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08037 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

36 アグネスアーニャ 牝3鹿 54 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 470－ 61：56．4 21．3�
12 ティンバレス 牝3青鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 464－ 61：56．61� 1．4�
611 ブリーズヴェール 牝3黒鹿 54

52 △小崎 綾也 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 464－101：57．34 18．9�
713 ナムラケイト 牝3鹿 54 松山 弘平奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 496 ―1：57．93� 5．7�
714 バラブシュカ 牝3栗 54 藤懸 貴志大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 賀張三浦牧場 502＋ 6 〃 ハナ 18．2	
47 シゲルオカメマツリ 牝3黒鹿54 北村 友一森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 丸幸小林牧場 522－141：58．0� 14．7

11 シゲルギオンマツリ 牝3黒鹿54 丸山 元気森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 452－ 21：58．42� 40．4�
59 エナジャイズ 牝3栗 54 熊沢 重文鈴木 照雄氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 470＋ 61：58．5� 30．7�
612 ミスロンリーハーツ 牝3鹿 54

51 ▲�島 克駿高山 直樹氏 池添 学 日高 日西牧場 428＋ 41：58．6クビ 27．2
815 ストームアラート 牝3栗 54

53 ☆松若 風馬飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：59．45 42．1�
48 フロイラインシチー 牝3鹿 54 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 440－ 81：59．71� 94．6�
23 メイケイエンジェル 牝3鹿 54 丹内 祐次名古屋競馬� 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 472± 02：00．65 149．8�
510 クールレイナ 牝3栗 54 花田 大昂田畑 利彦氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 474－ 22：00．7� 250．7�
816 ヴィーナスモール 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 2 〃 ハナ 27．6�
35 シゲルタイコマツリ 牝3鹿 54 高倉 稜森中 蕃氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 490－122：03．9大差 190．1�
24 エスケイアタック 牝3栗 54 国分 優作服部 新平氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 432－14 （競走中止） 272．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，731，800円 複勝： 56，762，800円 枠連： 11，808，800円
馬連： 31，608，400円 馬単： 24，277，200円 ワイド： 20，397，500円
3連複： 48，087，200円 3連単： 79，799，400円 計： 288，473，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 250円 � 110円 � 260円 枠 連（1－3） 790円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，170円 �� 440円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 47，850円

票 数

単勝票数 計 157318 的中 � 5904（6番人気）
複勝票数 計 567628 的中 � 15540（4番人気）� 432521（1番人気）� 14866（5番人気）
枠連票数 計 118088 的中 （1－3） 11467（4番人気）
馬連票数 計 316084 的中 �� 29925（2番人気）
馬単票数 計 242772 的中 �� 5769（11番人気）
ワイド票数 計 203975 的中 �� 15270（3番人気）�� 1459（31番人気）�� 12285（4番人気）
3連複票数 計 480872 的中 ��� 7904（17番人気）
3連単票数 計 797994 的中 ��� 1209（142番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―14．0―13．9―13．2―12．9―12．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―38．5―52．4―1：05．6―1：18．5―1：31．4―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスアーニャ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．2．14 京都7着

2012．4．9生 牝3鹿 母 アグネスラック 母母 アグネスセレーネー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 エスケイアタック号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルタイコマツリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月22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 デューイハミテージ号

08038 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第2競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走10時20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

78 ティーポイズン 牡4栗 57 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 504－ 62：01．8 2．2�
811 トウカイストリーム 牡4青鹿57 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 524＋ 8 〃 ハナ 6．6�
11 オンワードハンター 牡4鹿 57 吉田 隼人樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 454－ 42：02．12 14．1�
67 エアーウェーブ 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 532± 02：02．84 11．4�
55 ヴァンクウィッシュ 牡4青鹿57 松山 弘平前田 幸治氏 森田 直行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 22：03．12 4．9�
22 デルマカマイタチ 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B490－ 42：03．2� 83．6�
79 アサクサベルーガ �5黒鹿 57

55 △小崎 綾也田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 ハナ 52．2	
66 ナリタタイフーン 牡6鹿 57 熊沢 重文
オースミ 松下 武士 浦河 杵臼牧場 516＋ 42：03．62� 94．3�
44 � スチブナイト 牡5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 500－172：04．66 105．8�
810 シェイクザバーレイ 牡5鹿 57 国分 優作 サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋122：05．02� 20．6�
33 ノブオズボーン 牡5鹿 57 藤田 伸二前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 飯岡牧場 568＋222：05．21� 5．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，784，400円 複勝： 19，545，500円 枠連： 7，669，000円
馬連： 27，751，500円 馬単： 17，427，400円 ワイド： 15，449，800円
3連複： 35，333，400円 3連単： 63，193，100円 計： 203，154，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 180円 � 240円 枠 連（7－8） 460円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 300円 �� 390円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 6，850円

票 数

単勝票数 計 167844 的中 � 59386（1番人気）
複勝票数 計 195455 的中 � 51888（1番人気）� 25526（4番人気）� 16527（5番人気）
枠連票数 計 76690 的中 （7－8） 12705（1番人気）
馬連票数 計 277515 的中 �� 37518（2番人気）
馬単票数 計 174274 的中 �� 12629（2番人気）
ワイド票数 計 154498 的中 �� 14608（2番人気）�� 10416（4番人気）�� 3371（13番人気）
3連複票数 計 353334 的中 ��� 11434（7番人気）
3連単票数 計 631931 的中 ��� 6683（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．6―30．4―44．2―57．6―1：10．6―1：23．6―1：36．7―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティーポイズン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．22 阪神12着

2011．3．30生 牡4栗 母 ホシノメガミ 母母 ダイアナスキー 13戦2勝 賞金 22，750，000円

第２回 中京競馬 第４日



08039 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

816 ヤマニンシャンデル 牝3栗 54 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 436－ 41：12．9 11．9�
714 メイスンヴィーナス 牝3栗 54

51 ▲義 英真梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 464－121：13．85 47．4�
815 ナリタサウス 牡3栗 56

54 △小崎 綾也�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 454＋ 4 〃 アタマ 20．1�
612 ハクサンフレンチ 牡3鹿 56 松山 弘平河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 486－ 61：14．01� 2．7�
23 トミケンモヴェール 牡3栗 56 丸山 元気冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 462＋ 6 〃 ハナ 37．2�
47 カンタベリーキッズ 牝3鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 388－ 61：14．32 110．9	
48 ホオキパビーチ 牡3鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434－ 6 〃 アタマ 9．5

24 レ ベ ニ ュ ー 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 462－10 〃 アタマ 30．1�
59 ラブミラーボード 牝3芦 54 杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 408－ 41：14．4クビ 183．8�
36 サフランスター 牡3黒鹿56 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 510＋121：14．82� 6．0
35 オレンジピークス 牡3鹿 56 国分 優作西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 528＋141：14．9クビ 2．9�
611 ユ ン ゼ イ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也大塚 亮一氏 矢野 英一 新冠 村上 雅規 440－ 81：15．22 107．2�
510 ケイツーノート 牝3鹿 54 黛 弘人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 酒井 秀紀 450－14 〃 クビ 59．1�
713 フジノキララ 牝3黒鹿54 西田雄一郎�富士開発 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 B436＋ 21：15．73 201．0�
11 シュートオフ 牡3鹿 56 丹内 祐次�日進牧場 杉浦 宏昭 様似 スイートフアーム B486－ 21：16．44 68．5�
12 ビヨンドザスカイ 牡3鹿 56 花田 大昂丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 450－ 41：17．46 355．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，588，200円 複勝： 25，544，600円 枠連： 10，821，000円
馬連： 31，474，900円 馬単： 19，594，500円 ワイド： 18，464，100円
3連複： 46，268，900円 3連単： 66，134，500円 計： 234，890，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 440円 � 1，520円 � 670円 枠 連（7－8） 6，270円

馬 連 �� 27，680円 馬 単 �� 52，860円

ワ イ ド �� 6，700円 �� 2，900円 �� 5，260円

3 連 複 ��� 68，310円 3 連 単 ��� 380，530円

票 数

単勝票数 計 165882 的中 � 11114（5番人気）
複勝票数 計 255446 的中 � 16598（5番人気）� 4144（11番人気）� 10055（8番人気）
枠連票数 計 108210 的中 （7－8） 1336（17番人気）
馬連票数 計 314749 的中 �� 881（51番人気）
馬単票数 計 195945 的中 �� 278（91番人気）
ワイド票数 計 184641 的中 �� 707（51番人気）�� 1659（26番人気）�� 904（41番人気）
3連複票数 計 462689 的中 ��� 508（130番人気）
3連単票数 計 661345 的中 ��� 126（678番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．5―12．3―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシャンデル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．27 新潟5着

2012．2．6生 牝3栗 母 ヤマニンアルシオン 母母 ヤマニンパラダイス 5戦1勝 賞金 6，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビヨンドザスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月22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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 セイカヒカワザカ号・ボーベルレーヌ号・リミットレス号・レモンイエロー号

08040 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20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 � イフウドウドウ 牡5栗 60 難波 剛健西村新一郎氏 奥村 豊 平取 高橋 啓 474＋ 23：20．6 1．9�
11 ドクタールキア 牝5鹿 58 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 458－243：21．13 5．2�
22 メ テ オ ー ロ 牡4栗 59 金子 光希白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 456－ 43：21．95 83．1�
46 キングブラーボ 牡7黒鹿60 中村 将之村上 稔氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 534－ 43：22．11� 5．0�
813 シゲルハリマ 牡4栗 59 熊沢 重文森中 蕃氏 中村 均 新ひだか 三石川上牧場 504－103：23．05 9．2�
34 � アスターコリント 	6黒鹿60 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 536＋ 63：23．85 34．1�
610 トライアゲイン 牡4鹿 59 高野 和馬	ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－123：25．18 19．7

57 エ ト ラ 牝4鹿 57 佐久間寛志佐藤 則子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 442＋103：25．73
 28．8�
711 スズカシャトル 牡4鹿 59 小坂 忠士永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 482－ 63：27．19 58．9�
45 � ケンブリッジヒーロ 牡7栗 60 平沢 健治中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 472＋ 43：27．63 19．2
814 シゲルキシュウ 牡4芦 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 502－ 83：29．3大差 126．9�
712 グランデアリュール 	5鹿 60 蓑島 靖典吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 164．2�
58 トーアイタダキ 牡4栗 59 五十嵐雄祐高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454－ 23：29．83 43．6�
69 � スズカロードスター 牡5鹿 60 江田 勇亮永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 460－10 〃 アタマ 130．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，674，000円 複勝： 17，600，800円 枠連： 9，288，900円
馬連： 23，098，500円 馬単： 17，000，700円 ワイド： 14，972，300円
3連複： 38，757，500円 3連単： 61，124，400円 計： 195，517，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 510円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，220円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 18，900円

票 数

単勝票数 計 136740 的中 � 56304（1番人気）
複勝票数 計 176008 的中 � 59360（1番人気）� 24841（3番人気）� 5261（10番人気）
枠連票数 計 92889 的中 （1－3） 13463（2番人気）
馬連票数 計 230985 的中 �� 29326（2番人気）
馬単票数 計 170007 的中 �� 14567（2番人気）
ワイド票数 計 149723 的中 �� 20566（1番人気）�� 2816（14番人気）�� 1124（32番人気）
3連複票数 計 387575 的中 ��� 4531（20番人気）
3連単票数 計 611244 的中 ��� 2344（49番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 52．0－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�イフウドウドウ �
�
父 アドマイヤジュピタ �

�
母父 マンハッタンカフェ

2010．1．31生 牡5栗 母 ナスノファイン 母母 ファインドレス 障害：4戦1勝 賞金 13，400，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 スズカロードスター号の騎手石神深一は，第3日第5競走での落馬負傷のため江田勇亮に変更。
〔その他〕 スズカロードスター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 スズカロードスター号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年4月22日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤバートン号・カワキタバルク号



08041 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

47 トゥルーストーリー 牝3鹿 54 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 468 ―1：24．0 23．5�

24 ブライトボイス 牡3栗 56
54 △小崎 綾也宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 492－ 6 〃 アタマ 4．0�

713 クィーンチャーム 牝3黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 446 ―1：25．06 4．3�
818 ワキノハガクレ 牡3黒鹿56 藤田 伸二脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 414－ 61：25．1� 31．6	
510 カ シ シ 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438－101：25．2� 5．9

12 ジュビリーライン 牝3鹿 54 西田雄一郎下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B404－ 8 〃 アタマ 23．6�
59 フラッシュカフェ 牡3黒鹿56 熊沢 重文西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 466－ 61：25．3� 26．9�
11 ジ ェ ッ ト 牡3黒鹿56 藤岡 康太薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 466－141：25．4クビ 6．9
23 アヴェントゥリーナ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 434＋181：25．61� 55．2�

715 モアニレフア 牝3青鹿 54
51 ▲木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 420－ 6 〃 ハナ 188．8�

714 レイナブランカ 牝3芦 54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 422± 01：26．02� 8．4�

816 カ ル デ ィ ア 牝3鹿 54
51 ▲義 英真 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 422－16 〃 クビ 36．1�

35 レッドファーレン 牝3青鹿54 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430－ 81：26．53 12．0�
48 ラウレアメモリー 牝3芦 54 藤懸 貴志横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 414 ―1：26．6� 159．9�
612 ロードエスペランサ 牡3鹿 56 北村 友一 �ロードホースクラブ 高橋 康之 浦河 高村牧場 B478＋ 61：27．45 31．0�
611 ビューティークイン 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太田島 政光氏 松永 康利 浦河 ガーベラパー
クスタツド 420－ 21：28．25 185．3�

36 シゲルヤマガサ 牝3栗 54
51 ▲�島 克駿森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 矢野牧場 396－221：29．58 176．9�

817 マンダリンクイーン 牝3青鹿54 黛 弘人山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 422 ―1：30．56 208．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，071，600円 複勝： 22，614，500円 枠連： 12，005，100円
馬連： 32，414，700円 馬単： 18，483，900円 ワイド： 20，869，100円
3連複： 48，397，100円 3連単： 63，038，700円 計： 234，894，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 550円 � 160円 � 180円 枠 連（2－4） 4，000円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，990円 �� 440円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 66，420円

票 数

単勝票数 計 170716 的中 � 5797（7番人気）
複勝票数 計 226145 的中 � 7832（9番人気）� 43910（1番人気）� 35079（2番人気）
枠連票数 計 120051 的中 （2－4） 2322（17番人気）
馬連票数 計 324147 的中 �� 5156（17番人気）
馬単票数 計 184839 的中 �� 1254（40番人気）
ワイド票数 計 208691 的中 �� 3316（17番人気）�� 2553（22番人気）�� 13239（2番人気）
3連複票数 計 483971 的中 ��� 4497（25番人気）
3連単票数 計 630387 的中 ��� 688（193番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．2―12．5―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．8―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．2
3 4，7（6，18）（12，9）（5，3，16）14（1，10）（2，15，17）（8，13）－11 4 4－7（6，18）（12，9）（5，3，16）（1，10，14）15（2，13）（8，17）－11

勝馬の
紹 介

トゥルーストーリー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dehere 初出走

2012．4．9生 牝3鹿 母 デフィニット 母母 Hiroo Garden 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビューティークイン号・シゲルヤマガサ号・マンダリンクイーン号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成27年4月22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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クリノテンホー号・シャイニーサン号・ジューンロディ号・プルメリアスター号

08042 3月22日 晴 良 （27中京2）第4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
1：58．8
1：56．1

良
良

11 アドマイヤロケット 牡3青鹿56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 62：04．7 3．2�
48 � セプティエーム 牡3芦 56 丸山 元気吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

466－20 〃 ハナ 13．6�
24 レジメンタル 牡3栗 56 松山 弘平�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 432－ 6 〃 クビ 2．8�
612 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿54 高倉 稜森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418－ 22：05．33� 56．9�
12 サンデーウィザード 牡3鹿 56

55 ☆松若 風馬巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 438－ 62：05．4クビ 5．5�
611 サンライズフルール 牡3栗 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 444－ 42：06．03� 6．7	
817 ラナチュール 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 390± 02：06．21	 137．4

36 スズカステイボーイ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B444－102：06．41	 35．5�
23 ダンツエイカン 牡3鹿 56

54 △小崎 綾也山元 哲二氏 山内 研二 平取 スガタ牧場 534＋ 6 〃 ハナ 26．2�
818 ア ジ ル 牡3鹿 56 藤田 伸二村上 稔氏 池添 兼雄 小清水 千島北斗牧場 454± 02：06．72 32．4
713 ドリームポリーニ 牡3栗 56 国分 優作セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452± 02：06．91� 163．3�
59 ウインミラージュ 牡3栗 56 黛 弘人�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 436－ 22：07．0クビ 119．2�
816 シンコースカイ 牝3鹿 54 古川 吉洋豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 406－ 62：07．1� 295．5�
715 ライブリファースト 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 490－ 82：07．2� 63．8�
510 トーセンパンサー 牡3栗 56 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－102：07．3
 151．9�
714 ミヤギサムソン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也菅原 光博氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 424－122：07．72� 241．4�
35 コンゴウヒーロー 牡3芦 56 北村 友一金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 538－ 22：08．12� 55．8�
47 テイエムジャガー 牝3栗 54

51 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 テイエム牧場日高支場 424± 02：08．84 364．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 16，660，200円 複勝： 22，525，900円 枠連： 11，878，500円
馬連： 33，160，600円 馬単： 18，921，700円 ワイド： 19，385，600円
3連複： 43，152，000円 3連単： 67，294，900円 計： 232，979，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 300円 � 110円 枠 連（1－4） 1，860円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 770円 �� 200円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 166602 的中 � 40718（2番人気）
複勝票数 計 225259 的中 � 42407（2番人気）� 11913（6番人気）� 72161（1番人気）
枠連票数 計 118785 的中 （1－4） 4942（6番人気）
馬連票数 計 331606 的中 �� 9978（8番人気）
馬単票数 計 189217 的中 �� 3555（11番人気）
ワイド票数 計 193856 的中 �� 5645（8番人気）�� 29629（1番人気）�� 6790（6番人気）
3連複票数 計 431520 的中 ��� 18255（3番人気）
3連単票数 計 672949 的中 ��� 3671（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．5―50．3―1：03．1―1：15．9―1：28．6―1：40．6―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤロケット �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．6．29 阪神4着

2012．2．29生 牡3青鹿 母 リッチアフェアー 母母 Much Too Risky 6戦1勝 賞金 11，400，000円
〔制裁〕 レジメンタル号の騎手松山弘平は，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。

アドマイヤロケット号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コスモエルドール号



08043 3月22日 晴 良 （27中京2）第4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 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

35 キョウエイマグマ 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 462－121：24．7 5．3�
22 ダテノハクトラ 牡4芦 57

56 ☆松若 風馬河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 484－ 81：24．8� 3．4�
58 サンライズアルブル 牡4黒鹿 57

55 △小崎 綾也松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 41：24．9� 5．2�

712 ナリタロック 牡5栗 57 高倉 稜�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 500± 0 〃 ハナ 4．7�
59 ペリーホワイト 牡4芦 57

54 ▲木幡 初也西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 468－ 4 〃 ハナ 36．0�
23 ケンブリッジベスト 牡4黒鹿57 杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470－ 61：25．43 190．9	
610 キーブランド 牡6鹿 57

54 ▲義 英真北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 514－ 21：25．82� 8．5

815� チ ー フ テ ン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 482＋ 8 〃 クビ 43．3�
34 ターゲットゾーン 牡5栗 57 古川 吉洋畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 B516± 01：26．22� 208．1�
814 イ ク ラ ト ロ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 426－101：26．41	 40．2
611� ローエンイェーガー 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 528－ 61：26．5クビ 192．9�
47 バルトロメオ 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム B486＋ 6 〃 クビ 53．1�
46 ウインスラッガー 牡6栗 57 黛 弘人�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 512± 0 〃 アタマ 24．6�
713 カ ッ サ イ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 486－ 21：28．09 13．7�
11 � ビューロクラート 牡4鹿 57 丸山 元気佐々木雄二氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 462－141：29．7大差 29．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，164，700円 複勝： 26，174，900円 枠連： 10，161，800円
馬連： 35，130，200円 馬単： 18，951，700円 ワイド： 19，358，400円
3連複： 46，557，800円 3連単： 72，766，900円 計： 247，266，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 140円 � 170円 枠 連（2－3） 850円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 340円 �� 620円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計 181647 的中 � 27126（4番人気）
複勝票数 計 261749 的中 � 38722（3番人気）� 53065（1番人気）� 36342（4番人気）
枠連票数 計 101618 的中 （2－3） 9193（3番人気）
馬連票数 計 351302 的中 �� 32634（2番人気）
馬単票数 計 189517 的中 �� 7152（5番人気）
ワイド票数 計 193584 的中 �� 15275（2番人気）�� 7440（7番人気）�� 14430（3番人気）
3連複票数 計 465578 的中 ��� 23037（3番人気）
3連単票数 計 727669 的中 ��� 7188（8番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．1―12．5―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．4―46．5―59．0―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイマグマ �
�
父 サムライハート �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．10．14 東京5着

2011．2．18生 牡4鹿 母 バ ト ル ラ ヴ 母母 フジノビックガール 16戦2勝 賞金 31，950，000円

08044 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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
1：58．8
1：56．1

良
良

714 ヤマトダイアンサス 牝5栃栗 55
54 ☆松若 風馬みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 480－ 22：03．7 6．0�

11 エアマチュール 牝4青鹿55 藤岡 康太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 クビ 5．6�
48 ビキニスタイル 牝4黒鹿55 松山 弘平石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 22：04．01� 3．8�
815� イメージガール 牝5黒鹿 55

53 △小崎 綾也飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 462－122：04．21� 13．2�
23 ヴィルジニア 牝5鹿 55 北村 友一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：04．3� 8．5	
12 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484± 02：04．61� 33．3

713� レッドレイラ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 444－162：04．7クビ 149．3�
612 チョウアコガレ 牝4鹿 55 国分 優作丸山 隆雄氏 日吉 正和 浦河 草薙 利昭 422－ 22：04．8� 168．8�
817 デルマサリーチャン 牝4鹿 55 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476＋ 22：04．9	 53．1
36 テイエムサンビカ 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 帰山 清貴 462＋ 22：05．0� 8．9�
510 コスモミレディー 牝4栗 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 72：05．32 105．2�
47 スズカローラー 牝4鹿 55 中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450－ 22：05．51	 12．6�
816 マイネボニータ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 42：05．6	 7．2�
59 ワクワクキリシマ 牝4鹿 55 杉原 誠人西村新一郎氏 奥村 豊 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－122：05．81 42．7�
35 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 55 藤田 伸二土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 460＋ 22：06．01� 84．2�
611 パンズラビリンス 牝4鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 448＋ 62：06．1クビ 92．3�
24 ビレッジソング 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 416－142：06．31� 109．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 16，276，800円 複勝： 25，100，600円 枠連： 12，056，700円
馬連： 36，145，500円 馬単： 19，007，900円 ワイド： 20，309，900円
3連複： 50，256，500円 3連単： 70，104，000円 計： 249，257，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 180円 � 140円 枠 連（1－7） 1，900円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 970円 �� 540円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 18，760円

票 数

単勝票数 計 162768 的中 � 21518（3番人気）
複勝票数 計 251006 的中 � 22713（4番人気）� 35131（2番人気）� 58346（1番人気）
枠連票数 計 120567 的中 （1－7） 4913（8番人気）
馬連票数 計 361455 的中 �� 10652（8番人気）
馬単票数 計 190079 的中 �� 2549（18番人気）
ワイド票数 計 203099 的中 �� 4960（11番人気）�� 9428（3番人気）�� 16850（1番人気）
3連複票数 計 502565 的中 ��� 14779（2番人気）
3連単票数 計 701040 的中 ��� 2708（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．9―49．8―1：02．0―1：14．2―1：26．6―1：38．8―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．1
1
3
14－7，5（2，10）（11，16）（4，17）（8，9，15）6（3，13）12－1
14，7－（2，5）（11，16）（10，6）（4，9，17）15（8，3，13）－（1，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤマトダイアンサス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．12．8 中山9着

2010．4．25生 牝5栃栗 母 ノエラロワイヤル 母母 Beautywal 18戦2勝 賞金 25，305，000円



08045 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第9競走 ��
��1，400�

じ ん ち ょ う げ

沈 丁 花 賞
発走14時15分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 リアルプロジェクト 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 500＋ 61：25．3 4．9�
611 タマモイレブン 牡3鹿 56 吉田 隼人タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518＋ 21：25．51� 10．3�
24 タイセイアニマート 牡3黒鹿56 杉原 誠人田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 460－ 4 〃 クビ 35．9�
35 センターピース 牡3栗 56 小崎 綾也水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 452－ 61：25．6� 2．1�
59 ノーモアベット 牡3青鹿56 伊藤 工真髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 434－201：25．81� 45．0�
714 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 高倉 稜小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 464－ 21：26．01 6．4	
510 コスモシュアー 牡3芦 56 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高木 登 新ひだか 坂本 春雄 446－ 41：26．21 90．1

713 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿56 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 512＋ 21：26．52 6．9�
12 アルノルフィーニ 牡3鹿 56 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 444＋ 41：26．82 117．2
612 ビレッジトプテム 牡3栗 56 古川 吉洋村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 486＋ 21：27．01� 26．8�
11 スナッチアキス 牝3鹿 54 黛 弘人西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 422－ 81：27．31	 88．0�
48 トーセンメリッサ 牝3青 54 義 英真島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－10 〃 クビ 80．5�
815 ナガラキコウシ 牡3栃栗56 国分 恭介長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 462－ 81：27．4クビ 65．9�
816 ケンブリッジゴール 牡3栗 56 藤田 伸二中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 446－ 41：27．5� 221．7�
23 カシノキングダム 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 450－ 21：27．6	 44．6�
36 リバークルーズ 牝3栗 54 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 452－ 81：28．34 153．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，797，500円 複勝： 33，944，400円 枠連： 17，120，000円
馬連： 50，576，300円 馬単： 31，337，100円 ワイド： 29，377，000円
3連複： 67，227，300円 3連単： 110，910，100円 計： 368，289，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 260円 � 600円 枠 連（4－6） 1，960円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，430円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 12，290円 3 連 単 ��� 48，000円

票 数

単勝票数 計 277975 的中 � 45178（2番人気）
複勝票数 計 339444 的中 � 49307（3番人気）� 35809（4番人気）� 12197（8番人気）
枠連票数 計 171200 的中 （4－6） 6753（7番人気）
馬連票数 計 505763 的中 �� 19309（6番人気）
馬単票数 計 313371 的中 �� 6672（10番人気）
ワイド票数 計 293770 的中 �� 10399（7番人気）�� 5253（12番人気）�� 2400（28番人気）
3連複票数 計 672273 的中 ��� 4102（39番人気）
3連単票数 計1109101 的中 ��� 1675（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．2―47．4―1：00．1―1：12．5

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

勝馬の
紹 介

リアルプロジェクト �
�
父 カリズマティック �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．10．19 京都6着

2012．4．14生 牡3鹿 母 トレンドエッセンス 母母 ウインブルドンⅡ 6戦2勝 賞金 15，264，000円
〔発走状況〕 スナッチアキス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 カシノトラダマシイ号・カゼノトビラ号・キタサンサジン号・サウスリバティー号・サンタナブルー号・

スマートアヴァロン号・ミッキーシーガル号

08046 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第10競走 ��
��1，400�

と よ は し

豊 橋 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

12 コ ウ セ ン 牡5鹿 57 丸山 元気西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 490± 01：23．0 4．1�
510 チョコレートバイン 牝4鹿 55 古川 吉洋 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 428－ 81：23．42� 3．5�
11 フェルメッツァ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �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 460＋22 〃 クビ 8．6�
713 コスモラパン 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 410± 01：23．5� 19．7�
47 トシストロング 牡4鹿 57 松山 弘平上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 478－ 21：23．6� 7．7�
612 ゴットロブロイ 牡4栗 57 竹之下智昭後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 518－ 4 〃 アタマ 26．5	
715 ハイベストバイオ 牡4黒鹿57 国分 恭介バイオ
 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋18 〃 クビ 32．5�
817 ヒシワイルド 牡6鹿 57 伊藤 工真阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 476－ 61：23．7クビ 24．7�
48 サフランスカイ 牡4鹿 57 高倉 稜海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 458－ 41：23．8� 27．8
35 リターンラルク 牡4鹿 57 松若 風馬山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B464＋ 81：23．9� 25．9�
24 ベラフォレスタ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 468－101：24．0クビ 133．3�
36 アラマサクロフネ 牝4鹿 55 中井 裕二�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 490± 0 〃 アタマ 176．4�
714 スリーカーニバル 牝5鹿 55 北村 友一永井商事
 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 476＋101：24．21	 9．4�
611
 ハイマウンテン 牝5鹿 55 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 456＋ 21：24．3� 18．7�
59 セトノフラッパー 牝5栗 55 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 452＋ 21：24．4� 27．3�
23 ケンタッキーミント 牝4青鹿55 杉原 誠人長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 466－121：24．93 178．5�
818 バトルムーングロウ 牝4栗 55 黛 弘人宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 488＋ 4 〃 クビ 30．9�

（17頭）
816 ミリオンフレッシュ 牡5黒鹿57 藤田 伸二田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 476－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，216，500円 複勝： 41，682，800円 枠連： 22，573，600円
馬連： 69，539，200円 馬単： 33，752，900円 ワイド： 36，653，500円
3連複： 99，179，100円 3連単： 140，824，100円 計： 472，421，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 150円 � 280円 枠 連（1－5） 630円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 400円 �� 730円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 差引計 282165（返還計 1926） 的中 � 54257（2番人気）
複勝票数 差引計 416828（返還計 3090） 的中 � 75314（2番人気）� 80123（1番人気）� 30211（5番人気）
枠連票数 計 225736 的中 （1－5） 27521（1番人気）
馬連票数 差引計 695392（返還計 12245） 的中 �� 52243（1番人気）
馬単票数 差引計 337529（返還計 5897） 的中 �� 12080（2番人気）
ワイド票数 差引計 366535（返還計 7826） 的中 �� 24844（1番人気）�� 12570（5番人気）�� 9438（7番人気）
3連複票数 差引計 991791（返還計 27128） 的中 ��� 23117（3番人気）
3連単票数 差引計1408241（返還計 38823） 的中 ��� 7663（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―12．2―12．4―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．9―46．1―58．5―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．9
3 ・（18，14，15）9（2，7）（4，8）13，12－17（3，10）6（1，11，5） 4 ・（18，14）（2，9，15）7，13（4，8）（17，12，10）3（11，6）（1，5）

勝馬の
紹 介

コ ウ セ ン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．9．29 阪神1着

2010．3．29生 牡5鹿 母 グリーンヒルマック 母母 マツクスフリート 11戦2勝 賞金 28，896，000円
〔競走除外〕 ミリオンフレッシュ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ゴットロブロイ号の騎手竹之下智昭は，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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 キボウダクリチャン号・クリノハッチャン号・サチノリーダース号・ダイワソフィー号・テイエムナデューラ号・

デスティニーラブ号・ハプスブルク号・ブルーヴァルキリー号・ヤマニンシバルリー号・ヤマニンバステト号



08047 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第11競走 ��
��2，000�

こ ま き

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

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

55 ハドソンヤード 牡4黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 454－102：03．5 4．2�
11 コ ル サ ー レ 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 3．0�
33 � ザトゥルーエアー 牡4鹿 57 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 454－ 62：04．13	 8．9�
79 ワールドレーヴ 牡5黒鹿57 丹内 祐次嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 464－102：04．31
 14．3�
22 グレートヴァリュー 牡7黒鹿57 小崎 綾也小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 464＋ 4 〃 クビ 18．4	
66 タマモネイヴィー 牡4鹿 57 松山 弘平タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B494± 02：04．51	 5．8

67 シャドウウィザード �5黒鹿57 吉田 隼人飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 454－14 〃 アタマ 5．9�
78 マ グ メ ル 牡6鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム B466－ 62：04．6クビ 41．1�
811� メイショウテッサイ 牡7鹿 57 丸山 元気松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 496± 02：04．7	 51．7
44 トーセンギャラリー 牡6鹿 57 古川 吉洋島川 �哉氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 16．4�
810� テーオーダンシング �8鹿 57 難波 剛健小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 536＋ 6 〃 ハナ 151．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，212，400円 複勝： 40，824，100円 枠連： 25，144，000円
馬連： 121，546，100円 馬単： 62，243，400円 ワイド： 44，054，500円
3連複： 156，550，600円 3連単： 310，206，300円 計： 792，781，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 140円 � 240円 枠 連（1－5） 680円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 300円 �� 740円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 7，910円

票 数

単勝票数 計 322124 的中 � 60124（2番人気）
複勝票数 計 408241 的中 � 73669（2番人気）� 92006（1番人気）� 33548（5番人気）
枠連票数 計 251440 的中 （1－5） 28479（2番人気）
馬連票数 計1215461 的中 �� 134453（1番人気）
馬単票数 計 622434 的中 �� 34196（2番人気）
ワイド票数 計 440545 的中 �� 42128（1番人気）�� 14022（10番人気）�� 19633（6番人気）
3連複票数 計1565506 的中 ��� 61904（4番人気）
3連単票数 計3102063 的中 ��� 28427（12番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―13．2―12．8―12．3―12．4―12．1―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．6―37．8―50．6―1：02．9―1：15．3―1：27．4―1：39．4―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハドソンヤード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．3．30 中京9着

2011．4．6生 牡4黒鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 8戦3勝 賞金 30，563，000円
〔制裁〕 ザトゥルーエアー号の騎手田中博康は，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：8番・

7番・4番・10番）

08048 3月22日 晴 良 （27中京2）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時00分 （ダート・左）
1600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 12，900，000円 5，200，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，290，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 オールブラックス 牡6鹿 57 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 486－141：24．5 7．9�
36 � セ イ ラ 牝6栗 55 古川 吉洋萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 482－ 6 〃 ハナ 25．4�
35 ビッグリバティ 牡6青鹿57 国分 恭介�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 520＋ 61：24．81	 11．0�
510 ポメグラネイト 牡4栗 57 藤田 伸二畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 562± 0 〃 アタマ 5．7�
815 ビ ッ グ ギ グ 牡4栗 57 国分 優作吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B528＋ 41：25．11	 18．1�
23 リバーソウル 牡4黒鹿57 田中 健林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454± 01：25．42 24．3	
816 ロスヴァイセ 牝4黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 466＋221：25．5
 13．9

59 サクセスフェイト 牡6黒鹿 57

56 ☆松若 風馬髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社
吉田ファーム 452－ 21：25．71� 4．8�

612 ナリタシーズン 牡8栗 57 高倉 稜�オースミ 松下 武士 浦河 杵臼牧場 508－ 81：25．8
 26．9
12 タ マ ラ マ �6黒鹿57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 6 〃 クビ 17．6�
48 � ワイドエクセレント 牡5鹿 57 伊藤 工真古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast

Farms LLC 548－ 41：25．9	 5．2�
714 セイカフォルトゥナ 牝6栗 55

52 ▲伴 啓太久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B480± 0 〃 ハナ 59．9�
611 ダノンウィスラー 牡7鹿 57 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 464± 01：26．11� 177．8�
713 トップボンバー 牡4鹿 57

54 ▲加藤 祥太�コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 444－ 41：26．2	 68．1�
11 ヒミノオオタカ 牡5鹿 57 中谷 雄太佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 478＋ 21：27．79 112．8�
47 タイセイシュバリエ 牡6芦 57 松山 弘平田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－141：28．65 8．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，082，500円 複勝： 61，873，300円 枠連： 33，387，400円
馬連： 122，055，000円 馬単： 43，683，900円 ワイド： 52，885，700円
3連複： 142，020，900円 3連単： 212，106，100円 計： 707，094，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 280円 � 680円 � 330円 枠 連（2－3） 1，680円

馬 連 �� 12，760円 馬 単 �� 17，800円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 1，300円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 26，730円 3 連 単 ��� 169，910円

票 数

単勝票数 計 390825 的中 � 39161（4番人気）
複勝票数 計 618733 的中 � 62520（4番人気）� 21371（10番人気）� 51140（5番人気）
枠連票数 計 333874 的中 （2－3） 15339（8番人気）
馬連票数 計1220550 的中 �� 7884（47番人気）
馬単票数 計 436839 的中 �� 1840（81番人気）
ワイド票数 計 528857 的中 �� 4512（41番人気）�� 10751（13番人気）�� 3942（46番人気）
3連複票数 計1420209 的中 ��� 3984（103番人気）
3連単票数 計2121061 的中 ��� 905（644番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―12．0―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．4―46．4―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールブラックス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．11．12 京都5着

2009．5．15生 牡6鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ 20戦5勝 賞金 73，734，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 セイカフォルトゥナ号の騎手伴啓太は，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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 カーティスバローズ号・ダイヤノゲンセキ号・ツルオカハチマン号・デルマヌラリヒョン号・ヒラボクプリンス号・

マヤノオントロジー号・メイショウアイアン号・ルミナスウイング号・ロードヴォルケーノ号

３レース目



（27中京2）第4日 3月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

175，610，000円
2，080，000円
6，360，000円
1，580，000円
15，770，000円
67，439，500円
5，624，800円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
258，260，600円
394，194，200円
183，914，800円
614，500，900円
324，682，300円
312，177，400円
821，788，300円
1，317，502，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，227，021，000円

総入場人員 15，194名 （有料入場人員 14，377名）
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