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08013 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第1競走 1，800�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
1：49．4
1：47．8

良
重

710 メイショウブリエ 牝3鹿 54 上村 洋行松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 412－ 61：57．1 3．1�
812 メモリーロワジール 牝3栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 478－ 41：57．52� 5．1�
44 ペプチドアメジスト 牝3栗 54 中舘 英二沼川 一彦氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 472－ 41：58．24 3．8�
811 ディアリヴァル 牝3青鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 456－ 21：58．52 44．4�
22 アルピナブルー 牝3鹿 54 柴山 雄一 Him Rock Racing 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 462＋ 21：58．6クビ 10．1�
68 マーヴェリックス 牝3鹿 54 吉田 隼人市川 義美氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 432－ 8 〃 ハナ 8．4	
55 ウイントレジャー 牝3栗 54

52 △菱田 裕二�ウイン 大竹 正博 新冠 コスモヴューファーム 480－101：59．45 34．3

11 キャロルツリー 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生�Basic 田島 俊明 新冠 高橋 忍 412－ 81：59．5� 213．4�
56 クーファチック 牝3黒鹿54 松田 大作大迫久美子氏 松永 昌博 新冠 川島牧場 496－ 6 〃 ハナ 16．8�
33 ミサキノドリーム 牝3栗 54 丹内 祐次古賀 禎彦氏 高橋 義博 新ひだか 城地 清満 456－121：59．7� 140．6
79 ハイポセシス 牝3栗 54 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456 ―2：01．5大差 8．4�
67 ア マ ネ セ ル 牝3鹿 54

52 △中井 裕二西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 444－ 62：01．7� 141．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 10，775，400円 複勝： 20，350，700円 枠連： 5，765，100円
馬連： 21，158，400円 馬単： 16，850，500円 ワイド： 11，561，900円
3連複： 32，321，000円 3連単： 57，699，500円 計： 176，482，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 370円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 107754 的中 � 28288（1番人気）
複勝票数 計 203507 的中 � 60762（1番人気）� 31165（3番人気）� 38709（2番人気）
枠連票数 計 57651 的中 （7－8） 8960（2番人気）
馬連票数 計 211584 的中 �� 22533（2番人気）
馬単票数 計 168505 的中 �� 9675（3番人気）
ワイド票数 計 115619 的中 �� 11157（2番人気）�� 15819（1番人気）�� 6849（3番人気）
3連複票数 計 323210 的中 ��� 30347（1番人気）
3連単票数 計 576995 的中 ��� 12851（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―38．0―51．3―1：04．3―1：17．0―1：30．0―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．1
1
3
10（4，6）（2，5）1－（3，8，11）－（7，12）－9
10（6，2）（4，5，11）－3（12，8）1，9－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウブリエ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2012．11．17 京都4着

2010．2．14生 牝3鹿 母 メイショウラメール 母母 ア ル タ デ ナ 6戦1勝 賞金 11，450，000円
〔制裁〕 メイショウブリエ号の騎手上村洋行は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・2番・5番）

08014 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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

23 アスターキング 牡3栗 56 秋山真一郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 468－ 61：13．0 5．9�
24 ヤマニンブルジョン 牡3栗 56 北村 友一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462＋ 41：13．1� 4．7�
35 クニサキゼブライカ 牡3黒鹿56 酒井 学國島 周夫氏 梅田 康雄 新冠 川上 悦夫 502－ 41：14．27 1．7�
611 カシノサトラップ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 476－ 71：14．41 27．1�
12 バッティングパワー 牡3鹿 56 黛 弘人島田 久氏 尾関 知人 浦河 村下 清志 464＋ 41：14．5� 38．8�
47 ハイキートーン 牝3栗 54

52 △菱田 裕二�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 444 ―1：14．6クビ 15．8	
510 メイショウゲンナイ 牡3鹿 56

53 ▲原田 敬伍松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 402± 01：14．91� 133．4

59 ジャパンプレミアム 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 原 達也 462－ 61：15．11 109．5�
11 コスモキャロル 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 前川 義則 426－17 〃 ハナ 46．7�
713 デ マ ジ オ 牡3鹿 56

54 △中井 裕二田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 出羽牧場 480－101：15．2� 17．6
816 ショウチシマシタ 牝3栗 54 鮫島 良太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 500＋ 8 〃 ハナ 167．0�
48 セイカスプレンダー 牝3鹿 54 柴山 雄一久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 492－ 81：15．94 160．8�
714 メタリックゴールド 牡3栗 56 水口 優也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小原伊佐美 新ひだか 井高牧場 472－141：16．11� 71．9�
815 マスアルコバン 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 400－121：16．2クビ 437．3�
36 アイファーシャトー 牡3鹿 56 高倉 稜中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 392 ―1：16．3� 229．2�
612 コマノニキータ 牝3栗 54 松田 大作長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 432－ 81：17．36 77．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，095，200円 複勝： 34，575，100円 枠連： 7，652，100円
馬連： 20，133，800円 馬単： 18，432，600円 ワイド： 11，755，100円
3連複： 32，306，800円 3連単： 63，983，600円 計： 200，934，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（2－2） 1，160円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 300円 �� 180円 �� 170円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 120952 的中 � 16249（3番人気）
複勝票数 計 345751 的中 � 37427（3番人気）� 37888（2番人気）� 216662（1番人気）
枠連票数 計 76521 的中 （2－2） 4889（2番人気）
馬連票数 計 201338 的中 �� 13684（3番人気）
馬単票数 計 184326 的中 �� 5819（7番人気）
ワイド票数 計 117551 的中 �� 7912（3番人気）�� 17452（2番人気）�� 19647（1番人気）
3連複票数 計 323068 的中 ��� 76661（1番人気）
3連単票数 計 639836 的中 ��� 17732（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．7―48．0―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスターキング �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．6．23 阪神7着

2010．5．5生 牡3栗 母 ヒサクィーン 母母 フラワーブリーズ 8戦1勝 賞金 9，000，000円
〔その他〕 コマノニキータ号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルタテザ号・タケデンアズマ号

第２回 中京競馬 第２日



08015 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第3競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走10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
1：32．8
1：30．7

良
良

23 カレンバッドガール 牝3黒鹿54 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 420＋ 21：37．0 2．9�
48 ヴィンチトーレ 牡3栗 56 松田 大作深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 488± 01：37．1� 6．2�
816 ソルダテッサ 牝3鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 418＋101：37．31 22．0�
59 ピエナインパクト 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二本谷 兼三氏 飯田 雄三 浦河 江渡 繁治 422－ 8 〃 クビ 8．0�
35 フウコウメイビ 牝3鹿 54 高倉 稜吉田 哲哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 450＋ 41：37．51 53．9�
714 アースミッション 牡3栗 56 中舘 英二前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 432－ 21：37．81� 36．1	
611 アポロダイヤモンド 牝3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 430－141：38．01� 38．5

612 シュンシャイン 牝3栗 54 酒井 学石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 440－ 81：38．1� 20．4�
510 サンマルビューティ 牝3黒鹿54 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 木戸口牧場 430－ 81：38．31� 244．0�
24 アクロコリントス 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 468－ 61：38．4� 23．3
713 ナデシコウーマン 牝3青鹿54 柴山 雄一阿部 紀子氏 斎藤 誠 新冠 森 牧場 436－ 6 〃 アタマ 195．2�
47 ヴィラダイヤモンド 牡3鹿 56 平野 優 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 470＋ 21：38．61� 6．2�
11 リトルボナンザ 牝3芦 54

52 △中井 裕二畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 424－ 8 〃 アタマ 330．6�
12 サトノピアー 牡3青鹿56 古川 吉洋里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 478－121：38．81� 23．7�
815 ザッツトライアンフ 牡3鹿 56 北村 友一桑畑 �信氏 橋口弘次郎 新冠 松浦牧場 400－121：39．33 135．9�
36 トウケイワンダー 牡3栗 56 上村 洋行木村 信彦氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 470± 01：39．51� 5．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 13，002，600円 複勝： 23，288，400円 枠連： 7，981，400円
馬連： 25，414，700円 馬単： 18，969，700円 ワイド： 13，841，200円
3連複： 35，942，500円 3連単： 59，092，000円 計： 197，532，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 210円 � 510円 枠 連（2－4） 420円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，180円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 6，740円 3 連 単 ��� 26，780円

票 数

単勝票数 計 130026 的中 � 35556（1番人気）
複勝票数 計 232884 的中 � 59936（1番人気）� 27683（4番人気）� 8669（7番人気）
枠連票数 計 79814 的中 （2－4） 14264（1番人気）
馬連票数 計 254147 的中 �� 26197（2番人気）
馬単票数 計 189697 的中 �� 9590（2番人気）
ワイド票数 計 138412 的中 �� 10356（2番人気）�� 2763（13番人気）�� 1166（30番人気）
3連複票数 計 359425 的中 ��� 3941（18番人気）
3連単票数 計 590920 的中 ��� 1629（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．5―49．0―1：01．5―1：13．2―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンバッドガール �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．3 京都2着

2010．4．11生 牝3黒鹿 母 フレンチムード 母母 ゴールドリーフ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔調教再審査〕 トウケイワンダー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
※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 シゲルワシザ号・ベッラヴォーチェ号・リッシュレーヴ号

08016 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第4競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20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
1：59．6
1：56．1

良
良

47 アドマイヤライン 牡3青鹿56 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 434－102：03．2 4．2�
12 ウエスタンパピヨン 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 中島 俊明 434－ 22：03．52 15．4�
816 ヒカルデザイアー 牡3鹿 56 中舘 英二髙橋 京子氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 478＋ 82：03．6� 9．5�
714 コスミックワンダー 牡3鹿 56 古川 吉洋吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：03．7� 37．0�
611 レ ジ ー ナ 牝3栗 54

52 △菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 410－162：03．8クビ 73．4�

36 ルーツオブゴールド 牡3鹿 56 吉田 隼人広尾レース� 小崎 憲 日高 野島牧場 456－ 62：03．9� 3．4	
35 シアワセノホシ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真
木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 418－ 82：04．0� 307．7�
818 キクノセントロ 牡3栗 56 酒井 学菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 458－ 2 〃 ハナ 32．7�
817 ドリームプレイヤー 牡3栗 56 松田 大作セゾンレースホース� 木原 一良 安平 追分ファーム 494－ 62：04．31� 20．1
713 ショウナンカムリキ 牡3黒鹿56 国分 優作
湘南 日吉 正和 新ひだか 静内フアーム 504－ 6 〃 クビ 76．0�
23 ルミアージュ 牝3栗 54 松山 弘平 
サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 490－ 82：04．4� 5．4�
612 エイヴィアンボス 牡3鹿 56 北村 友一桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 516＋ 42：04．5クビ 16．7�
59 エーシンアプローズ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹�栄進堂 坂口 正則 浦河 まるとみ冨岡牧場 496＋ 42：04．92� 11．5�
715 サークルオブライフ 牡3栗 56 鮫島 良太 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 2 〃 ハナ 14．7�
48 セプテンバー 牝3栗 54 荻野 琢真グリーンスウォード嶋田 潤 新冠 佐藤 義紀 438－102：05．0クビ 507．3�
24 ダンシングイレーネ 牝3黒鹿54 高倉 稜 
丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 476－ 22：05．32 230．9�
510 ヤマニンアンビー 牡3栗 56 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 432－ 82：06．68 211．3�
11 グローバルフライト 牝3鹿 54

52 △中井 裕二有限会社シルク長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 62：16．6大差 203．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，672，600円 複勝： 27，198，600円 枠連： 9，383，600円
馬連： 29，839，300円 馬単： 19，763，100円 ワイド： 15，634，700円
3連複： 42，846，600円 3連単： 60，781，400円 計： 222，119，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 410円 � 340円 枠 連（1－4） 3，870円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 960円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 12，640円 3 連 単 ��� 73，780円

票 数

単勝票数 計 166726 的中 � 31695（2番人気）
複勝票数 計 271986 的中 � 40830（2番人気）� 16045（6番人気）� 19817（5番人気）
枠連票数 計 93836 的中 （1－4） 1793（19番人気）
馬連票数 計 298393 的中 �� 5845（15番人気）
馬単票数 計 197631 的中 �� 2162（24番人気）
ワイド票数 計 156347 的中 �� 3041（15番人気）�� 4140（7番人気）�� 1293（33番人気）
3連複票数 計 428466 的中 ��� 2502（41番人気）
3連単票数 計 607814 的中 ��� 608（218番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．2―12．3―12．6―12．6―12．5―12．2―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．8―48．1―1：00．7―1：13．3―1：25．8―1：38．0―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤライン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Mineshaft デビュー 2013．1．20 中京6着

2010．3．7生 牡3青鹿 母 ミネラルスプリング 母母 ユーアンミー 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 グローバルフライト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 グローバルフライト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月10日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 トミケングレンサ号・マイネルランスタン号・ワイカプ号



08017 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第5競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走11時50分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

810 ラルシュドール 牝4鹿 55 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514－ 21：55．4 1．8�

79 デ コ レ イ ト 牝4鹿 55 鮫島 良太吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 452－ 41：56．03� 5．4�
22 ラインキャメロン 牝4黒鹿 55

52 ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 432－ 2 〃 クビ 8．4�
66 ラブリイステラ 牝5芦 55 勝浦 正樹�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 508＋221：56．31� 29．7�
55 クリアザウェイ 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム 486＋ 61：56．72� 4．9	
33 ソレイユアルダン 牝4芦 55 丸山 元気阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 482＋ 8 〃 クビ 49．1

78 アグネスローザ 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 416－ 41：56．91 24．9�
44 サ ワ キ ッ ク 牝4鹿 55 丹内 祐次井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 512± 01：57．21� 33．2�
67 ユナイテッドウィル 牝6栗 55

53 △中井 裕二広尾レース� 今野 貞一 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 450－ 61：57．3� 31．9

811 チェルカトローバ 牝6鹿 55 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B456＋ 6 〃 ハナ 35．3�

11 シゲルサクランボ 牝4黒鹿55 国分 優作森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 448＋101：57．4クビ 201．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，783，000円 複勝： 38，627，500円 枠連： 6，857，900円
馬連： 22，999，200円 馬単： 22，138，600円 ワイド： 13，355，700円
3連複： 33，410，400円 3連単： 79，963，700円 計： 232，136，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 210円 �� 340円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 2，780円

票 数

単勝票数 計 147830 的中 � 65728（1番人気）
複勝票数 計 386275 的中 � 231335（1番人気）� 41450（3番人気）� 22344（4番人気）
枠連票数 計 68579 的中 （7－8） 15039（1番人気）
馬連票数 計 229992 的中 �� 45941（1番人気）
馬単票数 計 221386 的中 �� 29300（2番人気）
ワイド票数 計 133557 的中 �� 18977（2番人気）�� 9316（3番人気）�� 4512（7番人気）
3連複票数 計 334104 的中 ��� 24247（3番人気）
3連単票数 計 799637 的中 ��� 21298（4番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―13．9―13．0―12．8―12．9―12．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．8―51．8―1：04．6―1：17．5―1：30．4―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラルシュドール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．1 阪神4着

2009．2．14生 牝4鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 11戦2勝 賞金 24，270，000円

08018 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第6競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：22．5
1：21．5

良
不良

36 レッツゴーマークン 牡5栗 57 柴山 雄一�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 444± 01：25．7 2．9�
47 ニイハオジュウクン 牡5鹿 57 松田 大作鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 444－ 21：26．23 10．0�
48 � レチタティーヴォ �6鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 436－ 61：26．3� 46．7�
815 トレジャーチェスト 牝6芦 55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：26．51� 8．3�
59 � トーセンブリッツ 牡5青 57 吉田 隼人島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B462－101：26．82 3．8	
35 � リアリーサムシング 牡5栗 57 国分 優作吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 474－ 41：26．9クビ 6．4

816 グランデタキオン 牡6鹿 57 丸山 元気芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：27．0� 76．5�
23 スノウプリンス 牡5栗 57

54 ▲横山 和生野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 464－12 〃 クビ 38．1�
713� スターペスジンタ 牡4鹿 57 北村 友一河野和香子氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 436－241：27．1� 14．6
510� チャンピオンバージ 牝4芦 55 荻野 琢真坪野谷和平氏 高橋 義忠 浦河 アイオイファーム 458－231：27．31� 32．7�
11 ウィッシュアゲン 牝6鹿 55

53 △菱田 裕二浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 492＋14 〃 ハナ 56．8�
12 ナリタタイフーン 牡4鹿 57

55 △中井 裕二�オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 512＋221：27．51� 43．6�
714 コウズシャイン 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B504＋ 21：27．71� 235．4�
612� アイファーカラーズ 牡4鹿 57 高倉 稜中島 稔氏 飯田 雄三 浦河 木村牧場 468－141：27．91� 36．3�
24 トーブプリンセス 牝4鹿 55

52 ▲原田 敬伍武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 466－ 61：28．21� 225．5�
611 スリーアルテミス 牝5鹿 55

52 ▲城戸 義政永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 448－161：28．62� 28．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 12，961，400円 複勝： 19，621，700円 枠連： 8，994，600円
馬連： 23，889，100円 馬単： 19，579，300円 ワイド： 13，593，200円
3連複： 36，133，700円 3連単： 60，422，900円 計： 195，195，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 220円 � 720円 枠 連（3－4） 900円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，510円 �� 4，150円

3 連 複 ��� 9，920円 3 連 単 ��� 43，210円

票 数

単勝票数 計 129614 的中 � 35805（1番人気）
複勝票数 計 196217 的中 � 47577（1番人気）� 22856（4番人気）� 5147（9番人気）
枠連票数 計 89946 的中 （3－4） 7443（4番人気）
馬連票数 計 238891 的中 �� 10450（6番人気）
馬単票数 計 195793 的中 �� 5280（8番人気）
ワイド票数 計 135932 的中 �� 5937（5番人気）�� 2184（14番人気）�� 767（41番人気）
3連複票数 計 361337 的中 ��� 2689（31番人気）
3連単票数 計 604229 的中 ��� 1032（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．6―48．0―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．7
3 ・（7，10）（1，13）15（8，4，9）（2，16）6－14（12，11）5，3 4 7，10（1，13）（8，15）－（6，9）（4，16）2，12（11，14）3，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッツゴーマークン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2010．11．21 東京2着

2008．3．31生 牡5栗 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 28戦3勝 賞金 40，640，000円



08019 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第7競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．4
1：47．8

良
重

44 フォルトファーレン 牡4黒鹿 57
55 △菱田 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450－ 41：54．5 9．6�

89 � サンマルヴィエント 牡5栗 57 丸山 元気相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 478－ 4 〃 クビ 9．9�

22 エーシンハッブル 牡4青 57 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 492－ 61：54．92� 4．5�
810 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 504－ 81：55．0クビ 7．8�
33 テイエムエビスオー 牡5鹿 57 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 502－ 61：55．21 7．0	
78 � シルクプラズマ 牡5黒鹿 57

55 △中井 裕二有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 466＋ 4 〃 クビ 5．4

55 トキノワイルド 牡4鹿 57 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 474－ 41：56．58 11．9�
11 スリーロブロイ 牡4鹿 57 国分 優作永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B436－ 41：57．24 4．2�
66 シ ム ー ン 牡4鹿 57 西田雄一郎�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 494－ 81：58．15 32．6
77 ビリーヴマイン 牡5鹿 57 西村 太一コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 454＋181：59．48 52．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 12，650，500円 複勝： 20，233，700円 枠連： 6，311，000円
馬連： 21，608，700円 馬単： 16，428，300円 ワイド： 11，571，500円
3連複： 31，828，700円 3連単： 59，293，300円 計： 179，925，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 250円 � 280円 � 200円 枠 連（4－8） 2，340円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 8，300円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 680円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 45，970円

票 数

単勝票数 計 126505 的中 � 10492（6番人気）
複勝票数 計 202337 的中 � 20564（6番人気）� 18123（7番人気）� 30920（2番人気）
枠連票数 計 63110 的中 （4－8） 1998（13番人気）
馬連票数 計 216087 的中 �� 3419（24番人気）
馬単票数 計 164283 的中 �� 1461（44番人気）
ワイド票数 計 115715 的中 �� 2331（22番人気）�� 4314（9番人気）�� 4386（8番人気）
3連複票数 計 318287 的中 ��� 4072（30番人気）
3連単票数 計 592933 的中 ��� 952（213番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．2―50．6―1：03．5―1：16．2―1：29．4―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
6（5，8）10－3－2，9－（1，4）－7
6（5，8，10）（2，3）4，9－1，7

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

勝馬の
紹 介

フォルトファーレン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．8．13 新潟13着

2009．2．7生 牡4黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 11戦2勝 賞金 12，800，000円
〔制裁〕 フォルトファーレン号の騎手菱田裕二は，決勝線手前での御法について戒告。

08020 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

24 ゴールドカルラ 牝5鹿 55 吉田 隼人磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 510－ 61：23．0 5．3�
48 サトノプレジデント �4黒鹿57 古川 吉洋里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 4．4�
714 ノ ー ブ リ ー 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 476＋10 〃 ハナ 67．8�
715 タガノリバレンス 牡4鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 21：23．21� 2．8�
11 アドマイヤクーガー 牡5栗 57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 8 〃 アタマ 8．4�
59 サトノペガサス �5鹿 57 松山 弘平里見 治氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 448± 01：23．3クビ 44．2	
818 ロマンスリップ 牝4鹿 55 松田 大作
下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 460－ 21：23．51� 60．6�
816 ロベルクランツ 牡4鹿 57

54 ▲横山 和生 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 436＋30 〃 クビ 110．8�

12 � サウンドマンデュロ 牡4青鹿 57
55 △菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 466－ 41：23．6	 14．1
817 ヤマニンシバルリー 牡5青鹿57 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 476＋ 21：23．7クビ 42．0�
36 
 マヤステッラ 牝4鹿 55 酒井 学
まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム 448－12 〃 クビ 184．4�
713 デジタルハーツ 牡4鹿 57 中舘 英二林 正道氏 的場 均 浦河 高村牧場 466－101：23．8	 16．4�
611 ファントムロード 牡5鹿 57 二本柳 壮
ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 488＋12 〃 アタマ 11．0�
612 サンライズクラウド 牡4鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 534－ 61：24．01	 43．2�
47 フランベルジェ 牡4黒鹿57 国分 優作 
キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B492＋ 41：24．1クビ 134．9�
23 
 カ ナ ッ タ リ 牡4黒鹿 57

55 △中井 裕二小田切有一氏 高橋 祥泰 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B434－171：24．73	 96．9�

510
 トキノポイント 牡4栗 57 丹内 祐次田中 準市氏 矢野 照正 新ひだか 矢野牧場 464－ 6 〃 アタマ 298．0�
35 �
 ア レ ア レ ア 牝5鹿 55 高倉 稜田所 英子氏 小笠 倫弘 英 Miss E.

Tadokoro B428－181：24．91� 377．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，098，800円 複勝： 31，057，000円 枠連： 11，888，700円
馬連： 34，667，600円 馬単： 23，469，800円 ワイド： 17，760，700円
3連複： 48，103，300円 3連単： 89，974，200円 計： 278，020，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 170円 � 840円 枠 連（2－4） 1，200円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，450円 �� 4，170円

3 連 複 ��� 22，790円 3 連 単 ��� 95，410円

票 数

単勝票数 計 210988 的中 � 31389（3番人気）
複勝票数 計 310570 的中 � 46727（3番人気）� 57182（2番人気）� 7163（9番人気）
枠連票数 計 118887 的中 （2－4） 7357（5番人気）
馬連票数 計 346676 的中 �� 20884（3番人気）
馬単票数 計 234698 的中 �� 6569（9番人気）
ワイド票数 計 177607 的中 �� 10110（3番人気）�� 1207（31番人気）�� 994（38番人気）
3連複票数 計 481033 的中 ��� 1558（67番人気）
3連単票数 計 899742 的中 ��� 696（270番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．4―47．9―59．6―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．1
3 5，6（2，12）（4，13）（9，17）8（10，15，18）（3，11）14，16，7，1 4 ・（5，6）（2，12，17）（4，13）（8，9，15）（10，18）（3，11）14（1，7，16）

勝馬の
紹 介

ゴールドカルラ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2011．1．5 中山8着

2008．3．8生 牝5鹿 母 ハッピーマキシマム 母母 カタクラヒメ 17戦3勝 賞金 32，170，000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 ヘリオスフィア号



08021 3月10日 雨 良 （25中京2）第2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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

23 ジ ア ッ ロ 牡4栗 57
55 △中井 裕二吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 520－ 21：13．7 7．3�

47 ヴァルナビット 牡4栗 57 酒井 学田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 490± 01：13．91� 8．0�
24 ヒカルソラフネ 牡4鹿 57 吉田 隼人髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 484－ 41：14．0クビ 4．0�
35 エスペランサシチー 牡4芦 57 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B500－ 4 〃 ハナ 16．5�
611 ニシノプレゼンス 牡4黒鹿57 松山 弘平西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 514＋ 8 〃 アタマ 21．3�
714� ゼ ニ ト ッ タ 牡5鹿 57 丸山 元気萩 英男氏 奥平 雅士 日高 中川 哲也 468± 01：14．1� 38．5	
59 アラマサスチール 牝5鹿 55 丹内 祐次
アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 462－ 21：14．2クビ 34．4�
510� メイショウオウヒ 牝5黒鹿55 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B460± 01：14．41� 4．2�
612� オンワードナスキー 牡4栗 57 黛 弘人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 446－121：14．61� 280．2
12 エーシンクルゼ 牡4芦 57 高倉 稜�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 502－ 6 〃 クビ 3．9�
36 ヒノデポベーダ 牝5鹿 55

52 ▲岩崎 翼久野 正弘氏 梅田 康雄 新冠 片倉 拓司 432－ 41：14．7� 116．2�
48 ウォーターサウンド 牡6栗 57 松田 大作山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B482－ 61：14．8クビ 102．7�
816� カシノレインボー 牝4芦 55 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 442－ 91：15．12 116．6�
713 カップナイト 牡4黒鹿57 西村 太一名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 若林牧場 534－ 61：15．63 95．8�
11 � スカイアクセス �4鹿 57

55 △菱田 裕二
和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 516－221：15．7� 40．9�
815� サンマルグロワール 牡5鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 594＋261：16．44 62．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，132，200円 複勝： 27，654，500円 枠連： 12，302，700円
馬連： 38，192，900円 馬単： 25，511，400円 ワイド： 18，882，100円
3連複： 53，145，800円 3連単： 97，310，300円 計： 291，131，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 190円 � 160円 枠 連（2－4） 870円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 800円 �� 580円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 19，760円

票 数

単勝票数 計 181322 的中 � 19787（4番人気）
複勝票数 計 276545 的中 � 26879（5番人気）� 38717（3番人気）� 51498（2番人気）
枠連票数 計 123027 的中 （2－4） 10460（3番人気）
馬連票数 計 381929 的中 �� 12538（9番人気）
馬単票数 計 255114 的中 �� 4102（17番人気）
ワイド票数 計 188821 的中 �� 5715（10番人気）�� 8124（6番人気）�� 8193（5番人気）
3連複票数 計 531458 的中 ��� 15124（6番人気）
3連単票数 計 973103 的中 ��� 3635（50番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．1―47．9―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ア ッ ロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2011．7．2 中山3着

2009．2．24生 牡4栗 母 セイングレンド 母母 グレイスルーマー 7戦2勝 賞金 14，600，000円

08022 3月10日 小雨 良 （25中京2）第2日 第10競走 ��2，200�
く ま の

熊 野 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．5
2：10．0

良
良

66 トウシンヤマト 牡5黒鹿57 松田 大作�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B472－ 82：16．0 9．5�

11 ブランクヴァース 牡4黒鹿56 鮫島 良太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 アタマ 1．5�
88 � メイショウリョウマ 牡5黒鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－ 62：16．53 12．8�
89 � スリーヴェローチェ 牡4鹿 56 柴山 雄一永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 456± 0 〃 アタマ 32．4�
33 エクセレントブルー 牝5鹿 55 丸山 元気 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 466± 0 〃 アタマ 22．4	
22 � アポロテイスト 牡4栗 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 504－ 82：16．92� 15．6

55 コスモオアシス 牝4鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 414－ 22：17．11� 89．7�
77 � エルマカロン 	4鹿 56 酒井 学三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか グランド牧場 B438－122：17．2� 65．8�
44 ランフォージン 牡4黒鹿56 松山 弘平 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 62：17．3クビ 4．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，793，000円 複勝： 68，559，300円 枠連： 8，408，100円
馬連： 38，898，900円 馬単： 39，825，100円 ワイド： 20，243，100円
3連複： 50，556，500円 3連単： 165，222，500円 計： 416，506，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 170円 � 110円 � 260円 枠 連（1－6） 420円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 180円 �� 560円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 247930 的中 � 20628（3番人気）
複勝票数 計 685593 的中 � 46444（3番人気）� 487713（1番人気）� 23931（4番人気）
枠連票数 計 84081 的中 （1－6） 15022（2番人気）
馬連票数 計 388989 的中 �� 73218（2番人気）
馬単票数 計 398251 的中 �� 18035（7番人気）
ワイド票数 計 202431 的中 �� 35231（2番人気）�� 7577（8番人気）�� 12689（4番人気）
3連複票数 計 505565 的中 ��� 36963（3番人気）
3連単票数 計1652225 的中 ��� 16056（22番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．1―13．8―13．5―12．4―12．3―12．2―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．7―36．8―50．6―1：04．1―1：16．5―1：28．8―1：41．0―1：52．7―2：04．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0
1
3
8－6，7，2，4（5，9）（3，1）
8（6，1）（2，9，7）4，5，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウシンヤマト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2011．4．3 阪神5着

2008．4．7生 牡5黒鹿 母 ダディーズシューズ 母母 ダイナサルーン 15戦2勝 賞金 24，380，000円



08023 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第11競走 ��1，200�トリトンステークス
発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�
減

賞 品
本 賞 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：06．5

重
良

816 バ ー バ ラ 牝4黒鹿55 松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 424－101：08．8 4．8�

23 バクシンカーリー 牝6鹿 55 丸山 元気杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 506＋ 2 〃 アタマ 8．6�
59 � リトルゲルダ 牝4芦 55 上村 洋行栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 480－ 61：08．9クビ 8．8�
36 � オーシャンカレント 牡7鹿 57 吉田 隼人吉田 和美氏 今野 貞一 早来 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 アタマ 10．3�
12 アグネスウイッシュ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 500－ 61：09．0クビ 4．1�
48 リ ュ ン ヌ 牝6鹿 55 高倉 稜吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 474－10 〃 クビ 36．6	
510 サカジロロイヤル 牡5黒鹿57 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 508± 01：09．21� 5．7

11 � シゲルアセロラ 牡4黒鹿57 柴山 雄一森中 蕃氏 目野 哲也 米

Mr. & Mrs. Don K
Love &
Briggs/Cromartie

488－ 21：09．4	 13．7�
715 ジャーエスペランサ 牡4鹿 57 伊藤 工真本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 478－ 2 〃 アタマ 20．7�
817 ケンブリッジエル 牡7黒鹿57 丹内 祐次中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 524± 01：09．5	 104．7
611 マッキーコバルト 牡7鹿 57 秋山真一郎薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 462＋ 4 〃 ハナ 59．1�
612 ストロングポイント 牡7芦 57 古川 吉洋畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 474－12 〃 ハナ 100．3�
47 ビ ス カ ヤ 牝7黒鹿55 荻野 琢真山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 正志 420－121：09．6
 174．1�
713 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 57 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 464± 0 〃 クビ 10．6�
35 イセノスバル 牡7青 57 中井 裕二大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 526－ 81：09．7クビ 169．5�
24 ダームドゥラック 牝4鹿 55 西村 太一榊原源一郎氏 領家 政蔵 新ひだか 下屋敷牧場 454± 0 〃 クビ 314．7�
818 バルスピュール 牝4黒鹿55 北村 友一ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 464－ 21：09．8
 148．0�
714 レイクエルフ 牡8黒鹿57 黛 弘人�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 456－121：10．43
 344．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，210，200円 複勝： 55，043，600円 枠連： 40，551，800円
馬連： 151，891，700円 馬単： 83，003，000円 ワイド： 52，935，400円
3連複： 216，323，500円 3連単： 392，404，000円 計： 1，030，363，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 280円 � 280円 枠 連（2－8） 2，640円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 810円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 31，910円

票 数

単勝票数 計 382102 的中 � 62813（2番人気）
複勝票数 計 550436 的中 � 75945（2番人気）� 50862（4番人気）� 49910（5番人気）
枠連票数 計 405518 的中 （2－8） 11379（12番人気）
馬連票数 計1518917 的中 �� 42293（12番人気）
馬単票数 計 830030 的中 �� 14223（15番人気）
ワイド票数 計 529354 的中 �� 12454（15番人気）�� 16363（8番人気）�� 11883（16番人気）
3連複票数 計2163235 的中 ��� 26312（21番人気）
3連単票数 計3924040 的中 ��� 9076（98番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―44．6―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ー バ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2012．5．5 京都4着

2009．6．5生 牝4黒鹿 母 ディキシーランドジェム 母母 Allusion 5戦4勝 賞金 38，884，000円
〔制裁〕 リトルゲルダ号の騎手上村洋行は，決勝線手前での御法について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エトピリカ号・タバルナ号・ラディアーレ号

08024 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第12競走 ��2，000�
こ ま き

小 牧 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．3．10以降25．3．3まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

813 スマートリバティー 牡5鹿 54 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450＋ 62：02．1 9．5�
57 ケンブリッジシーザ 牡6鹿 52 国分 優作中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 518＋12 〃 クビ 164．8�
11 ビームライフル 牡4青鹿54 中井 裕二西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 466＋ 2 〃 ハナ 8．1�
812 メイショウイチバン 牡9鹿 53 鮫島 良太松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 510－ 82：02．31� 68．8�
711 ゴールドブライアン 牡5青鹿56 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 470－ 8 〃 ハナ 3．7�
68 フェアリーレイ 牝6鹿 53 秋山真一郎植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490－ 62：02．4� 6．4�
33 スリーアフロディテ 牝4鹿 53 丸山 元気永井商事	 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 498± 02：02．5� 5．1

44 エバーシャイニング 牝6黒鹿52 吉田 隼人宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 508－ 22：03．13� 32．0�
710 サンライズマルス 牡5栗 56 中舘 英二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 42：03．3� 5．3�
45 スペシャルピース 牝5栗 51 酒井 学下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 470± 02：03．51� 42．4�
56 フミノポールスター 牡4黒鹿54 上村 洋行谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 498－ 4 〃 クビ 15．9�
69 グランプリブラッド 牡4鹿 54 高倉 稜北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444＋ 22：03．6� 14．0�
22 � ヒロノキョウシュウ 牡8鹿 50 伊藤 工真八百板俊一郎氏 星野 忍 静内 聖心台牧場 B510－ 22：04．66 170．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，695，400円 複勝： 48，144，200円 枠連： 21，596，300円
馬連： 74，421，600円 馬単： 45，940，700円 ワイド： 32，317，700円
3連複： 100，690，900円 3連単： 195，180，800円 計： 547，987，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 390円 � 3，570円 � 310円 枠 連（5－8） 6，350円

馬 連 �� 57，700円 馬 単 �� 103，060円

ワ イ ド �� 14，000円 �� 1，590円 �� 13，680円

3 連 複 ��� 191，530円 3 連 単 ��� 1，333，740円

票 数

単勝票数 計 296954 的中 � 24751（6番人気）
複勝票数 計 481442 的中 � 33979（6番人気）� 3038（12番人気）� 45306（5番人気）
枠連票数 計 215963 的中 （5－8） 2511（20番人気）
馬連票数 計 744216 的中 �� 952（66番人気）
馬単票数 計 459407 的中 �� 329（120番人気）
ワイド票数 計 323177 的中 �� 560（64番人気）�� 5151（20番人気）�� 573（63番人気）
3連複票数 計1006909 的中 ��� 388（208番人気）
3連単票数 計1951808 的中 ��� 108（1236番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．8―12．4―12．7―12．8―12．5―11．9―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．0―34．8―47．2―59．9―1：12．7―1：25．2―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
・（6，9）－8－7－10，5－13－（3，12）－（1，4）－11＝2
6，9，8，7（5，10）（3，13）（1，12）－4－11＝2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートリバティー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 クリエイター デビュー 2010．12．5 阪神5着

2008．3．16生 牡5鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト 29戦4勝 賞金 65，684，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ケンブリッジシーザ号の騎手国分優作は，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50，000円。（被害馬：11

番）

３レース目



（25中京2）第2日 3月10日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

173，090，000円
2，080，000円
5，660，000円
1，480，000円
15，800，000円
60，536，000円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
224，870，300円
414，354，300円
147，693，300円
503，115，900円
349，912，100円
233，452，300円
713，609，700円
1，381，328，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，968，336，100円

総入場人員 13，492名 （有料入場人員 12，650名）
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