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08037 3月21日 晴 稍重 （28中京2）第4日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走9時55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

35 ラベンダーメモリー 牝3鹿 54 松田 大作田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B430－ 41：38．3 10．6�
23 クレーデリンテ 牝3黒鹿54 和田 竜二原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 クビ 13．3�
59 テーオーピコタン 牝3栗 54 M．デムーロ小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 61：38．61� 2．8�
611 ショーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 470－ 41：38．7� 3．2�
47 アラマサスピード 牡3鹿 56 高倉 稜�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 430－ 21：38．8� 144．8�
816 ヘイハチハピネス 牝3鹿 54 国分 恭介伊藤 貴憲氏 作田 誠二 新ひだか 下屋敷牧場 442＋12 〃 クビ 196．7	
11 テイエムタービン 牝3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 424＋ 21：38．9クビ 28．4

612 ア ウ ズ 牡3栗 56 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 カミイスタット 452± 0 〃 クビ 13．0�
24 セントラルルーク 牝3黒鹿54 D．バルジュー 大迫 基弘氏 佐々木晶三 新冠 村上 欽哉 468＋ 8 〃 ハナ 18．2�

（伊）

510 フラワーファースト 牝3鹿 54 菱田 裕二黒川 哲美氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 472＋141：39．0クビ 17．4
48 ミ ネ ッ ト 牝3鹿 54 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 432－12 〃 クビ 8．3�
815 ベルフラワー 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 41：39．32 38．6�
12 ハヤブサミカリン 牝3芦 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 454－ 81：39．61� 32．9�
713 ニ ガ オ エ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内坂本牧場 412－22 〃 アタマ 400．5�
714 ヤマニンエトフ 牝3栗 54 丸山 元気土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 430－ 81：39．7� 135．4�
36 コスモオリオン 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 池上 昌和 日高 豊洋牧場 448 ―1：39．91� 154．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，424，500円 複勝： 31，710，300円 枠連： 12，625，000円
馬連： 48，353，200円 馬単： 24，525，100円 ワイド： 31，080，700円
3連複： 72，617，300円 3連単： 89，352，800円 計： 329，688，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 290円 � 320円 � 160円 枠 連（2－3） 3，180円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 11，220円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 830円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 55，360円

票 数

単勝票数 計 194245 的中 � 14593（4番人気）
複勝票数 計 317103 的中 � 25057（5番人気）� 22220（6番人気）� 65898（2番人気）
枠連票数 計 126250 的中 （2－3） 3075（12番人気）
馬連票数 計 483532 的中 �� 6823（19番人気）
馬単票数 計 245251 的中 �� 1638（38番人気）
ワイド票数 計 310807 的中 �� 5052（18番人気）�� 9633（9番人気）�� 12668（6番人気）
3連複票数 計 726173 的中 ��� 9801（17番人気）
3連単票数 計 893528 的中 ��� 1170（178番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．3―12．2―13．0―12．6―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．1―49．3―1：02．3―1：14．9―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラベンダーメモリー �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．9．21 中山2着

2013．4．22生 牝3鹿 母 ケイアイステルス 母母 コガネパーク 6戦1勝 賞金 10，550，000円
〔制裁〕 ヘイハチハピネス号の騎手国分恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

ラベンダーメモリー号の騎手松田大作は，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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カスミポップコーン号
（非抽選馬） 8頭 アイアンマン号・アポロオスカー号・ウィンイモン号・カルマフォース号・クインズクオーツ号・セネッティ号・

ソラトウミノアオ号・トウシンゼファー号
※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。

08038 3月21日 晴 稍重 （28中京2）第4日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時25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

35 ヴ ェ ゼ ー ル 牡3栗 56
55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 530－ 81：25．7 1．8�

24 � エイシンビジョン 牡3鹿 56 松田 大作�栄進堂 藤原 英昭 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

452－ 21：26．01� 3．0�
36 � ワンダーウノ 牡3芦 56 四位 洋文岡田 牧雄氏 牧 光二 米 John R. Penn B490－101：26．32 49．4�
47 ザッツイット 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 472－ 41：26．4� 49．4�
612� リアリゾンルレーヴ 牝3鹿 54 松若 風馬吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B460－141：26．82	 32．3�
59 シゲルサンマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 526＋ 41：26．9クビ 24．2	
23 テゾーロミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482＋201：27．32	 58．7

510 ボーディングパス 
3黒鹿56 D．バルジュー H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－141：27．61� 214．0�
（伊）

48 タマムーンフェイス 牡3鹿 56 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 490－ 21：27．81� 11．1�
713 カネトシフェイト 牡3黒鹿56 和田 竜二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 ラツキー牧場 440－ 81：28．22	 45．1
12 セイユウファイター 牡3鹿 56 丸山 元気松岡 正二氏 鈴木 伸尋 日高 中川 欽一 502± 01：28．3	 554．4�
815 リベレイション 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星吉岡 泰治氏 西村 真幸 新ひだか 桑嶋 峰雄 506＋ 41：29．47 186．3�
611 シャイニーサンダー 牡3青鹿56 M．デムーロ小林 昌志氏 五十嵐忠男 平取 雅 牧場 464－ 41：29．82	 10．0�
714 ド ス コ イ 牡3鹿 56 中谷 雄太中西 功氏 日吉 正和 日高 高山牧場 448 ―1：30．01 147．7�
11 カネトシコンデュー 牡3栗 56

54 △城戸 義政兼松 昌男氏 田中 章博 新冠 小泉牧場 416－101：30．1	 722．7�
816 ノーバディリーチ 牡3栗 56 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 504 ―1：31．27 129．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，219，600円 複勝： 51，805，900円 枠連： 10，448，700円
馬連： 42，857，000円 馬単： 26，521，700円 ワイド： 28，367，200円
3連複： 63，732，700円 3連単： 99，525，000円 計： 346，477，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 530円 枠 連（2－3） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，040円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 232196 的中 � 102901（1番人気）
複勝票数 計 518059 的中 � 263421（1番人気）� 111143（2番人気）� 7973（9番人気）
枠連票数 計 104487 的中 （2－3） 35658（1番人気）
馬連票数 計 428570 的中 �� 147476（1番人気）
馬単票数 計 265217 的中 �� 49497（1番人気）
ワイド票数 計 283672 的中 �� 66930（1番人気）�� 5541（11番人気）�� 4123（17番人気）
3連複票数 計 637327 的中 ��� 16841（10番人気）
3連単票数 計 995250 的中 ��� 9706（20番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―12．0―12．5―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．7―46．7―59．2―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．0
3 ・（4，6）7（5，13，15）－3，2（12，14，8）－9－10，16，1－11 4 4，6（5，7）3，13，15（12，8）2（9，14）－10－16－1－11

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ゼ ー ル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2015．6．13 阪神3着

2013．2．18生 牡3栗 母 タケイチゼット 母母 タケイチイチホース 11戦1勝 賞金 12，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーバディリーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月21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。

第２回 中京競馬 第４日



08039 3月21日 晴 稍重 （28中京2）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55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

24 ジョースターライト 牡3青鹿56 中谷 雄太上田けい子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 B456－121：55．6 25．6�
12 ミュートロギア 牡3青鹿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 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：55．7� 2．6�
59 トウケイワラウカド 牡3鹿 56 小牧 太木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－ 61：55．91� 4．1�
36 ゴ テ ツ 牡3青鹿56 藤岡 康太橋元 勇氣氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 484－ 21：56．11� 9．9�
612 ブリーズスズカ 牡3青鹿56 M．デムーロ永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458－ 2 〃 アタマ 3．0�
47 スプリングガール 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿島川 	哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 426－101：56．73� 12．0


815 シーザワールド 牡3鹿 56 菱田 裕二石川 達絵氏 渡辺 薫彦 日高 山際 辰夫 498＋ 81：57．55 47．9�
611 ガイセリック 牡3鹿 56 丸山 元気岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 大江牧場 482－ 81：57．81� 645．3�
11 ブラックライト 牡3鹿 56 D．バルジュー 三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 浦河土肥牧場 508＋101：58．33 43．3

（伊）

714 フレンドリトル 牡3芦 56 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 B428－12 〃 アタマ 233．4�
35 イメージング 牝3鹿 54 古川 吉洋�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 466＋ 41：58．72� 364．9�
510 ブライトフューチャ 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B478－161：59．76 410．8�
713 ホットメッセージ 牡3青鹿56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 448＋ 41：59．8� 49．9�
48 オーミリスペクト 牡3栗 56 国分 優作岩﨑 僖澄氏 西橋 豊治 新冠 坂元牧場 452－102：01．18 717．7�
23 モズサンライズ 牡3黒鹿 56

55 ☆小崎 綾也 �キャピタル・システム 森 秀行 新ひだか 岡田牧場 494－ 22：03．1大差 170．7�
816 カシノマオウ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 462－ 42：04．48 446．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，620，800円 複勝： 30，817，700円 枠連： 10，946，600円
馬連： 48，287，400円 馬単： 26，909，100円 ワイド： 29，868，100円
3連複： 68，925，200円 3連単： 101，215，300円 計： 338，590，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 330円 � 140円 � 150円 枠 連（1－2） 2，390円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 9，740円

ワ イ ド �� 690円 �� 990円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 44，580円

票 数

単勝票数 計 216208 的中 � 6753（6番人気）
複勝票数 計 308177 的中 � 16995（6番人気）� 70759（1番人気）� 57216（3番人気）
枠連票数 計 109466 的中 （1－2） 3538（9番人気）
馬連票数 計 482874 的中 �� 13619（10番人気）
馬単票数 計 269091 的中 �� 2071（32番人気）
ワイド票数 計 298681 的中 �� 10249（10番人気）�� 6900（12番人気）�� 35673（2番人気）
3連複票数 計 689252 的中 ��� 14524（10番人気）
3連単票数 計1012153 的中 ��� 1646（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．6―51．8―1：04．4―1：17．1―1：30．0―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョースターライト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2015．9．6 小倉9着

2013．3．24生 牡3青鹿 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 9戦1勝 賞金 9，250，000円
〔制裁〕 ジョースターライト号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミリスペクト号・モズサンライズ号・カシノマオウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成28年4月21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 キタイチサクラ号・マイネルラザンツ号
※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。

08040 3月21日 晴 稍重 （28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25分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム3：17．2良

44 � コ ン コ ー ド 牡4鹿 59 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 524－ 63：20．0 9．8�
68 � トゥールモンド �6栗 60 上野 翔 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 478＋163：21．7大差 14．2�
56 ラブリープラネット 牡5栗 60 植野 貴也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 474＋103：22．01	 16．2�
11 ダークサイド 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 476＋243：25．3大差 8．0�
812 マイネプレセア 牝5青鹿58 高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 23：26．25 44．1	
57 ヤマニンアリエッタ 牝5黒鹿58 小坂 忠士土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 530－ 23：27．26 37．6

69 テイエムソラトブ 牡4栗 59 蓑島 靖典竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 466－ 23：32．3大差 118．9�
45 � プレイリースター 牝6栃栗58 山本 康志田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 422－403：33．910 137．4�
710 ルミナスギャラン 牡4芦 59 金子 光希小林都美子氏 中川 公成 新ひだか 棚川 光男 440－ 83：34．0
 223．7
813 ゴーントレット 牡4黒鹿59 西谷 誠寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500± 03：34．74 13．9�
22 シゲルナマハゲ 牡4鹿 59 草野 太郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 450－ 2 （競走中止） 46．6�
33 レジェンドパワー �4黒鹿59 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 430－ 4 （競走中止） 2．0�
711 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 458－ 2 （競走中止） 4．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，522，900円 複勝： 23，262，700円 枠連： 9，954，900円
馬連： 34，389，500円 馬単： 22，204，700円 ワイド： 20，981，400円
3連複： 53，853，000円 3連単： 84，432，900円 計： 268，602，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 310円 � 450円 � 460円 枠 連（4－6） 4，800円

馬 連 �� 6，400円 馬 単 �� 12，500円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 2，000円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 21，700円 3 連 単 ��� 167，250円

票 数

単勝票数 計 195229 的中 � 15828（4番人気）
複勝票数 計 232627 的中 � 20660（4番人気）� 13116（6番人気）� 12971（7番人気）
枠連票数 計 99549 的中 （4－6） 1607（20番人気）
馬連票数 計 343895 的中 �� 4160（21番人気）
馬単票数 計 222047 的中 �� 1332（39番人気）
ワイド票数 計 209814 的中 �� 3619（16番人気）�� 2698（23番人気）�� 2698（23番人気）
3連複票数 計 538530 的中 ��� 1861（64番人気）
3連単票数 計 844329 的中 ��� 366（399番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 52．7－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コ ン コ ー ド �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．4．6生 牡4鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 障害：2戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 レジェンドパワー号は，2周目5号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
シゲルナマハゲ号は，2周目6号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
ハクユウドルフィン号は，2周目6号障害〔ハードル〕飛越後に，転倒した「シゲルナマハゲ」号に触れ，転倒したため競

走中止。
※出走取消馬 フォルテリコルド号（疾病〔右肩跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サニーゴールド号・タガノレイヨネ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウゲントク号



08041 3月21日 晴 稍重 （28中京2）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12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
1：58．8
1：56．1

良
良

611� マテンロウゴースト 牡3栗 56 D．バルジュー 寺田千代乃氏 中内田充正 愛 Nobutaka
Tada 496－ 62：04．9 2．0�

（伊）

24 ハギノカエラ 牝3栗 54 吉田 隼人安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 414± 02：05．53	 31．3�
36 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 56 丸山 元気土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 458－ 22：05．6
 14．7�
816� チャパラルバード 牡3鹿 56 M．デムーロ林 正道氏 堀 宣行 仏 Dayton In-

vestments Ltd 460＋ 22：05．7	 7．5�
35 トリデカゴン 牡3青鹿56 竹之下智昭一村 哲也氏 高橋 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 484－122：05．8
 36．9�
48 ショウナンラポルタ 牡3鹿 56 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 日高 宝寄山 忠則 488 ―2：05．9
 23．7�
713 コスモブランカ 牡3黒鹿56 松山 弘平岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 446± 02：06．0
 211．3	
47 レッドアマビリス 牝3鹿 54 藤岡 康太 
東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452－ 42：06．1クビ 8．4�
23 ダ イ フ ク 牡3黒鹿56 田中 勝春小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 470－ 42：06．31� 13．8�
59 アストロブレーム 牡3鹿 56 松若 風馬 社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448 ―2：06．51� 5．3�
612 ウインイストワール 牝3芦 54

53 ☆小崎 綾也
ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム 392－ 2 〃 クビ 202．5�
11 ローデルバーン 牡3黒鹿56 藤懸 貴志佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 456－162：06．6	 54．1�
715 ヘ キ サ ゴ ン 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁吉田 和美氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 458 ―2：07．02	 84．4�
510 オリエンタルアデル 牝3鹿 54 中谷 雄太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 390－ 42：09．0大差 432．6�
714 トウショウレイダー 牡3栗 56

54 △伴 啓太トウショウ産業
 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－102：09．42	 343．3�
818 アスターシャトル 牡3青鹿56 太宰 啓介加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 山田 昇史 500 ―2：12．3大差 242．8�
12 ヴァーシカラー 牡3鹿 56 津村 明秀青芝商事
 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 416－ 8 （競走中止） 163．4�
817 カントリーロード 牡3黒鹿56 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム B450－ 6 （競走中止） 33．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，743，200円 複勝： 41，704，400円 枠連： 15，600，600円
馬連： 53，352，800円 馬単： 29，582，900円 ワイド： 34，971，400円
3連複： 76，387，400円 3連単： 99，477，200円 計： 380，819，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 440円 � 260円 枠 連（2－6） 810円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 890円 �� 460円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 21，960円

票 数

単勝票数 計 297432 的中 � 115393（1番人気）
複勝票数 計 417044 的中 � 122223（1番人気）� 17829（8番人気）� 34237（5番人気）
枠連票数 計 156006 的中 （2－6） 14791（4番人気）
馬連票数 計 533528 的中 �� 17998（7番人気）
馬単票数 計 295829 的中 �� 7081（9番人気）
ワイド票数 計 349714 的中 �� 9943（7番人気）�� 21098（4番人気）�� 5497（19番人気）
3連複票数 計 763874 的中 ��� 10936（15番人気）
3連単票数 計 994772 的中 ��� 3283（58番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―12．8―12．9―12．7―13．0―13．2―12．2―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．5―37．3―50．2―1：02．9―1：15．9―1：29．1―1：41．3―1：52．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F35．8
1
3
3－5（6，7，13）11（4，8，14，16）10（1，12，17）9，15－18＝2
3（5，7，13）（6，8，11）（4，16）（10，12）（1，14）（15，9）＝18－17

2
4

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

�マテンロウゴースト �
�
父 Galileo �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2015．11．29 東京2着

2013．3．14生 牡3栗 母 Latin Love 母母 Ho Hi The Moon 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔競走中止〕 ヴァーシカラー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。

カントリーロード号は，競走中に左手綱の尾錠が外れたため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 カントリーロード号の調教師高橋義忠は，競走中に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金100，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターシャトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月21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。
（非当選馬） 1頭 メイショウメリリー号
（非抽選馬） 2頭 クアルティエーレ号・ドリームプランナー号
※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。

08042 3月21日 晴 稍重 （28中京2）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12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
1：21．9
1：21．5

良
不良

11 フィールザプリティ 牝4黒鹿55 藤岡 康太櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 458± 01：25．8 2．1�
12 クイーンズターフ 牝4青鹿 55

52 ▲坂井 瑠星合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444－ 8 〃 アタマ 3．5�

713 ファンシーリシェス 牝4鹿 55 M．デムーロ原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：25．9� 4．8�
36 オールオブナイト 牝5黒鹿55 松田 大作市川義美ホール

ディングス� 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434± 01：26．32� 8．5�
815 アンスタンフィール 牝6鹿 55 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 474± 01：26．51� 26．3�
24 ウォーターメアヌイ 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 424＋ 41：26．6クビ 299．6	
59 タマノベレッツァ 牝4黒鹿55 D．バルジュー 玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：27．02� 18．5


（伊）

23 トミケンチャダル 牝4鹿 55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B466± 0 〃 クビ 93．7�
611	 リ ス ク オ ン 牝5栗 55

54 ☆
島 克駿ユアストーリー 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：27．1� 35．7�
48 ジュリエッタ 牝4鹿 55

54 ☆小崎 綾也中辻 明氏 大久保龍志 浦河 川越ファーム 450－ 41：27．2� 125．5
510 サンタレジーナ 牝5栗 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B490－101：27．41� 327．7�
47 	 ワイエムテイラー 牝5鹿 55 幸 英明�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 496－ 8 〃 クビ 122．7�
35 	 イ チ ザ ラ ブ 牝4鹿 55

53 △義 英真奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 清水 小野瀬 晃司 426＋ 81：27．5� 558．6�
816	 スローライフ 牝5栗 55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 498－ 71：27．6� 181．7�
612 セラフィーナ 牝4青鹿 55

53 △伴 啓太矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B432－101：28．02� 173．9�
714 スーパープリンセス 牝4栗 55 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 モリナガファーム 448＋ 21：28．63� 56．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，330，600円 複勝： 43，728，600円 枠連： 16，516，200円
馬連： 51，856，900円 馬単： 30，506，300円 ワイド： 35，080，200円
3連複： 73，602，500円 3連単： 112，223，600円 計： 392，844，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（1－1） 470円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 200円 �� 230円 �� 430円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，280円

票 数

単勝票数 計 293306 的中 � 108667（1番人気）
複勝票数 計 437286 的中 � 131361（1番人気）� 81049（2番人気）� 68979（3番人気）
枠連票数 計 165162 的中 （1－1） 27197（2番人気）
馬連票数 計 518569 的中 �� 96999（1番人気）
馬単票数 計 305063 的中 �� 34337（1番人気）
ワイド票数 計 350802 的中 �� 50857（1番人気）�� 40230（2番人気）�� 17559（4番人気）
3連複票数 計 736025 的中 ��� 80153（1番人気）
3連単票数 計1122236 的中 ��� 35624（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．6―47．7―1：00．3―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザプリティ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2014．11．22 東京1着

2012．4．11生 牝4黒鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 9戦2勝 賞金 26，650，000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。



晴 良 競走
（ダート・左）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

稍重
不良

ドラゴンバローズ 栗 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム ：

コアプライド 鹿 藤岡 康太前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ ：

トラキアンコード M．デムーロ原 子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 〃 クビ

タガノコルコバード 鹿 藤岡 佑介八木 昌司氏 藤岡 健一 新冠 八木牧場 アタマ

クリノエビスジン 鹿 D．バルジュー 栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム ： クビ
（伊）

ハッピーメモリーズ 太宰 啓介石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 ：
ドリームポリーニ 栗 ☆岩崎 翼ライオンレースホース 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ：
アンジュリンブレス 青鹿 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 ：
キ ヨ マ サ 黒鹿 ▲森 裕太朗岡 浩二氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 〃 クビ

ワンダービゴローソ 黒鹿 田中 勝春山本 信行氏 畠山 吉宏 新ひだか 沼田 照秋 ：
モ ー グ リ 栗 ☆小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞 湖 レイクヴィラファーム B 〃 アタマ

ニシノプレシャス 栗 津村 明秀西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 ：
メ テ オ ー ロ 栗 ☆ 島 克駿白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 ： 大差

ベ ル メ ー ル 鹿 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 ：
カンタベリーバロン 鹿 中谷 雄太峰 哲馬氏 星野 忍 新冠 佐藤 静子 （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

・
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドラゴンバローズ 父 キングカメハメハ 母父 Polish Precedent
母 ポーリッシュピンク 母母 Ring Pink

〔競走中止〕
※メテオーロ号は，一般事項Ⅴ－ 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。

晴 良 競走
（ダート・左）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

重
重

メモリーレーン 栗 川島 信二 シルクレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B ：

メイショウアバラガ 鹿 幸 英明松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 ：
コ ン テ ナ 鹿 岡田 祥嗣住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ：
ライムチェイサー 鹿 小牧 太杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ：
セルリアンコスモ 鹿 ☆ 島 克駿 イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム ：
エイシンカラット 黒鹿 D．バルジュー 栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing

Partnership B クビ
（伊）

シ ゲル エチゴ 太宰 啓介 ブルアンドベア 伊藤 正徳 日高 新井 昭二 ：
スリーエスペラント 栗 松田 大作永井商事 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 ：
ジャズコンボ 栗 古川 吉洋礒川 正明氏 斉藤 崇史 新冠 平山牧場 ：
ザショットアロー 鹿 村田 一誠 ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 ： クビ

キクノブレイン 黒鹿 小坂 忠士菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 ：
スズカブリザード 鹿 △義 英真永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 ：
メイショウムロト 鹿 △城戸 義政松本 和子氏 高橋 亮 浦河 本巣 敦 ：
ユ リ 栗 藤懸 貴志中島 稔氏 坪 憲章 平取 有限会社中

田牧場 ：
コウユーココロザシ 鹿 △長岡 禎仁加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

メモリーレーン 父 ダイワメジャー 母父 End Sweep
母 ストロングメモリー 母母 アピーリングストーリー

〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーココロザシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
地競走に出走できない。

※出走取消馬 ワンダーヴィーヴァ号（疾病〔寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

ヴァーサス号・エオロ号
※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。

カンタベリーバロン号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



08045 3月21日 晴 良 （28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25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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 コウエイエンブレム 牡3栗 56 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 508＋ 41：24．9 3．2�
59 ブライスガウ 牝3栗 54 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 476－101：25．11� 6．8�
714� ストロボフラッシュ 牝3芦 54 勝浦 正樹吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 472－ 21：25．52	 2．6�
713 ロワノワール 牡3黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：25．82 50．9�
611 デピュティスカイ 牡3鹿 56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 476＋ 21：26．33 18．6�
24 � ボーサンシー 牡3栗 56 
島 克駿吉田 和美氏 池添 学 米

Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

518＋101：26．4� 9．9�
36 シ ベ リ ウ ス 牡3栗 56 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446－ 41：26．82	 39．9	
48 イーガーアフェクト 牡3黒鹿56 丹内 祐次髙樽さゆり氏 高木 登 浦河 上山牧場 492－ 81：27．12 244．7

12 トモジャポルックス 牡3芦 56 幸 英明吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 464－ 2 〃 クビ 43．9�
816 コットンパール 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 432－121：27．73	 449．1
612 シトラスクーラー �3鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 458－ 41：27．8	 52．0�
35 タガノグロリオーサ 牡3栗 56 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 01：28．22	 54．9�
510 ガーネットバローズ 牝3鹿 54 川須 栄彦猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 446－ 61：28．3� 321．6�
815 サ ン ヘ レ ナ 牝3鹿 54 四位 洋文加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 468－101：28．61� 21．2�
11 ラスカルグレイ 牡3芦 56 丸山 元気岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 494－ 41：29．02	 57．0�
47 リボンドグレープス 牝3芦 54 M．デムーロ木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 416－ 61：30．06 12．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，876，400円 複勝： 68，537，100円 枠連： 26，316，500円
馬連： 116，376，000円 馬単： 57，586，100円 ワイド： 62，129，800円
3連複： 158，814，800円 3連単： 218，843，900円 計： 755，480，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 170円 � 120円 枠 連（2－5） 960円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 350円 �� 210円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 468764 的中 � 116196（2番人気）
複勝票数 計 685371 的中 � 197678（1番人気）� 72972（3番人気）� 155534（2番人気）
枠連票数 計 263165 的中 （2－5） 21229（2番人気）
馬連票数 計1163760 的中 �� 95288（2番人気）
馬単票数 計 575861 的中 �� 30135（3番人気）
ワイド票数 計 621298 的中 �� 43359（2番人気）�� 84939（1番人気）�� 27718（4番人気）
3連複票数 計1588148 的中 ��� 102181（1番人気）
3連単票数 計2188439 的中 ��� 26693（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―12．2―13．2―12．3―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウエイエンブレム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Forty Niner デビュー 2015．11．23 京都1着

2013．4．17生 牡3栗 母 ニシノシンデレラ 母母 Le l’Argent 6戦2勝 賞金 26，936，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リボンドグレープス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月21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。
（非当選馬） 4頭 イーストオブザサン号・ダンツペンダント号・ルグランシェクル号・ワンパーセント号

08046 3月21日 晴 良 （28中京2）第4日 第10競走 ��
��2，000�

こ ま き

小 牧 特 別
発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，27．3．21以降28．3．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

33 パワーウーマン 牝4栗 53 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 496＋ 62：02．6 6．1�
44 レトロロック 牡4鹿 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 466－12 〃 ハナ 3．2�
45 パドルウィール 牡5芦 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 62：03．13 8．0�
69 サウンドバーニング 牡4鹿 56 菱田 裕二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 420－10 〃 ハナ 14．0�
711 トーセンデューク 牡5鹿 56 M．デムーロ島川 	哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454＋ 22：03．2クビ 2．9

22 ビップレボルシオン 牡5鹿 55 松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋ 8 〃 ハナ 9．7�
812 アドマイヤコリン 牡8青鹿53 和田 竜二近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 448± 02：03．3� 143．5�
57 	 エスオンマイチェス 牡6黒鹿55 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B560± 0 〃 クビ 27．6
710 ミッキータイガー 牡6鹿 54 松山 弘平野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 496－102：03．72� 20．3�
56 ペプチドアマゾン 牡6鹿 56 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 B486－ 22：04．44 26．3�
68 エリーフェアリー 牝5鹿 53 丹内 祐次谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B474－ 4 〃 ハナ 114．4�
11 ソワンドタイガー 牡4栗 52 小崎 綾也西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 小河 豊水 476－102：04．5クビ 258．2�
813	 メイショウテッサイ 牡8鹿 53 古川 吉洋松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500－ 62：04．6
 182．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，068，000円 複勝： 67，109，600円 枠連： 28，292，400円
馬連： 135，500，300円 馬単： 64，638，800円 ワイド： 64，039，900円
3連複： 176，449，000円 3連単： 285，347，400円 計： 867，445，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 150円 � 230円 枠 連（3－4） 860円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 440円 �� 800円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 460680 的中 � 59570（3番人気）
複勝票数 計 671096 的中 � 83805（3番人気）� 136361（2番人気）� 67518（4番人気）
枠連票数 計 282924 的中 （3－4） 25225（2番人気）
馬連票数 計1355003 的中 �� 92918（3番人気）
馬単票数 計 646388 的中 �� 18285（10番人気）
ワイド票数 計 640399 的中 �� 38193（2番人気）�� 19414（9番人気）�� 36336（3番人気）
3連複票数 計1764490 的中 ��� 57689（5番人気）
3連単票数 計2853474 的中 ��� 16170（35番人気）

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

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―1：14．1―1：26．2―1：38．3―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パワーウーマン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2014．8．24 札幌4着

2012．4．11生 牝4栗 母 エンキャンタドゥ 母母 Floramera 10戦3勝 賞金 33，866，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



08047 3月21日 晴 良 （28中京2）第4日 第11競走 ��
��1，400�

ゆめみづき

夢見月ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金
1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

812 ノ ウ レ ッ ジ 牡6鹿 56 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－161：23．5 12．5�

68 レッドファルクス 牡5芦 56 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 464－121：24．03 12．1�
79 ナガラオリオン 牡7鹿 57 四位 洋文長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 470－ 21：24．1� 15．4�
710 ポメグラネイト 牡5栗 56 和田 竜二畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 580－ 21：24．2� 6．3�
33 フィールザスマート 牡5青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 506± 01：24．41	 14．4�
22 タイセイファントム 牡8鹿 57 藤岡 佑介田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 462－ 21：24．61� 34．5	
55 ラテンロック 牡5鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 504＋ 2 〃 アタマ 2．7

67 サドンストーム 牡7栗 57 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 21：24．81	 6．5�
44 オールブラックス 牡7鹿 56 藤岡 康太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 494－ 81：25．43� 4．7�
56 ガ ン ジ ス 牡7栗 57 D．バルジュー 林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514－ 8 〃 同着 30．7

（伊）

11 メイショウノーベル 牡7栗 56 津村 明秀松本 好雄氏 本田 優 浦河 富田牧場 512＋ 21：25．5� 131．6�
811 ダノンプログラマー 
10青鹿58 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 472＋ 21：27．110 127．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 79，312，700円 複勝： 107，427，400円 枠連： 49，453，700円
馬連： 267，883，500円 馬単： 119，066，600円 ワイド： 112，231，000円
3連複： 361，479，600円 3連単： 607，877，600円 計： 1，704，732，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 400円 � 380円 � 410円 枠 連（6－8） 2，590円

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 12，530円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 2，330円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 21，830円 3 連 単 ��� 123，650円

票 数

単勝票数 計 793127 的中 � 50546（6番人気）
複勝票数 計1074274 的中 � 70877（6番人気）� 76023（5番人気）� 67941（7番人気）
枠連票数 計 494537 的中 （6－8） 14768（11番人気）
馬連票数 計2678835 的中 �� 35116（23番人気）
馬単票数 計1190666 的中 �� 7124（49番人気）
ワイド票数 計1122310 的中 �� 14043（27番人気）�� 12401（30番人気）�� 13037（29番人気）
3連複票数 計3614796 的中 ��� 12415（77番人気）
3連単票数 計6078776 的中 ��� 3564（404番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．9―12．4―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．4―46．3―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ウ レ ッ ジ �
�
父 Street Sense �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．7．14 新潟1着

2010．1．23生 牡6鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 24戦5勝 賞金 114，694，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

08048 3月21日 晴 良 （28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10分 （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

510 ダイワプロパー 牝4栗 55 D．バルジュー 大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 486－ 81：23．1 3．9�
（伊）

816� テ ン テ マ リ 牝5黒鹿55 酒井 学中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B444＋ 81：23．31	 12．1�
612 ミリオンフレッシュ 牡6黒鹿57 北村 友一田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 486＋ 2 〃 クビ 193．7�
47 ケイアイヴァーゲ 牡6鹿 57

56 ☆小崎 綾也亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 450＋ 41：23．4
 18．6�
23 � ホーリーシュラウド 牝4黒鹿55 藤岡 佑介星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 442－151：23．5� 31．5�
713� トルセドール 牡5鹿 57 幸 英明窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 482＋ 21：23．6クビ 6．0�
35 イ ロ リ 牝5鹿 55

54 ☆島 克駿小田切有一氏 佐々木晶三 新ひだか 田中 裕之 482＋ 2 〃 クビ 26．9	
48 � ウルトラバローズ 牡5鹿 57

55 △城戸 義政猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前川 正美 458＋281：23．7クビ 242．8

12 トウカイクローネ 牡4青鹿57 松田 大作内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 470－ 41：24．01
 3．7�
611 ポップオーヴァー 牝4鹿 55 藤岡 康太橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 アタマ 5．0�
714 タイセイマジック �5鹿 57 中谷 雄太田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 466－12 〃 アタマ 19．6
59 � スリーネルソン �6黒鹿57 森 一馬永井商事� 湯窪 幸雄 新ひだか 岡野牧場 478－ 2 〃 アタマ 26．0�
817 クールジョジョ 牝5黒鹿55 高倉 稜川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 426＋ 8 〃 クビ 75．2�
715 ファイナルブロー 牡5鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 424－ 41：24．1クビ 187．5�
818� トスカニーニ 牡6鹿 57 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 460－ 21：24．2
 111．7�
36 � デンコウハシャ �4青鹿 57

55 △義 英真田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか へいはた牧場 430± 01：24．41
 75．7�
24 サンディークス 牡4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B462－ 21：25．14 136．5�
11 � トリニティプレイス 牝5鹿 55 田中 博康�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 438＋ 81：39．0大差 108．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，752，100円 複勝： 68，924，000円 枠連： 35，193，800円
馬連： 171，683，800円 馬単： 63，955，300円 ワイド： 72，925，300円
3連複： 198，090，500円 3連単： 300，450，200円 計： 959，975，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 270円 � 3，460円 枠 連（5－8） 1，590円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 10，720円 �� 23，930円

3 連 複 ��� 139，890円 3 連 単 ��� 480，850円

票 数

単勝票数 計 487521 的中 � 99575（2番人気）
複勝票数 計 689240 的中 � 118513（2番人気）� 67208（5番人気）� 3938（17番人気）
枠連票数 計 351938 的中 （5－8） 17077（8番人気）
馬連票数 計1716838 的中 �� 50831（8番人気）
馬単票数 計 639553 的中 �� 12264（14番人気）
ワイド票数 計 729253 的中 �� 18453（8番人気）�� 1718（70番人気）�� 767（107番人気）
3連複票数 計1980905 的中 ��� 1062（248番人気）
3連単票数 計3004502 的中 ��� 453（979番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．9―12．0―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―46．4―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワプロパー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．25 京都1着

2012．3．20生 牝4栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 14戦2勝 賞金 28，292，000円
〔その他〕 トリニティプレイス号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
〔鼻出血による出走制限〕 トリニティプレイス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年5月21日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エーシンマイェスタ号・カケダシ号
※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。

４レース目



（28中京2）第4日 3月21日（月曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 184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

191，340，000円
2，530，000円
4，860，000円
1，430，000円
18，590，000円
65，445，500円
5，540，600円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
419，270，200円
613，563，100円
247，604，600円
1，091，850，800円
531，072，100円
565，093，900円
1，472，084，100円
2，236，094，200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 7，176，633，000円

総入場人員 12，537名 （有料入場人員 11，627名）
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