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08037 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

57 メイショウユウヤケ 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 和生松本 和子氏 増本 豊 様似 清水 誠一 432＋101：55．1 41．0�

610 ボーラキアーラ 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム B472－ 21：55．42 11．8�
46 エーシンオマーン 牝3鹿 54 松山 弘平�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 468± 0 〃 クビ 4．6�
69 カ ノ ン 牝3鹿 54

51 ▲原田 敬伍 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 446± 01：55．93 13．8�

34 クインポルカ 牝3芦 54 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 454＋161：56．53� 34．1	
813 タマモマイヒメ 牝3鹿 54 中舘 英二タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B460± 01：56．71 2．2

712 タマモアルバ 牝3鹿 54 鮫島 良太タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：57．12� 12．7�
22 アラタマセット 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 420± 0 〃 ハナ 10．6�
814 ヤマトダイアンサス 牝3栃栗54 柴山 雄一みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 478－ 4 〃 クビ 36．4
45 トーホウガーネット 牝3青鹿 54

52 △中井 裕二東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 450＋ 21：57．31� 28．6�
11 ファストソング 牝3栗 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 484－ 41：57．83 8．1�
33 セイカスプレンダー 牝3鹿 54 西田雄一郎久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 490－ 21：58．75 270．8�
58 テンリュウハート 牝3青鹿54 国分 優作山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 504 ―1：59．44 178．6�
711 フクノスピカ 牝3芦 54 黛 弘人福島 実氏 栗田 徹 池田 新田牧場 498－ 22：00．35 89．0�
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売 得 金
単勝： 11，237，500円 複勝： 21，053，200円 枠連： 6，501，300円
馬連： 24，507，400円 馬単： 17，309，200円 ワイド： 13，466，600円
3連複： 36，361，700円 3連単： 57，691，500円 計： 188，128，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，100円 複 勝 � 620円 � 420円 � 240円 枠 連（5－6） 10，110円

馬 連 �� 18，590円 馬 単 �� 43，600円

ワ イ ド �� 4，710円 �� 1，520円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 19，310円 3 連 単 ��� 244，700円

票 数

単勝票数 計 112375 的中 � 2163（11番人気）
複勝票数 計 210532 的中 � 8059（8番人気）� 12687（6番人気）� 27473（2番人気）
枠連票数 計 65013 的中 （5－6） 475（27番人気）
馬連票数 計 245074 的中 �� 973（45番人気）
馬単票数 計 173092 的中 �� 293（93番人気）
ワイド票数 計 134666 的中 �� 682（44番人気）�� 2196（19番人気）�� 3316（11番人気）
3連複票数 計 363617 的中 ��� 1390（61番人気）
3連単票数 計 576915 的中 ��� 174（584番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．9―50．0―1：03．0―1：15．8―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウユウヤケ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シービークロス デビュー 2012．10．21 京都4着

2010．3．29生 牝3黒鹿 母 アンジェラスロマン 母母 ユウワスカーレツト 7戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 ファストソング号の騎手丸田恭介は，第2回中山競馬第7日第11競走での入線後の落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクノスピカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月17日まで平地競走

に出走できない。

08038 3月17日 晴 良 （25中京2）第4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

714 ヤマニンパンテオン 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 428± 01：55．7 13．2�
611 ワイドマンボ 牡3鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 490－101：55．91� 2．1�
713 オリオンザムーン 牡3栗 56 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 516－121：56．0� 303．0�
612 ポッドスター 牡3栗 56 柴山 雄一小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 488－10 〃 クビ 21．9�
47 メイショウジロキチ 牡3芦 56 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 吉田 又治 484－ 61：56．1クビ 21．1�
23 ブランドオン 牡3鹿 56 川須 栄彦前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－10 〃 アタマ 7．5�
59 スリーヨーク 牡3鹿 56 岡部 誠永井商事	 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462± 01：56．42 18．6


（愛知）

11 コスモオーサム 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 438－ 41：56．5� 38．1�
12 プルチネルラ �3黒鹿 56

54 △中井 裕二加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 21：56．71� 19．6
815 エンデュミオン 牡3栗 56 西田雄一郎藤田 宗平氏 本間 忍 日高 日西牧場 506－ 21：57．01� 356．3�
24 マキシムリンカーン 牡3栗 56 宮崎 北斗小田 廣美氏 田島 良保 新冠 大狩部牧場 438＋ 21：57．42� 235．8�
35 スマートウインザー 牡3栗 56 松山 弘平大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド 484± 0 〃 アタマ 4．1�
48 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 510＋ 61：57．61� 234．8�
36 テイエムオオワシ 牡3鹿 56 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 新ひだか 増本牧場 492＋ 2 〃 ハナ 129．8�
510 ビービーダンク 牡3青鹿56 松田 大作坂東 勝彦氏 領家 政蔵 清水 小野瀬 晃司 530± 01：57．7クビ 20．3�
816 ロードファルクス 牡3黒鹿 56

54 △菱田 裕二 	ロードホースクラブ 村山 明 新ひだか ケイアイファーム 412－ 81：57．8� 45．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，880，000円 複勝： 21，266，500円 枠連： 6，900，300円
馬連： 24，166，600円 馬単： 17，185，000円 ワイド： 14，055，200円
3連複： 33，473，100円 3連単： 53，935，100円 計： 184，861，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 330円 � 140円 � 4，000円 枠 連（6－7） 1，160円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 670円 �� 14，560円 �� 6，470円

3 連 複 ��� 77，200円 3 連 単 ��� 352，250円

票 数

単勝票数 計 138800 的中 � 8347（4番人気）
複勝票数 計 212665 的中 � 14828（5番人気）� 61947（1番人気）� 936（15番人気）
枠連票数 計 69003 的中 （6－7） 4409（5番人気）
馬連票数 計 241666 的中 �� 11645（4番人気）
馬単票数 計 171850 的中 �� 2719（13番人気）
ワイド票数 計 140552 的中 �� 5563（6番人気）�� 228（68番人気）�� 517（49番人気）
3連複票数 計 334731 的中 ��� 320（158番人気）
3連単票数 計 539351 的中 ��� 113（782番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．8―51．1―1：04．0―1：16．9―1：29．6―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンパンテオン �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．16 東京6着

2010．4．25生 牡3鹿 母 ヤマニンドルチェ 母母 ヤマニンフエーム 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 スリーヨーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コスモオーサム号の騎手丹内祐次は，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10，000円。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スペーストリップ号
※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。

第２回 中京競馬 第４日



08039 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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
1：20．0
1：19．0

良
良

818 メイショウライナー 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 462＋ 41：22．2 3．9�
714 グッバイタキオン 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B460－ 61：22．3� 59．4�
713 ア メ リ 牝3栗 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：22．4� 5．3�
12 サダムコーテイ 牡3鹿 56 川須 栄彦大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 41：22．5� 2．7�
612 エヴリシーズン 牡3鹿 56 西田雄一郎有限会社シルク佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 420－ 81：22．82 64．2	
816 スーパーアース 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 452＋ 41：22．9� 24．3

47 シ ェ ー ル 牝3芦 54 柴山 雄一谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 434－ 6 〃 クビ 12．3�
817 カノヤベンチャー 牡3栗 56 丸山 元気神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 484＋ 21：23．22 31．7�
23 スワンボート 牡3鹿 56 岡部 誠田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 458＋ 4 〃 アタマ 7．7

（愛知）

715 アヴェンタドール 牡3青鹿 56
54 △中井 裕二前原 敏行氏 須貝 尚介 日高 チャンピオン

ズファーム 524＋ 21：23．51� 69．7�
611 マイネライムライト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム 428± 01：23．6クビ 20．9�
24 フェスティヴショウ 牡3栗 56 古川 吉洋臼井義太郎氏 天間 昭一 様似 土井 仁 432－ 61：23．91� 195．4�
48 ネオドラゴン 牡3黒鹿56 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 444± 01：24．11� 172．6�
36 ド リ ュ ア ス 牝3青鹿54 高倉 稜岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 422－ 61：24．31 73．4�
510 トウケイアメジスト 牝3鹿 54 吉田 隼人木村 信彦氏 今野 貞一 えりも エクセルマネジメント 474－ 41：24．51� 61．3�
59 ヒロスマイル 牝3鹿 54 西村 太一富岡 博氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 436＋ 41：24．6� 221．0�
35 セルリアンプラウド �3鹿 56 勝浦 正樹�イクタ 松元 茂樹 新冠 村本牧場 492± 01：25．23� 114．6�
11 アナザーガール 牝3栗 54 国分 優作薪浦 亨氏 牧田 和弥 安平 吉田 三郎 406 ―1：25．41� 101．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，976，300円 複勝： 22，460，100円 枠連： 8，375，600円
馬連： 25，106，200円 馬単： 17，500，400円 ワイド： 13，328，300円
3連複： 34，489，200円 3連単： 55，412，500円 計： 191，648，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 1，150円 � 200円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 12，350円 馬 単 �� 22，270円

ワ イ ド �� 3，880円 �� 560円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 18，290円 3 連 単 ��� 125，060円

票 数

単勝票数 計 149763 的中 � 30851（2番人気）
複勝票数 計 224601 的中 � 40546（2番人気）� 3763（11番人気）� 32027（3番人気）
枠連票数 計 83756 的中 （7－8） 9535（2番人気）
馬連票数 計 251062 的中 �� 1501（30番人気）
馬単票数 計 175004 的中 �� 580（59番人気）
ワイド票数 計 133283 的中 �� 809（38番人気）�� 6388（4番人気）�� 934（33番人気）
3連複票数 計 344892 的中 ��� 1392（51番人気）
3連単票数 計 554125 的中 ��� 327（332番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．2―47．1―58．9―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 14，16（6，7，18）（11，17）2（15，13）（3，10）12（9，4）（8，5）＝1 4 14，16（6，18）7（11，17）2（3，15，13）12，10（9，4）8，5＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウライナー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2012．10．20 京都2着

2010．4．16生 牡3鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 5戦1勝 賞金 10，550，000円
〔騎手変更〕 エヴリシーズン号の騎手丸田恭介は，第2回中山競馬第7日第11競走での入線後の落馬負傷のため西田雄一郎に

変更。
※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） 1頭 ケージーサクランボ号
（非抽選馬） 1頭 スイートルンバ号
※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。

08040 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第4競走 ��2，000�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� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

715 エスターブレ 牝3栗 54 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 440－ 62：03．9 11．1�
611 スカイキューティー 牝3黒鹿54 丸山 元気杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 466＋ 22：04．0� 2．6�
510 ディオーサシチー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか 幌村牧場 456－ 4 〃 クビ 34．5�
47 ル ー メ ア 牝3栗 54 高倉 稜 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 428－ 6 〃 アタマ 60．9�
12 マンノアクトレス 牝3鹿 54

52 △菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 416－102：04．21� 83．2�
35 トゥザレジェンド 牝3栗 54 松山 弘平 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 ハナ 5．5

48 サンミッシェル 牝3栗 54 柴山 雄一武田 茂男氏 田島 良保 浦河 まるとみ冨岡牧場 440＋102：04．3� 76．7�
817 オーアンジェリーナ 牝3栗 54 勝浦 正樹北所 直人氏 目野 哲也 日高 中川 欽一 444± 0 〃 アタマ 42．9�
612 ムゲンコウネン 牝3鹿 54 鮫島 良太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 410－ 62：04．4� 48．0
818 シルヴァーグレイス 牝3鹿 54

52 △中井 裕二吉田 哲哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434－ 42：04．5クビ 4．1�
713 シャイニングタイム 牝3黒鹿54 吉田 隼人 	キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 2 〃 アタマ 14．0�
59 ミストラルシャワー 牝3鹿 54 竹之下智昭佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム 476＋ 22：04．6� 268．4�
714 カ ミ ー リ ア 牝3鹿 54 中舘 英二名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 476－ 82：04．91� 11．6�
36 リュクスボヌール 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 426± 02：05．11� 692．3�
816 サルタイアー 牝3鹿 54 岡部 誠 	社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 420－10 〃 ハナ 58．4�

（愛知）

24 ハッピーポケット 牝3黒鹿54 松田 大作馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 452－ 82：05．84 95．0�
23 スプリングマックス 牝3栗 54 国分 優作加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 440＋ 2 〃 クビ 451．8�
11 トーホウリンドウ 牝3黒鹿54 大野 拓弥東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 片山牧場 472＋ 22：06．54 22．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，293，700円 複勝： 30，984，300円 枠連： 11，876，700円
馬連： 30，946，900円 馬単： 21，173，700円 ワイド： 17，066，700円
3連複： 44，676，400円 3連単： 71，420，700円 計： 248，439，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 280円 � 140円 � 580円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，790円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 11，350円 3 連 単 ��� 82，880円

票 数

単勝票数 計 202937 的中 � 14423（4番人気）
複勝票数 計 309843 的中 � 25862（4番人気）� 81065（1番人気）� 10521（7番人気）
枠連票数 計 118767 的中 （6－7） 20125（1番人気）
馬連票数 計 309469 的中 �� 11773（5番人気）
馬単票数 計 211737 的中 �� 3132（16番人気）
ワイド票数 計 170667 的中 �� 5102（8番人気）�� 1448（30番人気）�� 4256（10番人気）
3連複票数 計 446764 的中 ��� 2905（28番人気）
3連単票数 計 714207 的中 ��� 636（236番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．8―13．1―13．0―12．9―12．8―12．1―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．3―36．1―49．2―1：02．2―1：15．1―1：27．9―1：40．0―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エスターブレ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．2 小倉7着

2010．2．26生 牝3栗 母 グロリアスアーチ 母母 フラワーアーチ 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ムゲンコウネン号の騎手丸田恭介は，第2回中山競馬第7日第11競走での入線後の落馬負傷のため鮫島良太に変

更。
※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 サンマルグレース号
※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。



08041 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走11時50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
1：22．5
1：21．5

良
不良

510� シゲルクルミ 牡4鹿 57 宮崎 北斗森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 474＋ 21：25．3 14．4�
35 � イエスイットイズ 牡4鹿 57 中舘 英二薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 508＋ 5 〃 クビ 5．9�
24 アポロダッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 452＋ 2 〃 ハナ 2．7�
12 ハッピーヤングマン 牡4栗 57 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 新ひだか 有限会社武岡牧場 472＋ 81：25．4クビ 99．3�
47 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484－ 4 〃 クビ 14．0�
36 アローベアタキオン 牡7栗 57 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 B514－ 61：25．5� 14．0�
713� バイザルーマー 牡5鹿 57

54 ▲横山 和生吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 474－ 41：25．71� 39．9	
815 コスモイルダーナ 牡6青鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 480－ 81：25．8クビ 3．9

816� ロードエストレーラ 牡4栗 57 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 504＋ 41：26．22	 14．3�
59 チャームドライフ 牡6黒鹿 57

55 △中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 476＋ 2 〃 アタマ 14．0

23 ヤマニンネレイス 牝4栗 55 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 478＋161：26．41 41．8�
612� ダノンエンパイア 
5鹿 57 丸山 元気�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 下河辺牧場 508＋ 61：27．25 155．4�
611� ヒミノミズキ 牝5栗 55 国分 優作佐々木八郎氏 坪 憲章 日高 福満牧場 470－ 4 〃 ハナ 205．3�
714� エヌワイグレース 牝4鹿 55 川須 栄彦サンアンドコム 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 480＋ 41：27．3クビ 53．9�
48 � メイショウカーネル 牡5栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 478＋ 11：27．83 187．4�
11 エクスプローラー 牡4青 57

55 △菱田 裕二薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム B512＋161：28．01	 74．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，574，800円 複勝： 25，106，500円 枠連： 9，966，500円
馬連： 26，331，500円 馬単： 20，338，900円 ワイド： 15，363，200円
3連複： 40，189，400円 3連単： 67，429，100円 計： 220，299，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 240円 � 230円 � 130円 枠 連（3－5） 1，300円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 490円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 24，510円

票 数

単勝票数 計 155748 的中 � 8550（8番人気）
複勝票数 計 251065 的中 � 22695（4番人気）� 24243（3番人気）� 70967（1番人気）
枠連票数 計 99665 的中 （3－5） 5664（6番人気）
馬連票数 計 263315 的中 �� 4224（16番人気）
馬単票数 計 203389 的中 �� 2468（23番人気）
ワイド票数 計 153632 的中 �� 2679（15番人気）�� 7936（3番人気）�� 9325（2番人気）
3連複票数 計 401894 的中 ��� 9737（6番人気）
3連単票数 計 674291 的中 ��� 2031（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．0―47．3―1：00．2―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルクルミ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ブラックタイアフェアー

2009．4．1生 牡4鹿 母 ラストドーター 母母 イコノクラスト 16戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 イエスイットイズ号の騎手中舘英二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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。
（非当選馬） 1頭 ゴーゲッター号

08042 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第6競走 ��1，900�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� 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

33 ハシルヨミテテ 牡6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 526－ 22：01．0 7．5�

22 メイショウトチワカ 牡5鹿 57 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム 472＋102：01．42� 71．5�
711 メイショウシャイン 牡6鹿 57

55 △菱田 裕二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 482＋ 62：01．5クビ 19．5�
45 カントリースノー �6黒鹿57 川須 栄彦鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B512－ 4 〃 クビ 10．4�
68 � テーオーダンシング �6鹿 57 高倉 稜小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 534＋102：01．71	 4．3�
57 シンボリカンヌ 牡6鹿 57 吉田 隼人シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 506± 02：01．8� 21．4�
813 マイネルハーシェル 牡4栗 57 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 42：02．12 60．6

11 ブードゥーロア �4芦 57 藤岡 康太 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B522－122：02．2
 7．4�
44 タツグレート 牡4栗 57 丸山 元気鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456＋ 22：02．3クビ 5．3
710 フェアブレシア 牡4鹿 57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 532－122：02．51 4．8�
56 シ ュ ラ 牡4鹿 57 松山 弘平西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか へいはた牧場 476± 02：02．6� 13．7�
812 ウォーターデューク 牡5鹿 57 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 444± 02：02．81� 17．3�
69 メルシーモンサン 牡8鹿 57 黒岩 悠永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム 534＋142：04．5大差 334．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，079，600円 複勝： 23，234，800円 枠連： 7，185，400円
馬連： 25，301，500円 馬単： 16，626，300円 ワイド： 13，833，500円
3連複： 37，746，300円 3連単： 61，151，100円 計： 199，158，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 240円 � 2，110円 � 470円 枠 連（2－3） 14，530円

馬 連 �� 20，730円 馬 単 �� 40，500円

ワ イ ド �� 5，140円 �� 1，600円 �� 11，630円

3 連 複 ��� 109，250円 3 連 単 ��� 593，810円

票 数

単勝票数 計 140796 的中 � 14809（5番人気）
複勝票数 計 232348 的中 � 30362（3番人気）� 2451（12番人気）� 12825（7番人気）
枠連票数 計 71854 的中 （2－3） 365（29番人気）
馬連票数 計 253015 的中 �� 901（52番人気）
馬単票数 計 166263 的中 �� 303（105番人気）
ワイド票数 計 138335 的中 �� 657（51番人気）�� 2186（26番人気）�� 288（63番人気）
3連複票数 計 377463 的中 ��� 255（187番人気）
3連単票数 計 611511 的中 ��� 76（1030番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―11．1―14．0―13．7―12．6―12．4―12．8―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．4―29．5―43．5―57．2―1：09．8―1：22．2―1：35．0―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハシルヨミテテ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2009．8．29 新潟1着

2007．4．2生 牡6鹿 母 キスユアドリーム 母母 マイディアレイコ 35戦2勝 賞金 43，890，000円
〔騎手変更〕 タツグレート号の騎手丸田恭介は，第2回中山競馬第7日第11競走での入線後の落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 メイショウシャイン号の騎手菱田裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

タツグレート号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
マイネルハーシェル号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔その他〕 タツグレート号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



08043 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：06．5

重
良

714 ダイワカリエンテ 牝4栗 55 古川 吉洋大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450± 01：09．5 79．4�
713 ヤマニンボンプアン 牝5鹿 55

53 △菱田 裕二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 488＋101：09．71� 12．7�
59 エーシンエムディー 牝4黒鹿55 藤岡 康太�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 454－ 4 〃 クビ 9．2�
612 ダイワミストレス 牝4黒鹿55 吉田 隼人大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478＋ 8 〃 アタマ 6．0�
816 アグネスマチュア 牡4鹿 57

55 △中井 裕二渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484± 01：09．8クビ 2．4�
48 ローレルエナジー 牡4黒鹿57 国分 優作 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 508＋ 81：10．01� 29．0	
818 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 敬伍西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 496－ 6 〃 クビ 19．5

715 ヴェリタスローズ 牝6青 55 丸山 元気松本 肇氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448± 0 〃 アタマ 22．3�
11 ヘリオスフィア 牡4黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B472－ 21：10．1クビ 90．3�
24 タンゴグラチア 牝4鹿 55 高倉 稜諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 クビ 217．8
36 サルココッカ 牝5鹿 55 川須 栄彦吉田 和美氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 412－ 61：10．2クビ 30．3�
47 バトルキトリ 牝4栗 55 中舘 英二宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 前田牧場 464＋ 61：10．3� 72．6�
35 ナイスヘイロー �4青鹿57 松田 大作菅藤 宗一氏 昆 貢 浦河 野表 俊一 454－161：10．4� 13．9�
817 ホットサマーデイ 牝5鹿 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 474＋12 〃 ハナ 9．9�
23 コパノツイテル 牡4黒鹿57 松山 弘平小林 祥晃氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 470＋241：10．72 142．8�
611 ヒヅグータス 牝4鹿 55 西田雄一郎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 454＋ 4 〃 ハナ 326．4�
12 	 エリモフェアリー 牝4黒鹿55 岡部 誠山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 446－241：10．91� 76．2�

（愛知）

510 トランドネージュ 牝4栗 55 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 492＋121：11．32� 11．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，686，700円 複勝： 27，161，400円 枠連： 11，867，300円
馬連： 30，688，200円 馬単： 20，146，600円 ワイド： 17，437，600円
3連複： 45，897，100円 3連単： 77，304，500円 計： 248，189，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，940円 複 勝 � 1，980円 � 410円 � 290円 枠 連（7－7） 4，520円

馬 連 �� 40，670円 馬 単 �� 84，010円

ワ イ ド �� 8，780円 �� 10，960円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 102，650円 3 連 単 ��� 1，000，890円

票 数

単勝票数 計 176867 的中 � 1757（14番人気）
複勝票数 計 271614 的中 � 3118（14番人気）� 17749（5番人気）� 28424（4番人気）
枠連票数 計 118673 的中 （7－7） 1941（15番人気）
馬連票数 計 306882 的中 �� 557（78番人気）
馬単票数 計 201466 的中 �� 177（166番人気）
ワイド票数 計 174376 的中 �� 479（70番人気）�� 383（79番人気）�� 4046（11番人気）
3連複票数 計 458971 的中 ��� 330（237番人気）
3連単票数 計 773045 的中 ��� 57（1764番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．1―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワカリエンテ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Rahy デビュー 2011．9．10 中山2着

2009．4．8生 牝4栗 母 ソロリサイタル 母母 Sole 13戦2勝 賞金 15，900，000円
〔騎手変更〕 ダイワミストレス号の騎手丸田恭介は，第2回中山競馬第7日第11競走での入線後の落馬負傷のため吉田隼人に変

更。
※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） 1頭 テイエムアモーレ号
（非抽選馬） 1頭 クレムリンシチー号
※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。

08044 3月17日 晴 良 （25中京2）第4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）

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
1：49．4
1：47．8

良
重

66 ゼフィランサス 牝5青 55 松田 大作�村田牧場 昆 貢 新冠 村田牧場 B436＋ 21：53．1 7．3�
78 メモリーシャルマン 牝4鹿 55 古川 吉洋橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 498＋101：53．63 3．7�
44 サイモンガーランド 牝4鹿 55 高倉 稜澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468－ 81：54．45 7．9�
810 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 西田雄一郎 �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 444－101：54．71� 25．3�
55 アプレレクール 牝5青鹿55 岡部 誠 �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：54．91� 5．3	

（愛知）

11 ストレートラブ 牝4青鹿55 丸山 元気万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 21：55．0クビ 8．7


89 � スターリットスカイ 牝5栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：55．32 3．2�
33 � ホワイトジュエル 牝6芦 55

53 △菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 442－ 21：55．4	 52．6�
22 � トーセンノーブル 牝5鹿 55 大野 拓弥島川 哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 500－141：57．3大差 27．7�
77 ハッシュドトーン 牝4青鹿 55

53 △中井 裕二 �グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 462－ 21：59．2大差 71．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 16，395，400円 複勝： 23，676，300円 枠連： 5，959，700円
馬連： 26，077，000円 馬単： 20，635，700円 ワイド： 13，415，600円
3連複： 34，909，300円 3連単： 77，832，100円 計： 218，901，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 170円 � 270円 枠 連（6－7） 1，310円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 640円 �� 960円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 18，270円

票 数

単勝票数 計 163954 的中 � 17762（4番人気）
複勝票数 計 236763 的中 � 28244（4番人気）� 43580（1番人気）� 20458（6番人気）
枠連票数 計 59597 的中 （6－7） 3383（7番人気）
馬連票数 計 260770 的中 �� 11857（9番人気）
馬単票数 計 206357 的中 �� 4379（18番人気）
ワイド票数 計 134156 的中 �� 5248（9番人気）�� 3338（16番人気）�� 6369（5番人気）
3連複票数 計 349093 的中 ��� 8996（11番人気）
3連単票数 計 778321 的中 ��� 3144（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．4―49．9―1：02．3―1：14．6―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼフィランサス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2010．6．19 函館2着

2008．3．26生 牝5青 母 モ ガ ミ ヒ メ 母母 モガミポイント 21戦3勝 賞金 40，540，000円
〔騎手変更〕 アプレレクール号の騎手丸田恭介は，第2回中山競馬第7日第11競走での入線後の落馬負傷のため岡部誠に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハッシュドトーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月17日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



08045 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第9競走 ��
��1，200�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� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

11 ウインラーニッド 牡5黒鹿 57
55 △中井 裕二�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 514＋161：11．4 15．0�

714 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 松山 弘平小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 454－ 21：11．5� 11．8�
48 	 グリーディーボス 牡4栗 57

55 △菱田 裕二北側 雅司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 21：12．67 5．8�
23 エ ゾ ム サ シ 牡4青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 464－ 41：13．34 8．1�
47 シゲルドリアン 牡4鹿 57 勝浦 正樹森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 B474－ 2 〃 クビ 5．4�
24 レ ー ガ ン 牡5青鹿57 佐久間寛志重松 國建氏 鹿戸 明 日高 横井 哲 494± 0 〃 ハナ 204．3	
612 タイセイマテンロウ 牡5青鹿 57

54 ▲横山 和生田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482－12 〃 ハナ 79．0

59 スパークオンアイス 牝4鹿 55 川須 栄彦西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：13．4クビ 8．5�
12 オ ー パ ル ス 牡5芦 57 大野 拓弥広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 492－10 〃 クビ 13．3�
611	 キクノベリータ 牡6鹿 57 丸山 元気菊池 五郎氏 和田 雄二 新ひだか フクダファーム 476＋231：13．5クビ 30．1
510	 キクノラフィカ 牡4青鹿57 藤岡 康太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム B476± 01：13．71
 4．8�
816 アタッキングゾーン 牡5鹿 57 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 510± 01：14．12� 14．5�
35 ピカピカテッタ 牡6鹿 57

54 ▲原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 名古屋 一征 500＋ 61：14．31
 63．9�
713 コウヨウゼウス 牡4芦 57 中舘 英二寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 482－ 61：14．4� 14．5�
36 	 マリノアーサー 牡4栗 57 国分 優作矢野 恭裕氏 日吉 正和 新冠 八木 常郎 452－141：14．5� 184．8�
815 ハヤブサソング 牝4鹿 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 488－ 81：15．03 63．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，224，900円 複勝： 27，815，200円 枠連： 15，434，400円
馬連： 40，912，500円 馬単： 27，785，200円 ワイド： 21，770，200円
3連複： 64，926，200円 3連単： 110，448，900円 計： 325，317，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 530円 � 400円 � 220円 枠 連（1－7） 2，150円

馬 連 �� 12，500円 馬 単 �� 26，770円

ワ イ ド �� 4，060円 �� 1，930円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 18，750円 3 連 単 ��� 152，650円

票 数

単勝票数 計 162249 的中 � 8563（10番人気）
複勝票数 計 278152 的中 � 12290（10番人気）� 17607（7番人気）� 39831（1番人気）
枠連票数 計 154344 的中 （1－7） 5316（11番人気）
馬連票数 計 409125 的中 �� 2416（47番人気）
馬単票数 計 277852 的中 �� 766（97番人気）
ワイド票数 計 217702 的中 �� 1299（50番人気）�� 2793（30番人気）�� 3629（18番人気）
3連複票数 計 649262 的中 ��� 2556（81番人気）
3連単票数 計1104489 的中 ��� 534（616番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．4―11．8―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．1―46．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインラーニッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．9 京都2着

2008．3．6生 牡5黒鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 13戦2勝 賞金 20，364，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 ショウナンアルプ号
（非抽選馬） 3頭 シナスタジア号・メイショウヨシミツ号・リッカスウィープ号

08046 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第10競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，500，000円 3，400，000円 2，100，000円 1，300，000円 850，000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 レッドアリオン 牡3鹿 56 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 468－ 81：35．5 2．0�
46 サトノプレステージ 牡3鹿 56 藤岡 康太里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 498－ 61：36．13� 8．5�
34 フ ル ー キ ー 牡3青鹿56 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 クビ 6．4�
610 アルバタックス 牡3栗 56 松山 弘平 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 488－ 41：36．31� 13．1�
713 タガノトネール 	3鹿 56 鮫島 良太八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 6 〃 ハナ 27．9	
712 ラブラバード 牡3芦 56 丸山 元気 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：36．62 8．0

47 ヤ マ ノ レ オ 	3栗 56 西村 太一山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 468＋ 8 〃 アタマ 68．4�
23 エーシンマイェスタ 牡3黒鹿56 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 494－12 〃 アタマ 60．0�
35 タイセイドリーム 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 518－ 81：36．7
 10．1
11 ラッキーストリーク 牡3鹿 56 勝浦 正樹藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 456－ 81：36．91� 91．1�
814 ジャストザオネスト 牡3黒鹿56 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 472－ 61：37．11� 90．4�
815 リュウツバメ 牝3鹿 54 国分 優作田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 510－ 41：37．41
 238．4�
58 シャスターデイジー 牝3栗 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 21：37．5� 31．6�
59 � ノブタカキング 牡3栃栗56 岡部 誠片岡 信賢氏 藤ヶ崎一男 新ひだか 山際セントラルスタッド B454－ 51：38．56 335．0�

（愛知） （愛知）

22 デンコウリキ 牡3黒鹿56 武 幸四郎田中 康弘氏 小野 幸治 様似 中脇 一幸 484－ 61：38．71� 24．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，819，800円 複勝： 44，565，600円 枠連： 16，937，300円
馬連： 62，827，500円 馬単： 45，008，000円 ワイド： 29，848，100円
3連複： 84，283，800円 3連単： 177，312，600円 計： 491，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 230円 � 220円 枠 連（4－6） 690円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 350円 �� 420円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 7，130円

票 数

単勝票数 計 308198 的中 � 126608（1番人気）
複勝票数 計 445656 的中 � 167685（1番人気）� 36583（4番人気）� 41545（3番人気）
枠連票数 計 169373 的中 （4－6） 18184（3番人気）
馬連票数 計 628275 的中 �� 54105（3番人気）
馬単票数 計 450080 的中 �� 29759（2番人気）
ワイド票数 計 298481 的中 �� 23088（3番人気）�� 18046（4番人気）�� 5358（14番人気）
3連複票数 計 842838 的中 ��� 25204（6番人気）
3連単票数 計1773126 的中 ��� 18371（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．6―48．9―1：01．2―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

レッドアリオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．9．17 阪神2着

2010．2．28生 牡3鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 8戦2勝 賞金 33，818，000円
〔騎手変更〕 リュウツバメ号の騎手丸田恭介は，第2回中山競馬第7日第11競走での入線後の落馬負傷のため国分優作に変更。
※タイセイドリーム号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



08047 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第11競走 ��
��1，600�中京スポーツ杯

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

23 � タマモマーブル 	5栗 57 水口 優也タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 480－101：33．8 7．4�
24 キネオピューマ 牡4鹿 57 高倉 稜ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 446＋ 21：34．11
 12．0�
815 カ ロ ッ サ ル 牡4鹿 57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 松永 昌博 平取 びらとり牧場 488－ 21：34．31� 3．0�
713 メイショウローラン 牡8鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 458－101：34．4� 107．9�
714 ニジブルーム 牡5芦 57 藤岡 康太横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 クビ 29．9�
47 ビッグスマイル 牝5黒鹿55 勝浦 正樹大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 452－ 41：34．5クビ 7．4	
611 タガノグーフォ 	4黒鹿57 鮫島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 472－ 81：34．6
 47．7

48 メ ロ ー ト 牡5黒鹿57 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 460－ 81：34．7� 57．1�
816 マイネイディール 牝5青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 496－ 2 〃 クビ 16．7�
59 タガノザイオン 牡6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 B482－121：34．8� 7．3
12 ビームライフル 牡4青鹿57 中井 裕二西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 464－ 21：34．9クビ 14．3�
11 � メ ス ナ ー 牡8芦 57 黛 弘人岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 468－ 61：35．32� 171．8�
510 セフティオリビエト 牡4栗 57 菱田 裕二池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 504－ 81：35．51� 55．8�
612 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 472－ 21：35．92� 15．7�
35 ニシノマナザシ 牡6芦 57 丸山 元気西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 502＋ 8 〃 クビ 25．2�
36 ピュアソウル 牡4鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 416－101：36．22 10．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，117，700円 複勝： 53，789，700円 枠連： 37，244，600円
馬連： 162，958，600円 馬単： 88，893，700円 ワイド： 53，879，100円
3連複： 231，333，600円 3連単： 437，114，600円 計： 1，101，331，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 290円 � 140円 枠 連（2－2） 3，580円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 850円 �� 410円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 24，000円

票 数

単勝票数 計 361177 的中 � 38789（3番人気）
複勝票数 計 537897 的中 � 68432（2番人気）� 39395（5番人気）� 131279（1番人気）
枠連票数 計 372446 的中 （2－2） 7679（17番人気）
馬連票数 計1629586 的中 �� 37941（12番人気）
馬単票数 計 888937 的中 �� 9429（24番人気）
ワイド票数 計 538791 的中 �� 15073（9番人気）�� 35290（1番人気）�� 18752（5番人気）
3連複票数 計2313336 的中 ��� 58032（4番人気）
3連単票数 計4371146 的中 ��� 13443（50番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―11．8―11．8―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．1―46．9―58．7―1：10．5―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

�タマモマーブル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 タマモクロス

2008．4．29生 	5栗 母 チャームクロス 母母 テンザンブルース 24戦2勝 賞金 54，900，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ウイングドウィール号の騎手丸田恭介は，第2回中山競馬第7日第11競走での入線後の落馬負傷のため大野拓弥に
変更。

〔その他〕 ビッグスマイル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ビッグスマイル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月17日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウカイソニック号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンカミング号

08048 3月17日 晴 良 （25中京2）第4日 第12競走 ��
��2，000�

か な や ま

金 山 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

44 ダイシンハンター 牡4鹿 57 丸山 元気大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－102：04．8 6．7�

66 ロードハリケーン 牡4鹿 57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 4 〃 クビ 2．7�
89 コスモユウチャン 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 464－ 62：05．01� 29．1�
33 ベンジャミン 牡5青鹿57 松田 大作福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 510＋ 2 〃 ハナ 3．8�
88 シュピッツェ 牝4鹿 55 岡部 誠吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 472＋ 62：05．1	 4．5	

（愛知）

77 エルヴィスバローズ 牡5鹿 57 吉田 隼人猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B488＋ 42：05．2	 7．1


55 
 メイショウシレトコ 牡5鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 456－102：05．3� 26．4�
11 タガノカノープス 牝4鹿 55 高倉 稜八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 八木牧場 434＋ 82：05．51� 66．4�
22 
 タキオンカフェ 牡5黒鹿57 武 幸四郎西川 恭子氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 486－ 22：05．92� 31．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，788，100円 複勝： 33，366，800円 枠連： 13，388，800円
馬連： 52，435，400円 馬単： 39，394，000円 ワイド： 23，390，900円
3連複： 67，361，200円 3連単： 185，383，800円 計： 441，509，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 160円 � 470円 枠 連（4－6） 890円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，210円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 8，720円 3 連 単 ��� 44，240円

票 数

単勝票数 計 267881 的中 � 31636（4番人気）
複勝票数 計 333668 的中 � 43213（4番人気）� 72630（2番人気）� 14058（6番人気）
枠連票数 計 133888 的中 （4－6） 11129（5番人気）
馬連票数 計 524354 的中 �� 37303（5番人気）
馬単票数 計 393940 的中 �� 11410（12番人気）
ワイド票数 計 233909 的中 �� 12416（7番人気）�� 4615（14番人気）�� 4545（15番人気）
3連複票数 計 673612 的中 ��� 5703（27番人気）
3連単票数 計1853838 的中 ��� 3093（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．8―38．3―51．7―1：04．9―1：17．8―1：30．5―1：41．9―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．3
1
3
8，9，3－4，2，6，7－5－1
8，9（3，4）6（2，7）5－1

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

勝馬の
紹 介

ダイシンハンター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．3．18 阪神5着

2009．1．15生 牡4鹿 母 ダイシンパーティー 母母 ダイシンシルビア 11戦2勝 賞金 18，205，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。

３レース目



（25中京2）第4日 3月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

159，160，000円
5，360，000円
1，600，000円
14，490，000円
60，699，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
234，074，500円
354，480，400円
151，637，900円
532，259，300円
351，996，700円
246，855，000円
755，647，300円
1，432，436，500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 4，059，387，600円

総入場人員 15，953名 （有料入場人員 15，007名）
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