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08025 3月18日 晴 良 （29中京2）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9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
1：21．9
1：21．5

良
不良

59 ジュエアトゥー �3栗 56 松山 弘平首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 490－ 21：26．1 3．3�
36 ランバージャック 牡3栗 56 M．デムーロ今西 和雄氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 6 〃 ハナ 3．1�
24 マイティドリーム 牡3青鹿56 武 豊矢野 秀春氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 484＋ 41：26．41� 3．2�
47 マッジョネラ �3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 484－101：27．35 17．6�
12 ル パ ル ク �3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 506＋ 61：27．4� 73．6�
48 ル ー フ ァ ス 牡3栗 56 津村 明秀	G1レーシング 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－10 〃 ハナ 21．1

612 デ カ 牡3栗 56

54 △木幡 巧也小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 464＋ 21：27．61 34．2�
714 マイネルルタン 牡3栗 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 日高 スウィング
フィールド牧場 466＋ 6 〃 アタマ 254．4�

816 ブ ル タ ー レ 牡3栗 56 平野 優赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 512＋ 21：27．81 164．9
23 リープスプラウト 牡3栗 56 田辺 裕信多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 476＋ 41：27．9� 15．5�
713 メ イ ト サ ン 牡3鹿 56 北村 友一 J．ウィルソン氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B474＋ 41：28．43 15．3�
35 キングラズベリー 牡3栗 56 田中 健山本美佐江氏 目野 哲也 新冠 武田 修一 452－ 6 〃 ハナ 139．3�
510 アメリカンジョーク 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 452＋ 41：28．82� 274．1�
611 トウカイジュリア 牝3黒鹿54 丸山 元気内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 480 ―1：29．11� 46．0�
815 スズノレイチェル 牝3黒鹿54 長岡 禎仁小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 462－ 21：29．95 407．9�
11 シャインアップ 牡3鹿 56 丸田 恭介 	グランデオーナーズ 松永 康利 浦河 グランデファーム 448 ―1：30．22 191．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，996，300円 複勝： 28，414，200円 枠連： 14，243，900円
馬連： 45，805，600円 馬単： 24，500，000円 ワイド： 33，352，400円
3連複： 72，081，000円 3連単： 92，836，200円 計： 334，229，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（3－5） 500円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 220円 �� 220円 �� 170円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 229963 的中 � 55009（3番人気）
複勝票数 計 284142 的中 � 59318（3番人気）� 72956（1番人気）� 62011（2番人気）
枠連票数 計 142439 的中 （3－5） 21766（3番人気）
馬連票数 計 458056 的中 �� 65421（2番人気）
馬単票数 計 245000 的中 �� 16305（3番人気）
ワイド票数 計 333524 的中 �� 36402（3番人気）�� 36428（2番人気）�� 56169（1番人気）
3連複票数 計 720810 的中 ��� 130165（1番人気）
3連単票数 計 928362 的中 ��� 24553（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．9―47．1―1：00．0―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュエアトゥー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．5 京都2着

2014．6．2生 �3栗 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 マッジョネラ号の騎手菊沢一樹は，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：13番・8番・

14番）
ランバージャック号の騎手M．デムーロは，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100，000円。（被害馬：13
番・8番・14番）

08026 3月18日 晴 良 （29中京2）第3日 第2競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走10時25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
2：09．9
2：09．9

良
良

816 ド ン リ ッ チ 牡3鹿 56 柴山 雄一山田 貢一氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 508－ 22：16．5 10．9�

11 クリデュクール 牡3栗 56
55 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 3．6�

611 ルーラーキング 牡3鹿 56
54 △木幡 巧也宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 468－ 42：16．6� 43．8�

612 タイセイバロン 牡3鹿 56
53 ▲荻野 極田中 成奉氏 西村 真幸 日高 タバタファーム 498＋ 42：16．92 9．6�

23 ジ ェ ニ ア ル 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440 ―2：17．0� 2．7	
12 マイネルハレオ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 420－ 2 〃 クビ 223．2

59 マーヴェルズ 牡3鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450± 0 〃 アタマ 55．4�
510 ビートフォーセール 牝3鹿 54 秋山真一郎 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456－ 22：17．21� 5．3�
36 ピンクスパイダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 420－ 4 〃 アタマ 111．4
714 クロスアミュレット 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 452－ 62：17．3クビ 17．8�
47 グロールタイガー 牡3鹿 56 伊藤 工真�ミルファーム 宗像 義忠 浦河 ミルファーム 460－ 62：17．4� 122．4�
713 タマモアーサー 牡3鹿 56 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 478± 0 〃 クビ 12．9�
48 ダンツプラズマ 牡3黒鹿56 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 厚真 大川牧場 480－ 82：17．71� 79．3�
817 ヤマニンアルクール 牡3鹿 56 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 518－ 62：18．23 398．0�
24 テイエムモモタロー 牡3鹿 56 長岡 禎仁竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 424－ 82：18．62� 344．3�
818 カ ン ナ 牝3栗 54 菱田 裕二石川 達絵氏 清水 久詞 日高 永村 侑 490－ 82：18．7� 200．6�
35 トーホウケタール 牡3鹿 56 黛 弘人東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 480± 02：18．91� 100．4�
715 エクセルビーム 牡3栗 56 松岡 正海谷川 正純氏 伊藤 伸一 むかわ 上水牧場 468＋ 4 〃 ハナ 273．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，516，800円 複勝： 38，503，700円 枠連： 12，355，000円
馬連： 44，916，400円 馬単： 23，984，600円 ワイド： 30，023，300円
3連複： 68，214，100円 3連単： 81，007，300円 計： 325，521，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 260円 � 160円 � 860円 枠 連（1－8） 2，000円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 700円 �� 4，930円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 18，200円 3 連 単 ��� 94，270円

票 数

単勝票数 計 265168 的中 � 19292（5番人気）
複勝票数 計 385037 的中 � 36763（4番人気）� 79568（1番人気）� 8829（9番人気）
枠連票数 計 123550 的中 （1－8） 4787（12番人気）
馬連票数 計 449164 的中 �� 20492（4番人気）
馬単票数 計 239846 的中 �� 4132（18番人気）
ワイド票数 計 300233 的中 �� 11730（7番人気）�� 1507（34番人気）�� 3649（22番人気）
3連複票数 計 682141 的中 ��� 2810（46番人気）
3連単票数 計 810073 的中 ��� 623（263番人気）

ハロンタイム 12．0―11．5―11．9―13．6―13．4―12．9―12．6―12．7―12．1―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．0―23．5―35．4―49．0―1：02．4―1：15．3―1：27．9―1：40．6―1：52．7―2：04．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F35．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ド ン リ ッ チ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．2．25 中山2着

2014．3．15生 牡3鹿 母 ドナフュージョン 母母 センシュアス 2戦1勝 賞金 7，400，000円

第２回 中京競馬 第３日



08027 3月18日 晴 良 （29中京2）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

816 スプリングゲイル 牝3青鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：12．6 4．3�
36 チ ェ ス 牝3黒鹿54 西村 太一諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 444－ 21：14．3大差 20．5�
47 タガノハウオリ 牝3栗 54 柴山 雄一八木 良司氏 千田 輝彦 浦河 大北牧場 440－161：14．61� 40．9�
24 スズカコスモス 牝3栗 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 490＋ 2 〃 ハナ 72．1�
12 プリンセスヨウク 牝3鹿 54 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 440＋ 41：14．7� 5．7	
611 サンデュランゴ 牝3栗 54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 464－ 21：14．8� 2．2

59 マサリヤヒメ 牝3栗 54 岩部 純二西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 佐藤 義紀 418－ 81：15．12 495．1�
23 ブリリアントレター 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎熊坂 俊一氏 根本 康広 福島 農事組合法人
天栄牧場 420－161：15．2� 191．3�

815 メイショウシマナミ 牝3鹿 54 勝浦 正樹松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 476＋ 81：15．3クビ 279．0
48 キモンズラブ 牝3芦 54

51 ▲武藤 雅小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 B448－ 6 〃 ハナ 317．7�
612 メイショウユウワ 牝3栗 54

53 ☆義 英真松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 岡部牧場 428＋ 21：15．4� 223．4�
11 テーオーグラジア 牝3鹿 54 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 464 ―1：15．5� 49．2�
714 カネトシラトゥ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極兼松 昌男氏 五十嵐忠男 新冠 武田 寛治 440－ 2 〃 同着 8．7�
35 プレシャスジュエル 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 446－161：15．6� 8．6�
510 プ リ ン セ ス 牝3黒鹿54 柴田 大知 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新ひだか 橋本牧場 476－ 41：15．81� 24．9�
713 ブライティアセンス 牝3鹿 54 津村 明秀小林 昌志氏 矢野 英一 平取 雅 牧場 464＋ 61：16．75 148．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，499，800円 複勝： 32，765，900円 枠連： 10，741，200円
馬連： 41，931，700円 馬単： 24，031，300円 ワイド： 27，844，700円
3連複： 57，975，100円 3連単： 80，111，700円 計： 300，901，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 240円 � 460円 � 880円 枠 連（3－8） 1，600円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 2，830円 �� 5，580円

3 連 複 ��� 44，770円 3 連 単 ��� 160，440円

票 数

単勝票数 計 254998 的中 � 46582（2番人気）
複勝票数 計 327659 的中 � 41373（3番人気）� 17903（6番人気）� 8595（8番人気）
枠連票数 計 107412 的中 （3－8） 5196（7番人気）
馬連票数 計 419317 的中 �� 5749（19番人気）
馬単票数 計 240313 的中 �� 2255（28番人気）
ワイド票数 計 278447 的中 �� 4629（17番人気）�� 2528（26番人気）�� 1266（39番人気）
3連複票数 計 579751 的中 ��� 971（93番人気）
3連単票数 計 801117 的中 ��� 362（365番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―12．2―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．4―47．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプリングゲイル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Southern Halo デビュー 2016．6．18 函館3着

2014．3．28生 牝3青鹿 母 サンスプリング 母母 Spring Light 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 マサリヤヒメ号の騎手岩部純二は，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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアセンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月18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） 1頭 キタサングラシアス号
（非抽選馬） 1頭 アイファーチャンス号

08028 3月18日 晴 良 （29中京2）第3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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．7良

11 アレルキナーダ 牝4鹿 57 白浜 雄造服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 508＋ 43：18．3 8．5�
711� アサクサゴールド 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 2．0�
58 � ジュールドトネール 牡7青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 504－123：18．4� 12．3�
57 トーアディラン �4栗 59 五十嵐雄祐高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 486＋ 23：18．61� 7．8�
33 � トレモロアーム 牡6黒鹿60 草野 太郎佐々木雄二氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 476＋ 23：18．91� 10．3�
45 � エクセレントミノル 牡6鹿 60 熊沢 重文吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 488± 03：19．32� 6．5	
69 トーホウスマート 牡7栗 60 山本 康志東豊物産� 武藤 善則 浦河 有限会社

吉田ファーム 470－ 23：20．25 51．3

814 スズカプリティー 牝6鹿 58 蓑島 靖典永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 466－103：20．62� 67．9�
712 サムライフォンテン 牡4黒鹿59 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 470－ 43：21．23� 49．1�
22 ダテノハクトラ 牡6芦 60 中村 将之河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 508＋12 〃 クビ 14．5
46 � シゲルノマオイ 牡5栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 492± 03：21．51� 24．7�
813 プレシャスムーン 牝6鹿 58 高野 和馬鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 458－ 23：22．88 278．8�
610 ファインキャプテン �4栗 59 大江原 圭岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 468－ 23：23．33 168．1�
34 � クラウンマヒコス 牡5栗 60 上野 翔矢野まり子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 446＋ 13：27．9大差 221．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，112，500円 複勝： 25，250，200円 枠連： 10，469，200円
馬連： 32，460，500円 馬単： 18，454，600円 ワイド： 21，557，300円
3連複： 52，097，600円 3連単： 71，254，500円 計： 251，656，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 190円 � 120円 � 200円 枠 連（1－7） 1，050円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，110円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 20，120円

票 数

単勝票数 計 201125 的中 � 18752（4番人気）
複勝票数 計 252502 的中 � 29752（4番人気）� 74585（1番人気）� 25362（6番人気）
枠連票数 計 104692 的中 （1－7） 7660（4番人気）
馬連票数 計 324605 的中 �� 23745（3番人気）
馬単票数 計 184546 的中 �� 5019（9番人気）
ワイド票数 計 215573 的中 �� 13862（3番人気）�� 4688（14番人気）�� 9498（6番人気）
3連複票数 計 520976 的中 ��� 11986（9番人気）
3連単票数 計 712545 的中 ��� 2567（56番人気）
上り 1マイル 1：47．0 4F 52．0－3F 39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アレルキナーダ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2015．10．25 京都11着

2013．2．3生 牝4鹿 母 ヤマノサッシュ 母母 プリンセスゴールド 障害：4戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 トレモロアーム号の騎手草野太郎は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ウインレーベン号・クリノミユキチャン号・サウンドカール号・ホットファイヤー号



08029 3月18日 晴 良 （29中京2）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時15分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：34．3稍重

57 � コ ン コ ー ド 牡5鹿 60 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 522± 03：38．2 4．5�
46 アズマタックン 牡4青鹿59 北沢 伸也東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 500＋ 63：38．51� 4．1�
711 ルートヴィヒコード 牡5鹿 60 小坂 忠士�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 63：38．6� 19．6�
610 アムールスキー 牡6鹿 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 63：38．7� 12．8�
11 シベリアンタイガー 	6鹿 60 金子 光希岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 476＋ 2 〃 アタマ 20．3	
33 セイクリッドロード 	8鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 514－ 43：39．01� 12．1

34 ツジスーパーサクラ 牝5芦 58 難波 剛健辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 476－ 83：39．21
 6．0�
22 ルグランシェクル 牡4黒鹿59 大江原 圭藤田 岳彦氏 大江原 哲 日高 木村牧場 466＋ 23：39．3� 17．0�
69 サウンドギャツビー 牡5黒鹿60 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 498± 0 〃 ハナ 40．9
58 リヴゴーシュ 	5栗 62 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 524＋ 2 〃 クビ 18．5�
45 マイネルレハイム 牡5栗 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 486± 03：39．93� 26．5�
813 ナンヨーケンゴー 	7鹿 60 五十嵐雄祐中村 德也氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 492－ 63：40．21� 123．4�
712 プルーヴダモール 牝5芦 58 田村 太雅 �シルクレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 434－ 43：41．15 191．8�
814 アドマイヤフォルム 牡4黒鹿59 高田 潤近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 474＋143：41．41� 5．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，762，500円 複勝： 27，320，500円 枠連： 14，012，100円
馬連： 38，565，900円 馬単： 20，300，300円 ワイド： 25，923，500円
3連複： 63，220，600円 3連単： 72，808，000円 計： 282，913，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 200円 � 400円 枠 連（4－5） 1，000円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，320円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 44，020円

票 数

単勝票数 計 207625 的中 � 36279（2番人気）
複勝票数 計 273205 的中 � 46173（1番人気）� 36713（3番人気）� 14276（7番人気）
枠連票数 計 140121 的中 （4－5） 10824（3番人気）
馬連票数 計 385659 的中 �� 16469（4番人気）
馬単票数 計 203003 的中 �� 5108（5番人気）
ワイド票数 計 259235 的中 �� 10369（5番人気）�� 4983（14番人気）�� 3755（21番人気）
3連複票数 計 632206 的中 ��� 4530（37番人気）
3連単票数 計 728080 的中 ��� 1199（124番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 51．4－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

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5鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 障害：7戦2勝 賞金 32，700，000円
初出走 JRA

※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。
（非当選馬） 5頭 ウインアーマー号・クリノキングムーン号・トライアゲイン号・ハギノセゾン号・レッドヴィーヴォ号

08030 3月18日 晴 良 （29中京2）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：06．7
1：06．5

良
良

59 モンスールデジール 牝3鹿 54 酒井 学五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 452－ 61：10．2 14．4�
612 ヤクシャハソロッタ 牝3鹿 54 吉田 隼人小田切 光氏 寺島 良 浦河 木村牧場 430－ 41：10．41� 12．0�
818 ユキエファルコン 牡3黒鹿56 菱田 裕二平田 道子氏 岩元 市三 新冠 ヤマタケ牧場 484－ 6 〃 アタマ 14．5�
23 ティーティクイーン 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 462－ 41：10．5� 53．5�
24 ネオヴェルモット 牝3青鹿54 黛 弘人小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 418± 01：10．81� 7．0�
35 ベリーグレート 牝3鹿 54 柴山 雄一栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 432＋261：10．9� 25．6�
510 タガノアヌビス 牡3鹿 56

55 ☆	島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B476± 01：11．0クビ 16．0	

11 サンブリリアント 牝3栗 54 内田 博幸西本 資史氏 寺島 良 浦河トラストスリーファーム 484± 01：11．1
 7．7

36 � ジュンアイルランド 牡3黒鹿56 大野 拓弥河合 純二氏 尾関 知人 愛 Sarah

McNicholas B458－ 61：11．2
 39．6�
816� ル イ 牡3鹿 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-

oughbreds, LLC B518－10 〃 ハナ 6．5�
713 ラ ブ パ ン チ 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也 スピードファーム和田正一郎 浦河 村下農場 404－121：11．3
 365．9�
817 ベニノシリウス 牡3鹿 56 田中 勝春�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 434＋ 2 〃 クビ 66．1�
48 トモリエール 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 石橋 守 浦河 三嶋牧場 460＋ 81：11．62 81．5�
12 オースミシュエット 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 410－ 21：13．210 373．9�
715 チアダンサー 牝3黒鹿54 丸田 恭介サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 448 ―1：13．62
 183．8�
714 アルムハート 牝3青鹿54 古川 吉洋﨑川美枝子氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 41：14．02
 193．8�
611 デザートストーム 牡3黒鹿56 M．デムーロ 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 444－ 81：14．42
 2．4�
47 アロハスピリット 牡3芦 56

53 ▲武藤 雅 スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B458－ 4 （競走中止） 193．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，788，900円 複勝： 44，184，700円 枠連： 18，556，000円
馬連： 57，265，900円 馬単： 32，066，400円 ワイド： 42，467，900円
3連複： 82，006，700円 3連単： 112，674，700円 計： 421，011，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 480円 � 320円 � 380円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 8，930円 馬 単 �� 15，570円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 3，590円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 33，860円 3 連 単 ��� 181，120円

票 数

単勝票数 計 317889 的中 � 17596（6番人気）
複勝票数 計 441847 的中 � 23263（8番人気）� 38116（5番人気）� 30724（7番人気）
枠連票数 計 185560 的中 （5－6） 19403（2番人気）
馬連票数 計 572659 的中 �� 4965（30番人気）
馬単票数 計 320664 的中 �� 1544（51番人気）
ワイド票数 計 424679 的中 �� 4406（30番人気）�� 3026（38番人気）�� 5620（24番人気）
3連複票数 計 820067 的中 ��� 1816（98番人気）
3連単票数 計1126747 的中 ��� 451（515番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―11．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．0―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．8
3 ・（3，9）（10，16）（4，6）18（1，5，13，17）－12－（8，11）14－2－15 4 ・（3，9）10（4，16）（1，6，18）（5，17）13，12－8－2，11－14－15

勝馬の
紹 介

モンスールデジール �
�
父 ワークフォース �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．8 京都4着

2014．5．6生 牝3鹿 母 マイプラーナ 母母 チェリーコウマン 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 アロハスピリット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 アロハスピリット号は，発走合図直後に立上り，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アロハスピリット号は，平成29年3月19日から平成29年4月17日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 デザートストーム号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 デザートストーム号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チアダンサー号・アルムハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月

18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 コールオンミー号・ショウナンカグヤ号・ダイメイピット号・ハニージェイド号



08031 3月18日 晴 良 （29中京2）第3日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

35 アクセラレート 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 41：54．5 6．3�

48 � ヒルノサルバドール 牡4栗 57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 444＋ 6 〃 ハナ 4．4�
23 ドリームリヴァール 	7黒鹿57 田辺 裕信ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 456± 01：55．03 11．2�
12 プライズコレクター 牡4栗 57 武 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 480－101：55．31
 4．8�
24 ヨドノナイト 牡5鹿 57 菱田 裕二海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 496－ 2 〃 クビ 34．7	
815 ハローマイディア 牡4黒鹿57 松山 弘平飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 472－101：55．4クビ 12．4

510 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B474－ 6 〃 クビ 110．8�
59 � ディープオーパス 牡4芦 57 藤岡 康太深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz 500＋ 81：55．5クビ 3．2�
611 グラスアクト 牡4鹿 57 吉田 豊半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 452－ 41：55．71� 33．3
11 � シンボリタピット 牡5鹿 57 北村 宏司シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 486－ 21：55．9
 17．5�
47 ハッピーロード 	6栗 57 内田 博幸豊田 一致氏 小崎 憲 新冠 松本 信行 502＋ 8 〃 クビ 63．0�
714 オンワードハンター 牡6鹿 57

56 ☆小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 476－ 81：56．0クビ 43．0�
816 グランドエンジェル 牝6鹿 55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454－ 61：56．74 191．3�
36 リネンソング 牡4黒鹿57 津村 明秀戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 470－ 61：56．91� 250．9�
612� コウイッテン 牝4鹿 55 原田 和真深澤 朝房氏 和田 雄二 浦河 大道牧場 438－121：58．49 342．9�
713 デ ィ マ ン ズ 	5鹿 57 田中 勝春 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 472－141：58．82� 87．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，993，400円 複勝： 46，388，900円 枠連： 14，171，400円
馬連： 57，932，700円 馬単： 28，668，600円 ワイド： 39，543，400円
3連複： 79，125，400円 3連単： 97，904，100円 計： 394，727，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 170円 � 250円 枠 連（3－4） 1，400円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，030円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 21，640円

票 数

単勝票数 計 309934 的中 � 39076（4番人気）
複勝票数 計 463889 的中 � 53982（4番人気）� 78637（2番人気）� 44223（5番人気）
枠連票数 計 141714 的中 （3－4） 7833（8番人気）
馬連票数 計 579327 的中 �� 27515（6番人気）
馬単票数 計 286686 的中 �� 7690（9番人気）
ワイド票数 計 395434 的中 �� 14809（8番人気）�� 9659（12番人気）�� 13337（10番人気）
3連複票数 計 791254 的中 ��� 12495（14番人気）
3連単票数 計 979041 的中 ��� 3280（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．2―51．4―1：03．6―1：16．3―1：29．3―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アクセラレート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．6．22 阪神7着

2012．4．25生 牡5鹿 母 オリジナルスピンⅡ 母母 We Love Granny 8戦2勝 賞金 18，090，000円
※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 メイショウオルソ号

08032 3月18日 曇 良 （29中京2）第3日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時50分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

23 ルネイション 牝4黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434－ 61：34．2 2．5�

48 レ イ リ オ ン 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：34．3� 16．8�
36 エクストラファイン 牝5黒鹿55 丸山 元気 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 クビ 6．1�
713 ゴッドカリビアン 牝4鹿 55 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B440－ 41：34．51 9．6�
612 テイエムフタエマル 牝5鹿 55 田中 健竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 480＋ 21：34．6� 25．5	
59 フロレットアレー 牝5鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 438＋ 61：34．7� 5．0

510� ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 内田 博幸前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 424＋101：34．8� 60．9�
714 ブライティアスター 牝6黒鹿55 江田 照男小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 468＋12 〃 クビ 51．7�
35 ビーウィッチド 牝5鹿 55 古川 吉洋�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 452－ 61：34．9クビ 105．2
47 ベッラレジーナ 牝6鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 アタマ 7．9�
815 ヤマニンナジャーハ 牝5黒鹿 55

54 ☆	島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B448＋ 61：35．22 230．9�
24 マ カ レ ア 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 408＋10 〃 アタマ 25．5�
11 ゴールドエフォート 牝4栗 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 61：36．05 38．3�
12 クラリティーアイズ 牝4栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－ 41：36．42� 25．2�
816 フラッシュバイオ 牝6鹿 55 中谷 雄太バイオ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 446－101：36．93 168．9�
611 スマートアリシア 牝4栗 55 横山 和生トニー倶楽部 古賀 史生 日高 いとう牧場 432－101：37．22 176．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，270，900円 複勝： 45，240，700円 枠連： 17，291，600円
馬連： 63，329，100円 馬単： 29，673，300円 ワイド： 40，293，200円
3連複： 86，721，700円 3連単： 107，409，000円 計： 425，229，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 370円 � 170円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 910円 �� 400円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 17，880円

票 数

単勝票数 計 352709 的中 � 111310（1番人気）
複勝票数 計 452407 的中 � 107875（1番人気）� 22709（6番人気）� 71495（2番人気）
枠連票数 計 172916 的中 （2－4） 22830（1番人気）
馬連票数 計 633291 的中 �� 22486（8番人気）
馬単票数 計 296733 的中 �� 6758（10番人気）
ワイド票数 計 402932 的中 �� 10938（9番人気）�� 28449（2番人気）�� 7594（13番人気）
3連複票数 計 867217 的中 ��� 16468（9番人気）
3連単票数 計1074090 的中 ��� 4354（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―46．9―58．6―1：10．2―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ルネイション �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．12．26 中山1着

2013．3．20生 牝4黒鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 6戦2勝 賞金 19，100，000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） 2頭 オウケンダイヤ号・ホーリーシュラウド号
（非抽選馬） 1頭 アラモアナワヒネ号



08033 3月18日 曇 良 （29中京2）第3日 第9競走 ��1，200�
え な

恵 � 特 別
発走14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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：10．1
1：08．7

重
重

510 コ ン テ ナ 牡5鹿 57 戸崎 圭太住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 596－ 41：12．3 3．0�
23 � ブロンズテーラー 牝6青鹿55 �島 克駿中西 浩一氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：12．72� 13．8�
48 マイグランクロア 牝4鹿 55 菱田 裕二吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 480－ 2 〃 クビ 143．1�
816 アデレードヒル 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 484＋ 81：12．8クビ 5．6�
12 レザンドゥオール 牡5栗 57 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 516－ 4 〃 クビ 34．9�
11 メイプルキング 牡4鹿 57 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 464－ 41：12．9クビ 30．2�
24 ダ ウ ト レ ス 	6鹿 57 江田 照男	ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514－ 81：13．0� 14．3

611� ファミリーズオナー 牝5栗 55 中井 裕二岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 白瀬 盛雄 476＋10 〃 アタマ 78．4�
59 シゲルゴホウサイ 牝5鹿 55 松山 弘平森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 442＋ 61：13．1クビ 32．6�
612 ファビラスヒーロー 	4芦 57 義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 472－ 4 〃 同着 15．6
35 メイショウユメゴゼ 牝8栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 486－ 6 〃 ハナ 19．3�
36 ホイールバーニング 牡4栗 57 田辺 裕信市川義美ホール

ディングス	 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 528－ 8 〃 クビ 13．1�
47 ミカエルシチー 牡5鹿 57 荻野 極 	友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 542± 01：13．31 3．7�
713 アキノクリンチ 牝6芦 55 酒井 学穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 478＋ 2 〃 ハナ 154．3�
815 サ ノ コ コ 牝4鹿 55 内田 博幸佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 482－121：13．4� 53．5�
714 カ メ ッ ト 牡6栗 57 大野 拓弥林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 476± 01：13．61
 103．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，997，600円 複勝： 59，400，800円 枠連： 23，730，000円
馬連： 93，374，100円 馬単： 42，788，700円 ワイド： 59，530，800円
3連複： 130，034，700円 3連単： 168，148，100円 計： 615，004，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 370円 � 2，510円 枠 連（2－5） 1，110円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 7，980円 �� 20，440円

3 連 複 ��� 86，450円 3 連 単 ��� 240，920円

票 数

単勝票数 計 379976 的中 � 100161（1番人気）
複勝票数 計 594008 的中 � 136514（1番人気）� 37089（6番人気）� 4546（15番人気）
枠連票数 計 237300 的中 （2－5） 16435（4番人気）
馬連票数 計 933741 的中 �� 29387（7番人気）
馬単票数 計 427887 的中 �� 9368（8番人気）
ワイド票数 計 595308 的中 �� 14775（9番人気）�� 1888（62番人気）�� 733（94番人気）
3連複票数 計1300347 的中 ��� 1128（193番人気）
3連単票数 計1681481 的中 ��� 506（658番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―12．5―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．5―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ン テ ナ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 東京1着

2012．2．15生 牡5鹿 母 ベルグラーノ 母母 ディフェレンテ 18戦3勝 賞金 46，614，000円
〔制裁〕 ミカエルシチー号の騎手荻野極は，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：4番）
※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） 5頭 デンコウヒノマル号・テーオーソルジャー号・マイネルラック号・ライドオンウインド号・レアドロップ号
（非抽選馬） 1頭 タイセイラナキラ号

08034 3月18日 曇 良 （29中京2）第3日 第10競走 ��
��1，900�

い せ

伊 勢 特 別
発走15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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

713 テイエムグンカン 牡5栗 57 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 532－ 81：59．6 9．9�
612 マイネルビクトリー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 490± 01：59．7� 37．5�
47 サンホッブズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 480＋ 21：59．8	 12．3�
59 カフジキング 牡4鹿 57 M．デムーロ加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 464＋ 41：59．9クビ 3．1�
23 ロイヤルネイビー 牡4黒鹿57 内田 博幸谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464－ 22：00．1� 43．9�
815 モンドアルジェンテ 牡5芦 57 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518－ 22：00．41� 2．3

11 キングカヌヌ 牡5芦 57 中谷 雄太 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B498－10 〃 クビ 9．7�
36 
 タガノジーニアス 牡4鹿 57 川島 信二八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－ 22：00．5クビ 18．0�
510 エクストレミティー 牡6鹿 57 吉田 豊 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500－ 42：00．6	 66．3
816 ヤマニンシルフ 牡4栗 57 松山 弘平土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 446＋102：01．13 31．5�
35 テイエムコンドル 牡6鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 472＋ 82：01．2	 231．9�
12 ブラウンアニマート 牡4黒鹿57 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 466－142：01．3	 83．6�
48 ランドオザリール 牡6鹿 57 酒井 学 	サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 6 〃 クビ 48．3�
611 カルムパシオン �4鹿 57 勝浦 正樹前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 42：01．83 141．6�
714 ゼンノスサノヲ 牡6栗 57 �島 克駿大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 B486± 02：02．01 115．3�
24 
 エルドリッジ 牡7青鹿57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 520± 02：02．74 86．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，611，700円 複勝： 78，646，700円 枠連： 31，643，900円
馬連： 140，458，000円 馬単： 67，396，500円 ワイド： 80，206，300円
3連複： 205，378，200円 3連単： 287，515，900円 計： 942，857，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 410円 � 920円 � 420円 枠 連（6－7） 10，030円

馬 連 �� 15，460円 馬 単 �� 22，700円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 1，700円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 35，690円 3 連 単 ��� 192，470円

票 数

単勝票数 計 516117 的中 � 41392（4番人気）
複勝票数 計 786467 的中 � 52145（4番人気）� 20832（8番人気）� 51299（5番人気）
枠連票数 計 316439 的中 （6－7） 2444（21番人気）
馬連票数 計1404580 的中 �� 7041（33番人気）
馬単票数 計 673965 的中 �� 2226（53番人気）
ワイド票数 計 802063 的中 �� 5434（33番人気）�� 12318（13番人気）�� 7121（28番人気）
3連複票数 計2053782 的中 ��� 4315（89番人気）
3連単票数 計2875159 的中 ��� 1083（449番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．9―30．7―43．9―56．4―1：08．5―1：20．8―1：33．3―1：46．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テイエムグンカン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Private Account デビュー 2014．10．18 京都4着

2012．3．19生 牡5栗 母 ケージービューティ 母母 Maplejinsky 10戦4勝 賞金 51，417，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 カフジキング号の騎手M．デムーロは，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 ビークイック号・リアリスト号
（非抽選馬） 1頭 ジョースターライト号



08035 3月18日 曇 良 （29中京2）第3日 第11競走 ��
��1，400�第31回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

中日スポーツ総局賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

59 コウソクストレート 牡3鹿 56 戸崎 圭太野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞	湖 レイクヴィラファーム 492－ 41：21．1 5．3�
510 ボンセルヴィーソ 牡3栗 56 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 468＋ 6 〃 クビ 4．7�
35 メイソンジュニア 牡3鹿 56 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 486＋141：21．2クビ 14．3�
611 ダイイチターミナル 牡3鹿 56 大野 拓弥�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 434＋ 21：21．3
 70．1�
48 デスティニーソング 牝3鹿 54 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 428－ 41：21．51� 31．4	
24 ジョーストリクトリ 牡3鹿 56 武 豊上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494－ 8 〃 クビ 7．3

816 エントリーチケット 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 434± 01：21．71� 24．3�
714 メイショウオワラ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 444－ 2 〃 ハナ 108．0�
11 ラニカイサンデー 牡3鹿 56 北村 友一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 450＋ 2 〃 クビ 26．8
713 マイネルバールマン 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 490－ 41：21．8クビ 15．0�
612 ナイトバナレット 牡3芦 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：22．01� 3．1�
23 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 56 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 480－ 4 〃 クビ 11．8�
815 ライズスクリュー 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 21：22．1
 48．2�
47 マンカストラップ 牡3青鹿56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 478± 01：22．63 101．1�
36 レジーナフォルテ 牝3黒鹿54 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 490＋ 81：22．81
 154．7�
12 ラニカイシチー 牡3鹿 56 小崎 綾也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 466＋ 31：22．9� 328．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 118，419，700円 複勝： 176，012，300円 枠連： 93，474，700円
馬連： 455，686，000円 馬単： 163，719，700円 ワイド： 218，698，600円
3連複： 723，820，300円 3連単： 960，595，400円 計： 2，910，426，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 190円 � 430円 枠 連（5－5） 1，530円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，040円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 60，680円

票 数

単勝票数 計1184197 的中 � 178136（3番人気）
複勝票数 計1760123 的中 � 241618（3番人気）� 269879（2番人気）� 87442（7番人気）
枠連票数 計 934747 的中 （5－5） 47287（4番人気）
馬連票数 計4556860 的中 �� 231690（4番人気）
馬単票数 計1637197 的中 �� 42938（7番人気）
ワイド票数 計2186986 的中 �� 107398（3番人気）�� 26498（26番人気）�� 37226（20番人気）
3連複票数 計7238203 的中 ��� 47920（38番人気）
3連単票数 計9605954 的中 ��� 11476（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．0―45．8―57．9―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウソクストレート �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．7．30 新潟1着

2014．2．27生 牡3鹿 母 メジロアリス 母母 メジロシルビア 5戦3勝 賞金 61，484，000円
〔制裁〕 ライズスクリュー号の騎手横山和生は，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：3番）

08036 3月18日 曇 良 （29中京2）第3日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

24 ミッキーデータ �6鹿 57
54 ▲荻野 極野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 518－ 41：24．9 26．2�

510 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 456－ 41：25．32� 2．5�
47 タガノグロリオーサ 牡4栗 57

56 ☆�島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 460－ 41：25．51	 42．8�

12 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 462－ 61：25．71 4．0�
815 ミスズモンブラン 牡6栗 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 480－ 61：25．8
 159．5�
713 マコトカンパネッロ 牝5栗 55 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 456± 01：25．9
 8．3	
612 リーサルストライク 牡5鹿 57 中谷 雄太�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 61：26．21
 5．6

816 ガンマーフォンテン 牡5栗 57

56 ☆義 英真吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 508＋ 31：26．41	 505．5�
35 バ リ ス 牡6栗 57 柴山 雄一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 494± 0 〃 クビ 9．0�
59 サンライズミライ 牡4鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 494－ 21：26．5クビ 14．6
11 モアニレフア 牝5青鹿 55

52 ▲武藤 雅北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446＋ 81：26．71 300．3�
36 ブライアンジョー 牡4鹿 57 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 444－ 4 〃 ハナ 86．1�
714 アリエスジューゴー 牡5鹿 57 古川 吉洋武井 祥久氏 斉藤 崇史 むかわ 小林 孝幸 494－ 4 〃 アタマ 55．8�
48 � チャーミングポッケ 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 446－10 〃 クビ 70．1�
611 テ イ ア 牝5鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 41：26．91 468．8�
23 � ソリッドボート �4芦 57 北村 宏司水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 472－ 41：27．21
 102．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，094，700円 複勝： 64，653，400円 枠連： 27，758，300円
馬連： 125，735，500円 馬単： 63，460，400円 ワイド： 71，399，200円
3連複： 170，889，300円 3連単： 274，007，000円 計： 851，997，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 500円 � 130円 � 840円 枠 連（2－5） 1，920円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 7，070円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 22，630円 3 連 単 ��� 156，420円

票 数

単勝票数 計 540947 的中 � 16473（7番人気）
複勝票数 計 646534 的中 � 26262（7番人気）� 186468（1番人気）� 14686（8番人気）
枠連票数 計 277583 的中 （2－5） 11195（8番人気）
馬連票数 計1257355 的中 �� 31532（11番人気）
馬単票数 計 634604 的中 �� 5397（30番人気）
ワイド票数 計 713992 的中 �� 16493（12番人気）�� 2527（48番人気）�� 10121（18番人気）
3連複票数 計1708893 的中 ��� 5662（63番人気）
3連単票数 計2740070 的中 ��� 1270（384番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―11．6―11．9―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．4―47．3―59．8―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーデータ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roy デビュー 2013．12．1 阪神1着

2011．3．6生 �6鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 18戦2勝 賞金 25，373，000円
〔制裁〕 ハシカミ号の調教師小桧山悟は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ノースヒーロー号
（非抽選馬） 1頭 カシノキングダム号



（29中京2）第3日 3月18日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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
厩務員出走奨励金

250，680，000円
13，440，000円
1，870，000円
29，600，000円
76，119，000円
6，893，600円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
476，064，800円
666，782，000円
288，447，300円
1，197，461，400円
539，044，400円
690，840，600円
1，791，564，700円
2，406，271，900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 8，056，477，100円

総入場人員 12，513名 （有料入場人員 11，428名）
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