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08049 3月25日 晴 稍重 （29中京2）第5日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

714 ブ ル ー ミ ン 牝3黒鹿54 国分 優作佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 456 ―1：26．3 7．9�
816 タガノリアン 牝3鹿 54

53 ☆�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 458＋ 21：26．72� 3．2�

35 ティアドーロ 牝3芦 54 和田 竜二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 472± 0 〃 クビ 3．9�

11 スズカスマート 牝3鹿 54
51 ▲荻野 極永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 462－ 21：27．12 5．2�

510 オリジナルデザイン 牝3栗 54
52 △木幡 初也�明栄商事 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 502＋141：27．42 36．2�

23 スズカウインク 牝3鹿 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 464＋ 21：27．82� 103．4	
815 サウスカップ 牝3黒鹿54 丸山 元気
須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 424－ 8 〃 クビ 15．4�
36 イチザヒロイン 牝3鹿 54

52 △坂井 瑠星奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 436＋ 21：27．9クビ 33．1�
24 レディーフランソワ 牝3鹿 54 宮崎 北斗植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 480－141：28．0� 94．0
611 メイショウツムギ 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 448－ 2 〃 クビ 19．2�
59 モーリーファ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �シルクレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 468± 01：28．63� 32．0�
47 ノートルリアン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 410 ―1：28．7クビ 116．0�
713 メイショウセトギリ 牝3黒鹿54 柴山 雄一松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 478 ―1：29．12� 159．4�
12 アイファーチェンジ 牝3青鹿 54

53 ☆岩崎 翼中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 野表 篤夫 412＋ 41：29．2� 292．2�
612 シーソルティキッス 牝3鹿 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 412－ 61：29．41 10．0�
48 マナープリンセス 牝3鹿 54 丸田 恭介松岡 隆雄氏 安田 隆行 新冠 石郷岡 雅樹 B476－ 41：31．1大差 40．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，184，400円 複勝： 29，342，300円 枠連： 8，399，800円
馬連： 31，924，500円 馬単： 15，984，100円 ワイド： 23，799，800円
3連複： 54，078，300円 3連単： 59，221，000円 計： 238，934，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 140円 � 150円 枠 連（7－8） 1，250円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 670円 �� 660円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 18，000円

票 数

単勝票数 計 161844 的中 � 16257（4番人気）
複勝票数 計 293423 的中 � 20711（4番人気）� 65582（2番人気）� 54359（3番人気）
枠連票数 計 83998 的中 （7－8） 5177（6番人気）
馬連票数 計 319245 的中 �� 12821（5番人気）
馬単票数 計 159841 的中 �� 3549（11番人気）
ワイド票数 計 237998 的中 �� 8419（5番人気）�� 8644（4番人気）�� 25407（1番人気）
3連複票数 計 540783 的中 ��� 19731（2番人気）
3連単票数 計 592210 的中 ��� 2384（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．7―35．4―47．6―1：00．8―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ル ー ミ ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2014．4．25生 牝3黒鹿 母 オリヒメチャーム 母母 ハイファッション 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 スズカスマート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズカスマート号は，平成29年3月26日から平成29年4月16日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

08050 3月25日 曇 稍重 （29中京2）第5日 第2競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

若手騎手，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

612 クリノピョートル 牡3栗 56
54 △木幡 初也栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 498± 01：55．5 4．7�

23 スズカフューラー 牡3栗 56
55 ☆義 英真永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 418－ 21：55．92� 36．9�

714 サンライズチャージ 牡3鹿 56 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 504－ 61：56．22 2．6�
11 レコンキスタ 牡3栗 56 長岡 禎仁村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 494－ 41：56．3クビ 25．0�
510 アイファーイチオー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也中島 稔氏 橋口 慎介 新ひだか 静内山田牧場 500＋ 4 〃 クビ 6．3�
48 ク レ オ ス 牡3鹿 56

53 ▲荻野 極 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－101：56．51� 10．4	

47 エイシンスパンキー �3栗 56
55 ☆岩崎 翼
栄進堂 今野 貞一 浦河 高野牧場 516－ 81：57．13� 5．9�

35 ア キ ラ 牡3黒鹿 56
54 △坂井 瑠星薪浦 英稔氏 吉村 圭司 新ひだか 秋田育成牧場 466－ 61：57．31 44．5�

12 ヴォワルドール 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 450－ 21：57．61� 57．0
59 シゲルクーガー �3鹿 56

55 ☆�島 克駿森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 470＋ 21：57．7� 13．3�
36 メ イ ト サ ン 牡3鹿 56 中井 裕二 J．ウィルソン氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472－ 21：58．44 44．2�
24 ナチュラルキラー 牡3栗 56 横山 和生�藤原牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 472－ 41：58．5� 160．3�
611 ティーリアル 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 沖田牧場 464± 01：59．03 137．4�
816 エーブインブレム 牡3鹿 56 原田 和真阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 442－ 41：59．1� 437．1�
713 ハクサンシップ 牡3芦 56

55 ☆加藤 祥太河﨑 五市氏 西園 正都 新冠 飛渡牧場 478＋ 21：59．73� 55．6�
815 ニ シ キ エ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 428－ 81：59．9� 409．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，012，400円 複勝： 23，647，100円 枠連： 7，974，900円
馬連： 24，964，600円 馬単： 12，948，900円 ワイド： 18，533，700円
3連複： 35，877，600円 3連単： 44，591，600円 計： 184，550，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 570円 � 130円 枠 連（2－6） 7，070円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 11，570円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 300円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 33，150円

票 数

単勝票数 計 160124 的中 � 26741（2番人気）
複勝票数 計 236471 的中 � 38575（2番人気）� 7160（8番人気）� 59148（1番人気）
枠連票数 計 79749 的中 （2－6） 874（20番人気）
馬連票数 計 249646 的中 �� 2399（20番人気）
馬単票数 計 129489 的中 �� 839（35番人気）
ワイド票数 計 185337 的中 �� 2719（18番人気）�� 18544（2番人気）�� 3815（15番人気）
3連複票数 計 358776 的中 ��� 5489（12番人気）
3連単票数 計 445916 的中 ��� 975（100番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．8―13．1―12．3―12．7―13．2―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．4―51．5―1：03．8―1：16．5―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノピョートル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー 2016．8．28 小倉7着

2014．3．11生 牡3栗 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 5戦1勝 賞金 7，500，000円

第２回 中京競馬 第５日



08051 3月25日 曇 稍重 （29中京2）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45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

35 アスターメープル 牝3栗 54
52 △城戸 義政加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 436＋181：14．2 41．3�

12 エイドローン 牝3青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 480＋ 21：14．41� 2．4�

36 エイシンムー 牝3鹿 54
51 ▲荻野 極�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 472－121：14．5� 36．5�

48 オコルデヤスシ 牡3黒鹿56 丸田 恭介西本 資史氏 石毛 善彦 むかわ 市川牧場 432－ 41：14．6クビ 37．7�
815 ベイローレル 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星杉山 一穂氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 474 ―1：14．7� 6．9�
713 ビ ッ フ ル 牡3栗 56 国分 恭介小林竜太郎氏 沖 芳夫 平取 船越 伸也 530＋12 〃 クビ 11．5	
612 ティアップポケット 牝3鹿 54 的場 勇人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 456 ―1：15．01� 52．8

714 センターシティ 牝3鹿 54 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 434－ 81：15．1クビ 76．2�
816 カズマデプレシャン 牡3黒鹿56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B482＋ 4 〃 アタマ 3．6
11 クリノレオノール 牝3鹿 54 中井 裕二栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 434± 01：15．2� 200．2�
611 トミケンフリンク 牡3栗 56 秋山真一郎冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 原口牧場 452－121：15．41� 99．2�
24 プリンセスラグーン 牝3栗 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：15．5� 17．7�
510 ダブルミステリー 牝3栗 54

53 ☆義 英真西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 434－ 21：15．6� 9．0�
23 ブルージェイ 牝3青鹿 54

53 ☆�島 克駿�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 446－ 41：16．13 28．9�
59 アイファーチャンス 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太中島 稔氏 柴田 光陽 新ひだか 元茂 義一 418－ 81：16．73� 263．8�
47 ハッピースティーヴ 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太竹原 孝昭氏 石毛 善彦 鹿児島 新保牧場 454＋301：17．87 284．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 16，722，100円 複勝： 22，883，500円 枠連： 9，806，300円
馬連： 29，560，700円 馬単： 16，293，800円 ワイド： 24，331，200円
3連複： 44，037，800円 3連単： 52，321，600円 計： 215，957，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 660円 � 140円 � 770円 枠 連（1－3） 2，760円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 10，230円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 16，390円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 38，270円 3 連 単 ��� 258，040円

票 数

単勝票数 計 167221 的中 � 3234（10番人気）
複勝票数 計 228835 的中 � 6945（8番人気）� 62723（1番人気）� 5904（10番人気）
枠連票数 計 98063 的中 （1－3） 2750（10番人気）
馬連票数 計 295607 的中 �� 5613（11番人気）
馬単票数 計 162938 的中 �� 1194（32番人気）
ワイド票数 計 243312 的中 �� 5253（12番人気）�� 370（72番人気）�� 4004（14番人気）
3連複票数 計 440378 的中 ��� 863（93番人気）
3連単票数 計 523216 的中 ��� 147（575番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―13．1―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．4―48．5―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスターメープル �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 More Than Ready デビュー 2016．6．25 函館5着

2014．4．14生 牝3栗 母 アスターヒューモア 母母 Saratoga Humor 5戦1勝 賞金 6，450，000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。
（非当選馬） 1頭 ファイアーブライト号

08052 3月25日 曇 良 （29中京2）第5日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時15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
1：58．4
1：56．1

良
良

59 ブルークランズ 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：03．3 2．6�
612 ジュンテオドーラ 牝3鹿 54 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 22：03．51 3．5�
510 リリックドラマ 牝3鹿 54 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－122：03．82 22．0�
12 サ ッ チ ン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 434－10 〃 クビ 39．5�
35 ベアスピード 牝3栗 54 中谷 雄太熊木 浩氏 高橋 康之 新ひだか 城地 清満 402＋102：04．11� 162．8�
48 ブリシンガメン 牝3栗 54

53 ☆�島 克駿吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 クビ 34．5�
11 サ ル ダ ー ナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 	シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 62：04．3� 5．8

817 ワンダーアマービレ 牝3鹿 54 菱田 裕二山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 430± 0 〃 ハナ 18．3�
23 レッドアランダ 牝3青鹿54 幸 英明 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 430 ― 〃 クビ 16．0
611 ブライトエンジェル 牝3黒鹿54 丸山 元気下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 444＋ 62：04．72 42．8�
24 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 国分 優作合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 486－ 6 〃 アタマ 15．4�
816 メロディーオブラブ 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 430－16 〃 クビ 100．6�
36 ソーシャライツ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 	社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 450－122：04．91 41．2�
47 サウンドベティ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 434－ 22：05．21� 149．3�
714 ラブパッション 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 358－142：05．3� 161．1�
715 リネンロマン 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 402－ 2 〃 ハナ 16．1�
818 ヤマニンカプシーヌ 牝3黒鹿54 横山 和生土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 440－ 62：05．93� 199．4�
713 ゲストテーブル 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼中島 稔氏 柴田 光陽 青森 町屋 勝幸 494＋102：06．85 417．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，649，900円 複勝： 27，426，200円 枠連： 9，828，600円
馬連： 29，815，700円 馬単： 15，470，900円 ワイド： 24，740，500円
3連複： 45，243，700円 3連単： 53，072，400円 計： 224，247，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 520円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 190円 �� 960円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 9，440円

票 数

単勝票数 計 186499 的中 � 55402（1番人気）
複勝票数 計 274262 的中 � 74094（1番人気）� 55689（2番人気）� 8115（10番人気）
枠連票数 計 98286 的中 （5－6） 16709（1番人気）
馬連票数 計 298157 的中 �� 46097（1番人気）
馬単票数 計 154709 的中 �� 14754（1番人気）
ワイド票数 計 247405 的中 �� 42650（1番人気）�� 5706（11番人気）�� 3910（15番人気）
3連複票数 計 452437 的中 ��� 11354（6番人気）
3連単票数 計 530724 的中 ��� 4076（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．5―50．6―1：03．7―1：16．1―1：28．7―1：40．4―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6
1
3

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

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

ブルークランズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．1．22 京都2着

2014．1．22生 牝3鹿 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 3戦1勝 賞金 8，150，000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） 3頭 エレクトリイオネ号・オーシャンティ号・クインズシルエット号



08053 3月25日 曇 良 （29中京2）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時05分 （芝・左）

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

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

815 レッドオルガ 牝3鹿 54 和田 竜二 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 430－ 21：34．3 3．3�
59 レディギャング 牝3芦 54 幸 英明近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 464－ 21：34．4� 12．6�
12 メイショウミハル 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472－ 41：34．71� 9．3�
24 ブルベアバイソン 牡3栗 56 古川 吉洋 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 468± 01：35．12� 15．9�
612 グラドゥアーレ 牡3栗 56 柴山 雄一 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 470－ 21：35．31 2．3	
713 フィールザフォース 牡3黒鹿56 丸田 恭介 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 ハナ 48．5

11 レンジャックマン 牡3鹿 56 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 448 ― 〃 ハナ 30．7�
48 ロードブレイク 牡3栗 56 丸山 元気 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 494－ 61：35．51� 88．0�
35 サ ヤ ネ エ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子竹森 幹雄氏 和田 雄二 浦河 辻 牧場 464＋101：35．6� 12．6
47 タマモヒナマツリ 牝3鹿 54

51 ▲富田 暁タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 436－ 61：35．7クビ 44．6�
611 カ マ テ 牡3青鹿56 秋山真一郎吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 ハナ 19．8�
23 カフジジュエル 牝3栗 54 菱田 裕二加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 458 ― 〃 クビ 54．3�
816 アスタークライ 牡3栗 56 太宰 啓介加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム 446± 01：35．8クビ 36．6�
510 ラブリイメッセージ 牝3鹿 54 藤岡 康太�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 448－ 21：35．9� 133．8�
714 サンオースティン 牝3黒鹿54 横山 和生 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 日高 碧雲牧場 408－141：37．39 164．0�
36 ノボリフェアリー 牝3青鹿54 森 一馬原田 豊氏 松永 昌博 新冠 パカパカ

ファーム 430 ―1：37．51� 157．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，059，500円 複勝： 29，881，300円 枠連： 9，950，400円
馬連： 34，258，700円 馬単： 18，404，300円 ワイド： 28，859，000円
3連複： 49，934，800円 3連単： 64，436，700円 計： 257，784，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 280円 � 230円 枠 連（5－8） 1，600円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 640円 �� 550円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 14，880円

票 数

単勝票数 計 220595 的中 � 52823（2番人気）
複勝票数 計 298813 的中 � 59994（2番人気）� 23567（4番人気）� 31605（3番人気）
枠連票数 計 99504 的中 （5－8） 4796（6番人気）
馬連票数 計 342587 的中 �� 14602（5番人気）
馬単票数 計 184043 的中 �� 4580（7番人気）
ワイド票数 計 288590 的中 �� 11633（5番人気）�� 13892（3番人気）�� 7638（8番人気）
3連複票数 計 499348 的中 ��� 10728（8番人気）
3連単票数 計 644367 的中 ��� 3138（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．2―59．1―1：10．9―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

レッドオルガ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．10．16 京都5着

2014．4．26生 牝3鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 3戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非抽選馬） 3頭 ディープサミット号・ナガラエンカ号・ルックアットミー号

08054 3月25日 曇 良 （29中京2）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時35分 （ダート・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
1：21．9
1：21．5

良
不良

47 リヴァイバル 牝4栗 55
52 ▲荻野 極杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 474＋ 41：25．0 4．8�

35 ボクノナオミ 牝5鹿 55 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：25．1� 4．2�
12 リリーグランツ 牝5鹿 55

53 △木幡 初也 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B446－ 21：25．3� 6．5�

24 ティーゲット 牝4栗 55
54 ☆義 英真深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 464＋ 6 〃 クビ 107．7�

11 モアアピール 牝5芦 55 黛 弘人�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B494＋141：25．72� 200．7�
612 ハッピーロングラン 牝6鹿 55 丸田 恭介馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：25．91� 32．6	
59 オールスマイル 牝4青鹿55 幸 英明前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 2 〃 クビ 2．9

815	 ベルベットムーブ 牝4鹿 55 杉原 誠人伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 430＋ 41：26．0クビ 92．9�
36 アキノバレリーナ 牝4栗 55

52 ▲菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 488＋ 2 〃 クビ 13．1�
48 	 ルミエールカフェ 牝4鹿 55 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 494－ 21：26．42� 38．5
23 コットンパール 牝4鹿 55 柴山 雄一�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 446－10 〃 アタマ 144．8�
713 ティアップリバティ 牝4栗 55 中井 裕二田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 470± 0 〃 アタマ 17．9�
611 サンマルアリュール 牝5栗 55 秋山真一郎相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 502－ 41：26．6� 39．0�
510	 バークレアヴィガ 牝4鹿 55 和田 竜二鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 賀張三浦牧場 422－ 21：26．7� 57．0�
816 セ ン グ ウ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 476＋ 41：27．01� 47．9�
714 ノーフェイト 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 466－ 61：27．95 33．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，016，700円 複勝： 28，600，700円 枠連： 8，137，100円
馬連： 30，525，900円 馬単： 15，656，600円 ワイド： 24，515，400円
3連複： 44，690，800円 3連単： 56，164，900円 計： 227，308，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 150円 � 150円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 460円 �� 520円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 11，250円

票 数

単勝票数 計 190167 的中 � 31158（3番人気）
複勝票数 計 286007 的中 � 38404（4番人気）� 52715（2番人気）� 51039（3番人気）
枠連票数 計 81371 的中 （3－4） 8412（2番人気）
馬連票数 計 305259 的中 �� 20622（5番人気）
馬単票数 計 156566 的中 �� 4880（9番人気）
ワイド票数 計 245154 的中 �� 13476（5番人気）�� 11816（6番人気）�� 15390（4番人気）
3連複票数 計 446908 的中 ��� 14867（4番人気）
3連単票数 計 561649 的中 ��� 3618（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．6―46．9―59．6―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リヴァイバル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．5 中京9着

2013．1．17生 牝4栗 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 15戦2勝 賞金 28，200，000円
〔発走状況〕 セングウ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セングウ号は，平成29年3月26日から平成29年4月16日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。



08055 3月25日 曇 良 （29中京2）第5日 第7競走 ��
��2，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時05分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：09．9
2：09．9

良
良

55 フ ォ ン ス 牡4黒鹿56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－162：15．2 2．5�

89 ドルフィンマーク �4黒鹿 56
54 △坂井 瑠星大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 514＋142：15．41	 5．8�

66 コスモプロテア 牡4鹿 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 4 〃 クビ 56．0�
77 マイネルプレッジ 牡6鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 444± 02：15．82
 5．7�

11 ダイチラディウス 牡4鹿 56 原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 464－ 22：15．9
 20．4	
44 バンダムザブラッド 牡4黒鹿56 菱田 裕二山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 466± 0 〃 アタマ 23．0

810 キュリオスティー 牝6鹿 55 横山 和生 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 82：16．11	 10．0�
78 ヴァルコイネン 牡6芦 57 丸山 元気吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 470－ 62：16．2クビ 4．0�
22 マハロチケット 牡6鹿 57 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 490＋ 62：16．41	 32．4
33 アンバーグリスキー 牡5鹿 57 丸田 恭介青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B452＋ 62：16．61	 47．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，284，600円 複勝： 21，331，600円 枠連： 8，271，800円
馬連： 26，906，200円 馬単： 16，507，200円 ワイド： 19，297，800円
3連複： 34，719，900円 3連単： 62，365，200円 計： 206，684，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 200円 � 700円 枠 連（5－8） 550円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，720円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 20，170円

票 数

単勝票数 計 172846 的中 � 54631（1番人気）
複勝票数 計 213316 的中 � 49504（1番人気）� 28190（4番人気）� 5558（9番人気）
枠連票数 計 82718 的中 （5－8） 11556（2番人気）
馬連票数 計 269062 的中 �� 27292（3番人気）
馬単票数 計 165072 的中 �� 10005（3番人気）
ワイド票数 計 192978 的中 �� 14766（4番人気）�� 2725（20番人気）�� 1796（28番人気）
3連複票数 計 347199 的中 ��� 4083（23番人気）
3連単票数 計 623652 的中 ��� 2241（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―25．2―37．5―50．7―1：03．4―1：16．0―1：28．3―1：40．6―1：52．3―2：03．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6
1
3
9，8，5（2，6）7，3（1，10）4
9（5，8）（6，10）（2，7）（1，3）4

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

勝馬の
紹 介

フ ォ ン ス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2015．8．15 新潟3着

2013．3．22生 牡4黒鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング 9戦2勝 賞金 19，400，000円

08056 3月25日 曇 良 （29中京2）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （ダート・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
1：48．9
1：47．8

重
重

33 ストライクショット 牝4鹿 55 菱田 裕二�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 61：55．1 2．5�
11 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 460－ 21：55．52� 42．5�
34 フジノナデシコ 牝4鹿 55

53 △坂井 瑠星藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 460＋ 41：55．6� 23．2�
610 トリプライト 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B454－ 81：55．8� 4．2�
45 � バイオレットフィズ 牝5黒鹿55 酒井 学中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 448＋ 81：56．11� 12．0	
57 シトロプシス 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472－101：56．42 60．4

814 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55

53 △木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 460＋ 4 〃 ハナ 12．1�
46 スプリングキャロル 牝4鹿 55 長岡 禎仁 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420＋141：56．5� 15．8�
22 イダフェイマ 牝4芦 55

53 △伴 啓太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 526－121：56．6� 66．9
813 ディアスプマンテ 牝4栗 55 藤岡 康太 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 434－ 61：57．02� 68．5�
712� サンレイフレンチ 牝6栗 55

53 △城戸 義政永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 432＋ 61：57．21	 147．7�
711 ショウナンサアーダ 牝5黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 518＋ 21：57．41 5．0�
69 ミスズマンボ 牝4青鹿55 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 450－ 21：58．46 15．1�
58 ピエノフィオレ 牝5黒鹿 55

52 ▲富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 452－ 21：59．89 143．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，323，900円 複勝： 30，719，600円 枠連： 10，688，600円
馬連： 36，935，800円 馬単： 19，978，900円 ワイド： 28，249，500円
3連複： 50，647，300円 3連単： 73，240，400円 計： 269，784，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 810円 � 690円 枠 連（1－3） 5，850円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 990円 �� 10，450円

3 連 複 ��� 26，450円 3 連 単 ��� 116，440円

票 数

単勝票数 計 193239 的中 � 61315（1番人気）
複勝票数 計 307196 的中 � 79522（1番人気）� 7643（9番人気）� 9183（8番人気）
枠連票数 計 106886 的中 （1－3） 1416（15番人気）
馬連票数 計 369358 的中 �� 4770（18番人気）
馬単票数 計 199789 的中 �� 1911（27番人気）
ワイド票数 計 282495 的中 �� 3873（18番人気）�� 7603（11番人気）�� 673（59番人気）
3連複票数 計 506473 的中 ��� 1436（79番人気）
3連単票数 計 732404 的中 ��� 456（327番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．3―51．1―1：03．7―1：16．0―1：28．7―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストライクショット �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．9．6 新潟2着

2013．4．5生 牝4鹿 母 タイトルパート 母母 タ イ ト ル ド 15戦2勝 賞金 22，950，000円



08057 3月25日 晴 良 （29中京2）第5日 第9競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時15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
1：10．1
1：08．7

重
重

48 ダイメイリシャール 牡6栗 57
55 △木幡 初也宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 504－ 61：12．2 74．1�

815 ウォーターバオバブ 牡4栗 57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 488－ 41：12．62� 17．1�
11 ショウナンカイドウ 牡4栗 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 B528－ 81：12．81	 14．7�
59 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55 中井 裕二岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 434± 01：12．9� 38．1�
713 ウェディングラン 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 452＋ 41：13．0
 158．4�
510� アイアンヒロイン 牝4鹿 55 丸田 恭介大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Jack Dick-

erson 496＋161：13．1クビ 55．6�
23 アーネストミノル 牡6鹿 57 中谷 雄太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444± 01：13．31	 47．3	
35 パセンジャーシップ 牝5芦 55

52 ▲荻野 極吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 492＋ 21：13．51� 8．6

47 ノースメイジャイ 牝5鹿 55 幸 英明吉澤 克己氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 500－101：13．6クビ 177．5�
24 ライラムーン 牝4鹿 55

54 ☆�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 466＋ 81：14．13 26．9
816 スズカアポロ 牡6黒鹿57 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B478＋ 21：14．31	 136．1�
611� ジーブレイズ 牡4芦 57

55 △坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Castleton Lyons
& Kilboy Estate 492＋ 81：14．4
 2．0�

612 スーパーライナー 牡4鹿 57 和田 竜二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B510＋ 6 〃 クビ 3．4�
714 ダッシャークワトロ �4鹿 57 柴山 雄一芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B452－ 81：15．03� 200．8�
12  ステラルーチェ 牡5栗 57

55 △伴 啓太池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 486－ 41：15．85 19．8�
36 � ワンダフルラスター 牡5鹿 57 菱田 裕二 �シルクレーシング 橋口 慎介 米 Spendthrift

Farm LLC B518－ 21：16．33 39．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，060，200円 複勝： 33，438，200円 枠連： 15，571，100円
馬連： 45，242，800円 馬単： 25，337，000円 ワイド： 35，128，300円
3連複： 68，203，400円 3連単： 97，430，300円 計： 346，411，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，410円 複 勝 � 1，320円 � 410円 � 450円 枠 連（4－8） 20，410円

馬 連 �� 31，610円 馬 単 �� 100，540円

ワ イ ド �� 6，900円 �� 5，260円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 75，660円 3 連 単 ��� 547，570円

票 数

単勝票数 計 260602 的中 � 2811（12番人気）
複勝票数 計 334382 的中 � 6122（11番人気）� 22859（4番人気）� 20447（6番人気）
枠連票数 計 155711 的中 （4－8） 591（30番人気）
馬連票数 計 452428 的中 �� 1109（59番人気）
馬単票数 計 253370 的中 �� 189（135番人気）
ワイド票数 計 351283 的中 �� 1302（54番人気）�� 1713（45番人気）�� 3968（21番人気）
3連複票数 計 682034 的中 ��� 676（159番人気）
3連単票数 計 974303 的中 ��� 129（971番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．5―12．2―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．0―34．5―46．7―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイメイリシャール �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．8．31 新潟5着

2011．5．2生 牡6栗 母 ベルモントリボン 母母 ヒロノリボン 39戦2勝 賞金 29，465，000円
〔制裁〕 ダイメイリシャール号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔その他〕 スーパーライナー号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。

ステラルーチェ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダフルラスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月25日まで平

地競走に出走できない。

08058 3月25日 晴 良 （29中京2）第5日 第10競走 ��
��2，200�

お お か ん ざ く ら

大 寒 桜 賞
発走14時50分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

44 アドマイヤウイナー 牡3黒鹿56 秋山真一郎近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492－ 82：13．6 3．7�
77 ブラックジェイド 牡3黒鹿56 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 514＋ 22：13．7� 12．1�
88 スズカホワイト 牡3芦 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 504＋ 42：14．55 25．6�
55 フリーフリッカー 牡3鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 22：14．6� 23．3�
22 デュパルクカズマ 牡3鹿 56 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 428－ 62：14．7� 2．7�
66 カ ラ ル 牡3黒鹿56 	島 克駿 	シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474－142：14．8� 5．4

11 スティッフェリオ 牡3鹿 56 丸山 元気 	社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452－ 22：15．01
 6．1�
33 スティーマーレーン 牡3鹿 56 菱田 裕二 	キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 9．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 29，094，300円 複勝： 29，856，100円 枠連： 発売なし
馬連： 49，283，000円 馬単： 27，191，400円 ワイド： 26，994，000円
3連複： 55，367，500円 3連単： 121，220，700円 計： 339，007，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 380円 � 630円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，500円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 14，680円 3 連 単 ��� 60，520円

票 数

単勝票数 計 290943 的中 � 62072（2番人気）
複勝票数 計 298561 的中 � 60307（2番人気）� 18578（6番人気）� 10129（8番人気）
馬連票数 計 492830 的中 �� 12514（13番人気）
馬単票数 計 271914 的中 �� 4394（20番人気）
ワイド票数 計 269940 的中 �� 7282（14番人気）�� 4621（20番人気）�� 2540（27番人気）
3連複票数 計 553675 的中 ��� 2827（45番人気）
3連単票数 計1212207 的中 ��� 1452（210番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．6―36．6―48．8―1：00．9―1：13．0―1：25．2―1：37．6―1：50．1―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
7＝8－4－5（1，6）（2，3）
7＝8－4（1，5）（2，6，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤウイナー 
�
父 ワークフォース 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．24 函館1着

2014．2．23生 牡3黒鹿 母 ソングバード 母母 マイワイルドフラワー 6戦2勝 賞金 29，491，000円



08059 3月25日 晴 良 （29中京2）第5日 第11競走 ��
��1，800�

な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，28．3．26以降29．3．20まで1回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

59 スズカリバー 牡5鹿 53 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492－ 61：52．7 89．6�
12 ドラゴンバローズ 牡5栗 55 和田 竜二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 512± 01：52．91� 7．5�
36 スリータイタン �8黒鹿53 小崎 綾也永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 462－ 21：53．32 29．1�
510 マッシヴランナー 牡5黒鹿54 	島 克駿小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 520＋ 41：53．4
 20．7�
815 マインシャッツ 牡4栗 55 藤岡 康太吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 476－ 21：53．5� 8．6�
47 スマートボムシェル 牡5栗 53 丸山 元気大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 500＋ 21：53．81
 127．2	
23 ナムラケイト 牝5鹿 53 国分 恭介奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 492－121：54．11
 3．2

816 トウケイウイン 牡7黒鹿54 酒井 学木村 信彦氏 飯田 祐史 新ひだか 中村 和夫 454－ 81：54．2
 94．6�
35 ヒラボクレジェンド 牡6栗 54 菱田 裕二�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 B522＋ 8 〃 ハナ 70．8�
714 ミスズスター 牡4鹿 55 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 458± 01：54．3クビ 9．2
11 エ ポ ッ ク 牡4黒鹿54 秋山真一郎吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 518± 01：54．4� 8．9�
713 ニットウビクトリー 牡8鹿 53 横山 和生�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 498－14 〃 ハナ 170．6�
611 ハギノタイクーン 牡8鹿 54 荻野 極日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B536－ 21：54．5� 128．1�
48 クロフネビームス 牝5芦 55 丸田 恭介古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 486－ 2 〃 クビ 3．3�
612� ダイゴマサムネ 牡5栗 54 太宰 啓介長谷川光司氏 寺島 良 浦河 ヒダカフアーム 510－141：54．7
 41．9�
24 マヤノオントロジー 牡8黒鹿54 古川 吉洋田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 504＋ 4 〃 クビ 100．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，872，300円 複勝： 67，391，100円 枠連： 33，620，700円
馬連： 155，022，600円 馬単： 65，992，100円 ワイド： 74，642，100円
3連複： 230，582，300円 3連単： 322，282，900円 計： 998，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，960円 複 勝 � 1，960円 � 250円 � 650円 枠 連（1－5） 2，510円

馬 連 �� 36，810円 馬 単 �� 76，370円

ワ イ ド �� 8，440円 �� 12，120円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 168，710円 3 連 単 ��� 792，050円

票 数

単勝票数 計 488723 的中 � 4360（11番人気）
複勝票数 計 673911 的中 � 7855（12番人気）� 83723（3番人気）� 25935（8番人気）
枠連票数 計 336207 的中 （1－5） 10380（11番人気）
馬連票数 計1550226 的中 �� 3263（60番人気）
馬単票数 計 659921 的中 �� 648（117番人気）
ワイド票数 計 746421 的中 �� 2265（58番人気）�� 1574（74番人気）�� 8519（23番人気）
3連複票数 計2305823 的中 ��� 1025（248番人気）
3連単票数 計3222829 的中 ��� 295（1219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―37．6―50．5―1：03．3―1：15．6―1：28．1―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカリバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2014．11．15 福島4着

2012．3．20生 牡5鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 21戦5勝 賞金 58，166，000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 メガオパールカフェ号・ロードフォワード号

08060 3月25日 晴 良 （29中京2）第5日 第12競走 ��
��1，200�

お か ざ き

岡 崎 特 別
発走16時00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 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
1：06．7
1：06．5

良
良

47 オ ヒ ア 牝5黒鹿55 小崎 綾也金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 460± 01：08．7 52．4�

815 バシレウスライオン 牡4鹿 57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B470＋ 61：08．8� 27．2�
48 トシストロング 牡6鹿 57 幸 英明上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 474－ 61：08．9	 4．5�
817 デ ィ ア エ ナ 牝5黒鹿55 荻野 極桑畑 �信氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B526＋ 4 〃 ハナ 11．9�
11 グレイトチャーター 牡5鹿 57 和田 竜二�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 61：09．0� 2．7	
611 アズマクィーン 牝5鹿 55 岩崎 翼東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 472－ 8 〃 クビ 35．3

713� スズカプリオール 牡6鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B502＋ 21：09．1� 22．9�
714 タガノスカイ 牝6鹿 55 丸山 元気八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋ 41：09．31� 82．3�
816 イーグルアモン 牝6鹿 55 木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B452－ 61：09．61	 149．0
24 � トーセンクリス 牝4鹿 54 藤岡 康太島川 �哉氏 大久保龍志 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

506＋ 2 〃 クビ 4．8�
510 ラフィネシチー 牝6青鹿55 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 466－ 81：09．7	 164．7�
35 ラインロバート 牡8青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 470－ 61：09．8� 193．2�
12 ミキノドラマー 牡4鹿 57 柴山 雄一谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 478＋ 41：10．01 92．6�
36 ヤマニンマンドール 牡5黒鹿57 
島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462－ 4 〃 アタマ 7．0�
612� タイキパラドックス 牡5栗 57 中谷 雄太�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454＋101：10．1� 201．6�
23 タガノミルキー 牝4芦 55 城戸 義政八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448＋101：10．31� 31．9�
59 シゲルチャグチャグ 牝5鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 長浜牧場 506＋201：10．83 39．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 37，514，500円 複勝： 50，481，400円 枠連： 21，312，200円
馬連： 79，797，200円 馬単： 35，657，500円 ワイド： 48，001，600円
3連複： 112，626，000円 3連単： 153，612，800円 計： 539，003，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，240円 複 勝 � 880円 � 770円 � 200円 枠 連（4－8） 1，900円

馬 連 �� 52，940円 馬 単 �� 115，270円

ワ イ ド �� 9，880円 �� 4，010円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 78，280円 3 連 単 ��� 831，110円

票 数

単勝票数 計 375145 的中 � 5726（11番人気）
複勝票数 計 504814 的中 � 12991（10番人気）� 15033（9番人気）� 83803（2番人気）
枠連票数 計 213122 的中 （4－8） 8665（8番人気）
馬連票数 計 797972 的中 �� 1168（76番人気）
馬単票数 計 356575 的中 �� 232（158番人気）
ワイド票数 計 480016 的中 �� 1239（67番人気）�� 3084（41番人気）�� 5084（26番人気）
3連複票数 計1126260 的中 ��� 1079（176番人気）
3連単票数 計1536128 的中 ��� 134（1334番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．0―11．1―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．1―45．2―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．6
3 7－（17，15）（10，11，16）（8，14）（2，13）（1，12）－6（4，9）（5，3） 4 7－（17，15）（10，11，16）（8，14）（2，13）1，12（4，6，9）（5，3）

勝馬の
紹 介

オ ヒ ア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．25 京都4着

2012．3．9生 牝5黒鹿 母 ギガンティア 母母 ベストブート 20戦4勝 賞金 62，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 トシストロング号の騎手幸英明は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・4番・3番・2番）



（29中京2）第5日 3月25日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 179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

186，970，000円
14，300，000円
1，300，000円
20，640，000円
70，192，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
286，794，800円
394，999，100円
143，561，500円
574，237，700円
285，422，700円
377，092，900円
826，009，400円
1，159，960，500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 4，048，078，600円

総入場人員 12，720名 （有料入場人員 11，671名）
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