円
3連複： 390，702，400円 3連単： 623，502，300円 計： 1，725，843，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 660円 � 350円 枠 連（1－4） 1，800円

馬 連 �� 8，170円 馬 単 �� 13，550円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，360円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 29，040円 3 連 単 ��� 150，580円

票 数

単勝票数 計 668716 的中 � 109004（2番人気）
複勝票数 計1063140 的中 � 143500（3番人気）� 37235（9番人気）� 79198（5番人気）
枠連票数 計 578053 的中 （1－4） 23707（9番人気）
馬連票数 計2606993 的中 �� 23572（33番人気）
馬単票数 計1279928 的中 �� 6972（53番人気）
ワイド票数 計 919555 的中 �� 11394（24番人気）�� 17057（14番人気）�� 6185（45番人気）
3連複票数 計3907024 的中 ��� 9930（101番人気）
3連単票数 計6235023 的中 ��� 3056（479番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―34．9―46．7―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．5
3 17，15（4，18）9，11（1，8）13，2，7（14，16，12）（6，3）－10＝5 4 17，15（4，9，18）（1，8，11）（2，13）（7，12）14（6，16，3）＝10＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

インパルスヒーロー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．28 新潟2着

2010．2．27生 牡3鹿 母 クラシカルテースト 母母 ダイナクラシツク 4戦3勝 賞金 52，486，000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 タイセイドリーム号・ビーマイラブ号・ワールンガ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08036 3月16日 晴 良 （25中京2）第3日 第12競走 ��
��1，400�

や は ぎ が わ

矢 作 川 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．3．17以降25．3．10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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

36 ネオザウイナー 牡5青鹿56 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 61：25．0 2．7�

12 タイセイマスタング 牡4栗 54 水口 優也田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 528－ 21：25．53 32．0�
612 プ リ ュ ム 牝4栗 52 上村 洋行 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B446＋ 6 〃 クビ 13．4�
611 カフェラビリンス 牡6鹿 53 中舘 英二西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 532＋ 81：25．6クビ 31．9�
47 ウォーターサムデイ 牡7鹿 53 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 482－12 〃 クビ 70．5�
713� ア グ ン 牡4鹿 55 D．バルジュー 林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill

Farm LLC 538＋ 2 〃 アタマ 6．3	
（伊）

816 クラリスピンク 牝5青 52 吉田 隼人吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 460＋ 81：25．7クビ 28．1

48 ベ ク ト ル 牡4鹿 54 吉田 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 中島牧場 542＋14 〃 クビ 39．7�
510 サクラシリアス 牡6鹿 53 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 486－ 21：26．02 88．4
714� コパノカーン 牡5栗 57 北村 宏司小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 532－ 41：26．31	 27．6�
23 � メモリーパーミット 牡6栗 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 谷川牧場 516± 01：26．51
 18．0�
35 ゴールデンクラウン 牡4青鹿55 大野 拓弥吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 ハナ 7．0�
11 � デュークワンダー 牡7栗 53 武 幸四郎伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ

ワ牧場 B520＋181：26．6� 230．3�
59 マッシヴリーダー 牡5栗 54 中井 裕二小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 484－ 21：26．7クビ 36．5�
815 デルマダイコク 牡4栗 56 武 豊浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 510－ 81：26．91 4．3�
24 メイショウドレイク 牡8黒鹿53 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B512－ 4 〃 クビ 315．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，836，800円 複勝： 40，630，200円 枠連： 19，005，800円
馬連： 59，478，700円 馬単： 36，405，600円 ワイド： 27，485，900円
3連複： 84，833，300円 3連単： 151，845，400円 計： 444，521，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 740円 � 330円 枠 連（1－3） 2，980円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 710円 �� 3，890円

3 連 複 ��� 14，380円 3 連 単 ��� 64，590円

票 数

単勝票数 計 248368 的中 � 73539（1番人気）
複勝票数 計 406302 的中 � 108832（1番人気）� 10613（10番人気）� 27864（5番人気）
枠連票数 計 190058 的中 （1－3） 4720（12番人気）
馬連票数 計 594787 的中 �� 10514（15番人気）
馬単票数 計 364056 的中 �� 4671（20番人気）
ワイド票数 計 274859 的中 �� 4560（16番人気）�� 10139（6番人気）�� 1667（40番人気）
3連複票数 計 848333 的中 ��� 4356（43番人気）
3連単票数 計1518454 的中 ��� 1735（186番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．5―47．8―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオザウイナー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．2．12 京都5着

2008．3．16生 牡5青鹿 母 フィバリッシュ 母母 ヘ バ 18戦3勝 賞金 50，920，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ウォーターサムデイ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻4分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 オーミレイライン号・カネトシリープイン号・ケイアイアポロン号・シルクドミニオン号・シルクパルサー号・

シンコープリンス号・スズカセクレターボ号・スマイリングムーン号・タガノプリンス号・テルミーホワイ号・
トレノソルーテ号・ブロックコード号・ベストサーパス号・マスターソムリエ号・ライブリシーラ号

※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。



（25中京2）第3日 3月16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 193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

210，390，000円
5，710，000円
2，210，000円
19，150，000円
67，407，000円
5，324，000円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
237，923，700円
440，382，600円
169，637，800円
581，251，000円
351，113，600円
263，534，500円
865，949，300円
1，428，432，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，338，224，800円

総入場人員 14，038名 （有料入場人員 13，138名）
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