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08061 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

23 エイシンセラード 牝3栗 54 福永 祐一�栄進堂 今野 貞一 浦河 川越ファーム 500－141：55．4 6．7�
22 シェパーズポーズ 牝3黒鹿54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 492－ 41：56．57 1．9�
46 ショーハイウェイ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 486 ―1：56．92� 86．5�
59 クロフネプリンセス 牝3栗 54

53 ☆義 英真サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 426－ 21：57．11� 17．6�

34 クインズオライリー 牝3芦 54
52 △森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 450± 01：57．2� 32．6	

814 ヴィンテージパール 牝3鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 2 〃 クビ 24．3


47 パシュパティナート 牝3黒鹿 54
51 ▲川又 賢治吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 448－ 21：57．3クビ 5．1�

58 メイショウイザナミ 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436－10 〃 クビ 23．1�

713 メイショウトモシビ 牝3栗 54 和田 竜二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 478－101：57．51� 12．3
35 シホノキラメキ 牝3鹿 54 北村 友一村瀬 寛紀氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 クビ 48．8�
815 アイアムオパール 牝3鹿 54 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 476－ 21：58．03 94．0�
712 サンローレンス 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社
ケイズ 446－ 2 〃 ハナ 86．6�

610 エコロレインボー 牝3黒鹿54 柴山 雄一原村 正紀氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 432－101：59．06 269．1�
611 ハ レ イ ワ 牝3鹿 54 松山 弘平山住 勲氏 松下 武士 浦河 高松牧場 500 ―1：59．1� 31．7�
11 アップティルナウ 牝3鹿 54 F．ミナリク吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 478＋ 62：01．7大差 22．2�

（独）

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，487，100円 複勝： 41，224，600円 枠連： 11，576，200円
馬連： 41，381，800円 馬単： 24，184，200円 ワイド： 34，617，700円
3連複： 62，469，400円 3連単： 81，004，900円 計： 319，945，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 110円 � 1，200円 枠 連（2－2） 610円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 270円 �� 5，920円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 73，410円

票 数

単勝票数 計 234871 的中 � 27706（3番人気）
複勝票数 計 412246 的中 � 47661（2番人気）� 162146（1番人気）� 4672（14番人気）
枠連票数 計 115762 的中 （2－2） 14678（3番人気）
馬連票数 計 413818 的中 �� 54501（2番人気）
馬単票数 計 241842 的中 �� 11599（4番人気）
ワイド票数 計 346177 的中 �� 40567（1番人気）�� 1335（53番人気）�� 1941（39番人気）
3連複票数 計 624694 的中 ��� 3001（47番人気）
3連単票数 計 810049 的中 ��� 800（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．2―50．5―1：03．6―1：16．6―1：29．7―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンセラード �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．3．3 阪神5着

2015．3．7生 牝3栗 母 エーシンアマゾーン 母母 ワイオミングガール 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アップティルナウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月25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。

08062 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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
1：10．0
1：08．7

重
重

36 メイショウバイタル 牡3青鹿56 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 500＋ 21：13．2 3．9�
611 オメガプランタン 牡3鹿 56 M．デムーロ原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 434－ 41：14．05 1．5�
11 ジュンサロマ 牝3鹿 54 大野 拓弥河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 444－ 8 〃 アタマ 50．7�
23 ジョーダンヒロイン 牝3青鹿 54

52 △森 裕太朗廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 438－ 81：14．74 8．2�
815 ブルベアカラシナ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか 小河 豊水 426－121：14．8� 177．1�
12 ランドキングスター 牡3鹿 56 F．ミナリク木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 506± 0 〃 クビ 30．7	

（独）

816 アスクヴェリウェル 牡3鹿 56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 中舘 英二 新冠 川上牧場 456＋ 61：14．9クビ 16．0

59 ショコラトリー 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 416－101：15．43 103．5�
714 ヤサカファルコ 牡3黒鹿56 森 一馬志邑 宣彦氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 482± 0 〃 ハナ 42．7
48 ホウオウカーニバル 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：15．5� 92．5�
612 ソルトテラス 牡3鹿 56 黛 弘人 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B438＋161：15．6� 65．3�
35 テイエムベアッコ 牝3青鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 450－ 21：15．91� 307．1�
47 キ ン シ ョ ウ 牡3黒鹿56 松山 弘平 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 浦河 ヒダカフアーム 470± 01：16．0� 17．8�
510 バルフルーリー 牝3栗 54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 松永 康利 浦河 ディアレスト

クラブ 394－ 41：16．63� 259．5�
24 エ ピ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 榊原 敏明 440＋101：17．34 178．8�
（15頭）

713 ビッグジュジュ 牝3鹿 54 西田雄一郎�ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，263，300円 複勝： 104，447，900円 枠連： 9，215，700円
馬連： 36，146，600円 馬単： 28，602，000円 ワイド： 30，168，100円
3連複： 56，286，800円 3連単： 96，678，200円 計： 385，808，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 550円 枠 連（3－6） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，880円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 19，380円

票 数

単勝票数 差引計 242633（返還計 58） 的中 � 49076（2番人気）
複勝票数 差引計1044479（返還計 107） 的中 � 73122（2番人気）� 802508（1番人気）� 8962（7番人気）
枠連票数 差引計 92157（返還計 6 ） 的中 （3－6） 22703（1番人気）
馬連票数 差引計 361466（返還計 357） 的中 �� 87537（1番人気）
馬単票数 差引計 286020（返還計 125） 的中 �� 22819（3番人気）
ワイド票数 差引計 301681（返還計 252） 的中 �� 59600（1番人気）�� 3301（20番人気）�� 7865（9番人気）
3連複票数 差引計 562868（返還計 1073） 的中 ��� 10882（10番人気）
3連単票数 差引計 966782（返還計 1055） 的中 ��� 3616（52番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．0―12．8―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．7―48．5―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウバイタル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2017．11．3 京都4着

2015．3．17生 牡3青鹿 母 エメラルドタワー 母母 フルーツマーケット 9戦1勝 賞金 14，950，000円
〔出走取消〕 ビッグジュジュ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エピ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月25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 クォーターイモン号
（非抽選馬） 2頭 イリオン号・セルリアンユウガ号
※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。

第２回 中京競馬 第６日



08063 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第3競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走11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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

57 エ イ コ ー ン 牡3鹿 56 北村 友一西森 鶴氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 450＋102：01．6 4．6�
69 ヨキニハカラエ 牡3鹿 56 M．デムーロ �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 498－ 22：02．55 2．0�
46 ネ ル 牡3黒鹿56 岩田 康誠ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 488－ 22：03．35 7．6�
711 ヘブンリーデイズ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 42：03．4� 5．9�
45 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 松田 大作	岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 500－ 22：03．5� 15．3

34 ド ー フ ァ ン 牡3鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 522＋16 〃 ハナ 28．8�
22 パワフルヴォイス 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 492－ 42：03．71� 28．0�
11 デルマバラライカ 牡3黒鹿56 F．ミナリク浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 514－ 22：03．8� 64．3

（独）

33 クルスブランカ 牝3黒鹿 54
53 ☆義 英真 �キャロットファーム 高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 02：04．54 64．4�
610 ラインアスコット 牡3栗 56

54 △武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B510－122：04．6� 177．7�
712 プレシャステソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 猪野毛牧場 466－ 82：06．19 229．0�
813 ミ ル コ メ ダ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452± 02：07．16 19．8�
58 ボンジュールヴォレ 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中善次郎氏 高木 登 浦河 市川フアーム 512 ―2：16．9大差 111．7�
814 セカイイサン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 450－ 4 （競走中止） 334．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，082，400円 複勝： 36，987，500円 枠連： 8，564，500円
馬連： 37，262，700円 馬単： 23，347，000円 ワイド： 31，235，900円
3連複： 55，714，200円 3連単： 81，422，600円 計： 301，616，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 120円 � 180円 枠 連（5－6） 520円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 260円 �� 540円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 270824 的中 � 46243（2番人気）
複勝票数 計 369875 的中 � 57420（2番人気）� 107790（1番人気）� 42107（4番人気）
枠連票数 計 85645 的中 （5－6） 12581（2番人気）
馬連票数 計 372627 的中 �� 52805（1番人気）
馬単票数 計 233470 的中 �� 14105（4番人気）
ワイド票数 計 312359 的中 �� 33505（1番人気）�� 13274（7番人気）�� 24329（3番人気）
3連複票数 計 557142 的中 ��� 36561（1番人気）
3連単票数 計 814226 的中 ��� 10568（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．9―30．4―43．9―57．2―1：10．3―1：23．4―1：36．6―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ イ コ ー ン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．6．25 阪神8着

2015．4．25生 牡3鹿 母 ラ メ ン ト 母母 ソングオブサイレンス 13戦1勝 賞金 10，550，000円
〔競走中止〕 セカイイサン号は，競走中に疾病〔右前繋靭帯断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕ミルコメダ号・ボンジュールヴォレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4月

25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。

08064 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：19．6
1：19．0

良
良

24 ムーンチャイム 牝3栗 54 M．デムーロゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430－ 61：22．0 1．9�

11 ディアボレット 牝3栗 54
51 ▲川又 賢治�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 448－ 21：22．21� 3．1�

48 アリイタヤス 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 486－101：22．62� 34．2�
12 � アメリカンドミンゴ 牝3鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 今野 貞一 米 Queen Of The

Night Syndicate 410－121：22．81� 69．3�
510 スズカノルナ 牝3鹿 54

52 △森 裕太朗永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 446－161：23．01	 153．7�
612 クリノルーベンス 牡3栗 56 中谷 雄太栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 鹿戸 正幸 426＋ 41：23．1� 37．5	
611 レ イ デ マ ー 牡3黒鹿56 北村 友一戸佐 眞弓氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 474－ 4 〃 ハナ 40．8

59 ラヴァクール 牝3栗 54 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 502－ 41：23．52� 6．2�
23 ブルベアエゴマ 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ブルアンドベア 蛯名 利弘 新冠 アサヒ牧場 428 ―1：23．6
 324．0�
35 ロードハナブサ 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 434－ 21：23．81	 17．3
713 ショーマノキセキ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 462＋ 6 〃 ハナ 119．9�
715 イ ナ ロ ア 牝3黒鹿54 F．ミナリク増田 和啓氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム 458 ―1：24．11
 69．4�

（独）

817 ナンヨーイヴェール 牝3鹿 54 田辺 裕信中村 德也氏 田中 剛 浦河 栄進牧場 480－101：24．42 29．6�
36 グローリアスダイナ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅日下部勝德氏 小野 次郎 新ひだか 木田 晶範 484 ―1：24．61 368．2�
816 キーポジション 牡3栗 56 丸山 元気北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 大林ファーム 456± 01：24．7
 310．0�
714 フリージアスター 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 402 ―1：24．91	 366．2�
818� キタサンデイジー 牝3栗 54 岩田 康誠�大野商事 梅田 智之 米 Blackstone

Farm LLC 448－ 61：25．21
 51．3�
47 バロンエール 牝3黒鹿54 大野 拓弥永見 貴昭氏 青木 孝文 新冠 競優牧場 412－ 21：25．3� 514．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，108，700円 複勝： 49，241，300円 枠連： 13，383，500円
馬連： 47，429，600円 馬単： 31，039，500円 ワイド： 38，695，300円
3連複： 73，816，000円 3連単： 113，493，300円 計： 401，207，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 480円 枠 連（1－2） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 170円 �� 970円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 計 341087 的中 � 142568（1番人気）
複勝票数 計 492413 的中 � 198472（1番人気）� 83029（2番人気）� 12954（7番人気）
枠連票数 計 133835 的中 （1－2） 34647（1番人気）
馬連票数 計 474296 的中 �� 121210（1番人気）
馬単票数 計 310395 的中 �� 52694（1番人気）
ワイド票数 計 386953 的中 �� 80635（1番人気）�� 8352（10番人気）�� 6825（13番人気）
3連複票数 計 738160 的中 ��� 25781（5番人気）
3連単票数 計1134933 的中 ��� 13318（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．5―11．6―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―45．8―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 1，17（2，5，12）－（4，9）－11－（8，10）－（3，13）（6，16）15（7，18）－14 4 1，17（2，5）12（4，9）11（8，10）－（3，13）6（15，16）（7，18）－14

勝馬の
紹 介

ムーンチャイム �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．2．13 小倉3着

2015．3．19生 牝3栗 母 チューブラーベルズ 母母 Summer Symphony 3戦1勝 賞金 8，500，000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 デルマミモザ号・ララマ号・ラルムドランジュ号
※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。



08065 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12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
1：58．3
1：56．1

良
良

69 スマートモノリス 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 460－ 82：04．3 2．4�
712 ロードゴラッソ 牡3青 56 M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 82：04．51� 2．9�
45 エマブルーム 牝3黒鹿54 丸山 元気横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 442± 02：04．6� 51．3�
813 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 松田 大作西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 472＋ 22：04．7� 7．3�
58 ア ク シ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464＋ 22：05．01� 19．0�
11 ソ ー グ レ ア 牡3黒鹿56 岩田 康誠�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 464－ 82：05．1� 22．9	
814 レーガノミクス 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 522－10 〃 クビ 5．1

711 モズリュウオウ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 508－ 62：05．31� 262．2�
22 ワンダースイルーロ 牡3黒鹿56 中谷 雄太山本 能成氏 森田 直行 新ひだか フクダファーム 500± 02：05．4� 225．1�
57 レッツゴーキティ 牡3鹿 56 柴田 未崎廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 436－ 62：05．82� 190．7
33 スズカゼフィール 牡3黒鹿56 太宰 啓介永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478－ 22：05．9� 51．9�
34 ショウナンバースト 牡3黒鹿56 松山 弘平国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 飛野牧場 424－ 42：06．32� 225．3�
610 ア イ コ ン 牡3鹿 56 F．ミナリクゴドルフィン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 2 〃 クビ 56．7�
（独）

46 ゴルゴンゾーラ 牝3鹿 54 西田雄一郎内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 418＋ 22：06．51� 495．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，237，600円 複勝： 32，626，300円 枠連： 10，225，900円
馬連： 40，239，000円 馬単： 24，541，800円 ワイド： 31，312，300円
3連複： 57，222，600円 3連単： 88，379，700円 計： 313，785，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 130円 � 510円 枠 連（6－7） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，050円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 8，320円

票 数

単勝票数 計 292376 的中 � 95105（1番人気）
複勝票数 計 326263 的中 � 82152（1番人気）� 75068（2番人気）� 9695（7番人気）
枠連票数 計 102259 的中 （6－7） 23859（1番人気）
馬連票数 計 402390 的中 �� 90202（1番人気）
馬単票数 計 245418 的中 �� 34572（1番人気）
ワイド票数 計 313123 的中 �� 66089（1番人気）�� 6260（11番人気）�� 4309（18番人気）
3連複票数 計 572226 的中 ��� 13752（7番人気）
3連単票数 計 883797 的中 ��� 7695（23番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．0
1
3
9（1，13）（7，8）（5，4）12（2，6，14）11（3，10）
9，13（1，8）（7，5，12）4（6，14）2（11，10）3

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

勝馬の
紹 介

スマートモノリス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．1．7 中山2着

2015．4．16生 牡3黒鹿 母 スカイノダン 母母 シ ビ ル 3戦1勝 賞金 9，400，000円
※エマブルーム号は，一般事項Ⅴ－3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。

08066 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時55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

713� シャープシューター 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516＋ 71：24．5 3．5�
11 オ リ エ ン ト 牡4鹿 57 川田 将雅石川 達絵氏 藤岡 健一 新ひだか 嶋田牧場 514－18 〃 クビ 12．6�
611 チ カ リ ー タ 牝5芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 458± 01：24．81� 5．7�
47 ラインフィール 牡5栗 57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 506－ 41：25．01� 5．7�
24 キングレイスター 牡4鹿 57

55 △森 裕太朗伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 B486－ 41：25．31� 36．4	
12 スペシャルホース 牡4黒鹿57 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B516± 0 〃 クビ 5．1

23 カガヤクミナノユメ 	4栗 57

54 ▲横山 武史國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 498－ 21：25．51� 4．8�
36 � ダイナマイトガイ 牡4栗 57 松田 大作�KTレーシング 本間 忍 浦河 桑田牧場 478－ 21：25．81� 165．1�
714 テ ィ ー コ ア 牡4栗 57 吉田 隼人深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B512＋ 21：26．43
 71．3
815 エ ル ヴ ス 牝4栗 55

52 ▲川又 賢治岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 村上牧場 466－ 61：26．5クビ 210．5�
612 マコトシャムロック 牡5青鹿57 三浦 皇成�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 522＋10 〃 ハナ 31．8�
59 � コパノリクエスト 牡5鹿 57

55 △武藤 雅小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 570－101：26．92
 176．6�
48 フィーユダムール 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也窪田 康志氏 小野 次郎 安平 追分ファーム 446－ 21：27．0
 213．7�
35 タイセイエピローグ 牡4栗 57 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷 登

喜夫 474＋ 21：27．42
 23．7�
816� リーガルオフィス 牡5鹿 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 470＋ 61：28．78 195．5�
510 コンプレアンノ 牝4鹿 55 柴山 雄一柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 430－ 61：29．33
 440．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，847，200円 複勝： 39，375，300円 枠連： 12，036，600円
馬連： 48，977，400円 馬単： 24，078，100円 ワイド： 36，743，200円
3連複： 69，010，200円 3連単： 84，307，600円 計： 346，375，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 200円 � 370円 � 200円 枠 連（1－7） 1，070円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 550円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 48，120円

票 数

単勝票数 計 318472 的中 � 72122（1番人気）
複勝票数 計 393753 的中 � 55944（5番人気）� 23421（6番人気）� 56835（4番人気）
枠連票数 計 120366 的中 （1－7） 8692（8番人気）
馬連票数 計 489774 的中 �� 9983（14番人気）
馬単票数 計 240781 的中 �� 2788（24番人気）
ワイド票数 計 367432 的中 �� 6983（15番人気）�� 18239（5番人気）�� 6308（17番人気）
3連複票数 計 690102 的中 ��� 6490（28番人気）
3連単票数 計 843076 的中 ��� 1270（181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．3―47．2―59．4―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャープシューター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ

2014．5．13生 牡4黒鹿 母 シャーペンエッジ 母母 シャープキック 5戦1勝 賞金 14，900，000円
初出走 JRA

※エルヴス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



08067 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第7競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走13時25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
1：58．3
1：56．1

良
良

714 レ イ リ オ ン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 436± 02：02．0 93．2�
12 エレクトロニカ 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 422＋ 22：02．32 2．6�
59 アバルラータ 牝4鹿 55 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 440－142：02．51� 3．3�
35 ラブリーアモン 牝5青 55 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 484－ 62：02．71� 4．9�
510 パラノーマル 牝5栗 55

53 △武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 22：02．8� 18．4	

715 ユイフィーユ 牝4青鹿55 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 474－ 82：02．9クビ 15．0

47 レッドコルディス 牝4黒鹿55 和田 竜二 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 B482－ 6 〃 クビ 12．5�
817 アンネリース 牝4鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 62：03．11� 235．5�
713 エバープリンセス 牝4栗 55 田辺 裕信宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 クビ 23．3
48 テイエムフタエマル 牝6鹿 55 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 484－ 42：03．2� 60．5�
24 ウインシトリン 牝4黒鹿55 丸山 元気�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 4 〃 ハナ 149．8�
816 ガーランドワルツ 牝4鹿 55 F．ミナリク �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 486＋162：03．51	 85．3�

（独）

818 ウインミレーユ 牝5黒鹿55 荻野 琢真�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 456± 0 〃 アタマ 44．7�
611 ショウナンサザナミ 牝4鹿 55 吉田 隼人国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B432＋ 82：03．6クビ 105．3�
36 ロ ゼ リ ー ナ 牝5栗 55 福永 祐一 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 452－ 42：04．13 30．5�
612 サ ッ チ ン 牝4鹿 55 大野 拓弥由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 442＋ 42：04．2	 178．4�
23 
 ブ ラ ー ゼ ン 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史杉浦 和也氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 414－ 62：05．810 174．6�
（17頭）

11 ノーブルソニック 牝6黒鹿55 北村 友一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 476＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，860，900円 複勝： 46，617，400円 枠連： 13，997，300円
馬連： 51，772，000円 馬単： 26，214，200円 ワイド： 38，696，200円
3連複： 69，833，600円 3連単： 97，320，300円 計： 380，311，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，320円 複 勝 � 1，220円 � 130円 � 140円 枠 連（1－7） 1，140円

馬 連 �� 10，820円 馬 単 �� 33，720円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 3，870円 �� 200円

3 連 複 ��� 11，430円 3 連 単 ��� 159，270円

票 数

単勝票数 差引計 358609（返還計 1808） 的中 � 3077（12番人気）
複勝票数 差引計 466174（返還計 3062） 的中 � 5691（11番人気）� 116145（1番人気）� 100863（2番人気）
枠連票数 差引計 139973（返還計 643） 的中 （1－7） 9505（5番人気）
馬連票数 差引計 517720（返還計 7350） 的中 �� 3708（26番人気）
馬単票数 差引計 262142（返還計 4018） 的中 �� 583（70番人気）
ワイド票数 差引計 386962（返還計 7166） 的中 �� 2698（27番人気）�� 2169（34番人気）�� 63645（1番人気）
3連複票数 差引計 698336（返還計 21889） 的中 ��� 4580（28番人気）
3連単票数 差引計 973203（返還計 30703） 的中 ��� 443（393番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―37．0―49．4―1：02．0―1：14．3―1：26．4―1：38．1―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6
1
3

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

2
4

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

レ イ リ オ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 American Post デビュー 2015．10．17 京都1着

2013．1．17生 牝5鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 19戦2勝 賞金 27，890，000円
〔競走除外〕 ノーブルソニック号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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25日 晴 良 （30中京2）第6日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時55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

22 エジステンツァ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B478－141：53．9 25．0�

44 ライトブリンガー 牡5栗 57
55 △森 裕太朗�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B468－ 41：54．0� 40．9�

56 サウンドスタジオ 牡5鹿 57 北村 友一増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 490± 01：54．1クビ 27．8�
79 メイショウカマクラ 牡5青鹿57 森 一馬松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 522＋ 2 〃 クビ 23．7�
710 セヴィルロアー 牡4鹿 57 中谷 雄太北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 470－ 61：54．31� 7．6�
68 キングオブアームズ 牡5鹿 57 K．ティータン 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466－121：54．4クビ 5．8	

（香港）

811 クリスタルバブルス 牡4黒鹿 57
54 ▲川又 賢治 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B458－ 6 〃 ハナ 71．7


812� マイネルストラトス 牡4黒鹿57 丸田 恭介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 490＋ 61：54．5� 4．4�
55 サンマルエンパイア 牡4鹿 57 和田 竜二相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 460＋ 21：54．71	 13．3�
33 サノノカガヤキ 牡5鹿 57 中井 裕二佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 506＋ 2 〃 クビ 25．6
11 シャイニーゲール 牡4鹿 57 岩田 康誠小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 462－ 81：54．8クビ 8．6�
67 テイルバック 牡4青鹿57 福永 祐一新井 康司氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 486± 01：55．01	 2．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，010，600円 複勝： 38，187，100円 枠連： 12，864，600円
馬連： 49，725，700円 馬単： 25，327，200円 ワイド： 36，174，300円
3連複： 65，966，100円 3連単： 95，214，000円 計： 353，469，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 770円 � 640円 � 820円 枠 連（2－4） 16，130円

馬 連 �� 21，540円 馬 単 �� 39，320円

ワ イ ド �� 4，970円 �� 3，970円 �� 5，120円

3 連 複 ��� 57，590円 3 連 単 ��� 232，420円

票 数

単勝票数 計 300106 的中 � 9569（8番人気）
複勝票数 計 381871 的中 � 13078（8番人気）� 16151（7番人気）� 12263（10番人気）
枠連票数 計 128646 的中 （2－4） 618（31番人気）
馬連票数 計 497257 的中 �� 1789（52番人気）
馬単票数 計 253272 的中 �� 483（101番人気）
ワイド票数 計 361743 的中 �� 1877（51番人気）�� 2356（43番人気）�� 1821（52番人気）
3連複票数 計 659661 的中 ��� 859（152番人気）
3連単票数 計 952140 的中 ��� 297（719番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―14．0―12．3―12．7―12．4―12．6―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―38．3―50．6―1：03．3―1：15．7―1：28．3―1：41．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エジステンツァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．24 中京8着

2014．1．6生 牡4鹿 母 リトルアマポーラ 母母 リトルハーモニー 17戦2勝 賞金 15，270，000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。



08069 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第9競走 ��
��1，600�

か り や

刈 谷 特 別
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：30．7

良
良

35 ピースマインド 牡5鹿 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B448－ 41：35．2 12．5�
24 � ゴールドハット 牡4黒鹿57 川田 将雅合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 414± 01：35．3	 5．2�

713 エクストラファイン 牝6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 460－ 41：35．51 34．4�
23 ダノンディーヴァ 牝4黒鹿55 中谷 雄太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 クビ 7．1�
11 � トリリオネア 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 武 幸四郎 英 Darley 450－101：35．71	 4．3�
611 テイケイレーヴ 牝5鹿 55 山本 康志兼松 忠男氏 荒川 義之 洞
湖 レイクヴィラファーム 544＋261：35．8クビ 347．7	
36 エスジープログレス 牡6栗 57 和田 竜二竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 476± 0 〃 ハナ 21．1

816 クインズサン 牡5青 57 田辺 裕信 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 浦河 日進牧場 458－ 8 〃 クビ 7．2�
510 アイムウィッシング 牝5鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 61：35．9	 190．3�
612 スマートウェールズ 牡4黒鹿57 武 豊大川 徹氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 468＋16 〃 アタマ 21．7
48 ナンヨーマーズ 牡4鹿 57 大野 拓弥中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 452－ 41：36．32	 4．5�
12 アルジャントゥイユ 牡4栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 452＋20 〃 クビ 113．2�
59 ダイシンカレラ 牡6黒鹿57 K．ティータン 大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 492＋ 21：36．4クビ 18．7�

（香港）

815 ヴィータファン �5鹿 57 F．ミナリク猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 452－18 〃 クビ 24．5�
（独）

714 ムーンマジェスティ 牡6栗 57 木幡 初也伊東 純一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 千代田牧場 428－ 21：36．93 237．8�
47 パ フ ォ ー ム 牝4鹿 55 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 61：37．11	 80．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，991，200円 複勝： 58，999，400円 枠連： 20，171，100円
馬連： 76，083，900円 馬単： 33，766，800円 ワイド： 51，112，800円
3連複： 109，705，900円 3連単： 152，785，400円 計： 543，616，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 440円 � 190円 � 640円 枠 連（2－3） 1，130円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 4，210円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 28，260円 3 連 単 ��� 45，900円

票 数

単勝票数 計 409912 的中 � 26226（6番人気）
複勝票数 計 589994 的中 � 31652（6番人気）� 100675（1番人気）� 20687（9番人気）
枠連票数 計 201711 的中 （2－3） 13775（4番人気）
馬連票数 計 760839 的中 �� 28310（8番人気）
馬単票数 計 337668 的中 �� 3976（23番人気）
ワイド票数 計 511128 的中 �� 13530（10番人気）�� 3067（47番人気）�� 3872（44番人気）
3連複票数 計1097059 的中 ��� 2911（102番人気）
3連単票数 計1527854 的中 ��� 2413（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．8―47．7―59．7―1：11．5―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ピースマインド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．22 京都2着

2013．2．26生 牡5鹿 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 23戦3勝 賞金 51，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デュパルクカズマ号
（非抽選馬）12頭 アドマイヤアゼリ号・アドマイヤデライト号・イエローマジック号・エイブルボス号・オンザロックス号・

コスモリョウゲツ号・シシオウ号・シトロン号・ショワドゥロワ号・スノーマン号・トルセドール号・トーセンクリス号
※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。

08070 3月25日 晴 良 （30中京2）第6日 第10競走 ��2，200�
く ま の

熊 野 特 別
発走15時00分 （芝・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

66 ブラックジェイド 牡4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 526－ 22：13．8 2．0�

33 レッドイグニス �5黒鹿57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－102：14．54 3．3�
11 � マサハヤダイヤ 牡5栗 57 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478－ 22：14．6� 33．6�
89 アインザッツ 牡5鹿 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B474＋ 42：14．7	 7．5�
22 ファスナハト 牡5青鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 540－ 82：15．12� 12．9	
55 メイショウミツボシ 牡6鹿 57 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 474－102：15．52� 30．2

77 イ モ ー タ ル �5青鹿57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518＋ 62：15．6クビ 6．4�
88 ニシノアモーレ 牝4栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 424－12 〃 アタマ 33．4�
44 � トウシンダイヤ 牡5栗 57 森 一馬�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 530－162：16．13 173．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，271，200円 複勝： 45，271，700円 枠連： 14，113，900円
馬連： 90，662，300円 馬単： 50，488，000円 ワイド： 51，896，700円
3連複： 109，710，300円 3連単： 229，553，700円 計： 645，967，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 120円 � 420円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 170円 �� 790円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計 542712 的中 � 212997（1番人気）
複勝票数 計 452717 的中 � 118114（1番人気）� 114208（2番人気）� 15879（8番人気）
枠連票数 計 141139 的中 （3－6） 28438（1番人気）
馬連票数 計 906623 的中 �� 195990（1番人気）
馬単票数 計 504880 的中 �� 58823（1番人気）
ワイド票数 計 518967 的中 �� 99679（1番人気）�� 14300（11番人気）�� 10521（15番人気）
3連複票数 計1097103 的中 ��� 36448（9番人気）
3連単票数 計2295537 的中 ��� 24932（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．7―36．4―49．0―1：01．7―1：14．3―1：26．5―1：38．6―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4F47．3―3F35．2
1
3
6－8－3－2（1，9，7）5－4
6，8（1，3）－2，7（9，5）4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックジェイド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．9生 牡4黒鹿 母 クイーンナイサー 母母 ナ イ サ ー 13戦3勝 賞金 46，557，000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25日 晴 良 （30中京2）第6日 第11競走 ��
��1，200�第48回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （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（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000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

1：06．7
1：06．5
1：06．7

良
良
良

59 ファインニードル 牡5鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 81：08．5 5．5�

48 レッツゴードンキ 牝6栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 500＋ 8 〃 ハナ 6．3�
47 ナックビーナス 牝5青鹿55 三浦 皇成小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 522－ 41：08．6� 41．2�
611 ダンスディレクター 牡8鹿 57 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 442－ 21：08．7� 8．1�
23 	 ブ リ ザ ー ド 
7栗 57 K．ティータン インフィニテュード・シンジケート P．イウ 豪 G S A Blood-

stock Pty Ltd B502－ 8 〃 クビ 13．4�
（Blizzard（AUS）） （香港） （香港）

11 セイウンコウセイ 牡5栗 57 松田 大作西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 490－141：08．8クビ 12．8	
713 レーヌミノル 牝4栗 55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 6 〃 クビ 19．3

36 レッドファルクス 牡7芦 57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472－ 61：08．9� 2．3�
24 スノードラゴン 牡10芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 510－ 81：09．0� 130．0�
817 キングハート 牡5鹿 57 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 504± 01：09．1クビ 46．5
612 ネ ロ 牡7栗 57 F．ミナリク西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 476＋ 21：09．31� 40．8�

（独）

816 シャイニングレイ 牡6鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 530－ 61：09．4クビ 32．6�
35 ノ ボ バ カ ラ 牡6栗 57 武藤 雅�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 508－ 21：09．5� 356．7�
12 � リエノテソーロ 牝4栗 55 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Oak Bluff
Stables, LLC B448＋ 2 〃 ハナ 114．7�

818 ラインスピリット 牡7黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444＋ 8 〃 ハナ 264．4�
714 ラインミーティア 牡8鹿 57 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 472－ 81：09．71� 449．3�
715 ジューヌエコール 牝4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484－101：09．91 120．3�
510 ダイアナヘイロー 牝5黒鹿55 松山 弘平�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 462－ 8 〃 ハナ 45．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 542，982，300円 複勝： 575，214，800円 枠連： 301，252，700円 馬連： 1，725，276，900円 馬単： 768，932，700円
ワイド： 779，863，100円 3連複： 2，766，656，100円 3連単： 5，111，546，900円 5重勝： 687，651，000円 計： 13，259，376，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 220円 � 750円 枠 連（4－5） 1，300円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，290円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 15，910円 3 連 単 ��� 60，450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����� 111，520円

票 数

単勝票数 計5429823 的中 � 789692（2番人気）
複勝票数 計5752148 的中 � 690065（3番人気）� 753403（2番人気）� 163876（8番人気）
枠連票数 計3012527 的中 （4－5） 178408（5番人気）
馬連票数 計17252769 的中 �� 789243（5番人気）
馬単票数 計7689327 的中 �� 181860（9番人気）
ワイド票数 計7798631 的中 �� 304358（6番人気）�� 85487（23番人気）�� 70472（26番人気）
3連複票数 計27666561 的中 ��� 130404（46番人気）
3連単票数 計51115469 的中 ��� 61301（169番人気）
5重勝票数 計6876510 的中 ����� 4316

ハロンタイム 12．0―10．3―11．0―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．3―44．7―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．2
3 ・（1，10）12（2，3）（7，9）8（15，13）（11，16）（4，17）14，18，6－5 4 ・（1，10）（2，12）3（8，7，9）（15，13）11，16，4（14，17）18，6，5

勝馬の
紹 介

ファインニードル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．9．19 阪神4着

2013．4．26生 牡5鹿 母 ニードルクラフト 母母 Sharp Point 24戦8勝 賞金 304，852，000円
〔制裁〕 レッツゴードンキ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※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。
（非抽選馬） 5頭 セカンドテーブル号・ソルヴェイグ号・ビップライブリー号・フミノムーン号・モーニン号
※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25日 晴 良 （30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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

814 アシャカセルクル 牡4黒鹿57 吉田 隼人吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 512－101：24．7 9．1�
713 ブルームーン 牡6鹿 57 大野 拓弥�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 81：24．91� 16．3�
22 ペイシャエヴァー 牡4鹿 57 岩田 康誠北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 488－ 2 〃 クビ 5．5�
58 キンイロジャッカル 牡4栗 57 北村 友一石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 500－101：25．0クビ 12．9�
610 スズカフューラー 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 424－ 41：25．21� 9．2�
59 シゲルゴホウサイ 牝6鹿 55 松山 弘平森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 458－ 41：25．3	 10．1	
11 ロードヴォルケーノ 牡7鹿 57 K．ティータン �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 490－ 21：25．51	 21．4


（香港）

46 カ ネ ノ イ ロ 牡5鹿 57 丸山 元気江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 486－ 41：25．6クビ 2．8�
815 アストロノーティカ 牡4鹿 57 F．ミナリクゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 2 〃 ハナ 8．0�
（独）

34 カレンマタドール 
7鹿 57 三浦 皇成鈴木 隆司氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B494－ 61：25．81� 70．1
35 ララパルーザ 牡5鹿 57 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム B528－ 21：25．9� 63．8�
47 � サトノダヴィンチ 牡6鹿 57 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 482－121：26．11	 30．4�
23 タイセイプレゼンス 牡5黒鹿57 北村 宏司田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 492± 01：26．31 83．4�
611 エ ク ス シ ア 牝7鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438＋ 21：26．51 109．7�
712� ス ケ ロ ク 牡6栗 57 木幡 初也サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 496－121：26．81� 147．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 97，333，400円 複勝： 122，826，700円 枠連： 54，325，900円
馬連： 211，362，200円 馬単： 97，587，800円 ワイド： 148，919，100円
3連複： 311，838，300円 3連単： 445，870，900円 計： 1，490，064，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 280円 � 420円 � 200円 枠 連（7－8） 2，440円

馬 連 �� 7，690円 馬 単 �� 13，780円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 1，230円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 17，350円 3 連 単 ��� 122，160円

票 数

単勝票数 計 973334 的中 � 85420（4番人気）
複勝票数 計1228267 的中 � 112220（3番人気）� 67912（8番人気）� 181004（2番人気）
枠連票数 計 543259 的中 （7－8） 17236（10番人気）
馬連票数 計2113622 的中 �� 21285（30番人気）
馬単票数 計 975878 的中 �� 5311（52番人気）
ワイド票数 計1489191 的中 �� 14743（35番人気）�� 31707（12番人気）�� 18892（25番人気）
3連複票数 計3118383 的中 ��� 13479（61番人気）
3連単票数 計4458709 的中 ��� 2646（392番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．1―47．2―59．7―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシャカセルクル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．8．14 新潟11着

2014．3．24生 牡4黒鹿 母 プレトリアン 母母 フォースエネミー 11戦3勝 賞金 36，420，000円
〔制裁〕 スズカフューラー号の騎手和田竜二は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※出走取消馬 オイルタウン号（疾病〔左前肢跛行〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アオイサンシャイン号
（非抽選馬） 3頭 アスタースウィング号・ウサギノカケアシ号・マルカノカガヤキ号
※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



（30中京2）第6日 3月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

377，650，000円
7，710，000円
20，820，000円
6，940，000円
47，100，000円
12，000，000円
73，015，500円
5，320，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
971，475，900円
1，191，020，000円
481，727，900円
2，456，320，100円
1，158，109，300円
1，309，434，700円
3，808，229，500円
6，677，577，500円
687，651，000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 18，741，545，900円

総入場人員 30，110名 （有料入場人員 28，296名）



平成30年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，059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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，471，910，000円
12，890，000円
96，150，000円
14，920，000円
171，330，000円
12，000，000円
421，999，000円
32，647，000円
10，166，400円

勝馬投票券売得金
2，933，233，600円
4，023，423，100円
1，345，464，100円
6，315，158，200円
3，153，051，400円
3，734，554，500円
9，283，108，100円
15，830，388，900円
687，651，000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 47，306，032，900円

総入場延人員 100，473名 （有料入場延人員 92，639名）
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