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08013 3月13日 晴 良 （28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
1：48．9
1：47．8

重
重

68 ダンツチェック 牝3鹿 54 松山 弘平山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 486－ 21：56．3 28．6�
811 シルヴィーボーテ 牝3鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 松永 昌博 浦河 小島牧場 452± 01：56．51� 10．6�
55 オーシャンマタハリ 牝3黒鹿 54

53 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 426－10 〃 クビ 5．5�
79 クラウンロマン 牝3芦 54 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 444－ 41：56．82 5．3�
22 ティーパフォーマー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 430＋ 41：56．9クビ 2．1�
812 ブリリアントタイム 牝3鹿 54 柴田 善臣芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠 ハシモトフアーム 432－ 21：57．21� 109．2�
710 アイアンアヴァロン 牝3芦 54

52 △伴 啓太池上 一馬氏 坪 憲章 新ひだか グローリーファーム 446＋ 2 〃 アタマ 102．3	
56 ダウンタウンブギ 牝3栗 54 D．バルジュー 吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 458－ 61：57．62� 24．7


（伊）

67 プルミエエトワール 牝3栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 506－ 41：57．7クビ 7．5�
11 グッドプリン 牝3黒鹿54 幸 英明杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 460＋ 61：59．19 15．9
33 メモリーマニフィカ 牝3黒鹿54 太宰 啓介�シンザンクラブ 柴田 光陽 浦河 谷川牧場 490－ 21：59．95 33．8�
44 ノアレジェンド 牝3栗 54 石橋 脩佐山 公男氏 尾形 和幸 平取 原田 新治 460－ 42：00．32� 128．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，322，500円 複勝： 21，997，500円 枠連： 7，047，600円
馬連： 29，914，200円 馬単： 17，263，400円 ワイド： 20，322，900円
3連複： 44，613，900円 3連単： 61，205，200円 計： 217，687，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 670円 � 320円 � 190円 枠 連（6－8） 1，790円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 15，140円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，880円 �� 830円

3 連 複 ��� 16，330円 3 連 単 ��� 160，770円

票 数

単勝票数 計 153225 的中 � 4284（8番人気）
複勝票数 計 219975 的中 � 7167（8番人気）� 17204（5番人気）� 36209（2番人気）
枠連票数 計 70476 的中 （6－8） 3035（9番人気）
馬連票数 計 299142 的中 �� 3378（23番人気）
馬単票数 計 172634 的中 �� 855（50番人気）
ワイド票数 計 203229 的中 �� 2915（20番人気）�� 2730（22番人気）�� 6498（9番人気）
3連複票数 計 446139 的中 ��� 2049（53番人気）
3連単票数 計 612052 的中 ��� 276（417番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．5―13．2―13．4―13．4―13．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．7―50．9―1：04．3―1：17．7―1：30．9―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．6
1
3
2，11，3（4，8）（1，7）（9，10）6－12，5・（2，11）（8，4）（3，7，9）10（1，5）（6，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツチェック �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．1．10 京都12着

2013．4．25生 牝3鹿 母 デ ィ マ ー 母母 Kalikala 5戦1勝 賞金 5，000，000円
※出走取消馬 デルマゴウ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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13日 晴 良 （28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 （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
1：20．0
1：19．0

良
良

713 ジェイシックス 牡3芦 56 丹内 祐次深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 有限会社
ケイズ 494± 01：22．9 18．5�

23 � ローエキスキーズ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 和美氏 池添 学 愛
Britannia
T’Breds & The
Hon R J Arculli

458＋16 〃 クビ 6．4�
24 プリンセスノワール 牝3黒鹿54 石橋 脩 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456＋14 〃 クビ 13．7�
611 タガノガジュマル 牡3黒鹿56 北村 友一八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 426± 0 〃 ハナ 1．2�
59 サ ム ラ イ 牡3栗 56

54 △長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤牧場 490＋ 2 〃 ハナ 132．3	
714 フ ラ マ ブ ル 牝3栗 54

52 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 426± 01：23．32� 23．7


715 オニニカナボー 牡3鹿 56
53 ▲原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 高田 良一 470＋101：23．4	 581．7�

36 レジェンダリー 牡3芦 56 横山 和生岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新冠 タニグチ牧場 462＋ 61：23．61
 58．1�
11 メイショウウララカ 牝3黒鹿54 D．バルジュー 松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 406＋ 4 〃 クビ 74．8

（伊）

818 マ オ ウ 牡3鹿 56
53 ▲坂井 瑠星大塚 亮一氏 須貝 尚介 浦河 ガーベラパー

クスタツド B496＋101：23．91	 50．5�
510 キングジャスパー 牡3青鹿56 丸山 元気�ラ・メール 森田 直行 新ひだか 野坂牧場 494＋ 41：24．0	 148．3�
48 ダーウィンノオシエ 牡3黒鹿56 伊藤 工真福田 光博氏 加藤 和宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 456＋ 81：24．1クビ 394．6�
47 シゲルイブリカマス 牝3鹿 54 酒井 学森中 蕃氏 日吉 正和 日高 高山 博 462＋201：24．2	 414．1�
612 シャイニーレディ 牝3栗 54 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 470－ 41：24．3クビ 212．8�
35 ルガノスター 牝3鹿 54 幸 英明堀 祥子氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 クビ 64．1�
817 ルミナスエレメント 牡3鹿 56 太宰 啓介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 488＋121：24．51
 18．4�
816 モ ヒ カ ン 牡3鹿 56 勝浦 正樹内田 玄祥氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 428＋ 21：24．82 131．3�
12 プ レ シ ャ ス 牝3鹿 54 黛 弘人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 438＋ 41：25．97 537．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，016，800円 複勝： 77，851，300円 枠連： 12，609，600円
馬連： 32，649，600円 馬単： 23，880，200円 ワイド： 20，253，500円
3連複： 44，830，700円 3連単： 74，030，700円 計： 307，122，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 990円 � 530円 � 870円 枠 連（2－7） 2，110円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 12，480円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，570円 �� 970円

3 連 複 ��� 10，780円 3 連 単 ��� 74，850円

票 数

単勝票数 計 210168 的中 � 9061（5番人気）
複勝票数 計 778513 的中 � 20172（4番人気）� 41027（2番人気）� 23362（3番人気）
枠連票数 計 126096 的中 （2－7） 4615（6番人気）
馬連票数 計 326496 的中 �� 4154（14番人気）
馬単票数 計 238802 的中 �� 1435（29番人気）
ワイド票数 計 202535 的中 �� 4058（12番人気）�� 3281（15番人気）�� 5467（9番人気）
3連複票数 計 448307 的中 ��� 3118（34番人気）
3連単票数 計 740307 的中 ��� 717（188番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―12．0―11．6―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．3―47．3―58．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイシックス �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2015．8．22 新潟6着

2013．4．17生 牡3芦 母 トシメロディー 母母 サツマリーベ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 オニニカナボー号の騎手原田和真は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・11番・4番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジュリアス号・ラブリーラッフル号
（非抽選馬） 1頭 ローレルジャック号
※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13日 曇 良 （28中京2）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：10．1
1：08．7

重
重

713 サ ン キ ュ ー 牡3栗 56 藤懸 貴志市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 498± 01：12．8 30．0�

59 ベルウッドタマド 牡3鹿 56 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 470－141：14．07 30．1�
12 マイネルゴール 牡3鹿 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 450＋ 6 〃 クビ 10．0�
11 グロウインザダーク �3鹿 56 横山 和生 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 482＋ 81：14．1� 28．7�
816 トキメキアイナ 牝3鹿 54 酒井 学片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 庄野牧場 444－ 41：14．2� 39．4	
36 マルターズゲイル 牡3青鹿56 勝浦 正樹藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 486± 01：14．41� 1．7

48 カノヤルジャンドル 牝3鹿 54 幸 英明神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 442－ 21：14．82� 95．7�
815 ロマンコスモ �3栗 56 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 500＋ 21：14．9� 12．7�
47 スフバータル 牡3栗 56 西村 太一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 454± 01：15．11� 6．2
510 シゲルサツキサバ 牡3鹿 56 D．バルジュー 森中 蕃氏 坂口 正則 浦河 王蔵牧場 464＋ 81：15．63 6．8�

（伊）

611 シゲルアカカマス �3栗 56 小坂 忠士森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 494－ 41：16．13 273．3�

24 ウインドパス 牡3黒鹿 56
53 ▲森 裕太朗福原 正博氏 鈴木 孝志 平取 川向高橋育

成牧場 424－ 21：16．63 82．7�
23 シンボリアース 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 丸幸小林牧場 440－ 61：16．81� 278．6�
714 キュートガール 牝3青鹿54 伊藤 工真古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 408－121：17．86 146．9�
35 アイファーキャロル 牝3黒鹿54 柴田 未崎中島 稔氏 柴田 光陽 日高 坂戸 節子 380 ―1：18．11� 150．3�
612 ショウナンサーフ 牡3鹿 56 北村 友一国本 哲秀氏 浜田多実雄 新冠 ムラカミファーム 462－121：18．2� 108．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，885，800円 複勝： 23，338，200円 枠連： 10，059，500円
馬連： 29，015，300円 馬単： 17，956，800円 ワイド： 19，626，300円
3連複： 43，068，100円 3連単： 62，530，800円 計： 221，480，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，000円 複 勝 � 850円 � 700円 � 290円 枠 連（5－7） 6，240円

馬 連 �� 29，780円 馬 単 �� 61，210円

ワ イ ド �� 5，470円 �� 3，020円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 74，770円 3 連 単 ��� 374，660円

票 数

単勝票数 計 158858 的中 � 4224（7番人気）
複勝票数 計 233382 的中 � 6702（9番人気）� 8269（6番人気）� 24278（3番人気）
枠連票数 計 100595 的中 （5－7） 1249（14番人気）
馬連票数 計 290153 的中 �� 755（47番人気）
馬単票数 計 179568 的中 �� 220（92番人気）
ワイド票数 計 196263 的中 �� 915（38番人気）�� 1674（30番人気）�� 2442（17番人気）
3連複票数 計 430681 的中 ��� 432（125番人気）
3連単票数 計 625308 的中 ��� 121（615番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．9―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―24．2―36．1―48．3―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン キ ュ ー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．8．23 札幌11着

2013．3．30生 牡3栗 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キュートガール号・アイファーキャロル号・ショウナンサーフ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成28年4月13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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オレンジガール号・ジークフリート号
（非抽選馬） 3頭 エバーチェンジング号・エーティーチャンプ号・サノライド号
※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。

08016 3月13日 曇 良 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム3：17．2良

46 � ニューコネクション 牡9栗 60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 498± 03：19．7 7．6�
22 サウスビクトル 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 478－ 23：20．33� 13．5�
814 メイショウヒデタダ 牡7黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 484－ 43：20．4� 2．9�
57 � グリーティングワン 牡6黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 23：20．93 16．9�
11 ビッグチャンピオン 牡4黒鹿59 小野寺祐太坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 B500－ 43：21．64 136．9�
34 ア ビ ス コ 牡6芦 60 金子 光希金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 498＋ 63：22．34 23．6	
712 グッドカフェ 	8青鹿60 中村 将之杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 488－ 43：22．4クビ 2．1

610 サンディアタッチ 牝4黒鹿57 ▲原田 和真飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 448＋ 43：23．14 125．4�
45 
 ローレンルーナ 	7鹿 60 山本 康志林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 482－ 63：25．1大差 70．6�
711 メイショウハイネス 牡4鹿 59 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490－ 23：26．69 66．2
813 バイオレットムーン 牡6栗 60 難波 剛健池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 530＋ 43：28．210 45．9�
69 
� バルバドスブルー 	6鹿 60 草野 太郎 �ブルーマネジメント松山 将樹 米 Dell Ridge

Farm, LLC 526＋193：31．8大差 113．3�
33 マッカナバラ 牝4芦 57 白浜 雄造�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 450－ 83：31．9� 29．6�
58 ヤマホトトギス 牝5鹿 58 高野 和馬江川 伸夫氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 478＋103：33．28 45．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，827，400円 複勝： 13，772，700円 枠連： 8，528，300円
馬連： 22，631，000円 馬単： 13，821，200円 ワイド： 14，607，500円
3連複： 35，462，300円 3連単： 56，021，800円 計： 176，672，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 200円 � 270円 � 150円 枠 連（2－4） 3，390円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 8，520円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 590円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 31，880円

票 数

単勝票数 計 118274 的中 � 12348（3番人気）
複勝票数 計 137727 的中 � 17306（3番人気）� 11107（5番人気）� 29099（2番人気）
枠連票数 計 85283 的中 （2－4） 1947（11番人気）
馬連票数 計 226310 的中 �� 4565（10番人気）
馬単票数 計 138212 的中 �� 1216（20番人気）
ワイド票数 計 146075 的中 �� 2942（9番人気）�� 6619（4番人気）�� 4929（7番人気）
3連複票数 計 354623 的中 ��� 6744（11番人気）
3連単票数 計 560218 的中 ��� 1274（78番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．9－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

�ニューコネクション �
�
父 アルカセット �

�
母父 Theatrical

2007．2．25生 牡9栗 母 カーテンコールⅡ 母母 Highest Estimate 障害：6戦1勝 賞金 10，050，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノチョモラーリ号
（非抽選馬） 1頭 デンコウハシャ号



08017 3月13日 曇 良 （28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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム3：17．2良

711 ア ロ ヒ ラ ニ 牡7黒鹿60 石神 深一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450－ 63：17．7 9．9�
11 スマートギア 牡11栗 60

57 ▲原田 和真岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 472± 03：17．8� 6．9�
712 ウインイルソーレ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 490－ 23：17．9� 3．1�
610 ヤマニンブルジョン 牡6栗 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 494－ 23：19．28 2．5�
57 ザ ラ ス ト ロ 牡6鹿 60 山本 康志髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 484＋123：19．3� 20．2	
33 モリトブイコール �8栗 60 高野 和馬石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 492－ 43：19．4� 25．1

814 テイエムナデューラ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 タニグチ牧場 458＋ 43：20．99 20．0�
22 デンコウコハク 牝4栗 57 田村 太雅田中 康弘氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 460－ 23：21．43 217．7�
58 シゲルオウシザ 牡6栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 520－ 83：21．6� 44．8
46 � エクセレントミノル 牡5鹿 60 熊沢 重文吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 482－ 23：21．92 17．5�
34 � メイショウトキムネ 牡5鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 480± 03：22．11� 37．4�
69 クリノヤクマン 牡4鹿 59 大江原 圭栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 500± 03：24．4大差 222．0�
45 � スズカロードスター 牡6鹿 60 上野 翔永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 476＋103：26．5大差 206．6�
813 メイショウロフウ 牡6黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 488＋ 63：28．6大差 30．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，156，400円 複勝： 23，491，700円 枠連： 11，777，800円
馬連： 24，944，200円 馬単： 15，086，300円 ワイド： 17，679，900円
3連複： 42，041，700円 3連単： 59，477，000円 計： 208，655，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 240円 � 150円 枠 連（1－7） 1，120円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 650円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 29，450円

票 数

単勝票数 計 141564 的中 � 11383（4番人気）
複勝票数 計 234917 的中 � 17815（4番人気）� 22926（3番人気）� 50513（2番人気）
枠連票数 計 117778 的中 （1－7） 8101（2番人気）
馬連票数 計 249442 的中 �� 5437（13番人気）
馬単票数 計 150863 的中 �� 1502（28番人気）
ワイド票数 計 176799 的中 �� 3897（13番人気）�� 7005（5番人気）�� 8859（4番人気）
3連複票数 計 420417 的中 ��� 8119（10番人気）
3連単票数 計 594770 的中 ��� 1464（87番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 52．1－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ロ ヒ ラ ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．3 中山3着

2009．4．20生 牡7黒鹿 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 障害：2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 メイショウトキムネ号の騎手小坂忠士は，2周目4号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：7番）

モリトブイコール号の騎手高野和馬は，2周目4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金
10，000円。（被害馬：4番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クラウンフレイム号・ブリッツカイザー号

08018 3月13日 曇 良 （28中京2）第2日 第6競走 ��
��1，900�サラブレッド系3歳

発走12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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

79 ケイツートール 牡3青鹿56 丸山 元気楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 484－ 42：02．3 1．4�
22 ウィーバービル 牡3栗 56 D．バルジュー �サンデーレーシング 木村 哲也 浦河 中村 雅明 B514－122：02．83 5．4�

（伊）

44 タマモベルガモ 牡3栗 56 熊沢 重文タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 476± 02：03．54 20．8�
811 サムライフォンテン 牡3黒鹿56 太宰 啓介吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 472± 02：03．6クビ 17．7�
812 ケンブリッジエス 牡3栗 56 松山 弘平中西 宏彰氏 山内 研二 新冠 川上牧場 454± 02：03．81� 106．6	
11 メメニシコリ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 44．4

33 ノーブルポセイドン 牡3栗 56 横山 和生吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 510＋ 42：03．9クビ 81．9�
56 ベストインザスカイ 牡3鹿 56 畑端 省吾飯田 正剛氏 �島 一歩 新ひだか 千代田牧場 B498－ 42：04．64 14．2�
710 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 62：05．13 6．8
68 サンストックトン 牡3鹿 56 丹内 祐次加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 大北牧場 486－ 82：06．05 256．1�
55 ノーザンエンブレム 牝3黒鹿54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 460－ 82：06．95 159．1�
67 バンダムザミステリ 牡3鹿 56 五十嵐雄祐山科 統氏 尾形 和幸 新ひだか 藤巻 則弘 504＋ 22：07．96 231．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，191，600円 複勝： 72，102，400円 枠連： 8，523，300円
馬連： 27，080，900円 馬単： 23，834，100円 ワイド： 19，614，000円
3連複： 42，152，100円 3連単： 87，865，700円 計： 298，364，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 220円 枠 連（2－7） 270円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 180円 �� 370円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 171916 的中 � 94400（1番人気）
複勝票数 計 721024 的中 � 568192（1番人気）� 43215（2番人気）� 16880（5番人気）
枠連票数 計 85233 的中 （2－7） 23892（1番人気）
馬連票数 計 270809 的中 �� 57747（1番人気）
馬単票数 計 238341 的中 �� 37906（1番人気）
ワイド票数 計 196140 的中 �� 33341（1番人気）�� 12633（5番人気）�� 5768（9番人気）
3連複票数 計 421521 的中 ��� 27639（4番人気）
3連単票数 計 878657 的中 ��� 23617（6番人気）

ハロンタイム 7．2―11．7―12．2―13．6―13．4―13．1―12．7―12．9―12．4―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．9―31．1―44．7―58．1―1：11．2―1：23．9―1：36．8―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイツートール �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Capote デビュー 2015．9．5 札幌14着

2013．5．12生 牡3青鹿 母 アジアンリゾート 母母 シルバージョイ 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンダムザミステリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月13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。



08019 3月13日 曇 良 （28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）

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
1：48．9
1：47．8

重
重

11 ベーリングメファ 牝4栗 55 D．バルジュー 手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 佐竹 学 452＋ 21：54．3 2．1�
（伊）

56 コマノサラサ 牝4栗 55 幸 英明長谷川芳信氏 庄野 靖志 新ひだか 西川富岡牧場 464± 0 〃 ハナ 5．9�
55 シュシュブリーズ 牝5黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋121：54．83 6．1�
68 � バードオンアスク 牝5鹿 55 柴田 善臣戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 486－ 41：55．33 11．4�
812� サンレイフレンチ 牝5栗 55 太宰 啓介永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 414－ 21：55．4� 58．7�
67 リースリング 牝5栗 55 勝浦 正樹池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 454± 01：55．71� 7．4	
22 メイショウサルーテ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 502± 01：56．01� 10．3

44 カノンブルー 牝4鹿 55 横山 和生 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 450± 01：56．42� 41．2�
79 ワクワクキリシマ 牝5鹿 55 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 2 〃 アタマ 17．0
811 ハッピーセーラー 牝5鹿 55 丸山 元気合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 484－171：57．35 149．2�
33 コスモナオス 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 422± 01：57．93� 35．1�
710� サウスポールツアー 牝4栗 55 川島 信二海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 416－ 62：00．1大差 105．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，065，000円 複勝： 24，677，900円 枠連： 10，435，900円
馬連： 32，198，200円 馬単： 18，833，200円 ワイド： 20，588，900円
3連複： 48，174，500円 3連単： 73，725，300円 計： 246，698，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 210円 � 170円 枠 連（1－5） 430円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 430円 �� 330円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 7，350円

票 数

単勝票数 計 180650 的中 � 65786（1番人気）
複勝票数 計 246779 的中 � 60938（1番人気）� 25610（5番人気）� 34594（3番人気）
枠連票数 計 104359 的中 （1－5） 18402（2番人気）
馬連票数 計 321982 的中 �� 22053（3番人気）
馬単票数 計 188332 的中 �� 7952（4番人気）
ワイド票数 計 205889 的中 �� 12340（3番人気）�� 17038（2番人気）�� 7783（7番人気）
3連複票数 計 481745 的中 ��� 24646（1番人気）
3連単票数 計 737253 的中 ��� 7268（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―25．5―38．4―50．9―1：03．8―1：17．0―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ベーリングメファ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 Bering デビュー 2014．10．18 京都2着

2012．2．20生 牝4栗 母 ミレニアムポップ 母母 Snowdrop 17戦2勝 賞金 26，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウスポールツアー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月13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。

08020 3月13日 曇 良 （28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45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
1：21．9
1：21．5

良
不良

23 ウインヴォイジャー 牡5芦 57 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 B530－ 61：25．6 5．3�
59 ナンヨーアイリッド 牡4栗 57 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 484＋ 2 〃 クビ 11．7�
510 ラ ミ ー ロ 牡4栗 57

54 ▲原田 和真門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか 原口牧場 478－ 61：25．7� 133．7�
36 サトノバセロン �5青鹿57 川島 信二里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 ハナ 90．0�
611 フィンデルムンド 牡8鹿 57

55 △伴 啓太 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 アタマ 19．8	
48 レイヨンヴェール 牝5黒鹿55 宮崎 北斗 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 492－141：25．91� 10．2

612	 インスタイル �5鹿 57 松山 弘平岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：26．32
 13．9�
24 ロマンシーズ 牡5鹿 57 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516－ 4 〃 アタマ 125．4�
816 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 81：26．4クビ 12．3
35 ガンマーフォンテン 牡4栗 57 太宰 啓介吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 496－ 4 〃 ハナ 106．8�
12 ハッピーサークル 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 482＋ 6 〃 クビ 4．2�
713 ペプチドアルマ 牡4黒鹿57 畑端 省吾沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 456－ 4 〃 ハナ 2．6�
815	 ミズーリスカイ 牡4鹿 57 古川 吉洋伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B474＋ 11：26．5クビ 146．3�
714	 テーオークリスエス 牡6鹿 57 横山 和生小笹 公也氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 508＋ 41：26．92
 63．9�
47 スリーカラーナンゴ 牡5鹿 57

54 ▲坂井 瑠星永井商事� 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 458＋201：27．0クビ 111．7�
11 	 ヤレバデキルコ 牡5黒鹿57 伊藤 工真藤枝 眞澄氏 菊川 正達 日高 中前牧場 486－ 61：27．31� 159．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，014，400円 複勝： 25，840，700円 枠連： 10，865，300円
馬連： 36，456，600円 馬単： 18，105，200円 ワイド： 22，341，800円
3連複： 51，859，000円 3連単： 70，184，300円 計： 252，667，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 310円 � 3，730円 枠 連（2－5） 3，490円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 10，280円 �� 13，910円

3 連 複 ��� 131，390円 3 連 単 ��� 519，220円

票 数

単勝票数 計 170144 的中 � 25355（3番人気）
複勝票数 計 258407 的中 � 37153（3番人気）� 22752（4番人気）� 1438（15番人気）
枠連票数 計 108653 的中 （2－5） 2408（17番人気）
馬連票数 計 364566 的中 �� 9006（13番人気）
馬単票数 計 181052 的中 �� 2367（24番人気）
ワイド票数 計 223418 的中 �� 5494（12番人気）�� 549（57番人気）�� 405（71番人気）
3連複票数 計 518590 的中 ��� 296（193番人気）
3連単票数 計 701843 的中 ��� 98（852番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．2―12．9―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．2―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインヴォイジャー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 El Prado デビュー 2013．8．3 函館10着

2011．1．26生 牡5芦 母 スイートプラド 母母 Kenbu 19戦2勝 賞金 36，130，000円
［他本会外：2戦1勝］



08021 3月13日 曇 良 （28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

44 ナスノセイカン 牡4鹿 57 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 470－ 42：01．5 3．5�

78 エアピザレー 牡5栗 57 幸 英明 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 ハナ 5．9�
55 カレングランブルー 牡5栗 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 452－122：01．82 7．7�
77 レジメンタル 牡4栗 57 D．バルジュー �G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442－ 22：02．54 2．8�

（伊）

810 スターチェイサー 牡4芦 57 北村 友一 	スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B484－ 42：02．6� 13．0

22 スカーレットデビル 牡4鹿 57 勝浦 正樹片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 480＋ 82：02．92 11．1�
89 コスモアルドラ 牡4鹿 57 黛 弘人岡田 繁幸氏 水野 貴広 浦河 帰山 清貴 532－ 2 〃 アタマ 73．9�
66 コーラルタワー 牡6黒鹿 57

55 △長岡 禎仁田和 廣通氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 450＋ 82：03．22 13．3
11 � シャドウゲーム �6鹿 57 古川 吉洋飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 16．4�
33 � トーセンリュー 牡6黒鹿57 武 幸四郎島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 522－122：06．0大差 100．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，848，800円 複勝： 24，457，300円 枠連： 9，962，600円
馬連： 35，316，400円 馬単： 22，052，600円 ワイド： 20，471，200円
3連複： 46，047，400円 3連単： 82，441，200円 計： 259，597，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 190円 � 250円 枠 連（4－7） 390円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 470円 �� 590円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 16，440円

票 数

単勝票数 計 188488 的中 � 42419（2番人気）
複勝票数 計 244573 的中 � 51194（2番人気）� 32173（3番人気）� 21797（5番人気）
枠連票数 計 99626 的中 （4－7） 19488（1番人気）
馬連票数 計 353164 的中 �� 23852（3番人気）
馬単票数 計 220526 的中 �� 7527（5番人気）
ワイド票数 計 204712 的中 �� 11570（4番人気）�� 8905（8番人気）�� 6224（13番人気）
3連複票数 計 460474 的中 ��� 12351（9番人気）
3連単票数 計 824412 的中 ��� 3635（58番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．7―13．1―13．1―12．5―11．7―11．8―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―36．0―49．1―1：02．2―1：14．7―1：26．4―1：38．2―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．1
1
3
・（5，10）－1，2－6（8，9）7＝4－3・（5，10）2（1，6）（9，7）8，4－3

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

勝馬の
紹 介

ナスノセイカン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．11．8 東京4着

2012．5．23生 牡4鹿 母 ナスノフィオナ 母母 ナスノフローラ 14戦2勝 賞金 16，920，000円
〔制裁〕 エアピザレー号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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13日 曇 良 （28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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 ダノンフェイス 牡3黒鹿56 石橋 脩�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 520－ 41：24．4 3．6�
34 スリラーインマニラ 牡3鹿 56 丹内 祐次古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 438－ 41：24．72 25．0�
814� エルフィンコーブ 牝3鹿 54 松山 弘平吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

494－ 8 〃 クビ 5．7�
22 ビービーサレンダー 牡3鹿 56 伊藤 工真�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 474－ 41：24．8クビ 58．0�
11 ディーズプラネット 牝3芦 54 黛 弘人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 496＋ 8 〃 クビ 31．3	
23 プレスティージオ 牡3栗 56 北村 友一奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 三木田牧場 472－ 21：24．9クビ 9．1

610 ロンドンタウン 牡3鹿 56 勝浦 正樹薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 502－ 21：25．0	 12．0�
712� ゴルゴバローズ 牡3鹿 56 D．バルジュー 猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden

Brook Farm 512－ 21：25．1
 3．8�
（伊）

46 � トッコディルーチェ 牡3鹿 56 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米
Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

490－ 6 〃 クビ 20．6
611 ドライヴナイト 牡3黒鹿56 太宰 啓介桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 504＋ 41：25．2	 20．7�
59 カ ネ ノ イ ロ 牡3鹿 56 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 450± 01：25．3	 13．7�
47 ウィズエモーション 牝3鹿 54 幸 英明 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 472± 01：25．4クビ 77．7�
35 メイショウカネサダ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 496－ 2 〃 アタマ 15．8�
713 コージェント 牡3鹿 56 丸山 元気水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 534＋ 41：25．5
 120．7�
58 マシェリガール 牝3黒鹿54 武 幸四郎島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B478－141：25．92	 152．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 43，579，100円 複勝： 59，477，600円 枠連： 23，075，200円
馬連： 89，749，400円 馬単： 40，750，200円 ワイド： 52，580，700円
3連複： 123，055，900円 3連単： 165，334，900円 計： 597，603，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 550円 � 210円 枠 連（3－8） 1，110円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 9，830円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 540円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 66，810円

票 数

単勝票数 計 435791 的中 � 94831（1番人気）
複勝票数 計 594776 的中 � 105801（2番人気）� 22157（9番人気）� 76140（3番人気）
枠連票数 計 230752 的中 （3－8） 16049（4番人気）
馬連票数 計 897494 的中 �� 12893（19番人気）
馬単票数 計 407502 的中 �� 3109（36番人気）
ワイド票数 計 525807 的中 �� 7938（18番人気）�� 27044（3番人気）�� 4886（35番人気）
3連複票数 計1230559 的中 ��� 7652（37番人気）
3連単票数 計1653349 的中 ��� 1794（198番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．7―12．2―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．8―47．0―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフェイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 牡3黒鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 3戦2勝 賞金 25，736，000円
〔制裁〕 ビービーサレンダー号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：1

番・5番・11番）
※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13日 曇 良 （28中京2）第2日 第11競走 ��
��1，400�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 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000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
1：20．0
1：19．0

良
良

57 ラインスピリット 牡5黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 432－ 61：21．4 12．2�
712 トーキングドラム 牡6鹿 57 丸山 元気下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 476－ 21：21．5� 1．9�
11 ゴーハンティング 	8黒鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 516＋161：21．6
 37．9�
22 マンボネフュー 牡6青 57 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 4 〃 クビ 7．0	

58 ウインフェニックス 牡5鹿 57 黛 弘人�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 472± 0 〃 クビ 9．1

33 � アドマイヤイナズマ 牡6青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 B516＋141：21．81� 30．0�
46 シルクドリーマー 牡7鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 488± 01：21．9
 27．4�
610 アドマイヤドバイ 牡6鹿 57 幸 英明近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 470＋ 81：22．0クビ 32．4
34 ローガンサファイア 牝6鹿 55 酒井 学 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454－ 21：22．1
 35．6�
45 ダイナミックガイ 牡6栗 57 三津谷隼人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 496± 0 〃 クビ 125．5�
813 メドウヒルズ 牡5栗 57 古川 吉洋�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム B464± 0 〃 クビ 30．7�
711 ロ ノ 牡7黒鹿57 D．バルジュー 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 476＋ 61：22．52
 107．2�

（伊）

69 レッドルモンド 牡4青鹿57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518－ 81：22．6クビ 6．7�
814 タガノザイオン 牡9鹿 57 太宰 啓介八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492± 01：23．45 26．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 47，197，100円 複勝： 58，298，300円 枠連： 36，119，700円
馬連： 164，419，800円 馬単： 78，839，300円 ワイド： 69，876，500円
3連複： 233，646，100円 3連単： 368，532，800円 計： 1，056，929，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 330円 � 130円 � 610円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 640円 �� 4，880円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 13，380円 3 連 単 ��� 82，180円

票 数

単勝票数 計 471971 的中 � 30814（5番人気）
複勝票数 計 582983 的中 � 36140（5番人気）� 182600（1番人気）� 17147（11番人気）
枠連票数 計 361197 的中 （5－7） 49074（1番人気）
馬連票数 計1644198 的中 �� 81930（4番人気）
馬単票数 計 788393 的中 �� 14229（11番人気）
ワイド票数 計 698765 的中 �� 29600（4番人気）�� 3494（52番人気）�� 16117（11番人気）
3連複票数 計2336461 的中 ��� 13088（41番人気）
3連単票数 計3685328 的中 ��� 3251（249番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．3―35．1―47．1―58．6―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．3
3 3（7，12）（2，4，10，13）（9，11）（1，8，14）（5，6） 4 3（7，12）（2，10，13）4（1，9，11）（8，14）5，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインスピリット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．10 小倉2着

2011．3．26生 牡5黒鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ 23戦5勝 賞金 103，248，000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。

08024 3月13日 曇 良 （28中京2）第2日 第12競走 ��
��1，600�

かしこじま

賢 島 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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

56 � ストーンウェア 牡4鹿 57 北村 友一吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 466－ 21：35．2 2．5�
79 トップアート 牡5鹿 57 酒井 学青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B448－ 21：35．41	 26．7�
55 インストアイベント 牡6栗 57 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490± 01：35．5クビ 32．5�
67 アルパーシャン 牡4栗 57 太宰 啓介�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 460－ 41：35．71 5．1�
68 サトノフェラーリ 牡5鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B462－10 〃 クビ 5．6�
710 シュヴァリエ 牝5栗 55 古川 吉洋 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 462＋ 4 〃 クビ 54．6

33 サーサルヴァトーレ 牡4黒鹿57 D．バルジュー �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：35．8
 13．2�

（伊）

811� レインボーラヴラヴ 牝5青鹿55 松山 弘平飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 452± 0 〃 ハナ 6．2�
11 マダムジルウェット 牝5鹿 55 勝浦 正樹	ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 488－ 2 〃 ハナ 10．7
44 ウインソワレ 牝4鹿 55 幸 英明	ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 460－ 61：35．9クビ 52．9�
812 オンタケハート 牡5鹿 57 石橋 脩宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 482－ 21：36．0	 17．8�
22 ジェットコルサ 牡4青 57 丸山 元気尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 476－ 21：36．21� 173．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，818，700円 複勝： 54，611，200円 枠連： 22，111，900円
馬連： 103，025，300円 馬単： 41，079，600円 ワイド： 48，227，100円
3連複： 112，955，800円 3連単： 182，089，700円 計： 603，919，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 510円 � 530円 枠 連（5－7） 2，150円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，110円 �� 4，640円

3 連 複 ��� 19，080円 3 連 単 ��� 67，110円

票 数

単勝票数 計 398187 的中 � 122684（1番人気）
複勝票数 計 546112 的中 � 152981（1番人気）� 21527（8番人気）� 20747（9番人気）
枠連票数 計 221119 的中 （5－7） 7952（9番人気）
馬連票数 計1030253 的中 �� 26875（11番人気）
馬単票数 計 410796 的中 �� 6809（17番人気）
ワイド票数 計 482271 的中 �� 11077（13番人気）�� 11408（12番人気）�� 2587（43番人気）
3連複票数 計1129558 的中 ��� 4438（61番人気）
3連単票数 計1820897 的中 ��� 1967（233番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．2―47．9―1：00．2―1：12．2―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

�ストーンウェア �
�
父 Birdstone �

�
母父 Geiger Counter デビュー 2014．10．25 京都2着

2012．1．30生 牡4鹿 母 Antique Auction 母母 Old Stuff 12戦3勝 賞金 55，213，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 インストアイベント号の騎手横山和生は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※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



（28中京2）第2日 3月13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 165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

200，420，000円
5，760，000円
1，350，000円
20，430，000円
61，341，000円
5，919，600円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
279，923，600円
479，916，800円
171，116，700円
627，400，900円
331，502，100円
346，190，300円
867，907，500円
1，343，439，400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 4，447，397，300円

総入場人員 12，271名 （有料入場人員 10，988名）
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