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08001 3月14日 小雨 良 （27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
1：48．9
1：47．8

重
重

22 マッシヴランナー 牡3黒鹿56 藤岡 佑介小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 512－ 41：56．0 9．2�
47 タガノフォーエバー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526＋ 41：56．1� 3．5�

815 シルバーソード 牡3鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 21：56．2� 4．3�

34 ヴ ェ リ テ �3栗 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 474－ 61：56．3� 8．7�

611 マイネルヴォーダン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 510－ 41：56．61� 8．1�

712 クロイツェル 牡3黒鹿56 M．デムーロ 	社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B476± 01：56．7� 5．1

23 バ イ カ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか ニシケンフアーム 528－ 4 〃 ハナ 25．2�
58 テイエムトラネコ 牡3芦 56

54 △小崎 綾也竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 466± 01：56．91� 133．5�
814 ロードステルス 牡3鹿 56 横山 和生 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大

作ステーブル B458± 01：57．0� 163．7
610 カラーラビアンコ 牡3芦 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 488± 0 〃 クビ 14．5�
35 プ ロ セ ッ ラ 牡3栗 56 北村 友一首藤 徳氏 加藤 敬二 新ひだか へいはた牧場 476－ 21：57．1クビ 50．2�
713 トーアチチカカ 牡3鹿 56 D．バルジュー 高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 496＋ 61：57．95 65．3�

（伊）

59 カリスマサンバゴ 牡3黒鹿56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 488＋ 61：58．96 250．8�
11 フィールドメーカー 牡3鹿 56 松田 大作地田 勝三氏 西園 正都 平取 北島牧場 524－ 61：59．75 32．9�
46 ミスターハーレー 牡3青鹿 56

55 ☆松若 風馬齋藤 秀昭氏 高橋 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 418＋ 42：02．5大差 261．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，456，400円 複勝： 24，593，400円 枠連： 8，278，900円
馬連： 31，369，400円 馬単： 15，727，400円 ワイド： 18，328，600円
3連複： 45，872，500円 3連単： 57，095，900円 計： 216，722，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 240円 � 150円 � 150円 枠 連（2－4） 1，840円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 780円 �� 720円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 17，050円

票 数

単勝票数 計 154564 的中 � 13393（6番人気）
複勝票数 計 245934 的中 � 21597（7番人気）� 45559（2番人気）� 47589（1番人気）
枠連票数 計 82789 的中 （2－4） 3484（12番人気）
馬連票数 計 313694 的中 �� 13053（7番人気）
馬単票数 計 157274 的中 �� 2545（23番人気）
ワイド票数 計 183286 的中 �� 5756（12番人気）�� 6299（8番人気）�� 14418（1番人気）
3連複票数 計 458725 的中 ��� 11802（7番人気）
3連単票数 計 570959 的中 ��� 2427（41番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―13．7―12．9―13．0―13．3―13．1―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―38．2―51．1―1：04．1―1：17．4―1：30．5―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッシヴランナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．2．8 小倉4着

2012．3．13生 牡3黒鹿 母 バクシンヒロイン 母母 カズサヒロイン 3戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスターハーレー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月14日まで平地

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

08002 3月14日 小雨 良 （27中京2）第1日 第2競走 ��1，200�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
1：10．1
1：08．7

重
重

713 タ ピ エ ス 牡3鹿 56
53 ▲�島 克駿細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 466－ 81：14．2 6．7�

35 デルマヨタロウ 牡3栗 56 津村 明秀浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 470－ 8 〃 アタマ 60．0�
36 クリノリーソクツモ 牝3鹿 54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 442－101：14．41� 4．5�
47 ダ シ ヌ ケ 牡3栗 56

54 △小崎 綾也中辻 明氏 田中 章博 新冠 パカパカ
ファーム 468－ 41：14．5� 40．4�

11 カシノランド 牡3黒鹿56 中谷 雄太柏木 務氏 松下 武士 日高 日西牧場 478－ 4 〃 ハナ 4．2�
23 ナムラヒューマン 牡3芦 56 吉田 隼人奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 462－101：14．6クビ 8．8�
48 カ ツ カ モ 牡3黒鹿56 岩田 康誠北側 雅勝氏 森 秀行 新冠 富本 茂喜 460＋141：14．7� 7．0	
611 トウショウデュエル 牡3栗 56 勝浦 正樹トウショウ産業
 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 512－ 81：14．91� 16．0�
12 ラブテンダー 牝3黒鹿54 柴田 大知増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 496－ 41：15．0� 61．7�
510 ヌーベルバーグパリ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹大塚 亮一氏 本間 忍 浦河 谷口牧場 488± 01：15．1� 26．5
24 スズカレグルス 牡3栗 56 西田雄一郎永井商事
 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 B462＋ 61：15．2クビ 230．5�
714 サカダッシュ 牡3鹿 56 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 486＋101：16．37 6．5�
612 ヴァルディスーザ 牡3栗 56 北村 友一 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 560－ 41：16．83 33．7�
815 コーリンスピカ 牝3芦 54 松山 弘平伊藤 恵子氏 柴田 政見 日高 今井牧場 538 ―1：17．11� 34．3�
59 ジャーマテーラ 牡3芦 56

55 ☆松若 風馬本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 森 政巳 470＋ 21：17．2� 100．0�
816 アスタープロスパー 牡3黒鹿56 �島 良太加藤 久枝氏 武田 博 浦河 村中牧場 422 ―1：17．83� 92．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，940，800円 複勝： 21，805，900円 枠連： 8，864，700円
馬連： 25，095，500円 馬単： 14，361，400円 ワイド： 15，979，000円
3連複： 35，553，500円 3連単： 48，703，500円 計： 183，304，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 1，840円 � 160円 枠 連（3－7） 1，020円

馬 連 �� 20，600円 馬 単 �� 27，540円

ワ イ ド �� 5，710円 �� 730円 �� 4，460円

3 連 複 ��� 42，930円 3 連 単 ��� 278，030円

票 数

単勝票数 計 129408 的中 � 15326（4番人気）
複勝票数 計 218059 的中 � 29056（4番人気）� 2172（13番人気）� 43440（1番人気）
枠連票数 計 88647 的中 （3－7） 6732（4番人気）
馬連票数 計 250955 的中 �� 944（54番人気）
馬単票数 計 143614 的中 �� 391（91番人気）
ワイド票数 計 159790 的中 �� 698（53番人気）�� 5946（8番人気）�� 896（45番人気）
3連複票数 計 355535 的中 ��� 621（122番人気）
3連単票数 計 487035 的中 ��� 127（745番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―36．3―49．0―1：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．9
3 5，6（2，14）（1，13）3（10，11）7，4（12，16）8－（9，15） 4 5（2，6）（1，14，13）（3，7，11）10，4（8，12）16－（9，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タ ピ エ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2014．8．31 札幌7着

2012．4．22生 牡3鹿 母 エリモジェニー 母母 エリモファンタジー 9戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 デルマヨタロウ号の騎手津村明秀は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ビカムスター号・プラチナムスタング号
（非抽選馬） 4頭 ヴェイルドスケール号・ケイツーノート号・ペパーミント号・ユンゼイ号

第２回 中京競馬 第１日



08003 3月14日 小雨 良 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

711 サンマルリジイ 牝6黒鹿55 西村 太一相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 518＋ 81：55．5 89．8�
813 ヒ ム カ 牝4栗 55 M．デムーロ�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 508± 01：55．71� 6．1�
22 メイショウブーケ 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B458± 01：55．8� 9．1�
57 ラフェットデメール 牝4黒鹿 55

53 △小崎 綾也大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B462＋ 8 〃 クビ 9．4�
69 ディオーサシチー 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 466－14 〃 ハナ 9．8�
45 � エアマデレーン 牝5青鹿55 松山 弘平 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 468＋ 21：56．11	 5．4	
58 � トーコーヴィオラ 牝5黒鹿55 D．バルジュー 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B474＋ 41：56．2� 5．4


（伊）

712 レネットグルーヴ 牝5黒鹿55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436＋ 8 〃 クビ 9．1�
34 メテオーリカ 牝6黒鹿55 吉田 隼人吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452± 01：56．3クビ 6．4
610 ヤマニンミミック 牝7黒鹿55 菅原 隆一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B486－ 61：56．72� 64．2�
33 � ヤ マ ガ ー ル 牝5栗 55 柴田 大知西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 518－ 21：56．8� 26．8�
814 カシノソラーレ 牝5栗 55 菱田 裕二柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 482＋ 41：56．9	 117．8�
11 パイレートクイーン 牝4鹿 55 川須 栄彦 �社台レースホース蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 444＋131：57．85 83．8�
46 � エイユーラピス 牝6鹿 55

52 ▲城戸 義政笹部 和子氏 飯田 雄三 新ひだか 飛野牧場 484＋ 61：58．22� 18．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，818，200円 複勝： 24，052，000円 枠連： 9，462，400円
馬連： 27，814，000円 馬単： 14，822，200円 ワイド： 17，862，000円
3連複： 40，224，100円 3連単： 51，054，200円 計： 200，109，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，980円 複 勝 � 5，540円 � 210円 � 450円 枠 連（7－8） 3，140円

馬 連 �� 63，770円 馬 単 �� 179，300円

ワ イ ド �� 15，040円 �� 27，900円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 264，630円 3 連 単 ��� 1，850，710円

票 数

単勝票数 計 148182 的中 � 1320（13番人気）
複勝票数 計 240520 的中 � 926（14番人気）� 36293（1番人気）� 13649（8番人気）
枠連票数 計 94624 的中 （7－8） 2332（16番人気）
馬連票数 計 278140 的中 �� 338（76番人気）
馬単票数 計 148222 的中 �� 62（156番人気）
ワイド票数 計 178620 的中 �� 303（70番人気）�� 163（83番人気）�� 2592（27番人気）
3連複票数 計 402241 的中 ��� 114（274番人気）
3連単票数 計 510542 的中 ��� 20（1692番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．1―13．2―13．1―13．3―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．6―50．8―1：03．9―1：17．2―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルリジイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2011．7．9 京都5着

2009．5．9生 牝6黒鹿 母 スコーピオンリジイ 母母 ルイボスジョオー 33戦3勝 賞金 23，200，000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。

08004 3月14日 小雨 良 （27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

48 サトノアッシュ 牡3鹿 56 D．バルジュー 里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 468－ 21：38．3 3．9�
（伊）

11 アドマイヤスカイ 牡3青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 クビ 8．6�
24 ニーマルキング 牡3鹿 56 蛯名 正義板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 456＋ 61：38．72� 7．0�
12 キタノリュウセイ 牡3青鹿56 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 裕 新冠 ハシモトフアーム 440＋10 〃 ハナ 22．8�
815 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿54 西田雄一郎加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 412＋ 41：38．8� 168．3�
35 ジョヴィアル 牝3栗 54 吉田 隼人佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 456± 01：38．9� 26．4�
611 コートオブアームズ 牡3鹿 56 川須 栄彦 	シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452 ―1：39．0� 22．1

816 サンチェロキー 牡3栗 56 田中 博康加藤 信之氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 462± 01：39．21� 23．4�
714 サンライズフレーズ 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 460＋10 〃 アタマ 31．3�
47 ドリームシューター 牡3青鹿56 中谷 雄太セゾンレースホース 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 446 ―1：39．3クビ 34．9�
23 ロートリンゲン 牡3栗 56 M．デムーロ 	社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B472－ 8 〃 クビ 3．2�
713 ウインカルミナ 牝3鹿 54

52 △小崎 綾也ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 420－101：39．4クビ 83．6�
510 フォーサイト 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 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 488－ 41：39．61� 212．6�
612 チェルカトーレ 牝3栗 54 川田 将雅 ロードホースクラブ 清水 久詞 えりも エクセルマネジメント 394－321：39．7� 63．8�
36 エイシンシャルル �3栃栗 56

55 ☆松若 風馬栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 456－101：40．65 199．4�
59 メルドオール 牡3鹿 56 四位 洋文 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 浦新 徳司 430－ 6 （競走中止） 6．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，300，900円 複勝： 27，224，500円 枠連： 9，064，800円
馬連： 31，059，000円 馬単： 17，498，700円 ワイド： 19，995，400円
3連複： 41，256，200円 3連単： 57，801，400円 計： 223，200，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 210円 � 250円 枠 連（1－4） 950円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 510円 �� 500円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 13，990円

票 数

単勝票数 計 193009 的中 � 39337（2番人気）
複勝票数 計 272245 的中 � 53182（2番人気）� 31282（4番人気）� 24504（5番人気）
枠連票数 計 90648 的中 （1－4） 7321（5番人気）
馬連票数 計 310590 的中 �� 16946（5番人気）
馬単票数 計 174987 的中 �� 4812（8番人気）
ワイド票数 計 199954 的中 �� 10313（4番人気）�� 10459（3番人気）�� 6326（9番人気）
3連複票数 計 412562 的中 ��� 10177（7番人気）
3連単票数 計 578014 的中 ��� 2995（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．9―37．3―49．8―1：02．5―1：14．6―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

サトノアッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2014．7．5 函館2着

2012．4．11生 牡3鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 6戦1勝 賞金 10，550，000円
〔競走中止〕 メルドオール号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カガノカリスマ号・キースカーフ号・セルメール号・モアニレフア号・レッドファーレン号
※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。



08005 3月14日 小雨 良 （27中京2）第1日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時05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

816 ラウレアブルーム 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 490＋ 42：15．2 3．4�
510 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 82：15．3� 19．9�
713 クリノイーソー 牡3鹿 56 �島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 474＋ 22：16．36 41．6�
12 マースキングズ 牡3青 56 高倉 稜キャピタルクラブ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 422－ 22：16．61� 70．4�
715 カリテスグレース 牝3黒鹿54 杉原 誠人北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 468－ 2 〃 アタマ 11．9�
23 パンテーラネロ 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �ローレルレーシング 高橋 義忠 日高 森永牧場 470± 02：16．81� 23．7	
48 ミスズダンディー 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 468－ 8 〃 クビ 7．1

612 コスモレプリカ 牡3栗 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 472－ 62：17．11� 128．9�
611 トーセンゲイル 牡3黒鹿56 川田 将雅島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋182：17．2� 4．8
818 マイネルリコルド 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 498－ 2 〃 クビ 7．0�
817 テキスタイルアート 牡3青鹿56 M．デムーロ吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 ハナ 9．6�
714 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 400－102：17．73 230．0�
35 トミケンルーシッド 牡3栗 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 458－ 22：18．12� 19．8�
47 アメリカンマッスル 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政市川 義美氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 508－142：18．52� 56．7�
24 メイスンセンター 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹梅村 浩氏 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 438－ 42：18．6クビ 292．3�
59 ア ゲ ハ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 442－ 42：18．7� 17．9�

（伊）

11 ワンダーウインディ 牡3黒鹿56 国分 恭介山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 502－ 42：18．91� 274．7�
36 ジェイポップ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B472＋ 22：20．7大差 91．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，748，700円 複勝： 30，925，900円 枠連： 13，596，800円
馬連： 34，430，300円 馬単： 19，041，700円 ワイド： 23，010，700円
3連複： 48，853，700円 3連単： 64，538，600円 計： 253，146，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 620円 � 760円 枠 連（5－8） 910円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，540円 �� 10，830円

3 連 複 ��� 36，530円 3 連 単 ��� 139，670円

票 数

単勝票数 計 187487 的中 � 43688（1番人気）
複勝票数 計 309259 的中 � 85423（1番人気）� 10080（10番人気）� 8022（11番人気）
枠連票数 計 135968 的中 （5－8） 11555（5番人気）
馬連票数 計 344303 的中 �� 9647（10番人気）
馬単票数 計 190417 的中 �� 3112（15番人気）
ワイド票数 計 230107 的中 �� 6072（8番人気）�� 2316（33番人気）�� 531（75番人気）
3連複票数 計 488537 的中 ��� 1003（112番人気）
3連単票数 計 645386 的中 ��� 335（436番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．2―12．5―12．8―12．5―12．6―12．7―12．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．9―35．1―47．6―1：00．4―1：12．9―1：25．5―1：38．2―1：50．8―2：02．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ラウレアブルーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Caerleon デビュー 2014．10．4 阪神2着

2012．2．17生 牡3鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ 8戦1勝 賞金 17，000，000円
〔制裁〕 ワンダーウインディ号の調教師佐藤正雄は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。

コスモレプリカ号の調教師小笠倫弘は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
コスモレプリカ号の騎手黛弘人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・1番）
チャパラ号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェイポップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウデコイ号
※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14日 曇 良 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

812 スマートラファエル 牡6黒鹿57 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 476± 02：01．1 4．3�
813 エイヴィアンボス 牡5鹿 57 北村 友一桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 542＋ 82：01．41� 3．4�
11 � ウェルウィッチア 牡6鹿 57 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B476± 02：01．61� 64．0�
56 オリハルコン 牡4黒鹿57 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 530＋ 62：01．92 4．7�
68 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 柴田 大知吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B510－ 8 〃 クビ 20．4	
57 シャドウシティー 牡4鹿 57 D．バルジュー 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 82：02．0クビ 37．3


（伊）

45 キネオフライト 牡4栗 57 勝浦 正樹吉田 千津氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－ 62：02．31� 75．4�

710 ステージジャンプ 牡5鹿 57 松田 大作合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：02．4� 4．0�

711� デルマコテツ 牡4栗 57 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444＋ 62：02．82	 52．9
44 アイアイエンデバー 牡6黒鹿57 菱田 裕二齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 B464－ 42：02．9クビ 13．5�
69 � スリーキングス 牡6栗 57 水口 優也永井商事� 石橋 守 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 ハナ 280．4�
33 ニューハウン 牡5鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 532＋142：03．0	 21．8�
22 カフジスター 牡4青鹿57 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 472＋ 22：03．1� 51．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，826，100円 複勝： 23，677，000円 枠連： 9，357，600円
馬連： 30，227，300円 馬単： 17，647，900円 ワイド： 17，925，400円
3連複： 37，925，900円 3連単： 61，832，600円 計： 217，419，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 170円 � 1，100円 枠 連（8－8） 700円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，450円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 11，000円 3 連 単 ��� 42，980円

票 数

単勝票数 計 188261 的中 � 34911（3番人気）
複勝票数 計 236770 的中 � 49232（2番人気）� 39906（3番人気）� 3747（11番人気）
枠連票数 計 93576 的中 （8－8） 10344（3番人気）
馬連票数 計 302273 的中 �� 31208（2番人気）
馬単票数 計 176479 的中 �� 8976（3番人気）
ワイド票数 計 179254 的中 �� 13021（2番人気）�� 1252（33番人気）�� 1246（34番人気）
3連複票数 計 379259 的中 ��� 2584（35番人気）
3連単票数 計 618326 的中 ��� 1043（131番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―19．0―30．6―43．8―57．2―1：10．3―1：23．1―1：35．9―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートラファエル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．2．25 阪神7着

2009．5．4生 牡6黒鹿 母 フラッシュウェーブ 母母 プラチナウェーブ 19戦3勝 賞金 33，590，000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14日 晴 良 （27中京2）第1日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時05分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

12 スズカシャーマン 牝4芦 55 横山 典弘永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 452＋ 61：37．2 7．6�
612 フェイブルネージュ 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：37．41� 2．2�
714� レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 津村 明秀飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 450＋ 2 〃 クビ 12．0�
510 シュヴァリエ 牝4栗 55

53 △小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 460＋181：37．5クビ 43．1�

36 バトルジェジェジェ 牝4鹿 55 蛯名 正義宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 456＋ 41：37．6� 19．2	
816 ア ラ フ ジ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 446＋ 4 〃 アタマ 22．1

35 トウカイセンス 牝4鹿 55 藤岡 佑介内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 440＋14 〃 ハナ 17．1�
713 マ ナ オ ラ ナ 牝4青鹿 55

52 ▲城戸 義政吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 424－101：37．7クビ 41．7�
815 エリンジューム 牝5黒鹿55 黛 弘人 �シルクレーシング 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 474＋ 21：37．91� 57．7
47 ヴィンテージローズ 牝4栗 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 450＋14 〃 ハナ 6．5�
23 ヴェルジョワーズ 牝4鹿 55 横山 和生 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 4 〃 クビ 9．4�
24 マラムデール 牝4栗 55 菱田 裕二 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 436－ 21：38．22 26．3�
11 リオグランデ 牝5鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋121：38．3� 20．0�
611� テ ン テ マ リ 牝4黒鹿55 松田 大作中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 418－191：38．4	 157．3�
59 � エリモフローラ 牝5黒鹿55 D．バルジュー 山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 486＋101：38．5� 126．0�

（伊）

48 ダイワラスター 牝4黒鹿55 四位 洋文大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 424＋ 21：38．81� 220．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，817，800円 複勝： 30，753，500円 枠連： 10，312，600円
馬連： 31，356，800円 馬単： 18，633，300円 ワイド： 21，288，500円
3連複： 45，232，700円 3連単： 63，926，900円 計： 243，322，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 240円 � 140円 � 210円 枠 連（1－6） 720円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，490円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 24，060円

票 数

単勝票数 計 218178 的中 � 22791（3番人気）
複勝票数 計 307535 的中 � 28645（5番人気）� 72025（1番人気）� 34745（4番人気）
枠連票数 計 103126 的中 （1－6） 11083（1番人気）
馬連票数 計 313568 的中 �� 18930（3番人気）
馬単票数 計 186333 的中 �� 4520（9番人気）
ワイド票数 計 212885 的中 �� 11740（2番人気）�� 3423（17番人気）�� 9830（4番人気）
3連複票数 計 452327 的中 ��� 7908（8番人気）
3連単票数 計 639269 的中 ��� 1926（51番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―12．5―12．7―12．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．7―49．2―1：01．9―1：14．1―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．3

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

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

勝馬の
紹 介

スズカシャーマン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．11．3 京都18着

2011．2．25生 牝4芦 母 シャドウリング 母母 アームサンサン 12戦2勝 賞金 19，900，000円
〔制裁〕 シュヴァリエ号の騎手小崎綾也は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・1番）

フェイブルネージュ号の騎手M．デムーロは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コスモラパン号・チョコレートバイン号・デルマサリーチャン号・ヤマニンシェリル号・ヤマニンバステト号
※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。

08008 3月14日 晴 良 （27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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 � ゴールドブラザー 牡5栗 57 藤岡 佑介加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 492＋161：25．8 13．5�
12 ラヴァズアゲイン 牝6栗 55

53 △小崎 綾也岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 472－ 41：26．22	 3．3�
816� ホ ス ト 牡4黒鹿57 吉田 隼人内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 520± 01：26．3	 22．0�
35 フィンデルムンド 牡7鹿 57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 クビ 3．7�
714 ポップアップハート 牡5栗 57

56 ☆松若 風馬丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 500± 01：26．62 10．2�
59 
 アンシャックルド �5栗 57 松田 大作�大樹ファーム 昆 貢 愛 S. F. Blood-

stock LLC B498－ 6 〃 ハナ 19．1	
612 ウォースピリッツ �5黒鹿57 西田雄一郎 �シルクレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 2 〃 ハナ 39．7

23 レッドジャイヴ 牡5青鹿57 中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム B458－ 61：26．7	 49．9�
11 マグナムボーイ 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 524－12 〃 ハナ 17．5
48 
 コズミックショア 牝5鹿 55 松山 弘平吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 486＋10 〃 ハナ 10．6�
815 ブラックシェンロン 牡4鹿 57 黛 弘人田頭 勇貴氏 竹内 正洋 登別 登別上水牧場 464＋ 81：27．01� 108．2�
510 スズカチャンプ 牡6鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 500－ 61：27．1クビ 12．6�
47 ディアポジション 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B478－ 41：27．31	 11．2�
36 � モズワトウナイ 牡4鹿 57 菱田 裕二 �キャピタル・システム 森田 直行 新ひだか 土田 扶美子 458＋101：27．51 38．9�
713� アフリカンブルー �4鹿 57 柴田 大知杉浦 和也氏 和田 雄二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 81：27．92	 155．4�
611
� アスターカウンティ 牡4鹿 57 北村 友一加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Glencrest

Farm LLC B496＋ 21：28．32	 124．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，908，600円 複勝： 28，654，900円 枠連： 11，574，800円
馬連： 38，021，200円 馬単： 21，315，700円 ワイド： 23，796，500円
3連複： 52，453，900円 3連単： 79，639，300円 計： 274，364，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 520円 � 160円 � 900円 枠 連（1－2） 1，750円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 5，010円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 30，660円 3 連 単 ��� 189，300円

票 数

単勝票数 計 189086 的中 � 11174（7番人気）
複勝票数 計 286549 的中 � 12354（8番人気）� 62705（2番人気）� 6643（12番人気）
枠連票数 計 115748 的中 （1－2） 5116（7番人気）
馬連票数 計 380212 的中 �� 10605（10番人気）
馬単票数 計 213157 的中 �� 2003（23番人気）
ワイド票数 計 237965 的中 �� 5120（9番人気）�� 1197（51番人気）�� 2762（23番人気）
3連複票数 計 524539 的中 ��� 1283（93番人気）
3連単票数 計 796393 的中 ��� 305（552番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．7
3 1（11，16）4（13，9）（2，12）（6，8，7）（5，10，15）14，3 4 1（4，11，16）（2，13，9）（5，6，12）（8，15）（3，10，7，14）

勝馬の
紹 介

�ゴールドブラザー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 タイキシャトル （1戦0勝 賞金 0円）

2010．3．19生 牡5栗 母 サザンギフト 母母 モーニングミラー 8戦1勝 賞金 12，100，000円
地方デビュー 2012．6．19 門別

〔制裁〕 ラヴァズアゲイン号の騎手小崎綾也は，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：9番）



08009 3月14日 晴 良 （27中京2）第1日 第9競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

発走14時15分（番組第10競走を順序変更） （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 8，900，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，300，000円 890，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

33 マテンロウハピネス 牡3鹿 56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 442－ 41：36．3 2．3�
44 � ダッシングブレイズ 牡3栗 56 蛯名 正義グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

476－ 2 〃 ハナ 3．2�
11 ブラックムーン 牡3鹿 56 川田 将雅 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 478－ 2 〃 ハナ 4．2�
22 ステラスターライト 牝3鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 千歳 社台ファーム 456＋ 81：36．83 7．2�
55 アドマイヤゴッド 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－121：37．11� 13．5�
77 ヴェルステルキング 牡3鹿 56 D．バルジュー 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 41：37．52	 16．9	

（伊）

66 
 ヘブンズゲート 牡3青鹿56 津村 明秀杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 506－ 21：37．71� 77．1

（7頭）

売 得 金
単勝： 29，653，000円 複勝： 31，429，500円 枠連： 発売なし
馬連： 43，142，100円 馬単： 29，228，000円 ワイド： 19，844，500円
3連複： 50，856，600円 3連単： 140，903，500円 計： 345，057，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 170円 �� 200円 �� 210円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 296530 的中 � 100484（1番人気）
複勝票数 計 314295 的中 � 87672（1番人気）� 83343（2番人気）
馬連票数 計 431421 的中 �� 90932（1番人気）
馬単票数 計 292280 的中 �� 31940（1番人気）
ワイド票数 計 198445 的中 �� 30683（1番人気）�� 24179（2番人気）�� 23131（3番人気）
3連複票数 計 508566 的中 ��� 110665（1番人気）
3連単票数 計1409035 的中 ��� 65623（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．9―36．8―48．9―1：01．2―1：13．1―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1

3 3（1，5，6）（2，4，7）
2
4
・（3，5）（1，2，6）（4，7）
3（1，5，6）（2，4，7）

勝馬の
紹 介

マテンロウハピネス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Montjeu デビュー 2015．1．25 中京1着

2012．3．6生 牡3鹿 母 レディハピネス 母母 レディパステル 3戦2勝 賞金 24，459，000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。

08010 3月14日 晴 良 （27中京2）第1日 第10競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，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� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

24 アルティマプリンス 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 502＋121：22．9 3．7�
35 イントロダクション 牝4栗 55 M．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 426－12 〃 クビ 5．7�
510 ポップジェムズ �5鹿 57 四位 洋文吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B468± 01：23．21	 21．8�
36 ヒシワイルド 牡6鹿 57 吉田 隼人阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 482－ 2 〃 ハナ 47．7�
611 サフランスカイ 牡4鹿 57 蛯名 正義海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 462－ 21：23．62
 14．0�
59 クールジョジョ 牝4黒鹿55 松田 大作川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 430－ 4 〃 ハナ 34．4	
48 アイファーマシェリ 牝4黒鹿55 川田 将雅中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 442＋ 41：23．81� 16．5

11 ノ ー ブ リ ー 牡6鹿 57 藤岡 佑介ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 486＋ 81：23．9
 71．5�
713 デンコウウノ 牡4鹿 57 �島 良太田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 492＋261：24．0	 61．6
12 マダムリシェス 牝4栗 55 川須 栄彦原 子氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 438－ 2 〃 クビ 294．3�
47 エーシンマイェスタ 牡5黒鹿57 高倉 稜�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 526－121：24．1クビ 7．3�
612� ウマクイクトオモウ 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 436＋12 〃 クビ 216．3�
715 ケントヒーロー 牡5栗 57 西田雄一郎田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 502＋ 61：24．42 22．4�
816 トーセンジャステス 牡5鹿 57 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 526－201：24．5クビ 5．7�
714 トシファイブスター 牡5黒鹿57 中井 裕二田畑 利彦氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 454＋ 41：24．6	 150．2�
23 � ピュアライン 牝5鹿 55 勝浦 正樹�谷岡牧場 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 450－301：24．7クビ 124．3�
818 エ グ ゼ ビ ア 牡5黒鹿57 D．バルジュー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 518± 01：24．8
 5．8�

（伊）

817 ファイアボール 牡4鹿 57 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 516＋ 61：25．65 225．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，525，500円 複勝： 36，239，200円 枠連： 20，847，700円
馬連： 61，320，500円 馬単： 31，000，100円 ワイド： 32，635，500円
3連複： 81，899，600円 3連単： 118，833，900円 計： 409，302，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 210円 � 530円 枠 連（2－3） 1，010円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，540円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 28，730円

票 数

単勝票数 計 265255 的中 � 56613（1番人気）
複勝票数 計 362392 的中 � 75870（1番人気）� 46368（2番人気）� 13322（9番人気）
枠連票数 計 208477 的中 （2－3） 15890（4番人気）
馬連票数 計 613205 的中 �� 38974（2番人気）
馬単票数 計 310001 的中 �� 11078（2番人気）
ワイド票数 計 326355 的中 �� 19203（2番人気）�� 5229（18番人気）�� 4245（25番人気）
3連複票数 計 818996 的中 ��� 7416（24番人気）
3連単票数 計1188339 的中 ��� 2998（64番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―12．1―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．8―46．9―58．7―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 ・（4，18）8，10，5（9，12）（6，11，15）－3（2，13）7，1，14，16－17 4 ・（4，18）（5，8，10）（6，9，12）（11，15）3（2，13）（1，7）14，16＝17

勝馬の
紹 介

アルティマプリンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．5．31 京都2着

2011．4．20生 牡4黒鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 5戦2勝 賞金 15，500，000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） 1頭 キリシマホーマ号
（非抽選馬） 1頭 スリーカーニバル号
※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。



08011 3月14日 晴 良 （27中京2）第1日 第11競走 ��
��2，000�第51回中 日 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，26．3．15以降27．3．8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 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

11 ディサイファ 牡6鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488－102：01．2 8．0�

510 デウスウルト �7黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋102：01．41� 4．8�
24 マイネルミラノ 牡5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 42：01．5	 13．3�
47 パッションダンス 牡7鹿 56 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516－ 22：01．71	 16．9�
714 ミ ト ラ �7黒鹿57．5 蛯名 正義吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 クビ 6．6�
36 キングズオブザサン 牡4芦 55 吉田 隼人 	社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 480＋102：01．8
 19．2

35 ダノンジェラート 牡6鹿 55 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 490－ 82：02．01 4．6�
12 サングレアル 牝4青鹿53 岩田 康誠 	サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 416＋ 62：02．1	 7．3�
713 ヒットザターゲット 牡7栗 57．5 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 520＋ 42：02．31� 21．6
817� アンコイルド 牡6鹿 56 高倉 稜	大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 492－ 6 〃 アタマ 76．5�
59 ネオブラックダイヤ 牡7青鹿54 松山 弘平小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－18 〃 ハナ 61．1�
48 フレージャパン 牡6栗 53 勝浦 正樹難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 474－ 2 〃 アタマ 111．9�
715� サンレイレーザー 牡6鹿 56 D．バルジュー 永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 538＋ 62：02．4	 27．8�

（伊）

612 メイショウカンパク 牡8黒鹿56 川須 栄彦松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496＋ 22：03．03	 443．1�
611 ゲシュタルト 牡8鹿 54 松若 風馬畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 526± 02：04．38 251．5�
818 アドマイヤフライト 牡6鹿 56 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 536－ 42：04．4	 18．0�
816 コスモオオゾラ 牡6鹿 55 柴田 未崎 	ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 506－ 22：04．5
 286．7�
23 ユールシンギング 牡5鹿 57 M．デムーロ 	社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 528－162：07．3大差 21．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 106，133，600円 複勝： 170，631，000円 枠連： 80，094，300円
馬連： 385，622，200円 馬単： 154，218，800円 ワイド： 166，144，000円
3連複： 579，799，800円 3連単： 843，290，400円 計： 2，485，934，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 180円 � 440円 枠 連（1－5） 960円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，760円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 9，580円 3 連 単 ��� 50，580円

票 数

単勝票数 計1061336 的中 � 105171（5番人気）
複勝票数 計1706310 的中 � 178986（4番人気）� 298975（1番人気）� 83708（7番人気）
枠連票数 計 800943 的中 （1－5） 64205（5番人気）
馬連票数 計3856222 的中 �� 164921（5番人気）
馬単票数 計1542188 的中 �� 28877（13番人気）
ワイド票数 計1661440 的中 �� 61410（4番人気）�� 23744（19番人気）�� 28277（15番人気）
3連複票数 計5797998 的中 ��� 45365（27番人気）
3連単票数 計8432904 的中 ��� 12087（126番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．8―49．4―1：01．6―1：13．6―1：25．2―1：36．9―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．0
1
3
4，7（6，11）（10，15）（1，14，16）（2，5，18）17，12，3，13，8，9
4，7（6，11，15）10（14，16，3）1，18（2，5）（12，13）（8，17）9

2
4

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

勝馬の
紹 介

ディサイファ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2012．2．26 中山3着

2009．4．20生 牡6鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation 27戦7勝 賞金 212，216，000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。

08012 3月14日 晴 良 （27中京2）第1日 第12競走 ��
��1，200�

え な

恵 � 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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

47 グランプリブルー 牡6栗 57 吉田 隼人北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B484－ 21：13．0 43．6�
35 シルヴァーグレイス 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 哲哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 464＋12 〃 クビ 15．2�
815� エルウェーオージャ 	7青 57 国分 恭介雑古 隆夫氏 坪 憲章 新ひだか 加野牧場 486± 0 〃 ハナ 198．3�
48 
 ヴィクタシア 牝6黒鹿55 M．デムーロ前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B508± 0 〃 ハナ 2．3�
59 スウィープアウェイ 牡4芦 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 462－ 6 〃 ハナ 10．2�
713 テイクファイア 牡5鹿 57 松若 風馬加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 41：13．1� 47．1�
11 シベリアンスオード 牡5栗 57 蛯名 正義藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 528± 01：13．2� 5．5	
714 ケ ッ キ セ ヨ 牡5鹿 57 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 480－ 41：13．3� 5．3

23 シャンパンルージュ 牝5鹿 55 西田雄一郎�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488－121：13．62 71．8�
24 プ リ ュ ム 牝6栗 55 小崎 綾也 キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B452－101：13．7� 41．9�
12 スズノオオタカ 牡7鹿 57 柴田 未崎久保 敏文氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 540＋161：13．91 309．1�
816 シニスタークイーン 牝6黒鹿55 高倉 稜宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 456－ 61：14．53� 436．1�
612 キセキノハナ 牝6芦 55 藤懸 貴志華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450± 0 〃 アタマ 68．8�
36 ネイティヴコード 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B502－ 61：14．6クビ 77．4�
510 バルタザール 牡5鹿 57 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 520－181：14．81� 19．6�
（伊）

611 ローレルベローチェ 牡4栗 57 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 472＋ 61：16．07 8．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，477，000円 複勝： 54，887，200円 枠連： 21，502，100円
馬連： 100，942，800円 馬単： 44，658，400円 ワイド： 48，211，000円
3連複： 112，725，400円 3連単： 184，858，700円 計： 604，262，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，360円 複 勝 � 1，170円 � 490円 � 2，770円 枠 連（3－4） 1，510円

馬 連 �� 19，080円 馬 単 �� 42，130円

ワ イ ド �� 4，710円 �� 21，050円 �� 22，220円

3 連 複 ��� 444，960円 3 連 単 ��� 2，094，100円

票 数

単勝票数 計 364770 的中 � 6678（9番人気）
複勝票数 計 548872 的中 � 12120（9番人気）� 32096（6番人気）� 4936（14番人気）
枠連票数 計 215021 的中 （3－4） 10997（7番人気）
馬連票数 計1009428 的中 �� 4362（41番人気）
馬単票数 計 446584 的中 �� 795（90番人気）
ワイド票数 計 482110 的中 �� 2665（42番人気）�� 589（81番人気）�� 558（83番人気）
3連複票数 計1127254 的中 ��� 190（344番人気）
3連単票数 計1848587 的中 ��� 64（1819番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．8―12．9―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．0―34．8―47．7―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリブルー �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．26 京都5着

2009．3．10生 牡6栗 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート 32戦3勝 賞金 52，651，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ヴィクタシア号の騎手M．デムーロは，4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：15番・9番）

ヴィクタシア号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エストゥペンド号・オーネットサクセス号
（非抽選馬）11頭 ウェイトアンドシー号・エンプレスペスカ号・オーゴンボルト号・ゲマインシャフト号・ツヨシノブルーム号・

ヒラボクダッシュ号・フランチャイズ号・マッシヴヒーロー号・ヤマニンメンヒル号・レッドジョーカー号・
ワンダーフォルテ号

※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。



（27中京2）第1日 3月14日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

223，210，000円
6，080，000円
1，710，000円
20，020，000円
67，632，000円
5，064，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
339，606，600円
504，874，000円
202，956，700円
840，401，100円
398，153，600円
425，021，100円
1，172，653，900円
1，772，478，900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 5，656，145，900円

総入場人員 12，776名 （有料入場人員 11，985名）
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