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08013 3月16日 晴 良 （26中京2）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

816 アイムユアドリーム 牝3栗 54
51 ▲松若 風馬ユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 454 ―1：13．1 5．8�

815 デルマアラレチャン 牝3鹿 54
51 ▲長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 452－ 2 〃 クビ 17．4�

612 デルマノママナノダ 牝3鹿 54 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 476－ 21：13．41� 2．2�
24 ショウナンバクフウ 牝3鹿 54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 444－ 81：13．82� 11．4�
11 ファービヨンド 牝3栗 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432± 01：14．01� 6．4�
36 ロングリベラ 牝3芦 54 国分 優作中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 494 ― 〃 クビ 53．2�
48 ティアップシンガー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 452－ 21：14．1� 8．2	
611 パステルピンク 牝3青鹿54 松田 大作青芝商事
 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 506＋141：14．2� 17．6�
35 ミッドシアター 牝3鹿 54 松山 弘平深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 498－ 21：14．41� 48．4�
713 アルカンシエル 牝3青鹿54 西村 太一
ラ・メール 新開 幸一 日高 スマイルファーム 510－101：14．5クビ 271．7
23 メイショウパラオ 牝3栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 436－ 21：14．81� 28．5�
12 モンサンレグルス 牝3青鹿 54

51 ▲岩崎 翼山下 新一氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本 春信 B462＋ 61：15．22� 23．5�
714 シャレードレジーナ 牝3鹿 54 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 428 ―1：15．51� 148．6�
510 フィールドエデン 牝3青 54

51 ▲伴 啓太地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：16．13� 107．3�
59 ワンダーシャルメ 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか フクダファーム 422 ―1：16．2� 281．8�
47 エイシントット 牝3鹿 54 太宰 啓介
栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 426 ―1：16．94 160．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，514，600円 複勝： 26，055，200円 枠連： 7，366，300円
馬連： 27，797，800円 馬単： 19，038，500円 ワイド： 14，857，300円
3連複： 39，710，700円 3連単： 66，271，400円 計： 214，611，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 410円 � 120円 枠 連（8－8） 6，610円

馬 連 �� 7，160円 馬 単 �� 12，900円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 350円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 39，830円

票 数

単勝票数 計 135146 的中 � 18394（2番人気）
複勝票数 計 260552 的中 � 29775（4番人気）� 10854（7番人気）� 91808（1番人気）
枠連票数 計 73663 的中 （8－8） 823（15番人気）
馬連票数 計 277978 的中 �� 2868（24番人気）
馬単票数 計 190385 的中 �� 1090（43番人気）
ワイド票数 計 148573 的中 �� 2343（16番人気）�� 11619（3番人気）�� 5543（6番人気）
3連複票数 計 397107 的中 ��� 7154（16番人気）
3連単票数 計 662714 的中 ��� 1228（125番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．6―12．5―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．9―47．4―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．2
3 ・（8，16）－5（1，12）（11，15）4，7（2，3）13－6，10，14，9 4 ・（8，16）－（1，5，12）15，4，11－7（2，13）3，6－（10，14）9

勝馬の
紹 介

アイムユアドリーム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2011．2．13生 牝3栗 母 ビオンドパンテーラ 母母 ラ プ ー マ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スプリグロウス号
（非抽選馬） 2頭 アウラグリーン号・キョウワメロディー号

08014 3月16日 晴 良 （26中京2）第2日 第2競走 ��
��1，800�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
1：49．4
1：47．8

良
重

814 エイシンソニック 牡3青鹿56 太宰 啓介�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 土田 扶美子 498± 01：56．3 46．4�
47 リターントゥジェム 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 482－14 〃 クビ 13．1�
35 ライトオブホープ 牡3栗 56 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 イワミ牧場 494－ 21：56．4クビ 11．6�
58 ゴルゴネイオン 牡3青鹿 56

55 ☆中井 裕二 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 500－ 61：56．61� 12．8�
22 ベストガーディアン 牝3鹿 54 北村 友一宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 532＋121：56．91� 4．1	
815 ウィステリアカフナ 牝3黒鹿54 古川 吉洋大迫 基弘氏 千田 輝彦 新冠 村上 欽哉 464－ 2 〃 ハナ 62．6

611 ミュゼエクスプレス 	3栗 56 西田雄一郎髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 B472－ 8 〃 ハナ 31．3�
713 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56 藤岡 佑介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 456＋ 2 〃 クビ 31．4�
59 エンジェルラダー 牡3鹿 56 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：57．0� 2．1

（独）

23 ゲンパチスカイ 牡3栗 56 吉田 隼人平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 438－ 81：57．21 28．5�
34 ゴールドパール 牡3栗 56 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 神垣 道弘 480－ 41：57．52 111．1�
712
 マルターズポラリス 	3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm 506± 01：58．24 70．9�
610 テイエムゲッタドン 牡3栗 56

53 ▲松若 風馬竹園 正繼氏 山内 研二 鹿児島 テイエム牧場 504＋201：58．52 8．6�
46 ケイウンヘブンズ 牝3青鹿54 森 一馬鋤元 節夫氏 松永 昌博 日高 新井 昭二 390－ 61：58．81� 436．8�
11 ジャンパップ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 440± 01：59．01� 154．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，966，600円 複勝： 24，859，100円 枠連： 6，927，200円
馬連： 23，163，400円 馬単： 17，797，500円 ワイド： 13，546，000円
3連複： 36，077，000円 3連単： 61，065，300円 計： 197，402，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，640円 複 勝 � 1，090円 � 330円 � 440円 枠 連（4－8） 11，020円

馬 連 �� 13，380円 馬 単 �� 25，510円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 5，740円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 38，820円 3 連 単 ��� 366，400円

票 数

単勝票数 計 139666 的中 � 2377（10番人気）
複勝票数 計 248591 的中 � 5438（10番人気）� 22234（4番人気）� 14978（6番人気）
枠連票数 計 69272 的中 （4－8） 464（24番人気）
馬連票数 計 231634 的中 �� 1278（37番人気）
馬単票数 計 177975 的中 �� 515（66番人気）
ワイド票数 計 135460 的中 �� 1014（32番人気）�� 575（48番人気）�� 1646（21番人気）
3連複票数 計 360770 的中 ��� 686（99番人気）
3連単票数 計 610653 的中 ��� 123（743番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．5―13．3―13．7―13．3―13．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．6―50．9―1：04．6―1：17．9―1：31．0―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンソニック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2013．9．7 阪神11着

2011．2．6生 牡3青鹿 母 エイシンオキザリス 母母 Eishin Austin 6戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 アグネスカクシン号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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 アルビセレステ号
※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。

第２回 中京競馬 第２日



08015 3月16日 晴 良 （26中京2）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10時45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

713 キクノメテオ 牡4芦 57 川島 信二菊池 五郎氏 荒川 義之 浦河 丸村村下
ファーム 482＋ 41：12．0 9．6�

510 サンマルヴィグラス 牡4鹿 57 松田 大作相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 498－ 8 〃 クビ 1．6�
714 デンコウリョウ �6芦 57 北村 友一田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 482＋ 21：12．63� 28．3�
11 ヴェアデイロス 牡5鹿 57

54 ▲岩崎 翼�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 444＋ 21：12．81� 10．8�
24 チェリーミルズ 牝4鹿 55 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋101：13．01 53．9�
815 トーセンプリモ 牝5鹿 55 勝浦 正樹島川 	哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム 504－ 61：13．1	 17．8

12 ローズミラクル 牡4青鹿57 高倉 稜 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 538＋20 〃 クビ 9．7�
35 トウショウハマー 牡5栗 57 西田雄一郎トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 582＋ 2 〃 アタマ 183．0
612 ニシノプレゼンス 牡5黒鹿57 中谷 雄太西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 508＋ 41：13．2� 151．9�
611 テイエムシシオー 牡5黒鹿57 吉田 隼人竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 480＋12 〃 クビ 9．7�
47 アスターキング 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 496－ 41：13．52 63．3�
48 
 ミキノティータイム 牝4栗 55 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 464± 0 〃 アタマ 33．9�
816 マルイチワンダー 牡4栗 57 古川 吉洋小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 442－ 21：13．7	 33．8�
59 
 ワンダーブロタール 牝5栗 55 国分 優作山本 信行氏 森田 直行 浦河 永田 克之 460－ 41：13．8	 392．4�
23 メイショウアルファ 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太松本 好	氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 448± 01：14．01� 41．5�
36 デルマビシャモン 牡5鹿 57 西村 太一浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 458－ 41：14．1クビ 264．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，271，700円 複勝： 29，919，900円 枠連： 10，447，500円
馬連： 24，479，200円 馬単： 18，495，300円 ワイド： 15，539，000円
3連複： 39，363，100円 3連単： 63，579，000円 計： 220，094，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 220円 � 110円 � 380円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，440円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 22，610円

票 数

単勝票数 計 182717 的中 � 15041（2番人気）
複勝票数 計 299199 的中 � 28532（4番人気）� 112959（1番人気）� 13302（7番人気）
枠連票数 計 104475 的中 （5－7） 12883（2番人気）
馬連票数 計 244792 的中 �� 20206（2番人気）
馬単票数 計 184953 的中 �� 6183（8番人気）
ワイド票数 計 155390 的中 �� 11705（1番人気）�� 2472（17番人気）�� 4670（7番人気）
3連複票数 計 393631 的中 ��� 7196（10番人気）
3連単票数 計 635790 的中 ��� 2076（63番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．2―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．0―47．2―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノメテオ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Cozzene デビュー 2012．12．24 阪神1着

2010．2．7生 牡4芦 母 エイシンバーリン 母母 Blade of Luck 12戦2勝 賞金 16，600，000円
〔発走状況〕 テイエムシシオー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

トーセンプリモ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヴェアデイロス号の騎手岩崎翼は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トーセンプリモ号は，平成26年3月17日から平成26年4月15日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※ニシノプレゼンス号・ミキノティータイム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08016 3月16日 晴 良 （26中京2）第2日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時15分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

11 ラッキーバニラ 牡7青鹿60 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B502－163：21．1 2．6�
33 キープトライン 牡4鹿 59 横山 義行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B482－163：21．31� 33．7�
610 エイブルブラッド 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 506± 03：21．51� 30．6�
58 ディープスノー 牝6鹿 58 江田 勇亮日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 476－ 43：21．71� 7．7�
814 メイショウムシャ 牡4黒鹿59 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 498－ 4 〃 アタマ 2．3�
22 � ショウナンワヒネ 牝5鹿 58 難波 剛健�湘南 梅田 智之 浦河 桑田牧場 484－103：23．19 48．7	
69 スリーマーゴーン 牡4芦 59 白浜 雄造永井商事
 中内田充正 浦河 辻 牧場 456± 03：23．95 31．6�
34 マイティーアゲン 牝7鹿 58 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 454± 03：24．22 20．7�
813� トーセンシーザー �5黒鹿60 石神 深一島川 哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 69．2�
46 アラビアンドラゴン �4芦 59 金子 光希吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 424± 03：24．73 104．3�
57 クリノメダリスト 牝8栗 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 450± 03：24．91� 99．8�
45 カントリースノー �7黒鹿60 山本 康志鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 502－16 〃 アタマ 18．0�
712� トモヲエラババ 牡5栃栗60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 492＋ 83：26．510 121．5�
711 シゲルオオカミザ 牡4栗 59 黒岩 悠森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 484－ 23：27．88 24．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，178，500円 複勝： 16，146，200円 枠連： 7，646，200円
馬連： 20，981，000円 馬単： 16，120，600円 ワイド： 11，117，400円
3連複： 32，410，700円 3連単： 56，807，500円 計： 172，408，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 170円 � 790円 � 570円 枠 連（1－3） 1，170円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，240円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 39，670円

票 数

単勝票数 計 111785 的中 � 34399（2番人気）
複勝票数 計 161462 的中 � 33362（2番人気）� 4446（9番人気）� 6381（6番人気）
枠連票数 計 76462 的中 （1－3） 4858（4番人気）
馬連票数 計 209810 的中 �� 5503（11番人気）
馬単票数 計 161206 的中 �� 3207（13番人気）
ワイド票数 計 111174 的中 �� 2640（11番人気）�� 2244（13番人気）�� 614（37番人気）
3連複票数 計 324107 的中 ��� 2047（36番人気）
3連単票数 計 568075 的中 ��� 1057（99番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 52．5－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラッキーバニラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．9．27 中山10着

2007．4．4生 牡7青鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ 障害：4戦1勝 賞金 10，500，000円



08017 3月16日 晴 良 （26中京2）第2日 第5競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時05分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

33 シゲルヘビザ 牡4黒鹿59 中村 将之森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 496± 03：19．4 5．2�
813 ヘリオスフィア 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 472± 03：19．61� 8．7�
44 � アポロドーロス 牡5鹿 60 横山 義行アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 486± 03：19．7クビ 16．3�
56 トップストライド 牡6鹿 60 石神 深一�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 496－ 83：20．44 7．4�
710 ナンデヤネン 牡7青 60 上野 翔杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 486－203：21．25 18．7�
11 タイセイジーニアス 牡6黒鹿60 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 476＋ 83：22．05 19．3	
45 � アスターコリント 牡5黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 546＋163：22．63� 11．7

711 フ ロ レ ン ト 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 パカパカ

ファーム 444－183：23．13 87．1�
68 プレミアムウォーズ 	5栗 60 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 466－ 63：23．42 2．0�
69 � トゥイードルダム 	4鹿 59 植野 貴也栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日高大洋牧場 464－143：25．1大差 139．2
57 ビートマグナム 	4鹿 59 山本 康志加藤 信之氏 高橋 文雅 浦河 絵笛牧場 458－183：25．63 144．5�
812 ダムールフォンテン 牡4青鹿59 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 えりも 寺井 文秀 526＋ 83：26．77 141．6�
22 ナデシコホマレ 牝4栗 57 大江原 圭 �ローレルレーシング 柄崎 孝 日高 春木 昭雄 426－ 63：38．2大差 44．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，377，800円 複勝： 17，686，400円 枠連： 7，069，600円
馬連： 22，208，000円 馬単： 17，592，800円 ワイド： 11，564，800円
3連複： 36，145，500円 3連単： 66，272，900円 計： 190，917，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 230円 � 430円 枠 連（3－8） 1，570円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，240円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 10，130円 3 連 単 ��� 43，170円

票 数

単勝票数 計 123778 的中 � 18982（2番人気）
複勝票数 計 176864 的中 � 30556（2番人気）� 21060（4番人気）� 9029（7番人気）
枠連票数 計 70696 的中 （3－8） 3334（6番人気）
馬連票数 計 222080 的中 �� 9885（5番人気）
馬単票数 計 175928 的中 �� 4170（12番人気）
ワイド票数 計 115648 的中 �� 5799（4番人気）�� 2231（18番人気）�� 1897（20番人気）
3連複票数 計 361455 的中 ��� 2634（32番人気）
3連単票数 計 662729 的中 ��� 1133（139番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 53．4－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
1－8＝3，6－（13，10）4－5－11，7＝9－2－12
3－6（8，13）4，1－10（5，11）＝7＝9＝12，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルヘビザ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．6．30 中京3着

2010．3．11生 牡4黒鹿 母 タイキフローラ 母母 マリエドゥジュワン 障害：3戦1勝 賞金 8，400，000円

08018 3月16日 晴 良 （26中京2）第2日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：59．6
1：56．1

良
良

816 マテンロウボス 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 464± 02：04．0 5．9�
510 メイクアップ 牡3栗 56 丸田 恭介岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 6 〃 ハナ 7．7�
59 ロブロイクリス 牡3栗 56 川島 信二飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 456－ 82：04．21� 215．3�
24 スカイライン 牡3青鹿56 松山 弘平窪田 康志氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 462－ 2 〃 アタマ 10．2�
36 テイエムリキオー 牡3黒鹿56 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 470＋ 82：04．3クビ 50．4�
47 スズカヴァンガード �3栗 56 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 474－12 〃 アタマ 19．1�
48 コスモパトラ 牡3鹿 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 448－ 42：04．51� 50．7

612 アカイスイセイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介�野 智博氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 ハナ 35．8�
818 オースミフブキ 牝3鹿 54 吉田 隼人オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 496＋ 82：04．71� 5．2�
611 シゲルヤマト 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 千田 輝彦 新冠 守矢牧場 442－ 62：04．8� 196．9�
35 アサクサプライド 牡3栗 56 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 470－ 62：04．9クビ 12．9�
23 ジェットブラック 牡3青 56 A．シュタルケ 	キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484± 02：05．0� 3．6�

（独）

714 エ ル ト ン ト 牡3鹿 56 田辺 裕信山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 484－24 〃 アタマ 26．7�
11 ミリオンブライト 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか 西川富岡牧場 492－142：05．1� 190．6�
12 ギャングセブン 牡3栗 56 中舘 英二 	スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 470＋ 22：05．73� 15．4�
817 ヤマニンカリヨン 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 476＋ 82：06．76 268．1�
713 ファイナルカヨ 牝3栗 54 国分 優作泉 一郎氏 和田 雄二 日高 戸川牧場 436＋ 22：07．01	 348．8�
715 サヴィルロウ 牡3黒鹿56 藤懸 貴志 	社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 458－ 82：07．42� 15．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，561，500円 複勝： 35，203，200円 枠連： 12，776，400円
馬連： 31，884，800円 馬単： 19，735，700円 ワイド： 19，256，000円
3連複： 49，882，900円 3連単： 72，741，500円 計： 261，042，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 230円 � 5，730円 枠 連（5－8） 810円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 740円 �� 15，460円 �� 18，890円

3 連 複 ��� 143，810円 3 連 単 ��� 825，900円

票 数

単勝票数 計 195615 的中 � 26555（3番人気）
複勝票数 計 352032 的中 � 50905（3番人気）� 44752（4番人気）� 1215（16番人気）
枠連票数 計 127764 的中 （5－8） 11725（2番人気）
馬連票数 計 318848 的中 �� 10919（6番人気）
馬単票数 計 197357 的中 �� 3267（15番人気）
ワイド票数 計 192560 的中 �� 6925（6番人気）�� 296（82番人気）�� 242（93番人気）
3連複票数 計 498829 的中 ��� 256（258番人気）
3連単票数 計 727415 的中 ��� 65（1469番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―37．0―50．4―1：03．5―1：16．0―1：28．1―1：39．9―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウボス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．19 中京3着

2011．3．12生 牡3黒鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 ギャングセブン号の調教師和田正道は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 デンコウガイア号・トウカイエントリー号・マスソングウインド号
（非抽選馬） 3頭 クリノオー号・シゲルヒダカ号・タイマツリ号
※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。



08019 3月16日 晴 良 （26中京2）第2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）
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

11 � コリンブレッセ 牡5鹿 57 A．シュタルケ 林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C
Stautberg 514＋181：24．8 2．1�

（独）

36 クロスカップリング 	5青鹿57 中舘 英二諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468－ 21：25．43
 6．1�
612 トウカイビジョン 牡4鹿 57 藤岡 佑介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 B478－ 81：25．61 13．7�
48 クレバーカイオウ 牡4鹿 57 田辺 裕信�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 456－141：25．81� 5．5�
35 ビットプレスト 牡6鹿 57 石神 深一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B466－ 3 〃 アタマ 55．7�
611 コスモイルダーナ 牡7青鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 474－131：25．9� 115．3	
47 バ ル ザ ッ ク 牡4鹿 57 北村 友一諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440＋ 21：26．0� 41．8

12 ソロデビュー 牝5黒鹿 55

52 ▲松若 風馬�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 512＋ 81：26．1� 36．8�
59 � アートオブキング 牡5栗 57 国分 優作岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 米 Okada Farm 478＋ 41：26．31� 23．5�
510 エアロブンバ 牡4栗 57 松田 大作 ラッキーフィールド田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 B502＋ 81：26．4
 27．5�
816 ハイランドコンドル 牝4黒鹿55 伊藤 工真小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 428＋ 21：26．72 267．4�
713 ヒシアメジスト 牝4鹿 55

52 ▲岩崎 翼阿部 雅英氏 河内 洋 浦河 中村 雅明 446＋10 〃 ハナ 14．5�
23  ジ パ ン グ 牡4栗 57 吉田 隼人畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484－ 91：27．44 48．8�
24 スピーディードータ 牝5鹿 55 丸山 元気ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 468－101：27．5クビ 26．3�
714 マルトクスパート 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 488－ 2 〃 クビ 17．8�
815 エクスブルグ 牡4鹿 57 松山 弘平前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか タイヘイ牧場 470－141：28．24 82．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，100，100円 複勝： 23，606，700円 枠連： 9，514，100円
馬連： 26，241，400円 馬単： 18，765，800円 ワイド： 15，228，500円
3連複： 38，989，500円 3連単： 63，128，000円 計： 212，574，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 160円 � 180円 � 250円 枠 連（1－3） 600円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 390円 �� 700円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 9，060円

票 数

単勝票数 計 171001 的中 � 66181（1番人気）
複勝票数 計 236067 的中 � 45205（1番人気）� 37673（3番人気）� 21143（4番人気）
枠連票数 計 95141 的中 （1－3） 11806（2番人気）
馬連票数 計 262414 的中 �� 24771（1番人気）
馬単票数 計 187658 的中 �� 11768（2番人気）
ワイド票数 計 152285 的中 �� 10560（2番人気）�� 5275（5番人気）�� 2944（11番人気）
3連複票数 計 389895 的中 ��� 8378（6番人気）
3連単票数 計 631280 的中 ��� 5145（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．5―12．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．2―46．7―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コリンブレッセ �
�
父 Corinthian �

�
母父 St. Jovite デビュー 2011．10．8 京都2着

2009．4．12生 牡5鹿 母 Berry Blessed 母母 Strawberry Reason 12戦3勝 賞金 33，021，000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。

08020 3月16日 晴 良 （26中京2）第2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

11 フリークエンシー 牡4黒鹿57 太宰 啓介山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 松田 一夫 528－ 41：54．3 2．6�
22 クラウディオス 牡4栗 57 松田 大作有限会社シルク石坂 正 安平 ノーザンファーム 490－ 21：54．72� 4．8�
89 スリーヨーク 牡4鹿 57 黛 弘人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466± 01：55．02 59．2�
77 フォルトファーレン 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：55．1� 9．3�

（独）

55 サトノシーザー 牡5青 57 丸山 元気里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 526± 01：55．2� 6．9	
33 � サカジロスイセイ 牡5鹿 57 国分 優作ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 508－ 4 〃 ハナ 3．9

66 � サンマルヴィエント 牡6栗 57 田辺 裕信相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 482－ 61：55．4� 37．7�
44 クオリティタイム 	8鹿 57 松山 弘平名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：55．72 72．7�
810 ケイアイホクトセイ 	4鹿 57 勝浦 正樹亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 500－141：55．91
 11．9
78 ニチドウレパード 牡6栗 57

54 ▲伴 啓太山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 502－161：57．07 106．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 16，292，000円 複勝： 26，054，400円 枠連： 7，029，600円
馬連： 25，608，700円 馬単： 19，926，200円 ワイド： 13，803，300円
3連複： 36，791，000円 3連単： 89，432，000円 計： 234，937，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 190円 � 1，110円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，590円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 9，420円 3 連 単 ��� 25，700円

票 数

単勝票数 計 162920 的中 � 50092（1番人気）
複勝票数 計 260544 的中 � 67795（1番人気）� 37395（3番人気）� 4022（9番人気）
枠連票数 計 70296 的中 （1－2） 8327（2番人気）
馬連票数 計 256087 的中 �� 27976（2番人気）
馬単票数 計 199262 的中 �� 12579（3番人気）
ワイド票数 計 138033 的中 �� 14665（2番人気）�� 1965（18番人気）�� 1052（25番人気）
3連複票数 計 367910 的中 ��� 2884（27番人気）
3連単票数 計 894320 的中 ��� 2569（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．3―51．2―1：03．9―1：16．6―1：29．6―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フリークエンシー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2013．1．26 東京2着

2010．3．2生 牡4黒鹿 母 ソラノチャーマー 母母 プライヴェイトスリッパー 9戦2勝 賞金 20，250，000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。



08021 3月16日 曇 良 （26中京2）第2日 第9競走 ��1，600�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
1：32．8
1：30．7

良
良

510 レネットグルーヴ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 416± 01：34．6 5．6�
48 � ミニョネット 牝4栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 482－121：34．92 12．2�
24 スカイキューティー 牝4黒鹿55 藤岡 佑介杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 476＋10 〃 クビ 8．3�
23 アルマディヴァン 牝4栗 55 吉田 隼人コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 474＋ 41：35．0クビ 5．0�
714 ミラクルアスク 牝4鹿 55 丸山 元気廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 448－ 8 〃 クビ 4．9�
815 レイヌドネージュ 牝4鹿 55 松田 大作 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494＋161：35．1� 20．9	
611 エメラルドヴァレー 牝6青鹿55 太宰 啓介吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 430＋ 21：35．2� 51．2

612� スリーキャピトル 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二永井商事� 高橋 康之 新ひだか 三石ファーム 474－ 6 〃 ハナ 49．5�
816� グレイスフラワー 牝5青鹿55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 12．6
12 プラチナテーラー 牝4鹿 55 高倉 稜中西 浩一氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 21：35．41� 11．1�
35 クイーンアルタミラ 牝5黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 480－ 81：35．5� 69．5�
59 セ シ リ ア 牝5栗 55 A．シュタルケ 田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 446± 01：35．6� 12．0�

（独）

11 � アクアライン 牝5黒鹿55 勝浦 正樹古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 460－ 21：36．02� 22．2�
47 ミラクルルージュ 牝4青鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 444－161：36．31	 15．3�
713 アルファアリア 牝4鹿 55 中舘 英二�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 430－101：36．72� 178．0�
36 � スズカルミナリー 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 B466± 01：39．1大差 243．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，059，400円 複勝： 36，680，500円 枠連： 16，755，500円
馬連： 49，220，700円 馬単： 27，896，400円 ワイド： 23，236，100円
3連複： 72，627，900円 3連単： 117，394，500円 計： 365，871，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 380円 � 280円 枠 連（4－5） 1，310円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 770円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 8，090円 3 連 単 ��� 46，960円

票 数

単勝票数 計 220594 的中 � 31211（3番人気）
複勝票数 計 366805 的中 � 54991（3番人気）� 23011（7番人気）� 34640（4番人気）
枠連票数 計 167555 的中 （4－5） 9486（4番人気）
馬連票数 計 492207 的中 �� 9680（14番人気）
馬単票数 計 278964 的中 �� 3472（19番人気）
ワイド票数 計 232361 的中 �� 4684（14番人気）�� 7707（4番人気）�� 3983（18番人気）
3連複票数 計 726279 的中 ��� 6628（18番人気）
3連単票数 計1173945 的中 ��� 1845（109番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．5―11．8―12．0―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．1―46．9―58．9―1：10．8―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

レネットグルーヴ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．12 京都3着

2010．4．8生 牝4黒鹿 母 イントゥザグルーヴ 母母 エアグルーヴ 12戦2勝 賞金 22，732，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカルミナリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月16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 スターリットスカイ号・マコトビジャーチ号
※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。

08022 3月16日 曇 良 （26中京2）第2日 第10競走 ��
��1，400�

しょうりゅう

昇竜ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

812 コーリンベリー 牝3栗 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 458－ 21：24．5 15．0�
44 � ナンチンノン 牡3栗 56 中舘 英二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 494－101：24．92	 47．9�
711 ローブデソワ 牝3栗 54 A．シュタルケ 有限会社シルク今野 貞一 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 ハナ 11．6�

（独）

45 � ベストルーラー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 486＋ 2 〃 クビ 19．5�
11 モリトビャクミ 牡3芦 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 478－ 41：25．11 9．8�
33 メイショウオセアン 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 536＋ 21：25．2クビ 4．1	
710 エルカミーノレアル 牡3鹿 56 丸山 元気広尾レース
 小崎 憲 浦河 桑田牧場 472＋ 6 〃 クビ 38．0�
22 トウケイタイガー 牡3黒鹿56 吉田 隼人木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 下村 繁正 454－ 21：25．3
 68．7�
57 ビタミンエース 牡3鹿 56 松田 大作村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 504± 01：25．4	 12．2
68 アナザーバージョン 牡3鹿 56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 ハナ 7．8�
56 � アースコネクター 牡3栗 56 丸田 恭介 
グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

488－ 81：25．61 12．0�
69 メイショウシンシア 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 434－ 41：25．7
 4．0�
813 カレンマタドール 牡3鹿 56 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B494－ 8 〃 アタマ 9．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，355，100円 複勝： 58，646，100円 枠連： 18，976，300円
馬連： 71，377，700円 馬単： 39，356，500円 ワイド： 32，113，800円
3連複： 96，543，300円 3連単： 158，020，000円 計： 510，388，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 660円 � 1，520円 � 460円 枠 連（4－8） 3，090円

馬 連 �� 26，990円 馬 単 �� 44，480円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 3，850円 �� 8，210円

3 連 複 ��� 141，650円 3 連 単 ��� 870，290円

票 数

単勝票数 計 353551 的中 � 18616（9番人気）
複勝票数 計 586461 的中 � 23569（9番人気）� 9481（12番人気）� 35849（8番人気）
枠連票数 計 189763 的中 （4－8） 4534（16番人気）
馬連票数 計 713777 的中 �� 1952（65番人気）
馬単票数 計 393565 的中 �� 653（114番人気）
ワイド票数 計 321138 的中 �� 1636（52番人気）�� 2063（46番人気）�� 957（71番人気）
3連複票数 計 965433 的中 ��� 503（241番人気）
3連単票数 計1580200 的中 ��� 134（1412番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．6―12．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―35．1―47．7―1：00．4―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーリンベリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ミシックトライブ デビュー 2013．8．3 小倉11着

2011．4．13生 牝3栗 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン 4戦3勝 賞金 30，487，000円
※トウケイタイガー号は，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。



08023 3月16日 曇 良 （26中京2）第2日 第11競走 ��
��1，200�トリトンステークス

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 15，900，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，590，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

612� フレデフォート 牡7鹿 57 中井 裕二 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 458＋ 21：09．0 34．6�
48 ビキニブロンド 牝5黒鹿55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444－ 8 〃 クビ 5．3�
817 サニーヘイロー 牝6栗 55 勝浦 正樹宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 462－101：09．21 51．6�
35 マッキーコバルト 牡8鹿 57 丸田 恭介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 B472＋ 4 〃 ハナ 21．2�
611� シゲルアセロラ 牡5黒鹿57 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

482＋ 2 〃 クビ 9．2	
713 ヤマニンプチガトー 牝5栗 55 松田 大作土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 478－ 21：09．3	 4．9

36 キングオブロー 牡5鹿 57 中舘 英二田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 484－ 41：09．4
 14．3�
12 � エーシンシャラク 牡6芦 57 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 新ひだか 木田牧場 B502－ 4 〃 クビ 10．8�
510 オレニホレルナヨ 牡5栗 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 506－ 21：09．5	 18．3
59 � オーシャンカレント 牡8鹿 57 A．シュタルケ 吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム 500－ 2 〃 ハナ 34．4�

（独）

816 ブラーニーストーン �7芦 57 高倉 稜吉田 和子氏 宮 徹 新ひだか 片山牧場 468－ 41：09．6クビ 80．5�
24 ダイメイザクラ 牝7鹿 55 武士沢友治宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 438－ 41：09．7
 79．6�
47 ラフレーズカフェ 牝5青鹿55 西田雄一郎西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 ハナ 19．3�
23 � キョウエイバサラ 牡6芦 57 丸山 元気田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 536＋ 6 〃 ハナ 108．6�
11 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 太宰 啓介ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 516－ 2 〃 ハナ 7．9�
715 メイショウイザヨイ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 赤田牧場 504＋ 41：10．01
 7．8�
714 シルクウェッジ 牡7青鹿57 黛 弘人有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム 478－121：10．1クビ 65．1�
818 サンブルエミューズ 牝4栗 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 クビ 15．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，833，000円 複勝： 58，037，600円 枠連： 47，058，200円
馬連： 150，299，700円 馬単： 73，326，400円 ワイド： 55，232，400円
3連複： 223，484，900円 3連単： 362，661，400円 計： 1，006，933，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，460円 複 勝 � 800円 � 230円 � 1，340円 枠 連（4－6） 1，800円

馬 連 �� 10，440円 馬 単 �� 29，480円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 20，090円 �� 5，300円

3 連 複 ��� 227，180円 3 連 単 ��� 1，372，540円

票 数

単勝票数 計 368330 的中 � 8406（13番人気）
複勝票数 計 580376 的中 � 17284（12番人気）� 84838（2番人気）� 9924（14番人気）
枠連票数 計 470582 的中 （4－6） 19388（9番人気）
馬連票数 計1502997 的中 �� 10629（44番人気）
馬単票数 計 733264 的中 �� 1836（108番人気）
ワイド票数 計 552324 的中 �� 4060（46番人気）�� 670（134番人気）�� 2566（63番人気）
3連複票数 計2234849 的中 ��� 726（465番人気）
3連単票数 計3626614 的中 ��� 195（2712番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―10．9―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―44．7―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フレデフォート �
�
父 Dubawi �

�
母父 Caesour デビュー 2010．5．23 京都12着

2007．9．6生 牡7鹿 母 Perfect Promise 母母 Meretricious 38戦4勝 賞金 87，917，000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 テイエムタイホー号・ルチャドルアスール号
※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。

08024 3月16日 曇 良 （26中京2）第2日 第12競走 ��
��2，000�

こ ま き

小 牧 特 別
発走16時00分 （芝・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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

79 � アウォーディー 牡4鹿 57 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management B496－ 62：03．1 6．6�

55 ミエノキセキ 牡6栗 57 古川 吉洋里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 588＋ 8 〃 クビ 10．4�
67 ポセイドンバローズ 牡4栗 57 北村 友一猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B478－ 22：03．31 22．6�
810 ア ロ ヒ ラ ニ 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450－ 82：03．4	 2．9�
66 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 吉田 隼人杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466＋ 42：03．61 13．7�
22 コスモユウチャン 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 中村 和夫 472＋ 62：03．7
 46．0	
33 � ダブルオーセブン 牡6黒鹿57 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 490－ 62：03．8	 92．7

44 � ナスノシベリウス 牝5芦 55 丸田 恭介�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

502± 0 〃 クビ 30．5�
78 シャドウウィザード �4黒鹿57 藤岡 佑介飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 448－162：03．9	 21．4
811 ギリギリヒーロー 牡6栗 57 丸山 元気小林 照弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438± 02：04．11	 99．3�
11 ラスカルスピード 牡4鹿 57 A．シュタルケ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460－ 4 （競走中止） 2．4�

（独）

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，527，200円 複勝： 52，439，300円 枠連： 17，239，800円
馬連： 87，380，800円 馬単： 44，026，300円 ワイド： 31，698，500円
3連複： 89，273，400円 3連単： 215，064，500円 計： 571，649，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 350円 � 550円 枠 連（5－7） 3，020円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，640円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 15，620円 3 連 単 ��� 80，170円

票 数

単勝票数 計 345272 的中 � 41471（3番人気）
複勝票数 計 524393 的中 � 64976（3番人気）� 39940（5番人気）� 22762（7番人気）
枠連票数 計 172398 的中 （5－7） 4217（9番人気）
馬連票数 計 873808 的中 �� 21410（11番人気）
馬単票数 計 440263 的中 �� 4699（21番人気）
ワイド票数 計 316985 的中 �� 7361（12番人気）�� 4765（17番人気）�� 2618（25番人気）
3連複票数 計 892734 的中 ��� 4218（44番人気）
3連単票数 計2150645 的中 ��� 1980（204番人気）

ハロンタイム 13．3―11．4―12．8―12．6―12．5―12．4―12．4―12．1―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．7―37．5―50．1―1：02．6―1：15．0―1：27．4―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3
4（2，8）－1，7，5，9－10－（3，6）－11
8，2（4，1）（5，7）9（3，6，10）－11

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

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4鹿 母 Heavenly Romance 母母 First Act 13戦3勝 賞金 48，162，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 ラスカルスピード号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※ギリギリヒーロー号は，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。

３レース目



（26中京2）第2日 3月16日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

195，510，000円
2，080，000円
4，020，000円
1，370，000円
17，610，000円
63，832，000円
6，147，400円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
251，037，500円
405，334，600円
168，806，700円
560，643，200円
332，078，000円
257，193，100円
791，299，900円
1，392，438，000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 4，158，831，000円

総入場人員 15，270名 （有料入場人員 14，146名）
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