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08061 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時05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

36 エバーチェンジング 牡3鹿 56
53 ▲原田 和真今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 464＋ 81：13．4 32．6�

47 グロウインザダーク �3鹿 56 横山 和生 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 480－ 21：13．71� 8．3�
35 フ ュ テ ー ル 牡3青鹿56 D．バルジュー 落合 幸弘氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 506＋ 61：13．91� 1．7�

（伊）

611 カシノアーニング 牡3鹿 56
53 ▲坂井 瑠星柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 B442－121：14．0� 13．3�

815 ストロングハピネス 牡3鹿 56 岩田 康誠金山 克己氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B422－ 61：14．31� 8．7�
714 ヴァイスクリガー 牡3芦 56 和田 竜二鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新ひだか 小倉 光博 424－ 61：14．4� 4．7	
11 ミヤギデュランダル �3栗 56 村田 一誠菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 482－ 8 〃 アタマ 77．6

23 ロイヤルフレア 牝3鹿 54 勝浦 正樹片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 436＋101：14．61� 28．5�
59 コスモタウルス 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 21：14．92 84．6�
510 ピーマックス 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二三宅 勝俊氏 飯田 雄三 平取 北島牧場 444－101：15．21� 70．4
816 カシノナイト 牡3鹿 56 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 466－131：15．3� 260．1�
713 ウィリアムボーイ 牡3鹿 56 藤懸 貴志新井原 博氏 中野 栄治 新冠 榊原 光子 442＋ 21：15．72� 493．9�
612 エクセレントロード 牡3黒鹿 56

54 △長岡 禎仁河村 祥史氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 ハナ 350．0�
12 オ イ ヌ サ マ 牡3鹿 56 酒井 学ディアレストクラブ� 本間 忍 浦河 山口 義彦 490＋ 6 〃 ハナ 99．9�
48 ポ テ ン ツ ァ 牝3鹿 54 太宰 啓介 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新ひだか キヨミネ牧場 454－ 21：16．44 59．3�
24 アイシーザライト 牝3栗 54 	島 良太�高橋ファーム 湯窪 幸雄 平取 赤石牧場 390＋ 81：17．57 197．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，721，200円 複勝： 29，631，800円 枠連： 9，568，100円
馬連： 33，706，300円 馬単： 22，411，000円 ワイド： 21，365，200円
3連複： 49，036，100円 3連単： 71，934，400円 計： 255，374，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，260円 複 勝 � 460円 � 190円 � 110円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 8，330円 馬 単 �� 22，530円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 940円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 46，310円

票 数

単勝票数 計 177212 的中 � 4336（7番人気）
複勝票数 計 296318 的中 � 8624（7番人気）� 27923（3番人気）� 135608（1番人気）
枠連票数 計 95681 的中 （3－4） 12553（3番人気）
馬連票数 計 337063 的中 �� 3135（20番人気）
馬単票数 計 224110 的中 �� 746（46番人気）
ワイド票数 計 213652 的中 �� 4089（14番人気）�� 5540（10番人気）�� 17877（2番人気）
3連複票数 計 490361 的中 ��� 9939（10番人気）
3連単票数 計 719344 的中 ��� 1126（131番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．7―12．4―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．8―35．5―47．9―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エバーチェンジング �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 カリスタグローリ デビュー 2015．8．30 新潟10着

2013．5．28生 牡3鹿 母 ツウカイヤスナム 母母 エスケーロイヤル 7戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイシーザライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月27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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンメサベルデ号・テイブルランド号
（非抽選馬） 4頭 グローリア号・ジイサマ号・メイショウシッポウ号・メイショウヨイチ号
※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。

08062 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時30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 ヤマニンシルフ 牡3栗 56 戸崎 圭太土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 436＋ 41：55．2 3．6�
711 ラインフィール 牡3栗 56 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 492－ 21：55．41 2．3�
814 タガノアーバニティ 牡3栗 56 藤岡 康太八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 2 〃 クビ 4．2�
33 � ジ ョ ル ジ オ �3鹿 56 D．バルジュー 飯田 正剛氏 中内田充正 米 Darley & Dr.

Masatake Iida B472－121：56．46 17．8�
（伊）

69 サムライフォンテン 牡3黒鹿56 太宰 啓介吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 476＋ 41：56．5	 16．2�
45 アッテンツィオーネ 牡3黒鹿56 石橋 脩森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 464－121：56．92
 9．5�
813 タガノインペーロ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 508－ 81：57．32
 179．3	

34 タケルナイト 牡3鹿 56 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 クビ 43．3

46 ジャストザネクスト 牡3黒鹿56 �島 良太ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 442－ 41：57．72
 267．9�
58 タイセイティエラ 牡3栗 56

54 △長岡 禎仁田中 成奉氏 奥村 武 浦河 浦河土肥牧場 448－ 61：58．44 177．3
610 シ ャ イ ロ ー 牡3芦 56

55 ☆中井 裕二会田 満雄氏 高橋 義忠 新ひだか 土田農場 480－121：58．61
 165．9�
712 テイケイカルミア 牝3鹿 54 松山 弘平兼松 忠男氏 五十嵐忠男 日高 木村牧場 484－ 41：58．81� 73．1�
57 オースミフォース 牡3鹿 56 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 494 ―1：58．9
 39．0�
11 コウエイスズラン 牝3鹿 54

51 ▲坂井 瑠星西岡 静男氏 松元 茂樹 新ひだか 桜井牧場 452－ 21：59．21	 171．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，663，200円 複勝： 25，837，200円 枠連： 8，651，700円
馬連： 30，344，700円 馬単： 19，083，700円 ワイド： 18，540，300円
3連複： 41，555，400円 3連単： 59，269，800円 計： 222，946，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（2－7） 440円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 220円 �� 330円 �� 210円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 196632 的中 � 43467（2番人気）
複勝票数 計 258372 的中 � 41661（3番人気）� 82132（1番人気）� 43530（2番人気）
枠連票数 計 86517 的中 （2－7） 14939（1番人気）
馬連票数 計 303447 的中 �� 48373（2番人気）
馬単票数 計 190837 的中 �� 13912（4番人気）
ワイド票数 計 185403 的中 �� 21805（2番人気）�� 12806（3番人気）�� 24505（1番人気）
3連複票数 計 415554 的中 ��� 56582（1番人気）
3連単票数 計 592698 的中 ��� 13548（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．8―13．1―12．6―12．8―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―24．6―38．4―51．5―1：04．1―1：16．9―1：29．8―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシルフ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．8．22 新潟3着

2013．2．24生 牡3栗 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 8戦1勝 賞金 12，150，000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。

第２回 中京競馬 第６日



08063 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時00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

24 レーヴムーン 牡3黒鹿56 藤岡 康太ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 464－ 41：20．4 3．4�
35 � クールゼファー 牝3芦 54 和田 竜二橋元 勇氣氏 吉村 圭司 米 Rabbah Blood-

stock LLC 522－ 41：20．82� 5．0�
48 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 石橋 脩八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426± 01：21．01	 5．7�
47 ブライティアレディ 牝3青鹿54 藤懸 貴志小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 422－ 2 〃 ハナ 65．9�
23 ピッツバーグ 牡3鹿 56

53 ▲坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 494＋ 4 〃 クビ 9．4�
817 クレストシチー 牡3鹿 56 酒井 学 �友駿ホースクラブ 西園 正都 浦河 桑田牧場 476－ 21：21．31
 28．2	
36 ハッピーダンサー 牝3鹿 54 戸崎 圭太前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 440－141：21．4� 31．4

59 プリンセスノワール 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444－12 〃 クビ 6．6�
611 ラトーヌワイズ 牝3黒鹿54 岩田 康誠松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 466＋181：21．61	 300．5
11 レイホーロマンス 牝3鹿 54 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 418＋ 81：21．81� 37．7�
510 アナザーワールド 牝3鹿 54 大野 拓弥 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 432 ― 〃 クビ 109．2�
818� ローエキスキーズ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿吉田 和美氏 池添 学 愛
Britannia
T’Breds & The
Hon R J Arculli

456－ 21：22．11
 11．6�
816 スズカウルトラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 452－ 21：22．2クビ 30．6�
12 トキノディライト 牝3黒鹿54 �島 良太田中 準市氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B488－ 81：22．3
 50．6�
612 サ ム ラ イ 牡3栗 56

54 △長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤牧場 482－ 81：22．4
 59．1�
713 ゴーフォワード 牡3鹿 56 D．バルジュー 前田 剛氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：22．82� 25．7�

（伊）

715 ビップトイトイトイ 牡3黒鹿56 池添 謙一鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 田原橋本牧場 478＋101：23．01	 144．9�
714 ジャーメイン 牝3栗 54 太宰 啓介 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－101：23．53 75．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，085，800円 複勝： 44，502，800円 枠連： 14，171，500円
馬連： 46，907，600円 馬単： 23，113，600円 ワイド： 33，125，400円
3連複： 70，465，800円 3連単： 77，542，900円 計： 336，915，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 190円 � 150円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 460円 �� 440円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 8，670円

票 数

単勝票数 計 270858 的中 � 62617（1番人気）
複勝票数 計 445028 的中 � 81977（2番人気）� 52696（4番人気）� 82808（1番人気）
枠連票数 計 141715 的中 （2－3） 14274（2番人気）
馬連票数 計 469076 的中 �� 35034（1番人気）
馬単票数 計 231136 的中 �� 9845（2番人気）
ワイド票数 計 331254 的中 �� 18687（2番人気）�� 19534（1番人気）�� 15238（4番人気）
3連複票数 計 704658 的中 ��� 23484（1番人気）
3連単票数 計 775429 的中 ��� 6479（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．2―11．6―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．0―45．6―57．3―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．8
3 17，12（4，14）9（5，13，16）（3，6，18）2，11，8（1，15）7－10 4 17－（4，12）14（5，9，16）13，3（2，6，18）（11，8）（1，7，15）10

勝馬の
紹 介

レーヴムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2016．2．14 小倉4着

2013．3．24生 牡3黒鹿 母 ウメノダンサー 母母 ウメノアスコット 3戦1勝 賞金 7，200，000円
〔発走状況〕 レーヴムーン号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ソラトウミノアオ号・ナスノフラッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08064 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・左）

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

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

611 エ マ ノ ン 牝3黒鹿54 C．ルメール 丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：59．7 3．1�
59 ジャジャウマガール 牝3鹿 54 藤岡 康太廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 448± 0 〃 アタマ 16．4�
23 エイシンティンクル 牝3芦 54 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 484－102：00．23 1．6�
12 ミュゲプリンセス 牝3鹿 54 勝浦 正樹�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 428－ 2 〃 クビ 17．2�
11 デルマオシマ 牝3黒鹿54 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 412－ 62：00．3� 72．8	
47 メイショウメリリー 牝3黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 432－122：00．83 274．3

35 グ ラ ウ ス 牝3栗 54 太宰 啓介�ターフ・スポート飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466＋ 42：01．22� 212．9�
510 ダイワウィズミー 牝3栗 54 戸崎 圭太大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 468± 02：01．3� 7．8�
48 トーアイザヨイ 牝3鹿 54

53 ☆�島 克駿高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 468＋ 6 〃 ハナ 553．5
713 レッドジュディス 牝3栗 54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 420＋ 62：01．51� 91．2�
24 カルマフォース 牝3鹿 54 横山 和生花野 友象氏 田中 清隆 新冠 競優牧場 452－ 42：01．6� 113．3�
612 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 468－ 22：02．23� 28．4�
816 ホッコーバロネス 牝3鹿 54 酒井 学矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 432－182：02．94 113．1�
714 ハナズレガシー 牝3栗 54

51 ▲原田 和真広尾レース� 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 446－162：04．07 252．9�
815 カ ソ ク 牝3鹿 54

53 ☆中井 裕二芹澤 精一氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 462－ 22：07．5大差 452．2�
36 ウエルカムダンス 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 436－122：08．13� 389．6�
817 グランアンス 牝3黒鹿 54

51 ▲坂井 瑠星ディアレストクラブ� 森田 直行 新ひだか 八田ファーム 452 ―2：13．9大差 512．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 27，471，400円 複勝： 53，533，700円 枠連： 13，189，600円
馬連： 42，597，200円 馬単： 30，175，300円 ワイド： 27，154，600円
3連複： 57，209，300円 3連単： 104，730，200円 計： 356，061，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（5－6） 850円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 470円 �� 150円 �� 360円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 7，930円

票 数

単勝票数 計 274714 的中 � 69526（2番人気）
複勝票数 計 535337 的中 � 75155（2番人気）� 27113（4番人気）� 327066（1番人気）
枠連票数 計 131896 的中 （5－6） 11927（3番人気）
馬連票数 計 425972 的中 �� 13732（7番人気）
馬単票数 計 301753 的中 �� 7227（10番人気）
ワイド票数 計 271546 的中 �� 11897（6番人気）�� 61869（1番人気）�� 16344（4番人気）
3連複票数 計 572093 的中 ��� 50715（2番人気）
3連単票数 計1047302 的中 ��� 9568（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．7―48．4―1：00．4―1：12．1―1：24．2―1：36．0―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ マ ノ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2015．11．15 京都6着

2013．3．9生 牝3黒鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 5戦1勝 賞金 9，050，000円
〔制裁〕 グランアンス号の調教師森田直行は，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。

トーアイザヨイ号の騎手�島克駿は，4コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
ジャジャウマガール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。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 カソク号・ウエルカムダンス号・グランアンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成28年4月27日まで平地競走に出走できない。

※出走取消馬 ソムリエドヌール号（疾病〔感冒〕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。
（非抽選馬） 1頭 エイシンシルダリア号



08065 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第5競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走12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

66 ダノンアンビシャス 牡5黒鹿57 C．ルメール�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 482＋ 42：00．9 2．1�
811 ウイングアクティブ 牡4鹿 57 石橋 脩池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 468－ 42：01．32� 43．3�
67 ロードプレステージ 牡4黒鹿57 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 4 〃 ハナ 6．2�
810 レイズオブザサン 牡7黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 454± 02：01．83 17．5�
11 ミスティーフリップ 牡4栗 57 横山 典弘吉田 照哉氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 22：02．01� 7．4�
78 アグリッパーバイオ 牡5黒鹿57 D．バルジュー バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：02．21 3．9	

（伊）

22 モ ー グ リ 牡4栗 57 藤岡 康太大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 544－ 42：02．52 25．6

33 セプテントリオ 	6黒鹿57 勝浦 正樹 �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 4 〃 ハナ 37．6�
79 フォースフィールド 牡4黒鹿 57

56 ☆
島 克駿岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム B420－ 42：02．71� 53．0
44 トーカティヴ 	4青鹿57 岩田 康誠 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 436－162：03．01� 37．3�
55 � ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57

54 ▲坂井 瑠星�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 488＋ 62：03．42� 23．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 19，594，800円 複勝： 27，402，100円 枠連： 10，286，700円
馬連： 33，973，600円 馬単： 21，883，700円 ワイド： 22，909，700円
3連複： 45，123，200円 3連単： 75，454，000円 計： 256，627，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 760円 � 190円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 290円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 31，580円

票 数

単勝票数 計 195948 的中 � 73264（1番人気）
複勝票数 計 274021 的中 � 64559（1番人気）� 6442（10番人気）� 38543（3番人気）
枠連票数 計 102867 的中 （6－8） 8839（4番人気）
馬連票数 計 339736 的中 �� 5068（16番人気）
馬単票数 計 218837 的中 �� 2151（23番人気）
ワイド票数 計 229097 的中 �� 3209（18番人気）�� 23344（2番人気）�� 2110（29番人気）
3連複票数 計 451232 的中 ��� 4820（26番人気）
3連単票数 計 754540 的中 ��� 1732（97番人気）

ハロンタイム 7．3―11．9―12．1―14．2―12．9―11．8―12．2―12．6―12．5―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―19．2―31．3―45．5―58．4―1：10．2―1：22．4―1：35．0―1：47．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンアンビシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．11．10 京都1着

2011．2．12生 牡5黒鹿 母 レンドフェリーチェ 母母 レ ン Ⅱ 13戦2勝 賞金 23，650，000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。

08066 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時50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

22 シュシュブリーズ 牝5黒鹿55 和田 竜二 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 41：54．3 2．4�

69 ガラドリエル 牝4栗 55 藤岡 康太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 494－ 6 〃 クビ 6．3�
11 アグネスアーニャ 牝4鹿 55 D．バルジュー 渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 474＋ 21：54．51� 3．6�

（伊）

57 � イ ト ハ ユ リ 牝5芦 55 戸崎 圭太田畑 憲士氏 庄野 靖志 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B474＋121：54．71� 11．4�

44 カノンブルー 牝4鹿 55 横山 和生 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 450± 01：54．8� 49．2	
68 � サンレイフレンチ 牝5栗 55 太宰 啓介永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 414± 01：55．22� 23．4

710 リースリング 牝5栗 55 勝浦 正樹池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 454± 01：55．51	 12．1�
812� エスケイミネルバ 牝4青 55

52 ▲坂井 瑠星服部 新平氏 坪 憲章 浦河 
川フアーム 456－ 21：56．03 227．2�
711� グレイスビクトリア 牝5栗 55

53 △長岡 禎仁飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 460＋ 41：56．42� 159．7
56 � カ ク シ ア ジ 牝5鹿 55

52 ▲原田 和真栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 432－ 2 〃 アタマ 74．5�
33 コスモナオス 牝4鹿 55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 6 〃 アタマ 73．6�
45 ジャズダンサー 牝6栃栗55 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446－ 21：56．61� 7．9�
813 ハッピーセーラー 牝5鹿 55 伊藤 工真合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 484± 01：57．23� 151．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，268，800円 複勝： 24，057，800円 枠連： 8，706，200円
馬連： 33，223，200円 馬単： 19，570，200円 ワイド： 20，703，700円
3連複： 45，297，200円 3連単： 66，797，300円 計： 235，624，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（2－6） 710円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 290円 �� 210円 �� 370円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 172688 的中 � 57526（1番人気）
複勝票数 計 240578 的中 � 66669（1番人気）� 35785（3番人気）� 45118（2番人気）
枠連票数 計 87062 的中 （2－6） 9378（2番人気）
馬連票数 計 332232 的中 �� 30628（2番人気）
馬単票数 計 195702 的中 �� 10404（3番人気）
ワイド票数 計 207037 的中 �� 17677（2番人気）�� 27623（1番人気）�� 12853（4番人気）
3連複票数 計 452972 的中 ��� 36070（1番人気）
3連単票数 計 667973 的中 ��� 10850（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．7―12．8―12．8―12．8―12．6―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．2―51．0―1：03．8―1：16．6―1：29．2―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュシュブリーズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．6．22 函館1着

2011．2．17生 牝5黒鹿 母 ブリズデロートンヌ 母母 オータムブリーズ 11戦2勝 賞金 19，550，000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。



08067 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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
1：07．4
1：06．5

良
良

35 ロイヤルストリート 牝4鹿 55 戸崎 圭太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 432－ 41：07．3レコード 3．8�
714 アレスバローズ 牡4黒鹿57 C．ルメール 猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 488－ 41：07．51� 6．4�
12 サトノフラム 牡4黒鹿57 福永 祐一里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 486－ 21：07．6� 3．0�
818 アズマクィーン 牝4鹿 55 岩田 康誠東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 462＋ 61：07．92 46．7�
36 デンコウウノ 牡5鹿 57 	島 良太田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 482－ 2 〃 ハナ 94．4�
816 トシストロング 牡5鹿 57 池添 謙一上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 488＋ 2 〃 ハナ 6．8	
612
 ストームジャガー 牡6鹿 57

56 ☆	島 克駿馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 492－ 21：08．0� 74．5


48 タカミツスズラン 牝5鹿 55 藤岡 康太タカミツ� 高橋 裕 日高 新井 弘幸 468－ 21：08．1� 55．3�
611 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 506＋12 〃 ハナ 27．8
47 タガノスカイ 牝5鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470＋ 21：08．2クビ 27．0�
24 リュウツバメ 牝6鹿 55

53 △長岡 禎仁田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 532± 01：08．3� 337．7�
715 ウインベントゥーラ 牡4鹿 57 D．バルジュー �ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 4 〃 クビ 23．4�

（伊）

59 � レーヴドプランス 6鹿 57 太宰 啓介岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー
クスタツド 496＋101：08．4クビ 212．6�

713 マコトグナイゼナウ 牡4青鹿57 大野 拓弥�ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 クビ 27．7�
23 ウィズアットレース 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 410－ 41：08．5� 9．9�
817 ダイワソフィー 牝5芦 55 伊藤 工真大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 472－ 21：08．6� 79．2�
11 ス ク ワ ー ル 牡4青 57 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋18 〃 ハナ 163．6�
510 マイネシーア 牝5鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 422－141：08．7クビ 45．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，790，600円 複勝： 38，616，600円 枠連： 15，492，100円
馬連： 52，862，100円 馬単： 24，452，400円 ワイド： 34，254，100円
3連複： 73，957，700円 3連単： 84，821，300円 計： 353，246，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 190円 � 140円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 500円 �� 280円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 7，180円

票 数

単勝票数 計 287906 的中 � 59540（2番人気）
複勝票数 計 386166 的中 � 62787（2番人気）� 46516（4番人気）� 76708（1番人気）
枠連票数 計 154921 的中 （3－7） 15857（3番人気）
馬連票数 計 528621 的中 �� 31312（2番人気）
馬単票数 計 244524 的中 �� 8943（3番人気）
ワイド票数 計 342541 的中 �� 16710（2番人気）�� 34609（1番人気）�� 16633（3番人気）
3連複票数 計 739577 的中 ��� 38499（1番人気）
3連単票数 計 848213 的中 ��� 8555（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．1―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―44．7―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．7
3 3，5，11（2，10）14（12，16）8（9，13）4（6，18）（1，15）7，17 4 ・（3，5）（2，11）（10，14）（8，12，16）（4，9，13）18，6（1，7，15）17

勝馬の
紹 介

ロイヤルストリート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．2．28 阪神5着

2012．5．11生 牝4鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 10戦2勝 賞金 19，900，000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。

08068 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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
1：10．1
1：08．7

重
重

12 アドマイヤリバティ 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 494＋ 41：11．9 5．5�
23 エイシンカーニバル 牡4栗 57 戸崎 圭太�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 474－ 6 〃 ハナ 3．0�
24 タイセイストーム 牡4青鹿57 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 494＋ 21：12．11� 85．9�
510 レッツイットラン 牡4栗 57

56 ☆�島 克駿深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 488＋161：12．41� 80．9�
59 	 メイショウアバラガ 牡4鹿 57 C．ルメール 松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 514＋ 61：12．5� 2．1�
714 アーネストミノル 牡5鹿 57 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444－ 21：12．71� 11．9	
48 ミスズモンブラン 牡5栗 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 484＋121：12．8クビ 106．4

612 ニシノクラッチ 牡4黒鹿57 石橋 脩西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 498－ 6 〃 クビ 22．1�
815 モントルルシュマン 牡4鹿 57 和田 竜二藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 456± 01：12．9� 49．7�
35 テ イ ア 牝4鹿 55

53 △長岡 禎仁ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 416－141：13．0� 322．5�
816	 ヴ ァ ー サ ス 牡4青鹿 57

54 ▲原田 和真本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 480＋ 4 〃 アタマ 213．2�
713 ビットアリエス 牝5青鹿55 勝浦 正樹礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 466＋101：13．21
 27．2�
36 	 トーホウハンター 牡4栗 57 村田 一誠東豊物産� 崎山 博樹 日高 竹島 幸治 498＋ 21：13．41
 95．3�
611	 テーオークリスエス 牡6鹿 57 横山 和生小笹 公也氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 500－ 81：13．61
 222．7�
47 ナンヨーユナ 牝6芦 55 D．バルジュー 中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B478－ 21：14．34 41．5�

（伊）

11 	 ハイコマンド 牡4鹿 57 藤懸 貴志服部 新平氏 坪 憲章 新ひだか 有限会社石川牧場 482－101：14．93� 397．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，563，800円 複勝： 30，777，400円 枠連： 14，083，100円
馬連： 45，897，200円 馬単： 30，167，400円 ワイド： 28，959，800円
3連複： 64，476，300円 3連単： 102，101，600円 計： 342，026，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 180円 � 1，020円 枠 連（1－2） 930円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 390円 �� 3，860円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 12，330円 3 連 単 ��� 47，320円

票 数

単勝票数 計 255638 的中 � 37118（3番人気）
複勝票数 計 307774 的中 � 41428（3番人気）� 53322（2番人気）� 5840（9番人気）
枠連票数 計 140831 的中 （1－2） 11640（4番人気）
馬連票数 計 458972 的中 �� 37135（3番人気）
馬単票数 計 301674 的中 �� 11362（7番人気）
ワイド票数 計 289598 的中 �� 21138（3番人気）�� 1795（32番人気）�� 3274（20番人気）
3連複票数 計 644763 的中 ��� 3921（34番人気）
3連単票数 計1021016 的中 ��� 1564（126番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―47．1―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 6，3，4（2，9）10，8，14，7（11，15）5，16－13－12，1 4 6，3，4（2，9）（8，10）14，7（11，15）（5，16）13－12＝1
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤリバティ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Haafhd デビュー 2014．6．21 阪神5着

2012．5．23生 牡4鹿 母 マイスイートベス 母母 ポーリッシュピンク 18戦2勝 賞金 30，316，000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 インスタイル号・スズカロードスター号
※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。



08069 3月27日 晴 良 （28中京2）第6日 第9競走 ��
��2，200�

お お か ん ざ く ら

大 寒 桜 賞
発走14時25分 （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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

33 レッドエルディスト 牡3芦 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502± 02：13．2 5．3�
78 アグネスフォルテ 牡3栗 56 松山 弘平渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 444－ 22：13．3� 16．4�
89 リアルキング 牡3鹿 56 和田 竜二杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 518＋ 22：13．61� 70．7�
810 カフジプリンス 牡3栗 56 大野 拓弥加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 2 〃 ハナ 4．5�
55 ステイキングダム 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 416－ 8 〃 アタマ 4．1	
11 アグネススターダム 牡3栗 56 藤岡 康太渡辺公美子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 450－ 42：13．91� 5．8

22 ミヤビエンブレム 牡3黒鹿56 岩田 康誠村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 490± 0 〃 クビ 5．6�
66 カタルーニャ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：14．0クビ 7．2�
44 エーティーサンダー 牡3青鹿56 太宰 啓介荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 500－ 22：14．1� 55．8
77 ストライクイーグル 牡3青鹿56 D．バルジュー �キャロットファーム 高野 友和 新ひだか 前田 宗将 506－162：15．37 40．5�

（伊）

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，155，300円 複勝： 43，438，000円 枠連： 10，148，900円
馬連： 59，342，100円 馬単： 31，493，400円 ワイド： 32，811，400円
3連複： 77，288，400円 3連単： 129，326，500円 計： 415，004，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 410円 � 1，660円 枠 連（3－7） 2，880円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 8，950円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 6，220円 �� 9，080円

3 連 複 ��� 94，100円 3 連 単 ��� 404，140円

票 数

単勝票数 計 311553 的中 � 46813（3番人気）
複勝票数 計 434380 的中 � 63197（4番人気）� 27138（7番人気）� 5709（10番人気）
枠連票数 計 101489 的中 （3－7） 2730（18番人気）
馬連票数 計 593421 的中 �� 7591（20番人気）
馬単票数 計 314934 的中 �� 2638（36番人気）
ワイド票数 計 328114 的中 �� 5085（20番人気）�� 1348（38番人気）�� 920（42番人気）
3連複票数 計 772884 的中 ��� 616（101番人気）
3連単票数 計1293265 的中 ��� 232（529番人気）

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

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―35．7―48．5―1：01．3―1：13．9―1：26．2―1：38．5―1：50．1―2：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7
1
3
9，8－1，6，7（4，5）3－10＝2
9，8－1（6，7）4（5，3）10－2

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

勝馬の
紹 介

レッドエルディスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Darshaan デビュー 2016．1．24 中京5着

2013．2．19生 牡3芦 母 ショウダウン 母母 Last Second 3戦2勝 賞金 14，738，000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。

08070 3月27日 曇 良 （28中京2）第6日 第10競走 ��
��2，200�

な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走15時00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，4歳56�5歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

78 グリュイエール 牡4芦 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋102：09．9レコード 2．4�

55 � ザトゥルーエアー 牡5鹿 57 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 468－ 62：10．11	 5．2�

33 ピ オ ネ ロ 牡5鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494± 02：10．63 9．7�
44 キングストーン 牡5鹿 57 岩田 康誠寺田 寿男氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 496－ 42：10．7	 6．7�
89 ヤマイチパートナー 牡6栗 57 太宰 啓介坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 508＋ 22：11．87 7．2	
22 トルークマクト 牡6鹿 57 勝浦 正樹�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 458－ 4 〃 クビ 73．6

77 � コモノドラゴン 牡8栗 57 池添 謙一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 490± 02：12．86 83．1�
11 マッサビエル 牡4栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 512＋ 22：13．12 4．9�
66 ウエスタンレベッカ 牝6鹿 55 四位 洋文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B458＋ 82：13．2クビ 89．3
810 マイティースコール 牡8栗 57 �島 良太小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 02：13．41� 46．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 42，467，700円 複勝： 51，005，700円 枠連： 14，245，300円
馬連： 86，277，600円 馬単： 47，109，200円 ワイド： 41，731，300円
3連複： 109，236，300円 3連単： 197，355，200円 計： 589，428，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（5－7） 660円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 290円 �� 430円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，860円

票 数

単勝票数 計 424677 的中 � 139458（1番人気）
複勝票数 計 510057 的中 � 134818（1番人気）� 83663（2番人気）� 46166（6番人気）
枠連票数 計 142453 的中 （5－7） 16689（2番人気）
馬連票数 計 862776 的中 �� 97069（1番人気）
馬単票数 計 471092 的中 �� 34236（1番人気）
ワイド票数 計 417313 的中 �� 40687（1番人気）�� 24209（5番人気）�� 14456（12番人気）
3連複票数 計1092363 的中 ��� 61810（4番人気）
3連単票数 計1973552 的中 ��� 29406（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．9―35．1―47．0―59．0―1：10．7―1：22．6―1：35．2―1：46．6―1：58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．7
1
3
6－10＝4，8，3，5，9，7（2，1）
6，10＝4（3，8）5，1（7，9）2

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

勝馬の
紹 介

グリュイエール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．10．14 京都2着

2012．4．1生 牡4芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 12戦4勝 賞金 58，925，000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



08071 3月27日 曇 良 （28中京2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第46回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （グローバルスプリントチャレンジ） （芝・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

名古屋市長賞・名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 98，000，000円 39，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 9，800，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード
［参考記録］

1：07．4
1：06．5
1：07．1
1：08．1

良
良
良
良 （中京）

24 ビッグアーサー 牡5鹿 57 福永 祐一中辻 明氏 藤岡 健一 浦河 バンブー牧場 520－ 41：06．7レコード 3．9�
36 ミッキーアイル 牡5鹿 57 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：06．8� 3．9�
48 	 アルビアーノ 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 木村 哲也 米

Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

516＋ 61：07．11� 5．1�
510 アクティブミノル 牡4黒鹿57 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－ 2 〃 アタマ 165．9�
713	 エイシンブルズアイ 牡5栗 57 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 472－ 21：07．2� 9．4�
59 ティーハーフ 牡6栗 57 池添 謙一 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 460－ 61：07．3クビ 95．4	
35 スノードラゴン 牡8芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 510－ 6 〃 アタマ 14．9

611 レッツゴードンキ 牝4栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 482－ 81：07．4
 31．2�
612 ウ リ ウ リ 牝6青 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 ハナ 7．9�
714 アースソニック 牡7鹿 57 D．バルジュー 前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 494－ 4 〃 ハナ 198．9

（伊）

818 ハクサンムーン 牡7栗 57 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 482± 01：07．5
 20．0�
817� ヒルノデイバロー 牡5黒鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B514－ 61：07．6クビ 97．7�
12 ウキヨノカゼ 牝6黒鹿55 四位 洋文國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 490± 01：07．7
 42．5�
11 ブラヴィッシモ 牡4鹿 57 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B504－ 2 〃 クビ 39．7�
816 スギノエンデバー 牡8鹿 57 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464－ 21：07．8クビ 345．5�
715 ローレルベローチェ 牡5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 508± 01：07．9
 27．9�
23 サクラゴスペル 牡8黒鹿57 勝浦 正樹�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 490＋ 11：08．11
 92．1�
47 サトノルパン 牡5黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 452± 01：08．2クビ 26．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 505，093，400円 複勝： 589，689，400円 枠連： 374，188，100円 馬連： 1，833，601，200円 馬単： 772，987，500円
ワイド： 720，015，500円 3連複： 2，880，253，500円 3連単： 4，807，613，700円 5重勝： 679，291，500円 計： 13，162，733，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 150円 � 170円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 370円 �� 450円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 6，690円

5 重 勝
対象競走：中山10R／中京10R／阪神11R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 665，040円

票 数

単勝票数 計5050934 的中 � 1031866（1番人気）
複勝票数 計5896894 的中 � 1111559（1番人気）� 989094（2番人気）� 836633（3番人気）
枠連票数 計3741881 的中 （2－3） 423588（1番人気）
馬連票数 計18336012 的中 �� 1586754（1番人気）
馬単票数 計7729875 的中 �� 333810（1番人気）
ワイド票数 計7200155 的中 �� 516942（1番人気）�� 404185（2番人気）�� 343059（3番人気）
3連複票数 計28802535 的中 ���1235838（1番人気）
3連単票数 計48076137 的中 ��� 520670（1番人気）
5重勝票数 差引計6792915（返還計 0 ） 的中 ����� 715

ハロンタイム 11．7―10．1―10．9―10．8―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．8―32．7―43．5―54．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F34．0
3 15，18－6－4（3，7，10）（1，5，8，12）（14，17）（11，13，16）9－2 4 ・（15，18）6－（3，7，4）（1，5，10）（8，12）（9，11，13，14，17）16－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビッグアーサー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．4．13 福島1着

2011．3．18生 牡5鹿 母 シ ヤ ボ ナ 母母 Relish 11戦7勝 賞金 239，887，000円
〔制裁〕 アルビアーノ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・

1番）
ティーハーフ号の騎手池添謙一は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サドンストーム号・ワキノブレイブ号
※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。

08072 3月27日 曇 良 （28中京2）第6日 第12競走 ��
��1，400�

す ず か

鈴 鹿 特 別
発走16時25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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

12 ゴールドスーク 牡5栗 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 504－101：23．9 2．5�
23 メイショウヒコボシ 牡5鹿 57 D．バルジュー 松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 538－101：24．11 8．9�

（伊）

816 ウェイトアンドシー �5黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 496± 01：24．41	 7．0�
510
 ノーザンバローズ 牡4鹿 57 C．ルメール 猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 Craig D.

Upham 484－10 〃 クビ 3．9�
35 ムードティアラ 牝6鹿 55 戸崎 圭太�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 482± 01：24．5	 12．3�
611 スールキートス 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 492－ 6 〃 アタマ 20．1	
47 マ ハ ロ マ ナ 牝4鹿 55 福永 祐一友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 510＋ 21：24．7	 35．1

59 � ゴールドブラザー 牡6栗 57 池添 謙一加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 484± 0 〃 クビ 100．0�
36 ツィンクルソード 牡5芦 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 480－ 21：24．8クビ 15．4�
11 グランフィデリオ 牡5青鹿57 石橋 脩飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 440± 0 〃 アタマ 39．8
714 キーブランド 牡7鹿 57 �島 良太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 518± 0 〃 ハナ 283．1�
48 カ メ ッ ト 牡5栗 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 462－ 81：25．0	 31．5�
815 オメガスパーキング 牡7鹿 57 横山 典弘原 子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B494－ 8 〃 ハナ 81．8�
713 ヴィンテージイヤー �7鹿 57 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B518＋ 61：25．42� 232．4�
612 ニシノラピート 牝5栗 55 �島 克駿西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B472－ 21：25．82� 274．9�
24 ア バ ン サ ル 牡5栗 57 松山 弘平今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 512－ 81：25．9� 31．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，075，500円 複勝： 121，089，700円 枠連： 54，319，900円
馬連： 252，782，000円 馬単： 103，740，000円 ワイド： 123，324，400円
3連複： 308，013，700円 3連単： 497，310，900円 計： 1，549，656，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 220円 � 200円 枠 連（1－2） 820円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 470円 �� 400円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 890755 的中 � 283674（1番人気）
複勝票数 計1210897 的中 � 334024（1番人気）� 114327（4番人気）� 133839（3番人気）
枠連票数 計 543199 的中 （1－2） 51142（3番人気）
馬連票数 計2527820 的中 �� 162353（3番人気）
馬単票数 計1037400 的中 �� 44171（4番人気）
ワイド票数 計1233244 的中 �� 69096（3番人気）�� 83517（2番人気）�� 21104（14番人気）
3連複票数 計3080137 的中 ��� 64752（6番人気）
3連単票数 計4973109 的中 ��� 32571（19番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．7―12．2―12．4―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドスーク �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Out of Place デビュー 2014．1．13 京都2着

2011．2．5生 牡5栗 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 17戦4勝 賞金 53，757，000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 キタサンウンゲツ号
（非抽選馬） 2頭 ショウリノウタゲ号・チーフアセスメント号
※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。

５レース目



（28中京2）第6日 3月27日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

354，810，000円
2，530，000円
5，640，000円
6，720，000円
42，530，000円
66，858，500円
5，268，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
850，951，500円
1，079，582，200円
547，051，200円
2，551，514，800円
1，146，187，400円
1，124，895，400円
3，821，912，900円
6，274，257，800円
679，291，500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
5 重 勝
計 18，075，644，700円

総入場人員 31，251名 （有料入場人員 29，457名）



平成28年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，077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

1，390，030，000円
8，860，000円
36，120，000円
14，880，000円
151，360，000円
406，538，000円
33，295，800円
10，339，200円

勝馬投票券売得金
2，662，874，800円
4，120，245，300円
1，652，322，700円
6，948，272，300円
3，268，116，600円
3，557，184，100円
10，124，417，900円
15，323，420，700円
679，291，500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
5 重 勝
計 48，336，145，900円

総入場延人員 95，296名 （有料入場延人員 87，685名）
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