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08001 3月15日 晴 重 （26中京2）第1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）

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

48 ヴォルスング 牡3鹿 56 後藤 浩輝有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 41：56．7 1．3�

24 ディアヴォーグ 牡3栗 56 藤岡 康太ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 金石牧場 B464－ 91：57．12� 33．9�
815 ヘクターザグレート 牡3黒鹿56 松田 大作堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 500＋ 21：57．2� 21．0�
816 エスケイキング 牡3青鹿56 丸山 元気廣嶋 誠二氏 友道 康夫 浦河 中神牧場 468－ 61：57．83� 132．9�
47 エフティマルス �3鹿 56 丹内 祐次吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 498± 01：58．75 209．0�
714 カイザーヴァルツァ �3黒鹿 56

53 ▲松若 風馬有限会社シルク音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 46．2�
12 カンスタントリー 牡3鹿 56 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 472－121：58．8� 11．5	
35 スズカアポロ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 482－ 4 〃 クビ 6．3


（伊）

612 アルプサロン 牝3栗 54
51 ▲岩崎 翼鈴木 照雄氏 坂口 正則 日高 メイプルファーム 450－101：59．54 185．9�

59 アイファーカウント 牡3栗 56
55 ☆菱田 裕二中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 468＋ 11：59．81� 55．3�

11 スリーヴェスタ 牡3青鹿56 北村 友一永井商事 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 508－ 61：59．9クビ 88．3�
36 ファイナルブロー 牡3鹿 56 E．ペドロサ ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 428－ 82：00．53� 19．1�
（独）

611 オールマイラブ 牡3栃栗56 西田雄一郎湯澤 寛氏 大江原 哲 岩手 湯澤 寛 472－ 42：00．82 383．4�
713 ローレルグランツ 牡3栗 56 森 一馬 ローレルレーシング 松永 昌博 新ひだか 畠山牧場 438± 02：03．2大差 242．7�
23 チャンピオンパイロ 牡3鹿 56 丸田 恭介坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 川上牧場 B430－ 62：03．52 23．5�

（15頭）
510 スリーケーザル 牡3栗 56 国分 恭介永井商事 村山 明 浦河 信岡牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 16，199，000円 複勝： 62，768，100円 枠連： 6，514，700円
馬連： 21，827，500円 馬単： 20，110，200円 ワイド： 12，989，900円
3連複： 35，918，500円 3連単： 70，186，300円 計： 246，514，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 430円 � 300円 枠 連（2－4） 790円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 640円 �� 370円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 差引計 161990（返還計 36） 的中 � 98689（1番人気）
複勝票数 差引計 627681（返還計 82） 的中 � 487097（1番人気）� 10797（6番人気）� 17395（4番人気）
枠連票数 差引計 65147（返還計 1 ） 的中 （2－4） 6086（4番人気）
馬連票数 差引計 218275（返還計 315） 的中 �� 9525（6番人気）
馬単票数 差引計 201102（返還計 363） 的中 �� 6982（7番人気）
ワイド票数 差引計 129899（返還計 307） 的中 �� 4976（6番人気）�� 9693（3番人気）�� 1024（23番人気）
3連複票数 差引計 359185（返還計 2303） 的中 ��� 7331（11番人気）
3連単票数 差引計 701863（返還計 2335） 的中 ��� 3906（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．3―50．6―1：03．5―1：16．7―1：30．4―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．0
1
3
・（9，13）－16（1，2，3）7，5（4，6，8）－15（11，14，12）
9（13，16）8（3，7）6（5，4）－15－（2，11）（12，14）－1

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

勝馬の
紹 介

ヴォルスング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2013．11．30 中京3着

2011．2．14生 牡3鹿 母 ブラッシングプリンセス 母母 Princess Laika 4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔出走取消〕 スリーケーザル号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 アルプサロン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローレルグランツ号・チャンピオンパイロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年4月15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 メジャーシップ号・ランドグローリー号
※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。

08002 3月15日 晴 重 （26中京2）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 ロスヴァイセ 牝3黒鹿54 D．バルジュー �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 442－ 61：24．9 5．6�
（伊）

612 ウォーターショパン 牡3黒鹿 56
55 ☆菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 470－ 21：25．11� 4．8�

47 サクラヴァローレ 牡3鹿 56 藤岡 康太�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 伊藤 敏明 518－ 21：25．52� 3．0�
24 サウススターマン 牡3黒鹿56 内田 博幸南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 474＋ 41：25．6� 4．3�
713 コスモフラッグ 牡3鹿 56 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 浦新 徳司 450－ 41：26．13 8．3	
611 ヴェアリアスサマー 牡3栗 56 田中 勝春小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 500－ 41：26．84 65．6

23 シゲルヒュウガ 牡3栗 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 B476＋ 4 〃 クビ 22．0�
12 ウラノスガッキ 牡3芦 56 北村 友一 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 浦河 酒井牧場 468－ 61：26．9� 90．8�
11 スリーロンドン 牡3栗 56 E．ペドロサ 永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B452－ 81：27．0クビ 49．3

（独）

816 サンライズホーム 牡3青鹿 56
53 ▲岩崎 翼松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 474－ 2 〃 同着 29．9�

59 デ イ ラ イ ト 牡3鹿 56 柴山 雄一窪田 康志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム B476－ 61：27．1� 54．6�
35 トーホウセイバー 牡3栗 56 丸山 元気東豊物産� 羽月 友彦 大樹 大樹ファーム 506 ―1：27．63 251．5�
714 マルケットリー 牡3鹿 56 丹内 祐次野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 480－141：27．7� 103．5�
48 ブラウンネプチュー 牡3栗 56

55 ☆中井 裕二キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 442－ 6 〃 アタマ 511．5�
510 ペイシャンスオウ 牝3栗 54 藤岡 佑介北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 444－ 41：28．01� 163．0�
36 シゲルクシロ 牝3鹿 54 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 平取 赤石牧場 468－ 4 〃 ハナ 59．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，381，900円 複勝： 29，349，400円 枠連： 5，202，900円
馬連： 23，213，300円 馬単： 16，729，000円 ワイド： 13，760，400円
3連複： 38，136，000円 3連単： 58，576，100円 計： 200，349，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 140円 � 140円 枠 連（6－8） 1，250円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 370円 �� 500円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 10，540円

票 数

単勝票数 計 153819 的中 � 21925（4番人気）
複勝票数 計 293494 的中 � 35920（4番人気）� 58871（2番人気）� 62910（1番人気）
枠連票数 計 52029 的中 （6－8） 3073（7番人気）
馬連票数 計 232133 的中 �� 11057（7番人気）
馬単票数 計 167290 的中 �� 4233（12番人気）
ワイド票数 計 137604 的中 �� 9195（4番人気）�� 6310（8番人気）�� 12829（2番人気）
3連複票数 計 381360 的中 ��� 20639（2番人気）
3連単票数 計 585761 的中 ��� 4104（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．6―47．8―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロスヴァイセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．7．27 小倉4着

2011．2．22生 牝3黒鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 6戦1勝 賞金 9，650，000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。
（非抽選馬） 4頭 カシノバル号・カシノワンダラー号・カフェテキーラ号・センティグレード号
※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。

第２回 中京競馬 第１日



08003 3月15日 晴 重 （26中京2）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走10時45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

22 � ア ラ ン ロ ド 牝6栗 55
52 ▲岩崎 翼村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 448＋ 61：54．9 18．0�

710� レディメイアン 牝5鹿 55
52 ▲伴 啓太髙樽さゆり氏 本田 優 浦河 宮内牧場 462± 01：55．0� 6．4�

44 ニーレンベルギア 牝5黒鹿55 北村 友一吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 436－ 41：55．1クビ 31．1�
45 ヴァレンティーア 牝4栗 55 川田 将雅佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：55．2� 2．9�
711 アプレレクール 牝6青鹿55 D．バルジュー �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 クビ 5．6�

（伊）

812 ノーブルガイア 牝5黒鹿55 梶 晃啓菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 448＋ 21：55．41� 188．7	
813 ゴッドフロアー 牝4鹿 55 丸山 元気広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 496＋101：55．5クビ 4．5

56 � スターリットスカイ 牝6栗 55

52 ▲長岡 禎仁永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：55．6	 15．4�
69 � マ レ ン カ ヤ 牝6鹿 55 西田雄一郎加藤 厚子氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 452± 01：56．02	 233．6�
33 オメガラヴィータ 牝4栗 55 松山 弘平原 
子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 462－ 6 〃 クビ 8．0
11 サンマルリジイ 牝5黒鹿 55

52 ▲松若 風馬相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 492－ 41：56．1クビ 64．2�
68 グレートエンジェル 牝4鹿 55 中舘 英二田畑 利彦氏 梅田 康雄 浦河 村下 清志 490＋101：56．41� 35．3�
57 ラインビューティー 牝4栗 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 474± 01：56．82	 55．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，571，900円 複勝： 26，184，500円 枠連： 5，943，300円
馬連： 24，514，300円 馬単： 17，339，200円 ワイド： 13，056，500円
3連複： 34，953，200円 3連単： 55，117，900円 計： 190，680，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 510円 � 300円 � 670円 枠 連（2－7） 3，110円

馬 連 �� 5，370円 馬 単 �� 13，060円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 4，020円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 42，500円 3 連 単 ��� 245，050円

票 数

単勝票数 計 135719 的中 � 5953（7番人気）
複勝票数 計 261845 的中 � 13069（7番人気）� 25257（5番人気）� 9688（8番人気）
枠連票数 計 59433 的中 （2－7） 1412（12番人気）
馬連票数 計 245143 的中 �� 3371（22番人気）
馬単票数 計 173392 的中 �� 980（46番人気）
ワイド票数 計 130565 的中 �� 1747（22番人気）�� 793（35番人気）�� 1023（30番人気）
3連複票数 計 349532 的中 ��� 607（102番人気）
3連単票数 計 551179 的中 ��� 166（568番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．2―13．9―13．0―12．5―12．8―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．4―51．3―1：04．3―1：16．8―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ア ラ ン ロ ド �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2008．4．13生 牝6栗 母 サンエムエンプレス 母母 サンエムフオーマ 24戦1勝 賞金 22，820，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 アプレレクール号の騎手D．バルジューは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことにつ
いて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

※スターリットスカイ号は，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。

08004 3月15日 晴 良 （26中京2）第1日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時15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
1：32．8
1：30．7

良
良

23 ミューラルクラウン 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466＋141：35．9 21．0�
59 レッドメイヴ 牝3鹿 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450－ 8 〃 クビ 1．9�
816 ヤマカツゴーゴー 牡3黒鹿56 太宰 啓介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 458－ 81：36．32� 12．4�
48 サンジェナーロ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �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 500－16 〃 ハナ 4．6�
612 ワクワクカンヲ 牡3鹿 56

53 ▲松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B470＋ 41：36．4クビ 4．8	
11 アズマムーン 牡3鹿 56

53 ▲岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 日高大洋牧場 478＋ 21：36．61� 84．7

47 ヤマニンブロケード 牡3芦 56 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 434－ 81：36．81 60．9�
713 マイネルティエラ 牡3鹿 56

55 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 474± 01：37．01� 153．1�

510 スマッシングダウト 牝3栗 54 E．ペドロサ 吉田 和美氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 508＋10 〃 ハナ 50．2
（独）

12 グロリアストレイル 牡3栗 56
55 ☆菱田 裕二有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 446± 01：37．1� 25．8�

611 セルバンテス 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：37．42 28．5�
35 センターポイント 牡3鹿 56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ― 〃 アタマ 72．9�
24 ベアファースト 牝3黒鹿54 平野 優熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－121：37．61� 90．8�
815 オブラディオブラダ 牝3黒鹿54 中舘 英二�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 434 ―1：39．5大差 314．2�
714 マイネルセレーノ 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 B448＋ 41：39．92� 358．2�
36 キンショーワカシオ 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太礒野日出夫氏 田島 俊明 むかわ 貞広 賢治 442＋ 81：40．32� 559．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，455，500円 複勝： 41，907，900円 枠連： 7，256，400円
馬連： 24，853，600円 馬単： 21，642，600円 ワイド： 14，889，500円
3連複： 36，902，700円 3連単： 66，691，200円 計： 233，599，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 410円 � 110円 � 230円 枠 連（2－5） 1，600円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，810円 �� 400円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 42，320円

票 数

単勝票数 計 194555 的中 � 7310（5番人気）
複勝票数 計 419079 的中 � 13963（6番人気）� 217896（1番人気）� 30128（4番人気）
枠連票数 計 72564 的中 （2－5） 3352（7番人気）
馬連票数 計 248536 的中 �� 9084（6番人気）
馬単票数 計 216426 的中 �� 3071（15番人気）
ワイド票数 計 148895 的中 �� 5103（8番人気）�� 1870（17番人気）�� 10125（3番人気）
3連複票数 計 369027 的中 ��� 5487（14番人気）
3連単票数 計 666912 的中 ��� 1163（111番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．5―11．7―12．0―11．6―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―35．9―47．6―59．6―1：11．2―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．3

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

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

ミューラルクラウン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．10．5 京都5着

2011．3．16生 牝3黒鹿 母 クラウンプリンセス 母母 クラウンピース 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 サンジェナーロ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンショーワカシオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月15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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ゲラーデ号・ブルーホール号・フロリダパンサー号
※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。



08005 3月15日 晴 良 （26中京2）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時05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
1：20．0
1：19．0

良
良

816 レッドラヴィータ 牝3栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 440－101：22．9 2．7�
714 ハ ピ ネ ス 牝3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474± 01：23．32� 4．1�
713 アルカンジュ 牝3芦 54 松山 弘平小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：23．4� 18．9�
510 カワカミマゴコロ 牝3青鹿54 吉田 隼人 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 428± 0 〃 クビ 29．7�
715 ナリタメロディ 牝3青鹿54 藤岡 佑介�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 430＋ 81：23．61� 29．8	
35 ハ ナ フ ブ キ 牝3黒鹿54 D．バルジュー 幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 426 ―1：23．7� 9．8

（伊）

24 キミニヒトメボレ 牝3栗 54 後藤 浩輝 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：23．91� 12．5�
612 メイショウアズミノ 牝3鹿 54 内田 博幸松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 446＋ 61：24．11� 5．0�
818 アルマシェダル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 矢野 英一 浦河 上山牧場 462＋121：24．31� 146．8
12 エイシンホルン 牝3鹿 54 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 414± 01：24．4� 66．3�
611 ダイヤハート 牝3青鹿54 丸田 恭介大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 422－ 6 〃 クビ 122．2�
23 ブランシェトワール 牝3芦 54

53 ☆菱田 裕二村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 438－ 21：25．14 14．6�
817 イエスキャロル 牝3青 54 丸山 元気伊藤 貴憲氏 和田 正道 新冠 小泉牧場 434－241：25．2� 284．7�
47 ドリスバローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 424－ 6 〃 アタマ 410．2�

48 ケイティーズスター 牝3鹿 54 田中 勝春 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 452＋101：26．05 36．5�
11 レッドアンコール 牝3栗 54

51 ▲岩崎 翼�コオロ 萱野 浩二 新冠 森永 聡 410 ―1：27．06 149．6�
59 ディナーベル 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 402± 01：27．21� 313．9�
36 ピメレアロゼア 牝3栗 54 西村 太一加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 清水 誠一 406＋ 8 〃 アタマ 382．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，997，800円 複勝： 30，259，200円 枠連： 10，170，100円
馬連： 31，068，600円 馬単： 22，996，100円 ワイド： 17，979，600円
3連複： 47，487，600円 3連単： 71，015，100円 計： 249，974，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 150円 � 340円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 380円 �� 940円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 13，350円

票 数

単勝票数 計 189978 的中 � 56073（1番人気）
複勝票数 計 302592 的中 � 64005（1番人気）� 62992（2番人気）� 17093（7番人気）
枠連票数 計 101701 的中 （7－8） 14493（1番人気）
馬連票数 計 310686 的中 �� 30172（2番人気）
馬単票数 計 229961 的中 �� 12611（3番人気）
ワイド票数 計 179796 的中 �� 12661（2番人気）�� 4481（13番人気）�� 5719（7番人気）
3連複票数 計 474876 的中 ��� 12133（5番人気）
3連単票数 計 710151 的中 ��� 3926（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―46．3―58．6―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドラヴィータ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．6．23 阪神2着

2011．2．22生 牝3栗 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ 7戦1勝 賞金 12，900，000円
〔発走状況〕 レッドアンコール号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ブランシェトワール号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについ

て戒告。（被害馬：6番）
〔その他〕 ピメレアロゼア号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「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〕 レッドアンコール号・ディナーベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月

15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。
（非抽選馬） 2頭 パーリーシェル号・ミヤセイリュー号
※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。

08006 3月15日 晴 稍重 （26中京2）第1日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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

79 トゥルーフレンド 牡5鹿 57 国分 恭介武田 茂男氏 加藤 敬二 むかわ ヤマイチ牧場 480± 02：01．4 4．8�
44 � フォンテーヌブロー 牡6黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 512－ 8 〃 ハナ 44．9�
55 ランドブリーズ 牝4鹿 55 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 494＋ 42：01．5� 14．7�
56 ウインサーガ �5黒鹿57 藤岡 佑介�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 486－ 22：01．92	 12．4�
67 ミッキーエール 牡5栗 57 松山 弘平野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 472－ 62：02．11	 27．4�
68 サワヤカユウタ 牡6栗 57 竹之下智昭中野 義一氏 石橋 守 浦河 辻 牧場 468＋ 42：02．2� 69．5	
812 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 川田 将雅日隈 良江氏 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：02．3	 2．8

22 � ワンダーストラ 牡7栗 57

54 ▲岩崎 翼山本 信行氏 梅内 忍 浦河 林 孝輝 504－ 22：03．15 63．4�
11 パリソワール 牡5栗 57

56 ☆菱田 裕二丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B442－ 22：03．2	 38．5�
33 ウインラヴェリテ 牡4栗 57 D．バルジュー �ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 B504－ 62：03．94 28．6

（伊）

710� アドマイヤイナズマ 牡4青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 506＋ 82：05．8大差 3．0�
811 ステラジアン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 504＋ 82：06．22	 18．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，552，600円 複勝： 17，548，900円 枠連： 7，460，300円
馬連： 19，730，200円 馬単： 15，327，900円 ワイド： 10，864，400円
3連複： 28，933，200円 3連単： 53，563，500円 計： 167，981，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 870円 � 270円 枠 連（4－7） 7，500円

馬 連 �� 11，280円 馬 単 �� 21，150円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 740円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 32，160円 3 連 単 ��� 181，330円

票 数

単勝票数 計 145526 的中 � 24376（3番人気）
複勝票数 計 175489 的中 � 26536（3番人気）� 4299（9番人気）� 17723（4番人気）
枠連票数 計 74603 的中 （4－7） 735（15番人気）
馬連票数 計 197302 的中 �� 1291（30番人気）
馬単票数 計 153279 的中 �� 535（55番人気）
ワイド票数 計 108644 的中 �� 893（30番人気）�� 3850（8番人気）�� 571（40番人気）
3連複票数 計 289332 的中 ��� 664（80番人気）
3連単票数 計 535635 的中 ��� 218（424番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．7―13．5―13．6―12．5―12．4―13．4―12．6―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．3―30．0―43．5―57．1―1：09．6―1：22．0―1：35．4―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．4
1
3
・（2，3）11，5，6，10，7，1，12（4，8）－9・（2，3）（5，11，10，12）6，4（7，1）8，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トゥルーフレンド �
�
父 ノボトゥルー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．2．11 京都11着

2009．4．22生 牡5鹿 母 ジェンハオサイマ 母母 ビトウィーンザヘッジズ 32戦2勝 賞金 35，120，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08007 3月15日 晴 良 （26中京2）第1日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時05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
1：20．0
1：19．0

良
良

36 ロ ノ 牡5黒鹿57 E．ペドロサ 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 466＋ 21：22．2 13．9�

（独）

12 シルクフラッシュ 牡6芦 57 伊藤 工真有限会社シルク金成 貴史 新冠 中村農場 474＋161：22．41� 4．9�
47 エ ポ ワ ス 	6鹿 57 柴田 善臣多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490－12 〃 ハナ 13．9�
35 キタサンエピソード 牡5栗 57 太宰 啓介�大野商事 橋口弘次郎 新冠 大栄牧場 494－ 41：22．61
 5．8�
11 メイショウライナー 牡4鹿 57 勝浦 正樹松本 好	氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 478＋ 4 〃 アタマ 3．6

714 ヤマニンカヴァリエ 牡5鹿 57 松田 大作土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 508－ 21：22．7クビ 17．5�
48 � ムーンベックカフェ 牡5栗 57 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 506－ 4 〃 クビ 56．4�
611 クリアモーメント 牡4鹿 57 藤岡 佑介 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：22．8クビ 40．4
818 テイケイフロックス 牝5黒鹿55 後藤 浩輝兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 500－101：22．9
 24．7�
612 ヨドノグレイス 牝5鹿 55 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 436－ 4 〃 クビ 71．5�
817 エクスクライム 牡5栗 57 国分 恭介前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 454－101：23．0クビ 39．3�
23 リッシュレーヴ 牡4鹿 57 中谷 雄太山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 472－ 4 〃 クビ 29．4�
715 ハギノブシドウ 牡4栗 57 D．バルジュー 日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 502＋ 6 〃 アタマ 31．6�

（伊）

24 ロングシャドウ 牡4青鹿57 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492－18 〃 アタマ 7．2�
713� ネオウーリボー 牡6鹿 57 北村 友一小林 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 466－14 〃 アタマ 127．9�
59 イントゥザストーム 牝5鹿 55

54 ☆菱田 裕二金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 440＋ 21：23．21� 46．5�

816 チェリーペトルズ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 468－ 4 〃 クビ 29．1�
510 ラッキーストリーク 牡4鹿 57 丸山 元気藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 448＋ 21：23．41 77．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，890，600円 複勝： 29，501，600円 枠連： 10，625，900円
馬連： 28，243，400円 馬単： 16，907，200円 ワイド： 16，589，400円
3連複： 42，327，000円 3連単： 65，238，600円 計： 227，323，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 510円 � 220円 � 430円 枠 連（1－3） 480円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 2，960円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 15，550円 3 連 単 ��� 91，360円

票 数

単勝票数 計 178906 的中 � 10163（6番人気）
複勝票数 計 295016 的中 � 13824（7番人気）� 42132（3番人気）� 17093（6番人気）
枠連票数 計 106259 的中 （1－3） 16605（1番人気）
馬連票数 計 282434 的中 �� 5565（11番人気）
馬単票数 計 169072 的中 �� 1693（22番人気）
ワイド票数 計 165894 的中 �� 2835（14番人気）�� 1354（35番人気）�� 3045（12番人気）
3連複票数 計 423270 的中 ��� 2010（41番人気）
3連単票数 計 652386 的中 ��� 527（242番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―12．2―12．0―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．5―46．7―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．5．12 新潟1着

2009．3．1生 牡5黒鹿 母 ネ ネ グ ー ス 母母 サンスプリング 13戦2勝 賞金 17，140，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08008 3月15日 晴 稍重 （26中京2）第1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� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

59 ホッコーマグマ 牡4鹿 57 藤岡 康太矢部 道晃氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 488－ 41：24．9 8．9�
815 デルマダイコク 牡5栗 57 内田 博幸浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 510－141：25．32� 7．8�
47 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 57

56 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中
田牧場 474－ 21：25．4� 2．3�

816 ブルーイングリーン 牡5栗 57
56 ☆中井 裕二青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488－ 61：25．5� 13．1�

12 クラヴィコード 牝7栗 55
52 ▲岩崎 翼広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 458－ 41：25．71� 81．1�

36 	 ロクイチスマイル 牝5芦 55
52 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 486－ 4 〃 ハナ 113．3	

11 ネロディアマンテ 牝4青 55 E．ペドロサ 
サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516－ 4 〃 ハナ 4．2�

（独）

23 スクワドロン 牡4芦 57 太宰 啓介 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 526＋28 〃 クビ 10．8�
611 ザショットアロー 牡4鹿 57 柴山 雄一
ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 494－ 6 〃 ハナ 60．4
713	 ホ ク レ ア 牡5栗 57 丸田 恭介古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 446－10 〃 ハナ 251．3�
24 スズカキングダム 牡5鹿 57 高倉 稜永井 啓弍氏 石橋 守 平取 稲原牧場 500－ 61：26．02 123．9�
714 エクスパーシヴ 牝4鹿 55 後藤 浩輝前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 472－ 41：26．31� 16．2�
48 サンダーオーシャン 牡4鹿 57 藤岡 佑介千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 512± 01：26．51� 102．6�
510	 シゲルクルミ 牡5鹿 57 北村 友一森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 488＋161：26．6� 59．8�
612 ドンビザッツウェイ 牡7鹿 57 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 506－ 61：26．81� 31．9�
35 オリエンタルエジル 牡4鹿 57 西田雄一郎棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 490－ 81：27．0� 253．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，165，800円 複勝： 37，283，700円 枠連： 9，577，100円
馬連： 33，794，000円 馬単： 21，242，700円 ワイド： 17，588，900円
3連複： 48，818，300円 3連単： 85，110，400円 計： 272，580，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 210円 � 120円 枠 連（5－8） 1，790円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 760円 �� 390円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 18，290円

票 数

単勝票数 計 191658 的中 � 17039（4番人気）
複勝票数 計 372837 的中 � 28161（4番人気）� 37358（3番人気）� 133852（1番人気）
枠連票数 計 95771 的中 （5－8） 3953（7番人気）
馬連票数 計 337940 的中 �� 9275（9番人気）
馬単票数 計 212427 的中 �� 2835（20番人気）
ワイド票数 計 175889 的中 �� 5269（8番人気）�� 11539（3番人気）�� 13278（2番人気）
3連複票数 計 488183 的中 ��� 18018（5番人気）
3連単票数 計 851104 的中 ��� 3435（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．5―47．6―1：00．3―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーマグマ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Woodman デビュー 2013．3．10 阪神11着

2010．4．21生 牡4鹿 母 エアステビア 母母 グレートクリスティーヌ 14戦2勝 賞金 15，270，000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 トーブプリンセス号・ニシノプレゼンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



08009 3月15日 晴 良 （26中京2）第1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）
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
1：59．6
1：56．1

良
良

59 ベ ル ニ ー ニ 牡5鹿 57
56 ☆菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 22：02．6 3．0�
612 トーセンオーラ 牝5鹿 55 高倉 稜島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 470＋162：03．13 57．1�
23 カフェラピード 牡6黒鹿57 D．バルジュー 西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 474－ 42：03．2� 3．2�

（伊）

713 コアレスドラゴン 牡4鹿 57 北村 友一小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B500－ 62：03．3� 15．5�
12 ギリサントポケサン 牡5鹿 57

54 ▲岩崎 翼小田切有一氏 田中 章博 新ひだか タイヘイ牧場 476＋10 〃 クビ 34．2�
611	 アメリカンダイナー 
5鹿 57 川田 将雅吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

468－102：03．4� 5．5	
11 アサクサベルーガ 牡4黒鹿57 西田雄一郎田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458－10 〃 クビ 66．3

714 エイダイポイント 牡6芦 57 丸田 恭介�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 454－ 22：03．5� 14．9�
817 サクセスフェイト 牡5黒鹿57 藤岡 佑介髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 452＋ 82：03．81� 27．6
47 テーオーレジェンド 牡5栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 492－122：03．9� 33．7�
816 マイネルイグアス 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 456＋ 62：04．11 236．9�
48 ミッキーサクセス 牡4栗 57

54 ▲松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：04．2� 28．0�
715 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 464－ 42：04．3� 12．3�
510 ピ ロ ポ 牝4鹿 55 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 432－ 22：04．51� 212．3�
818 アービバラスボーイ 牡4黒鹿57 柴山 雄一古川 智洋氏 佐藤 吉勝 日高 賀張三浦牧場 B452－ 42：04．82 443．0�
35  ヤマカツティラノ 牡5鹿 57 松田 大作山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 478± 02：04．9クビ 294．0�
36 トウショウバラード 牡5青鹿57 松山 弘平トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 42：05．11� 30．6�
24 スリーデーモン 牡4青鹿57 丸山 元気永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 516－ 22：08．2大差 145．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，956，700円 複勝： 31，184，900円 枠連： 11，590，700円
馬連： 37，030，500円 馬単： 23，661，500円 ワイド： 19，456，300円
3連複： 53，366，600円 3連単： 93，639，700円 計： 289，886，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 1，150円 � 150円 枠 連（5－6） 730円

馬 連 �� 7，280円 馬 単 �� 10，590円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 240円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 56，330円

票 数

単勝票数 計 199567 的中 � 52871（1番人気）
複勝票数 計 311849 的中 � 83632（1番人気）� 4124（13番人気）� 66101（2番人気）
枠連票数 計 115907 的中 （5－6） 11785（3番人気）
馬連票数 計 370305 的中 �� 3754（24番人気）
馬単票数 計 236615 的中 �� 1649（33番人気）
ワイド票数 計 194563 的中 �� 1989（25番人気）�� 25662（1番人気）�� 1255（36番人気）
3連複票数 計 533666 的中 ��� 5352（21番人気）
3連単票数 計 936397 的中 ��� 1227（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．2―50．3―1：03．0―1：15．1―1：27．2―1：39．0―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4
1
3

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

2
4

13－7，9（3，2）（1，18）（11，16）10，12，4（15，8）17－（6，14）5・（13，7）9（3，2，18）（1，16）（11，12）10（4，15，8）17（14，5）＝6
勝馬の
紹 介

ベ ル ニ ー ニ �
�
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 2012．4．21 京都6着

2009．4．7生 牡5鹿 母 スカルプトレス 母母 シンコウビューティ 17戦3勝 賞金 42，502，000円
〔その他〕 トウショウバラード号は，競走中終始銜受けが不良であったことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーデーモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月15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 ギリギリヒーロー号・フォーナインキング号
※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。

08010 3月15日 晴 良 （26中京2）第1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 8，700，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 870，000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
1：32．8
1：30．7

良
良

24 サ ン グ ラ ス 牡3青鹿56 後藤 浩輝玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 488＋ 41：35．4 11．3�
59 ア ル テ 牡3栗 56 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 464＋101：35．5� 46．8�
23 ダノンマッキンレー 牡3栗 56 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 476－ 41：35．6� 5．9�
612 ワードイズボンド 牡3青 56 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 530＋ 21：35．7� 4．6�
47 シ ー ロ ア 牝3栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 472－16 〃 ハナ 28．9	
815 コウエイタケル 牡3鹿 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 472－ 2 〃 クビ 13．0

714 サトノフェラーリ 牡3鹿 56 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 460－14 〃 アタマ 2．8�
713 リターンラルク 牡3鹿 56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 456－ 2 〃 ハナ 6．6�
510 ケンタッキーミント 牝3青鹿54 田中 勝春長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 460＋ 41：35．91 49．4
12 マイネルフォルス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：36．0� 235．2�
11 ノボリレジェンド 牝3鹿 54 菱田 裕二原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 426－10 〃 クビ 71．8�
36 ラ デ ィ ウ ス 牡3鹿 56 藤岡 康太名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 440± 01：36．1� 23．8�
48 ファイトバック 牡3黒鹿56 中舘 英二宮川 純造氏 武藤 善則 新冠 オリエント牧場 470－ 41：36．31	 216．0�
816 ディープミタカ 牡3栗 56 E．ペドロサ 深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：36．83 139．9�

（独）

35 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿54 丸山 元気村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 480－ 41：37．01� 74．3�
611 オトコギマサムネ 牡3鹿 56 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472± 01：37．1クビ 32．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，584，400円 複勝： 46，735，400円 枠連： 15，535，600円
馬連： 53，743，100円 馬単： 32，628，600円 ワイド： 26，824，600円
3連複： 75，777，600円 3連単： 125，426，200円 計： 407，255，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 310円 � 1，060円 � 200円 枠 連（2－5） 3，170円

馬 連 �� 14，790円 馬 単 �� 28，910円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 990円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 30，950円 3 連 単 ��� 259，290円

票 数

単勝票数 計 305844 的中 � 21444（5番人気）
複勝票数 計 467354 的中 � 39219（6番人気）� 9456（11番人気）� 74515（2番人気）
枠連票数 計 155356 的中 （2－5） 3622（13番人気）
馬連票数 計 537431 的中 �� 2683（45番人気）
馬単票数 計 326286 的中 �� 833（84番人気）
ワイド票数 計 268246 的中 �� 2012（36番人気）�� 6921（11番人気）�� 2300（29番人気）
3連複票数 計 757776 的中 ��� 1807（96番人気）
3連単票数 計1254262 的中 ��� 357（671番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．8―47．7―59．8―1：11．5―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

サ ン グ ラ ス �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．7．7 函館1着

2011．4．26生 牡3青鹿 母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ 9戦2勝 賞金 20，974，000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 ブルーフラッシュ号
※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。



08011 3月15日 晴 良 （26中京2）第1日 第11競走 ��
��2，000�第50回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，25．3．9以降26．3．9まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

817 マーティンボロ 牡5青鹿54 D．バルジュー 吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446－ 22：01．7 30．7�
（伊）

36 ラ キ シ ス 牝4鹿 54 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 ハナ 4．1�
713 ラブリーデイ 牡4黒鹿56 E．ペドロサ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 11．8�
（独）

23 ユールシンギング 牡4鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 528± 02：01．8� 23．2�
11 トウカイパラダイス 牡7黒鹿56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 512－ 2 〃 クビ 33．5	
510� レッドレイヴン 牡4青鹿55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 512－102：01．9クビ 4．0

12 � アンコイルド 牡5鹿 57 後藤 浩輝�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 492－ 4 〃 クビ 3．8�
24 エックスマーク 牡5鹿 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：02．0� 19．0�
612 ブレイズアトレイル 牡5芦 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 498＋ 8 〃 ハナ 28．0
48 フラガラッハ 牡7鹿 57．5 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 42：02．1クビ 15．3�
47 カルドブレッサ 牡6栗 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 ハナ 46．7�
59 アロマカフェ 牡7黒鹿55 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 472－ 4 〃 クビ 34．5�
611 コアレスドラード 牡6栗 54 国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 458＋ 82：02．2クビ 102．2�
35 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿54 松田 大作深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520± 02：02．3	 236．2�
715 スマートギア 牡9栗 56 松山 弘平大川 徹氏 松永 昌博 新冠 大栄牧場 458－102：02．51
 152．7�
818 サムソンズプライド 牡4鹿 53 勝浦 正樹有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 462－102：02．71 32．7�
714 アクションスター 牡4栗 54 北村 友一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 02：03．44 19．5�
816 カネトシマーシャル 牡6鹿 54 菱田 裕二兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 508± 0 〃 アタマ 124．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 99，279，600円 複勝： 184，243，400円 枠連： 63，821，400円
馬連： 336，154，600円 馬単： 148，265，000円 ワイド： 147，971，400円
3連複： 539，412，400円 3連単： 827，000，900円 計： 2，346，148，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，070円 複 勝 � 830円 � 180円 � 370円 枠 連（3－8） 2，640円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 16，790円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 3，460円 �� 890円

3 連 複 ��� 17，600円 3 連 単 ��� 141，450円

票 数

単勝票数 計 992796 的中 � 25522（10番人気）
複勝票数 計1842434 的中 � 47900（12番人気）� 338467（2番人気）� 123995（4番人気）
枠連票数 計 638214 的中 （3－8） 17904（13番人気）
馬連票数 計3361546 的中 �� 41318（25番人気）
馬単票数 計1482650 的中 �� 6517（62番人気）
ワイド票数 計1479714 的中 �� 17882（23番人気）�� 10256（42番人気）�� 42611（5番人気）
3連複票数 計5394124 的中 ��� 22621（48番人気）
3連単票数 計8270009 的中 ��� 4315（403番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．8―12．6―12．5―12．3―12．4―11．7―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．0―49．6―1：02．1―1：14．4―1：26．8―1：38．5―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9
1
3
18（1，14）（15，12）（4，6，16，13）10，17（2，9）7（3，8）11，5
18（1，14）（6，12）（4，15）（16，13，17）（2，10，9）（7，8）（11，3）5

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

勝馬の
紹 介

マーティンボロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．3．4 阪神5着

2009．8．20生 牡5青鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 18戦6勝 賞金 104，584，000円
〔制裁〕 アクションスター号の騎手北村友一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・9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 コモノドラゴン号
※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。

08012 3月15日 晴 稍重 （26中京2）第1日 第12競走 ��
��1，900�

い せ

伊 勢 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 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：58．2
1：53．7

重
不良

47 ブルータンザナイト 牡5青鹿57 吉田 隼人桜井 欣吾氏 吉田 直弘 新ひだか 飛野牧場 550－ 81：59．6 8．3�
59 アテンファースト 牡4栗 57 後藤 浩輝玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 486＋ 21：59．81� 4．0�
713 エイコーンパス 牡5栗 57 川田 将雅吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 02：00．22� 9．0�
816 タイセイローマン 牡5鹿 57 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 492－ 82：00．73 36．1�
23 シ ョ ー グ ン 牡4鹿 57 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 638＋14 〃 クビ 6．5�
714 タガノラルフ 牡4青鹿57 藤岡 康太八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 42：00．8� 179．0�
12 マイネルハルカゼ 牡4鹿 57 E．ペドロサ 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 490＋242：00．9クビ 18．2

（独）

48 メイショウシャイン 牡7鹿 57 田中 博康松本 好雄氏 中内田充正 浦河 林 孝輝 468－ 42：01．0� 92．9�
36 ハギノタイクーン 牡5鹿 57 D．バルジュー 日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 540＋ 4 〃 クビ 26．6�

（伊）

35 スズカカイゼル 牡4鹿 57 藤岡 佑介永井 啓弍氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 462－ 82：01．1� 93．0
510 トルバドゥール 牡6栃栗57 丸山 元気 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 28．5�
11 ゲルマンシチー 牡6青 57 内田 博幸 	友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 474－ 42：01．42 3．3�
815 セルリアンサーロス 牡4栗 57 丸田 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 504－ 62：01．61 87．9�
611 ハギノサキガチ 牡4鹿 57 高倉 稜日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 42：01．7� 86．0�
612	 ゴールドブラザー 牡4栗 57 松山 弘平加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 472＋ 42：02．33� 218．2�
24 プルーフポジティブ 牡5黒鹿57 中舘 英二山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 474＋ 42：02．4� 9．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，594，200円 複勝： 58，583，900円 枠連： 18，607，100円
馬連： 82，314，700円 馬単： 36，924，900円 ワイド： 33，755，100円
3連複： 97，470，600円 3連単： 164，232，500円 計： 527，483，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 250円 � 180円 � 270円 枠 連（4－5） 1，550円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 590円 �� 930円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 21，450円

票 数

単勝票数 計 355942 的中 � 34156（4番人気）
複勝票数 計 585839 的中 � 60274（4番人気）� 96926（2番人気）� 52334（5番人気）
枠連票数 計 186071 的中 （4－5） 8897（8番人気）
馬連票数 計 823147 的中 �� 38607（4番人気）
馬単票数 計 369249 的中 �� 7161（13番人気）
ワイド票数 計 337551 的中 �� 14557（4番人気）�� 8715（11番人気）�� 12208（7番人気）
3連複票数 計 974706 的中 ��� 20259（10番人気）
3連単票数 計1642325 的中 ��� 5653（47番人気）

ハロンタイム 7．5―11．6―12．0―13．5―12．6―12．1―12．2―12．8―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．1―31．1―44．6―57．2―1：09．3―1：21．5―1：34．3―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルータンザナイト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Lyphard デビュー 2011．12．24 阪神10着

2009．3．12生 牡5青鹿 母 キ ー ブ ギ ー 母母 Key Dancer 25戦4勝 賞金 57，340，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 タイセイローマン号の調教師新開幸一は，馬装（手綱の装着）について注意義務を怠り戒告。
※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 ナンヨースラッガー号
※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。



（26中京2）第1日 3月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 192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

219，110，000円
5，960，000円
2，190，000円
20，140，000円
66，964，500円
5，298，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
320，630，000円
595，550，900円
172，305，500円
716，487，800円
393，774，900円
345，726，000円
1，079，503，700円
1，735，798，400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 5，359，777，200円

総入場人員 14，024名 （有料入場人員 12，993名）
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