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08013 3月15日 晴 良 （27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）
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 サンディークス 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B448＋ 21：57．6 4．8�
59 フェブカリエンテ 牡3青鹿56 高倉 稜釘田 義広氏 湯窪 幸雄 新ひだか 原口牧場 516＋12 〃 ハナ 4．0�
712 ゼンノウラヌス 牡3黒鹿56 浜中 俊大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 476± 01：57．7� 5．3�
34 クラウドサーファー 牡3栗 56

53 ▲義 英真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 446＋ 61：58．01� 102．6�

11 オブストラクション 牡3青鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 澤田 嘉隆 522＋ 21：58．1� 46．7	
815 レッツイットラン 牡3栗 56

55 ☆松若 風馬深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 474＋ 21：58．31 5．6

814 ヤマニントライブ 牡3栗 56

53 ▲	島 克駿土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 470－ 21：58．61� 129．3�
610 カシノゼウス 牡3鹿 56 熊沢 重文柏木 務氏 日吉 正和 鹿児島 柏木 務 492－ 2 〃 クビ 20．2�
58 ロウアンドロウ 牡3栗 56 松田 大作谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 484－10 〃 アタマ 84．1
47 バイオレットフィズ 牝3黒鹿54 田中 博康中山 速水氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 438± 01：58．81 251．6�
713
 ウインエアフォース 牡3黒鹿56 D．バルジュー �ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones 514＋181：59．11� 3．9�
（伊）

22 ステイバーニング 牡3黒鹿56 国分 恭介岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 452± 01：59．31� 20．5�
611 サノタイクーン 牡3鹿 56 丸山 元気ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 464－ 41：59．51� 95．3�
35 モズミステイク 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 日高大洋牧場 440－ 8 〃 ハナ 69．6�
46 グッドウィーク 牡3青鹿56 川須 栄彦山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 元道牧場 514＋ 22：01．2大差 227．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，779，000円 複勝： 21，896，100円 枠連： 9，136，200円
馬連： 31，091，600円 馬単： 17，065，200円 ワイド： 18，240，700円
3連複： 45，457，100円 3連単： 61，308，000円 計： 217，973，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（2－5） 820円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 360円 �� 460円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 137790 的中 � 22865（3番人気）
複勝票数 計 218961 的中 � 34951（3番人気）� 51214（1番人気）� 34010（4番人気）
枠連票数 計 91362 的中 （2－5） 8621（4番人気）
馬連票数 計 310916 的中 �� 23543（3番人気）
馬単票数 計 170652 的中 �� 6797（5番人気）
ワイド票数 計 182407 的中 �� 12895（3番人気）�� 9748（6番人気）�� 14193（1番人気）
3連複票数 計 454571 的中 ��� 24911（2番人気）
3連単票数 計 613080 的中 ��� 6269（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―38．0―51．9―1：05．3―1：18．7―1：32．2―1：44．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F38．9
1
3
2，3（4，5，10）12（7，11）（13，15）8，14－（1，9）－6・（2，3）10（5，11）（4，15）（12，13，14，9）（8，7，6）1

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

勝馬の
紹 介

サンディークス �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．10．26 京都8着

2012．2．26生 牡3黒鹿 母 ピンクアリエス 母母 ピノシェット 5戦1勝 賞金 7，500，000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。

08014 3月15日 晴 良 （27中京2）第2日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時20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

612 ビーチパラソル 牝3芦 54 浜中 俊谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 464－ 21：27．1 1．6�
35 リリーグランツ 牝3鹿 54 D．バルジュー 森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B430－ 21：27．2� 4．2�

（伊）

48 ケンブリッジアロー 牝3青鹿 54
52 △小崎 綾也中西 宏彰氏 大久保龍志 新ひだか 本桐牧場 422－161：27．3� 29．7�

713 ノーブルソニック 牝3黒鹿54 松田 大作 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472－ 81：27．4� 15．2�
611 アスタキサンチン 牝3栗 54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B442－ 41：27．5� 8．7�
510 クレアーフォンテン 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 464＋ 41：28．13� 190．0	
11 メイショウユウヒ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 490－ 21：28．2� 15．5

714 ツキノアカリ 牝3鹿 54 水口 優也�三嶋牧場 石橋 守 浦河 三嶋牧場 446－121：28．41� 192．0�
59 ラ フ ァ ー ガ 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 472－ 21：28．71� 175．3�
47 レ ア リ ゼ 牝3鹿 54 池添 謙一 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 494－ 61：28．8� 23．0�
24 シャトーブリアン 牝3芦 54 津村 明秀佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム 462＋ 21：28．9� 77．7�
12 バニラマカロン 牝3芦 54

53 ☆松若 風馬G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B462－ 81：29．0� 50．8�
816 マニワプリンセス 牝3鹿 54 古川 吉洋�サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440± 01：29．21� 94．4�
36 スズカオパール 牝3栗 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 462－ 81：29．83� 58．2�
815 オーパンバル 牝3黒鹿 54

51 ▲�島 克駿水上 行雄氏 音無 秀孝 平取 稲原牧場 B496－ 41：30．75 192．8�
23 マルヨカルボマキ 牝3栗 54 熊沢 重文野村 春行氏 高橋 康之 えりも 上島牧場 468 ―1：31．44 119．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，912，500円 複勝： 56，340，200円 枠連： 11，196，100円
馬連： 34，526，000円 馬単： 24，724，100円 ワイド： 21，906，100円
3連複： 47，661，400円 3連単： 86，196，900円 計： 300，463，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 350円 枠 連（3－6） 240円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 170円 �� 580円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 179125 的中 � 86623（1番人気）
複勝票数 計 563402 的中 � 394009（1番人気）� 51056（2番人気）� 10578（7番人気）
枠連票数 計 111961 的中 （3－6） 36083（1番人気）
馬連票数 計 345260 的中 �� 88331（1番人気）
馬単票数 計 247241 的中 �� 48077（1番人気）
ワイド票数 計 219061 的中 �� 41896（1番人気）�� 8324（8番人気）�� 4185（10番人気）
3連複票数 計 476614 的中 ��� 15146（8番人気）
3連単票数 計 861969 的中 ��� 11752（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―48．5―1：01．8―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーチパラソル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Boundary デビュー 2014．11．8 京都3着

2012．4．28生 牝3芦 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag 6戦1勝 賞金 11，550，000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 イッツアトウショウ号・ウインフォーエバー号・パルミエ号
※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２日



08015 3月15日 晴 良 （27中京2）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走10時50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

816 パイメイメイ 牝4鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B478＋101：12．4 4．7�
23 � ナリタマクリス 牡6栗 57 藤岡 康太�オースミ 加藤 敬二 千歳 社台ファーム 440＋101：13．14 26．1�
612� ビコーミハイル 牡6鹿 57 佐久間寛志�レジェンド 柴田 光陽 新ひだか 山口 修二 482－ 2 〃 ハナ 4．1�
510 サーシスリーフ 牡5鹿 57 D．バルジュー �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 502＋ 61：13．2� 13．7�
（伊）

11 サンライズトーク �5芦 57
56 ☆松若 風馬松岡 隆雄氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 486＋121：13．52 6．3	

24 イタリアンフェッテ 牝4鹿 55 津村 明秀芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 402－ 4 〃 アタマ 71．5

713� スズカアーサー 牡6鹿 57 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 488－101：13．71	 194．0�
815 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474－101：13．91	 92．1�
714 ラ パ ー ジ ュ 牝6青鹿55 松岡 正海 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 466± 0 〃 ハナ 15．0
611� ランズデール �4栗 57

55 △小崎 綾也一村 哲也氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 506＋ 81：14．22 163．4�

48 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 57
54 ▲城戸 義政加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 486± 01：14．3� 3．6�

36 タイキマーシャ 牝5栗 55
52 ▲井上 敏樹�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 462± 01：14．4クビ 144．0�

47 ブライトシチー 牡6青鹿57 松田 大作 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 498－ 21：14．5� 9．8�
59 ファンアットコート 牝5鹿 55 小野寺祐太�ミルファーム 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 41：14．6� 486．9�
12 ゼロワンシンジロー 牡6鹿 57 丸山 元気国田 正忠氏 森田 直行 新冠 長浜牧場 492＋ 61：15．13 38．3�
35 カシノボルト 牡4鹿 57

54 ▲義 英真柏木 務氏 藤沢 則雄 浦河 有限会社
松田牧場 510－ 6 〃 アタマ 83．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，400，600円 複勝： 22，484，400円 枠連： 10，027，900円
馬連： 28，822，700円 馬単： 16，503，900円 ワイド： 17，680，200円
3連複： 40，798，900円 3連単： 55，717，100円 計： 207，435，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 540円 � 200円 枠 連（2－8） 4，710円

馬 連 �� 6，930円 馬 単 �� 11，190円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 490円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，290円 3 連 単 ��� 65，040円

票 数

単勝票数 計 154006 的中 � 26117（3番人気）
複勝票数 計 224844 的中 � 37616（2番人気）� 8426（8番人気）� 32256（4番人気）
枠連票数 計 100279 的中 （2－8） 1650（17番人気）
馬連票数 計 288227 的中 �� 3219（23番人気）
馬単票数 計 165039 的中 �� 1106（41番人気）
ワイド票数 計 176802 的中 �� 2837（20番人気）�� 9938（3番人気）�� 3029（19番人気）
3連複票数 計 407989 的中 ��� 3691（28番人気）
3連単票数 計 557171 的中 ��� 621（201番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．6―12．5―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―35．0―47．5―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 ・（1，2，7）8－10－（3，6）12（5，16）4（11，15）－9，14，13 4 1（2，7）8，10，3（6，12）－（4，16）－（5，15）11－（9，14）－13

勝馬の
紹 介

パイメイメイ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．1．5 中山6着

2011．4．9生 牝4鹿 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 16戦2勝 賞金 21，750，000円
〔制裁〕 サーシスリーフ号の騎手D．バルジューは，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）
〔その他〕 カシノボルト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノボルト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年4月15日まで出走できない。
※ファンアットコート号は，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。

08016 3月15日 晴 良 （27中京2）第2日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

69 ウインアルカディア 牡5栗 60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 浦河 杵臼牧場 538＋343：19．5 5．6�
57 レオウィッシュ 牡4栗 59 原田 和真�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B472＋ 43：21．2大差 131．2�
58 トウケイギムレット 牡4黒鹿59 佐久間寛志木村 信彦氏 加用 正 新ひだか 坂本 智広 512＋103：21．73 5．8�
711 メイショウゼロセン 牡4黒鹿59 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 492－123：22．55 20．5�
22 � ホ ク レ ア 牡6栗 60 高野 和馬古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 480＋163：22．6� 3．9�
712 ハードロッカー �6黒鹿60 上野 翔山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 436－ 63：22．7クビ 19．5	
11 � オ マ モ リ 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 466＋ 4 〃 アタマ 19．6

610 ワイルドアンセム 牡5鹿 60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 484－ 63：23．02 12．2�
33 ミヤジエムジェイ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 524＋ 43：23．1	 3．1�
46 グレイトハスラー 牡4栗 59 植野 貴也小川 勲氏 作田 誠二 青森 荒谷牧場 488－ 43：23．2クビ 24．6
813 トーセンローツェ 牝4鹿 57 小野寺祐太島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 438－10 〃 クビ 121．8�
814� グ ン シ ン 牡5鹿 60 草野 太郎�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 460＋ 43：24．15 102．7�
45 トキノアイチヨ 牝5鹿 58 江田 勇亮田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 498± 03：25．27 123．8�
34 アイビーフォールド 牡8鹿 60 金子 光希 �キャロットファーム 和田 雄二 新ひだか 広田牧場 474＋ 63：26．58 40．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，355，700円 複勝： 15，880，000円 枠連： 8，444，000円
馬連： 24，065，700円 馬単： 15，262，700円 ワイド： 13，965，400円
3連複： 36，444，600円 3連単： 54，121，000円 計： 180，539，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 2，300円 � 210円 枠 連（5－6） 1，190円

馬 連 �� 27，630円 馬 単 �� 32，980円

ワ イ ド �� 7，140円 �� 670円 �� 6，860円

3 連 複 ��� 34，640円 3 連 単 ��� 230，810円

票 数

単勝票数 計 123557 的中 � 17635（3番人気）
複勝票数 計 158800 的中 � 21587（4番人気）� 1357（14番人気）� 22485（3番人気）
枠連票数 計 84440 的中 （5－6） 5499（5番人気）
馬連票数 計 240657 的中 �� 675（54番人気）
馬単票数 計 152627 的中 �� 347（87番人気）
ワイド票数 計 139654 的中 �� 486（55番人気）�� 5739（6番人気）�� 506（52番人気）
3連複票数 計 364446 的中 ��� 789（99番人気）
3連単票数 計 541210 的中 ��� 170（544番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 53．1－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインアルカディア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2012．6．24 阪神4着

2010．3．26生 牡5栗 母 ヒ ン ギ ス 母母 スターバイオレット 障害：3戦1勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 ハードロッカー号の騎手上野翔は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケンブリッジヒーロ号



08017 3月15日 晴 良 （27中京2）第2日 第5競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム3：17．2良

11 タ イ タ ン 牡7栗 60 植野 貴也深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 486－ 43：18．6 2．3�
69 ミヤビリファイン 牡6青鹿60 山本 康志村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 510－ 43：18．81� 9．2�
610 レッドフォルツァ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B498－103：20．39 4．7�
813� アラビアンドラゴン �5芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 428－ 8 〃 クビ 113．2�
45 メイショウアラワシ 牡4栗 59 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 456＋ 23：21．68 16．5�
46 � トウケイゴールド 牡5鹿 60 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 498－ 83：22．34 7．7	
34 オ ベ レ ッ ク 牡5鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 478－ 63：22．83 59．1

814 ミラクルルーマー 牡5芦 60 西谷 誠阿部 雅英氏 角田 晃一 浦河 中村 雅明 532－ 63：22．9� 7．5�
57 レッドヴィーヴォ �5黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 63：23．53� 115．4�
58 カゼニタツライオン 牡5栗 60 小坂 忠士小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 530＋103：23．6� 43．5
33 スズカルーセント 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 526± 03：23．81� 12．4�
711 シンボリボルドー 牡8鹿 60 浜野谷憲尚シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 472＋ 43：24．54 29．0�
22 � コーリンヴァレロ 牡7鹿 60 金子 光希伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 524＋ 83：35．0大差 111．4�
712 アイケーゴーウィン 牝4青鹿57 小野寺祐太池田 皓介氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 438－143：42．2大差 311．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，657，000円 複勝： 19，909，000円 枠連： 10，951，900円
馬連： 26，628，600円 馬単： 17，658，500円 ワイド： 16，295，400円
3連複： 41，837，000円 3連単： 64，048，400円 計： 211，985，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 140円 枠 連（1－6） 430円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 580円 �� 320円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 7，170円

票 数

単勝票数 計 146570 的中 � 49436（1番人気）
複勝票数 計 199090 的中 � 46657（1番人気）� 18989（5番人気）� 39941（2番人気）
枠連票数 計 109519 的中 （1－6） 19340（1番人気）
馬連票数 計 266286 的中 �� 14342（4番人気）
馬単票数 計 176585 的中 �� 5715（7番人気）
ワイド票数 計 162954 的中 �� 6767（5番人気）�� 14047（1番人気）�� 8100（4番人気）
3連複票数 計 418370 的中 ��� 19348（2番人気）
3連単票数 計 640484 的中 ��� 6469（7番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 53．0－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タ イ タ ン �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 タイトスポット デビュー 2010．12．26 阪神3着

2008．3．11生 牡7栗 母 ストップザネバー 母母 ノーノーネヴアー 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000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 エトラ号・シゲルキシュウ号・スズカロードスター号・ピタゴラスコンマ号

08018 3月15日 晴 良 （27中京2）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時45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
1：20．0
1：19．0

良
良

24 アドマイヤナイト 牝3栗 54 浜中 俊近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 432－ 61：23．8 5．1�
35 プラントアゲン 牝3黒鹿54 黛 弘人浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 430－10 〃 クビ 5．7�
714 グレースドゥモナコ 牝3鹿 54 森 一馬西田 彰宏氏 松永 昌博 日高 スマイルファーム 452 ―1：23．9� 35．7�
816 スーパープリンセス 牝3栗 54 国分 恭介田島 政光氏 今野 貞一 日高 モリナガファーム 436－ 41：24．21� 27．9�
11 ジニアスミノル 牝3鹿 54 丸山 元気吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 412－ 61：24．41� 7．7�
612 パンドラズホープ 牝3黒鹿54 横山 和生窪田 康志氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 ハナ 53．3�
12 グレイスフルアート 牝3栗 54 吉田 隼人 	シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476 ―1：24．61� 37．7

47 オースミアース 牝3栗 54 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 日高 広富牧場 386－141：24．7� 25．0�
510 ト ゥ ル ビ ネ 牝3芦 54 津村 明秀 	キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：24．8クビ 8．2
59 ゴールデンボーダー 牝3栗 54 池添 謙一下河辺隆行氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 432－121：24．9� 9．1�
36 モーントバーン 牝3黒鹿54 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 422－ 2 〃 ハナ 82．9�
713 ナンゴクミチカ 牝3鹿 54 熊沢 重文渡 義光氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 444－28 〃 クビ 22．5�
48 マッテンタルト 牝3栗 54

52 △小崎 綾也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 むかわ 上水牧場 466 ―1：25．0クビ 24．6�

611 ポップオーヴァー 牝3鹿 54 川須 栄彦橋元 勇氣氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 ハナ 7．4�
715 ワイドバディーズ 牝3黒鹿54 D．バルジュー 幅田 昌伸氏 宮 徹 むかわ 市川牧場 400± 01：25．21� 15．7�

（伊）

817 スマートシャイン 牝3栗 54 松田 大作大川 徹氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 404－ 61：25．41� 15．7�
23 ネオヴィーヴ 牝3黒鹿 54

53 ☆松若 風馬小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 460＋ 81：25．61� 191．3�
818 ハ イ リ ー プ 牝3鹿 54 田中 博康吉田 正志氏 中内田充正 安平 追分ファーム 434 ―1：27．7大差 112．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，474，700円 複勝： 31，606，700円 枠連： 15，888，500円
馬連： 39，945，000円 馬単： 20，987，300円 ワイド： 25，996，500円
3連複： 60，377，200円 3連単： 77，514，000円 計： 292，789，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 190円 � 730円 枠 連（2－3） 1，490円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，750円 �� 4，140円

3 連 複 ��� 25，950円 3 連 単 ��� 113，990円

票 数

単勝票数 計 204747 的中 � 31850（1番人気）
複勝票数 計 316067 的中 � 60430（1番人気）� 48173（2番人気）� 8136（13番人気）
枠連票数 計 158885 的中 （2－3） 8210（3番人気）
馬連票数 計 399450 的中 �� 20311（1番人気）
馬単票数 計 209873 的中 �� 7059（1番人気）
ワイド票数 計 259965 的中 �� 13939（1番人気）�� 1705（43番人気）�� 1543（49番人気）
3連複票数 計 603772 的中 ��� 1745（89番人気）
3連単票数 計 775140 的中 ��� 493（340番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．3―12．3―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―47．1―59．4―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 1（4，16）（5，6，7，11）（3，10，9）（2，14，15，17）18，13－12－8 4 1（4，16）（5，11）（6，7）（3，10，9）（2，14，15）（13，17）12（8，18）

勝馬の
紹 介

アドマイヤナイト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．2．22 小倉4着

2012．1．21生 牝3栗 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 グレースドゥモナコ号の騎手森一馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年3月21日から平成27年

3月29日まで騎乗停止。（被害馬：7番・9番）
アドマイヤナイト号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※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。



08019 3月15日 曇 良 （27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15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

67 デビルズハーツ 牡5鹿 57 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 B498＋ 21：54．2 2．7�
78 デジタルフラッシュ 牡4栗 57 勝浦 正樹 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 464－ 41：54．73 4．6�
810� パラティーノ 牡6黒鹿 57

55 △小崎 綾也村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 526＋ 81：55．33� 8．2�
44 � チュウワワンダー 牡5鹿 57 川島 信二中西 忍氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 478－ 41：55．93� 8．5�
33 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 454± 01：56．22 3．7�
811 ベストヴィジョン 牡4黒鹿57 黛 弘人吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B458－10 〃 クビ 54．4	
11 タツグレート 牡6栗 57

56 ☆松若 風馬原 司郎氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 468± 01：56．62� 37．7


66 サンレイレッカー 牡4栗 57
54 ▲義 英真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡野牧場 484＋161：56．91	 134．2�

55 ツ ァ ー リ 牡4栗 57 川須 栄彦増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 21：58．510 84．0�
22 ハ ク サ ン 牡9黒鹿57 石神 深一篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 446＋102：00．110 69．2
79 シルクフラッシュ 牡7芦 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 金成 貴史 新冠 中村農場 470± 0 （競走中止） 11．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，873，500円 複勝： 19，757，100円 枠連： 8，154，600円
馬連： 29，421，400円 馬単： 19，550，700円 ワイド： 17，616，900円
3連複： 37，710，600円 3連単： 77，370，600円 計： 225，455，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 230円 �� 410円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 5，140円

票 数

単勝票数 計 158735 的中 � 46123（1番人気）
複勝票数 計 197571 的中 � 59324（1番人気）� 30802（3番人気）� 16453（5番人気）
枠連票数 計 81546 的中 （6－7） 15608（2番人気）
馬連票数 計 294214 的中 �� 41047（2番人気）
馬単票数 計 195507 的中 �� 16328（2番人気）
ワイド票数 計 176169 的中 �� 22408（2番人気）�� 10544（5番人気）�� 7073（8番人気）
3連複票数 計 377106 的中 ��� 20308（5番人気）
3連単票数 計 773706 的中 ��� 10899（13番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．3―13．2―12．7―12．6―12．9―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．0―51．2―1：03．9―1：16．5―1：29．4―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デビルズハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．3．10 阪神3着

2010．4．29生 牡5鹿 母 セルリアンブルー 母母 プレイリークイーン 18戦2勝 賞金 27，840，000円
〔競走中止〕 シルクフラッシュ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕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〕 ハクサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月15日まで平地競走に

出走できない。

08020 3月15日 曇 良 （27中京2）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時45分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

23 スターペスユウコ 牝4鹿 55 水口 優也河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 444－ 21：12．9 2．7�
59 テイエムリヴィエラ 牝4鹿 55 池添 謙一竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B458－10 〃 クビ 8．4�
22 ピクニックソング 牝4鹿 55 小坂 忠士山上 和良氏 奥村 豊 日高 長田ファーム 444－ 61：13．0クビ 6．9�
47 シゲルミマサカ 牝4青鹿 55

52 ▲義 英真森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 430－ 41：13．21� 19．1�
35 ア ブ ニ ー ル 牝4鹿 55 熊沢 重文中辻 明氏 日吉 正和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 21：13．41� 17．9�
815 レッドレイチェル 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 456＋ 41：13．5� 4．2	
611� スリーキャピトル 牝6鹿 55 原田 和真永井商事� 高橋 康之 新ひだか 三石ファーム 468－ 81：13．6クビ 65．2

46 レ デ ィ ー 牝5鹿 55 田中 健浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 432－ 6 〃 ハナ 6．8�
712 ナリタメロディ 牝4青鹿 55

52 ▲	島 克駿�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 434－ 2 〃 アタマ 124．7�
34 ファンファーレ 牝4栗 55 津村 明秀清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B484＋ 21：14．13 28．0
814 ショウナンランパダ 牝4鹿 55 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 458－ 41：14．2
 30．6�
713 サクラフェリース 牝5栗 55 国分 恭介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 518－ 61：14．62
 40．7�
610 ペイシャンスゼータ 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 468－201：14．7
 195．5�
58 � ドリームノート 牝4鹿 55 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B442－ 21：15．76 115．7�
11 カシノラピス 牝6栗 55 竹之下智昭柏木 務氏 松下 武士 新ひだか 前川 隆則 440－ 8 〃 クビ 341．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，964，800円 複勝： 23，210，500円 枠連： 12，666，000円
馬連： 33，310，600円 馬単： 18，972，200円 ワイド： 19，481，400円
3連複： 43，786，900円 3連単： 69，369，400円 計： 238，761，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 250円 � 230円 枠 連（2－5） 860円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 480円 �� 340円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 11，820円

票 数

単勝票数 計 179648 的中 � 52539（1番人気）
複勝票数 計 232105 的中 � 59091（1番人気）� 19891（5番人気）� 22524（4番人気）
枠連票数 計 126660 的中 （2－5） 11334（4番人気）
馬連票数 計 333106 的中 �� 19940（4番人気）
馬単票数 計 189722 的中 �� 7517（4番人気）
ワイド票数 計 194814 的中 �� 10492（4番人気）�� 16027（2番人気）�� 3259（17番人気）
3連複票数 計 437869 的中 ��� 10828（8番人気）
3連単票数 計 693694 的中 ��� 4253（25番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．6―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターペスユウコ �
�
父 バトルライン �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2014．2．9 京都2着

2011．3．19生 牝4鹿 母 ピ ア ロ ー ズ 母母 ピアマキシム 14戦2勝 賞金 28，900，000円
〔発走状況〕 ショウナンランパダ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。



08021 3月15日 曇 良 （27中京2）第2日 第9競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走14時15分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．8
1：56．1

良
良

24 パリカラノテガミ 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 432－142：04．4 7．6�
36 ローレルトルネード 牡4栗 57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 480＋182：04．61� 21．5�
510	 クリールハヤテ 牡6栗 57 池添 謙一横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 42：04．7クビ 14．7�
715 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 520－ 42：04．8� 5．1�
35 ナイフリッジ 牡4栗 57 横山 和生 �シルクレーシング 古賀 史生 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 42：04．9� 3．7	
818 ビットビバーチェ 牡5芦 57 国分 恭介礒川 正明氏 今野 貞一 新ひだか 西村 和夫 478± 0 〃 アタマ 76．1

713 マイネルプレッジ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �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 434＋ 2 〃 クビ 8．4�
12 	 モンテエクリプス 牡6鹿 57 D．バルジュー 毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 460－ 22：05．0� 12．3�

（伊）

611 メイショウヤマホコ 牡5黒鹿57 高倉 稜松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 472－ 42：05．21 27．8
11 ダノンドリーム 牡6青鹿57 松田 大作�ダノックス 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 21．9�
23 タイセイグルーヴィ 牡6鹿 57 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 468－ 2 〃 ハナ 24．9�
47 	 ショウナンアトラス 牡4鹿 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 5 〃 アタマ 16．1�
48 スマッシュスマイル �7栃栗57 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 484＋ 22：05．3クビ 10．5�
817 メイショウグレア 牝5鹿 55

54 ☆松若 風馬松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 408－16 〃 アタマ 89．5�
59 ネルトスグアサ 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 464－ 42：05．51 147．9�
612 スカイキューティー 牝5黒鹿55 丸山 元気杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 476＋ 42：05．6� 38．6�
714 ファーストオーサー 牡4黒鹿57 吉田 隼人石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 474－ 4 〃 クビ 108．9�
816	 ワンダーパラジーノ 牡5栗 57 熊沢 重文山本 信行氏 奥村 豊 新冠 大狩部牧場 486－ 22：06．45 436．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，874，700円 複勝： 31，585，900円 枠連： 17，396，300円
馬連： 51，905，100円 馬単： 24，972，100円 ワイド： 28，574，800円
3連複： 73，056，700円 3連単： 101，446，400円 計： 351，812，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 360円 � 580円 � 550円 枠 連（2－3） 1，400円

馬 連 �� 8，730円 馬 単 �� 19，360円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 2，430円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 32，630円 3 連 単 ��� 178，080円

票 数

単勝票数 計 228747 的中 � 23971（3番人気）
複勝票数 計 315859 的中 � 24904（5番人気）� 13749（10番人気）� 14697（8番人気）
枠連票数 計 173963 的中 （2－3） 9611（5番人気）
馬連票数 計 519051 的中 �� 4605（41番人気）
馬単票数 計 249721 的中 �� 967（88番人気）
ワイド票数 計 285748 的中 �� 2761（37番人気）�� 3039（32番人気）�� 2125（48番人気）
3連複票数 計 730567 的中 ��� 1679（125番人気）
3連単票数 計1014464 的中 ��� 413（648番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．9―51．0―1：03．5―1：16．2―1：28．8―1：40．7―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

パリカラノテガミ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．10 東京9着

2011．5．14生 牡4鹿 母 シンコウローズ 母母 ピンクタートル 9戦2勝 賞金 16，250，000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。

08022 3月15日 曇 良 （27中京2）第2日 第10競走 ��
��1，400�

しょうりゅう

昇竜ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

68 アキトクレッセント 牡3鹿 56 浜中 俊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 21：24．2 3．4�

33 ア ル タ イ ル 牡3栗 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B482－ 61：24．41 15．6�
710 カフジテイク 牡3青鹿56 秋山真一郎加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470± 01：24．61� 8．7�
812	 アジアンテースト 牡3鹿 56 D．バルジュー 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Gerson

Racing 542－ 81：24．92 1．8�
（伊）

44 プレシャスルージュ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472± 01：25．0
 20．6�
811 カラパナビーチ 牡3黒鹿56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 538＋ 41：25．1
 28．8

55 メイショウワダイコ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 524＋ 21：25．42 17．6�
11 	 デ ブ リ ン 牡3栗 56 勝浦 正樹一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 506＋121：25．61
 116．2�
79 ヒラボククラウン 牡3栗 56 松田 大作	平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 464－ 21：25．81
 36．6
22 タイセイラビッシュ 牡3鹿 56 川須 栄彦田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 61：25．9クビ 34．1�
56 	 ワンダフルラスター 牡3鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 音無 秀孝 米 Spendthrift

Farm LLC 508－ 81：26．53
 30．2�
67 クリノヤクマン 牡3鹿 56 丸山 元気栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 488－ 21：28．110 246．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，985，000円 複勝： 43，497，900円 枠連： 19，522，500円
馬連： 79，700，400円 馬単： 51，273，600円 ワイド： 40，293，400円
3連複： 91，927，100円 3連単： 198，099，700円 計： 561，299，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 280円 � 300円 枠 連（3－6） 2，160円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 510円 �� 570円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 24，780円

票 数

単勝票数 計 369850 的中 � 85172（2番人気）
複勝票数 計 434979 的中 � 90120（2番人気）� 36434（3番人気）� 32316（4番人気）
枠連票数 計 195225 的中 （3－6） 6997（9番人気）
馬連票数 計 797004 的中 �� 25155（8番人気）
馬単票数 計 512736 的中 �� 11378（12番人気）
ワイド票数 計 402934 的中 �� 21109（4番人気）�� 18491（5番人気）�� 8882（13番人気）
3連複票数 計 919271 的中 ��� 12874（16番人気）
3連単票数 計1980997 的中 ��� 5794（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．6―46．6―58．9―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキトクレッセント �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．19 東京4着

2012．4．3生 牡3鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 6戦3勝 賞金 33，816，000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。



08023 3月15日 曇 良 （27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 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：06．5

良
良

817 レッドファルクス 牡4芦 57 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 470－ 21：10．9 5．2�
612 エ ポ ワ ス �7鹿 57 杉原 誠人多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486＋ 41：11．0	 20．2�
715 アットウィル 牡5栗 57 D．バルジュー 宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 492＋ 2 〃 アタマ 3．5�

（伊）

35 ヤ マ ノ レ オ �5栗 57 秋山真一郎山泉 恵宥氏 山内 研二 新ひだか キヨタケ牧場 494－ 21：11．1
 17．8�
11 ルミナスウイング 牡5鹿 57 松岡 正海 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 ハナ 14．0	
510 クーファナイン 牝4鹿 55 松若 風馬大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 466－101：11．31� 81．4

714 インスペード 牡6黒鹿57 吉田 隼人�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 494± 0 〃 クビ 5．9�
59 バートラムガーデン 牝6鹿 55 津村 明秀�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 446＋ 21：11．4クビ 88．3�
12 ヤマニンプチガトー 牝6栗 55 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 490＋ 2 〃 クビ 7．8
23 シンジュボシ 牝5栗 55 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 500＋ 6 〃 ハナ 9．6�
24 シャトルアップ �7栗 57 小崎 綾也広尾レース� 黒岩 陽一 様似 清水スタッド 508＋101：11．5クビ 45．9�
818 スピークソフトリー 牝6鹿 55 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 21：11．6
 14．4�
47 サザンブレイズ 牡7栗 57 高倉 稜南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 480＋ 41：11．7	 193．7�
611 オレニホレルナヨ 牡6栗 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 508－ 21：11．8
 50．5�
48 トキノゲンジ 牡7鹿 57 川須 栄彦中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 510－16 〃 ハナ 25．8�
713 ジョーオリオン 牡6栗 57 丹内 祐次上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B486± 01：11．9
 87．7�
36 � イエスイットイズ 牡6鹿 57 黛 弘人薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 B522± 01：12．85 145．0�
816 クリスワールド 牡7栗 57 国分 恭介加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 492＋ 21：13．97 184．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 41，191，400円 複勝： 58，531，500円 枠連： 52，127，600円
馬連： 167，545，300円 馬単： 75，052，900円 ワイド： 67，253，100円
3連複： 232，147，600円 3連単： 350，901，800円 計： 1，044，751，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 430円 � 160円 枠 連（6－8） 3，000円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 500円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 40，700円

票 数

単勝票数 計 411914 的中 � 62803（2番人気）
複勝票数 計 585315 的中 � 86261（2番人気）� 27306（9番人気）� 110544（1番人気）
枠連票数 計 521276 的中 （6－8） 13454（11番人気）
馬連票数 計1675453 的中 �� 24268（20番人気）
馬単票数 計 750529 的中 �� 6407（31番人気）
ワイド票数 計 672531 的中 �� 8885（23番人気）�� 37156（2番人気）�� 13740（13番人気）
3連複票数 計2321476 的中 ��� 28238（12番人気）
3連単票数 計3509018 的中 ��� 6250（106番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．4―47．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡4芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 10戦4勝 賞金 51，817，000円
〔発走状況〕 インスペード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 エイシンスパルタン号・エンプレスラブ号・キョウエイバサラ号・タマラマ号・テーオーソルジャー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

08024 3月15日 曇 良 （27中京2）第2日 第12競走 ��
��1，600�中京スポーツ杯

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

東京スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

34 カ ー バ 牡6青鹿57 池添 謙一�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 492－ 61：35．6 49．4�
11 ベッラヴォーチェ 牝5鹿 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：35．7� 4．1�
33 ダンツクロノス 牡5鹿 57 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 512＋ 21：35．91� 10．8�
69 オコレマルーナ 牡6青鹿57 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 444－ 8 〃 ハナ 3．1�
46 	 エルフショット 
5青鹿57 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 470－ 81：36．0クビ 91．0	
58 ア ル テ 牡4栗 57 小崎 綾也 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474＋221：36．31� 10．4

22 キンシノキセキ 牡4鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 494＋ 8 〃 クビ 11．0�
45 タガノリバレンス 牡6鹿 57 吉田 隼人八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482－ 81：36．4クビ 6．1�
813 ゴットラウディー 牡7鹿 57 田中 健後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 470＋ 6 〃 ハナ 35．4
610 デルカイザー 牡4黒鹿57 D．バルジュー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：36．5� 7．0�

（伊）

712 タツストロング 牡6栗 57 川須 栄彦原 司郎氏 �島 一歩 日高 坂戸 節子 504－ 21：37．45 66．0�
57 サウンドバラッド 
8鹿 57 国分 恭介増田 雄一氏 佐藤 正雄 千歳 社台ファーム 476－141：37．72 190．4�
711 シルクキングリー 牡6鹿 57 松田 大作 �シルクレーシング 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 496± 01：37．8� 39．2�
814 イ デ ア 牡7鹿 57 松岡 正海畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 500＋ 2 〃 ハナ 105．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，019，400円 複勝： 59，761，000円 枠連： 24，745，700円
馬連： 126，645，400円 馬単： 49，686，600円 ワイド： 49，226，500円
3連複： 131，647，100円 3連単： 229，118，600円 計： 707，850，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，940円 複 勝 � 1，120円 � 170円 � 340円 枠 連（1－3） 1，750円

馬 連 �� 14，620円 馬 単 �� 35，900円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 6，480円 �� 810円

3 連 複 ��� 29，920円 3 連 単 ��� 297，150円

票 数

単勝票数 計 370194 的中 � 5983（10番人気）
複勝票数 計 597610 的中 � 10968（11番人気）� 115571（2番人気）� 43238（7番人気）
枠連票数 計 247457 的中 （1－3） 10954（7番人気）
馬連票数 計1266454 的中 �� 7139（35番人気）
馬単票数 計 496866 的中 �� 1038（86番人気）
ワイド票数 計 492265 的中 �� 3314（34番人気）�� 1898（51番人気）�� 16491（7番人気）
3連複票数 計1316471 的中 ��� 3299（83番人気）
3連単票数 計2291186 的中 ��� 559（671番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．2―46．9―59．3―1：11．4―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

カ ー バ �
�
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 2011．11．20 京都3着

2009．4．21生 牡6青鹿 母 キタノスザク 母母 キタノオゴジョ 29戦3勝 賞金 39，146，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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。

３レース目



（27中京2）第2日 3月15日（日曜日） 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 181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 手 当

199，300，000円
4，560，000円
1，460，000円
17，940，000円
64，265，000円
6，309，600円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
266，488，300円
404，460，300円
200，257，300円
673，607，800円
351，709，800円
336，530，400円
882，852，200円
1，425，211，900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 4，541，118，000円

総入場人員 12，876名 （有料入場人員 12，008名）
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