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08025 3月19日 曇 不良 （28中京2）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時55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

815 キョウワクロニクル 牝3栗 54
52 △井上 敏樹�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 458－ 61：25．8 6．1�

611 ア リ ッ サ ム 牝3黒鹿54 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464－ 2 〃 クビ 1．4�

510 セトノチーター 牝3栗 54 幸 英明難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 438－ 61：26．11� 8．7�
35 ピントゥリッキオ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 452－ 41：26．52� 17．6�
（独）

11 サ ノ ル ア 牝3黒鹿54 柴山 雄一ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 436－ 11：26．71� 304．2�
36 サトノベリーニ 牝3栗 54 岩田 康誠里見 治氏 須貝 尚介 新ひだか フジワラフアーム 446± 01：26．8� 17．6	
48 シゲルニジョウサバ 牝3鹿 54 D．バルジュー 森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 武 牧場 450＋ 6 〃 クビ 186．6


（伊）

612 グッドスカイ 牝3黒鹿54 松山 弘平杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 454－201：26．9� 28．8�
47 デイジーベル 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 59．4�
12 クリノアローハ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政栗本 博晴氏 谷 潔 新冠 村田牧場 472＋301：27．32� 43．5
23 ヨドノローズ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子海原 聖一氏 高橋 義忠 浦河 林農場 440± 0 〃 ハナ 18．6�

59 ヴ ェ ニ ッ ト 牝3黒鹿54 蛯名 正義�佐藤牧場 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 484－181：27．4クビ 40．0�
（法634）

714 リフリジェレーター 牝3鹿 54 黛 弘人青山 英昭氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 474－10 〃 クビ 206．1�
24 マルヨナオミ 牝3鹿 54 高倉 稜野村 春行氏 高橋 康之 浦河 鈴木 武蔵 438－161：28．14 458．2�
713 イチオクノユメ 牝3栗 54 松岡 正海鎌田 博�氏 伊藤 伸一 新ひだか 大典牧場 462 ―1：28．42 118．3�
816 ゼットエルサ 牝3芦 54 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 前川 正美 428－ 81：29．03� 173．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，427，900円 複勝： 68，254，300円 枠連： 11，913，400円
馬連： 40，885，700円 馬単： 27，269，400円 ワイド： 29，577，300円
3連複： 63，183，400円 3連単： 97，768，300円 計： 362，279，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 180円 �� 390円 �� 200円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 3，820円

票 数

単勝票数 計 234279 的中 � 30446（2番人気）
複勝票数 計 682543 的中 � 59798（2番人気）� 471498（1番人気）� 43265（3番人気）
枠連票数 計 119134 的中 （6－8） 22110（2番人気）
馬連票数 計 408857 的中 �� 74154（1番人気）
馬単票数 計 272694 的中 �� 18003（4番人気）
ワイド票数 計 295773 的中 �� 46672（1番人気）�� 15760（5番人気）�� 38359（2番人気）
3連複票数 計 631834 的中 ��� 68777（1番人気）
3連単票数 計 977683 的中 ��� 18554（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．5―48．1―1：00．6―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワクロニクル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2015．12．27 中山7着

2013．4．14生 牝3栗 母 キョウワキララ 母母 キョウワエンプレス 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 クリノアローハ号の騎手城戸義政は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・4番・5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。
（非抽選馬） 3頭 エイシンイマコマチ号・タンゴファイヤー号・ポテンツァ号
※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。

08026 3月19日 曇 不良 （28中京2）第3日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10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
1：08．0
1：06．5

良
良

612 カネトシボヌール 牡3鹿 56 北村 友一兼松 昌男氏 五十嵐忠男 浦河 高昭牧場 444± 01：12．1 42．7�
36 パーリオミノル 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 436－ 41：12．52� 29．2�
59 � ジングルベルロック 牝3青鹿54 D．バルジュー 吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-

beth Vidal 450＋ 4 〃 アタマ 1．6�
（伊）

24 ベ ル ロ ッ ク 	3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 524－ 81：12．92� 24．2�
35 シ ー オ ー ク 牝3栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム 466 ―1：13．0クビ 12．0�
713 エルブランシュ 牝3鹿 54 田中 勝春 	ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 小池 博幸 442－ 6 〃 ハナ 65．9

23 フラヴィニー 牝3鹿 54 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 むかわ 市川牧場 460－201：13．21
 514．6�
714 テーオーバーキン 牝3鹿 54

51 ▲荻野 極小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 440＋ 4 〃 アタマ 93．2�
715 スマートシモーヌ 牝3鹿 54 武 豊大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 424± 01：13．3� 8．2
818 サカジロテンオー 牡3鹿 56 幸 英明ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 486＋ 21：13．72� 5．5�
12 キョウエイブレイン 牡3鹿 56 吉田 豊田中 晴夫氏 森田 直行 日高 広富牧場 440 ― 〃 クビ 195．1�
817 ダンガンウーマン 牝3鹿 54 蛯名 正義ロイヤルパーク 岡田 稲男 浦河 まるとみ冨岡牧場 446－ 61：13．91 25．6�
611 ハクサンメジャー 牝3栗 54 小牧 太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 田湯牧場 460 ―1：14．21� 53．7�
48 オンマイステージ 牝3芦 54 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠 秋田牧場 442＋101：14．3クビ 23．6�

（独）

510 ヘッドストロング 牡3鹿 56
54 △城戸 義政 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 21：14．4� 217．7�

816 ヴ ェ レ ー ナ 牝3栗 54 黛 弘人細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 424＋ 21：14．5� 377．5�
11 ディープコレット 牡3黒鹿56 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新冠 ハシモトフアーム 476－161：15．24 259．0�
47 タ レ イ ア 牝3鹿 54 宮崎 北斗畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 444－ 41：15．41
 801．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，446，000円 複勝： 43，142，400円 枠連： 12，858，900円
馬連： 40，874，400円 馬単： 24，894，100円 ワイド： 29，044，200円
3連複： 60，057，800円 3連単： 83，951，100円 計： 319，268，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，270円 複 勝 � 640円 � 400円 � 110円 枠 連（3－6） 6，720円

馬 連 �� 28，280円 馬 単 �� 63，290円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 1，250円 �� 710円

3 連 複 ��� 14，930円 3 連 単 ��� 218，930円

票 数

単勝票数 計 244460 的中 � 4570（9番人気）
複勝票数 計 431424 的中 � 9818（9番人気）� 16949（5番人気）� 197642（1番人気）
枠連票数 計 128589 的中 （3－6） 1481（17番人気）
馬連票数 計 408744 的中 �� 1120（47番人気）
馬単票数 計 248941 的中 �� 295（95番人気）
ワイド票数 計 290442 的中 �� 1535（37番人気）�� 5952（12番人気）�� 10989（6番人気）
3連複票数 計 600578 的中 ��� 3016（42番人気）
3連単票数 計 839511 的中 ��� 278（456番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．8―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．0―46．8―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．1
3 ・（6，9）（10，11）（4，8，13）（14，18）（12，17）7，15（3，5）1，16－2 4 ・（6，9）－（4，8，10，11）12，18，13，14，17，7，15（3，5）－1，16－2

勝馬の
紹 介

カネトシボヌール �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．12．19 阪神15着

2013．4．18生 牡3鹿 母 ピエネヴェーレ 母母 リーインフォースト 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 タレイア号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディープコレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月19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。

第２回 中京競馬 第３日



08027 3月19日 曇 不良 （28中京2）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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

815 ニケトップラン 牝3鹿 54
53 ☆石川裕紀人島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 61：12．2 2．8�
24 タガノシェーヴル 牡3栗 56 北村 友一八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 424－ 21：13．47 5．2�
11 リ リ ス モ �3栗 56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 81：13．5� 30．0�
713 ヤマニンロスター 牡3栗 56 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B472－ 6 〃 ハナ 35．1�
36 トモジャボーン 牡3青鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B510± 01：13．6� 44．0�
12 キングアタリオー 牡3栗 56 小牧 太伊藤 正男氏 浜田多実雄 新冠 小松 隆弘 506－ 4 〃 ハナ 12．1	
47 ディアヒラリー 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 428± 01：13．7� 137．0

611 タイキカイザー 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 496－101：14．02 158．1�

23 ヒロイックサーガ �3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新冠 パカパカ
ファーム B482－ 21：14．1クビ 41．9

612 ロングハード 牝3黒鹿54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ
アーム 436＋ 21：14．52� 7．2�

714 リッキーパール 牝3黒鹿54 横山 和生横瀨 早苗氏 古賀 史生 新ひだか 井高牧場 444－ 8 〃 ハナ 383．8�
48 トップエンパイア 牡3鹿 56 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 454 ―1：14．6� 19．5�
35 サウンドウィケット 牡3青鹿56 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 486＋ 21：14．7� 3．6�
59 オレンジガール 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 414－ 21：14．8クビ 87．5�
816 アンデスコンドル 牡3鹿 56 田中 博康 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 谷川牧場 468－201：15．01� 55．4�
510 フレンドソング 牝3黒鹿54 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 418－121：15．21 88．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，263，600円 複勝： 33，711，900円 枠連： 12，774，900円
馬連： 40，700，500円 馬単： 24，717，000円 ワイド： 27，375，000円
3連複： 56，883，900円 3連単： 78，821，300円 計： 297，248，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 180円 � 560円 枠 連（2－8） 780円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 350円 �� 970円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 15，910円

票 数

単勝票数 計 222636 的中 � 61579（1番人気）
複勝票数 計 337119 的中 � 93264（1番人気）� 47241（3番人気）� 10212（7番人気）
枠連票数 計 127749 的中 （2－8） 12628（2番人気）
馬連票数 計 407005 的中 �� 35647（2番人気）
馬単票数 計 247170 的中 �� 11839（3番人気）
ワイド票数 計 273750 的中 �� 22042（2番人気）�� 6910（10番人気）�� 4494（15番人気）
3連複票数 計 568839 的中 ��� 10158（11番人気）
3連単票数 計 788213 的中 ��� 3591（37番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―12．6―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．6―47．2―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニケトップラン �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．8．2 新潟8着

2013．5．24生 牝3鹿 母 トーセントップラン 母母 リッジフィールド 8戦1勝 賞金 9，500，000円
〔発走状況〕 タイキカイザー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 アンデスコンドル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンデスコンドル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年4月19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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エバーチェンジング号・ハイブリッドクロス号

08028 3月19日 曇 不良 （28中京2）第3日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時25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

33 ダノンウィスラー 牡8鹿 60 熊沢 重文�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 折手牧場 478＋123：26．1 2．6�
45 キープトライン 牡6鹿 60

57 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 B490－ 63：26．73� 11．4�
11 クラウンフレイム 牡4鹿 59 難波 剛健�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 486－ 63：26．8� 13．2�
610 マコトサダイジン �5栗 60 高田 潤�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 452－123：27．54 3．6�
46 � ゴールドクラウス �5鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新ひだか 城地 和義 458－ 2 〃 クビ 5．0�
813 ロンギングケイシー 牡5黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 482± 03：27．82 14．1	
34 トーセンテレマーク 牡4青鹿59 小野寺祐太島川 
哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋103：29．07 142．4�
814 コーリンジャヴロー 牡5鹿 60 上野 翔伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 464－ 83：29．21� 63．6�
712 アドマイヤイチバン 牝6青鹿58 浜野谷憲尚近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 488－ 2 〃 ハナ 35．5
57 マイネルクレイズ 牡6黒鹿60 高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 500－ 43：29．62� 17．2�
69 ヒューガライゼン 牝4栗 57 五十嵐雄祐塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 470－ 23：32．2大差 182．8�
58 ル ー 牡6鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 468＋ 4 〃 ハナ 27．2�
22 � クリノチョモラーリ 牝6栗 58 植野 貴也栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 482－ 23：34．5大差 110．9�
711 タイキガラハッド 牡8栗 60 草野 太郎�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512± 0 （競走中止） 159．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，104，900円 複勝： 24，491，000円 枠連： 11，629，500円
馬連： 31，033，600円 馬単： 18，877，600円 ワイド： 19，397，300円
3連複： 50，942，900円 3連単： 70，156，600円 計： 245，633，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 180円 � 340円 � 340円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 960円 �� 990円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 37，200円

票 数

単勝票数 計 191049 的中 � 58136（1番人気）
複勝票数 計 244910 的中 � 43620（2番人気）� 16937（4番人気）� 16763（6番人気）
枠連票数 計 116295 的中 （3－4） 12959（3番人気）
馬連票数 計 310336 的中 �� 8869（10番人気）
馬単票数 計 188776 的中 �� 3594（10番人気）
ワイド票数 計 193973 的中 �� 5263（11番人気）�� 5090（12番人気）�� 2326（26番人気）
3連複票数 計 509429 的中 ��� 4282（28番人気）
3連単票数 計 701566 的中 ��� 1367（109番人気）
上り 1マイル 1：52．2 4F 55．1－3F 41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダノンウィスラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West デビュー 2010．11．28 東京4着

2008．4．3生 牡8鹿 母 ミスフーバフーバ 母母 Gal in a Ruckus 障害：6戦1勝 賞金 15，600，000円
〔競走中止〕 タイキガラハッド号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目4コーナー手前で競走中止。
※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 ワンパクチョウサン号
（非抽選馬） 2頭 ツカサブレイブ号・ブリッツカイザー号



08029 3月19日 晴 不良 （28中京2）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時15分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：34．3稍重

814 ビップハテンコウ 牡4鹿 59 中村 将之鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 村上 雅規 502－ 43：46．6 15．8�
57 ピ ン ク マ ン 牡4黒鹿59 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 448－ 83：46．92 4．2�
712 アムールクエスト 牡7鹿 62 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 484± 03：48．17 33．2�
813 メイショウオヤシオ �4栗 59 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 466－ 23：48．2� 25．3�
69 コアレスドラード 牡8栗 62 難波 剛健小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 468－ 23：49．05 3．4�
46 ハクサンゲイン 牡4栗 59 金子 光希篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 462± 03：49．1クビ 25．4�
610 アサクサポイント �8青鹿60 山本 康志田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478± 03：49．73� 59．7	
22 	 アラビアンドラゴン �6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＋ 23：49．8� 264．6

711 シベリアンタイガー �5鹿 60 草野 太郎岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 468＋ 23：51．39 9．1�
34 ダンツメガヒット �4栗 59 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 500＋ 23：53．5大差 7．0�
45 マイネルピクトル 牡5鹿 62 五十嵐雄祐 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 516＋103：55．5大差 43．0�
11 レッドフォルツァ �7鹿 60 上野 翔 東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B488± 0 （競走中止） 4．5�
33 ラ ス テ ラ 牝5鹿 58 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 484± 0 （競走中止） 28．6�
58 シゲルヒタチ 牡5栗 60 黒岩 悠森中 蕃氏 木原 一良 大樹 大樹ファーム 502＋ 6 （競走中止） 239．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，698，300円 複勝： 28，807，300円 枠連： 13，559，800円
馬連： 38，910，300円 馬単： 21，872，700円 ワイド： 24，860，800円
3連複： 61，907，300円 3連単： 85，562，300円 計： 297，178，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 460円 � 220円 � 1，400円 枠 連（5－8） 2，210円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 17，100円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 10，980円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 81，450円 3 連 単 ��� 534，760円

票 数

単勝票数 計 216983 的中 � 10918（6番人気）
複勝票数 計 288073 的中 � 15557（6番人気）� 40579（3番人気）� 4588（11番人気）
枠連票数 計 135598 的中 （5－8） 4738（13番人気）
馬連票数 計 389103 的中 �� 4919（23番人気）
馬単票数 計 218727 的中 �� 959（61番人気）
ワイド票数 計 248608 的中 �� 2773（26番人気）�� 578（61番人気）�� 1285（43番人気）
3連複票数 計 619073 的中 ��� 570（158番人気）
3連単票数 計 855623 的中 ��� 116（977番人気）
上り 1マイル 1：52．2 4F 57．2－3F 43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビップハテンコウ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．10．4 阪神8着

2012．2．2生 牡4鹿 母 サンターナズソング 母母 ゴールドパーシア 障害：3戦2勝 賞金 21，300，000円
〔競走中止〕 シゲルヒタチ号は，1周目4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

レッドフォルツァ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
ラステラ号は，競走中に異常歩様となったため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

〔調教再審査〕 ラステラ号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アドマイヤタイシ号・メテオーロ号・ユールドゥー号
（非抽選馬） 3頭 カシノデューク号・タイセイジーニアス号・ヘリオスフィア号

08030 3月19日 晴 不良 （28中京2）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12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

48 タマモアルム 牡3鹿 56 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 504－ 41：54．8 1．6�
12 ベルウッドエフディ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 434－ 61：55．33 4．3�

（独）

59 ピエナクルーズ 牡3鹿 56 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 448－ 21：55．51 6．6�
24 ブライトガーランド 牝3栗 54 吉田 豊下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 468－121：55．82 36．3�
11 オースミマルス 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 加藤 敬二 新ひだか 岡田牧場 456± 0 〃 ハナ 94．5�
23 ワンダールワヨーム 牡3青鹿56 横山 和生山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 中神牧場 446－ 41：56．22� 72．1	
35 キングシャーロック 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹吉岡 泰治氏 和田正一郎 新冠 山岡ファーム 468＋ 41：57．37 302．3

510 ラブジェネラル 牡3芦 56 勝浦 正樹オールラブクラブ 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 464－ 81：57．4� 26．0�
816 ウインウェルス 牡3栗 56 D．バルジュー �ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 492－101：57．61 15．5�

（伊）

36 アサクササンダー 牡3栗 56
53 ▲菊沢 一樹田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476－ 61：57．81� 49．4

612 ブルーズネフュウ 牡3栗 56 森 一馬新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 436－ 21：58．01� 292．2�
47 メイショウオニマル 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 510－ 21：58．1� 12．5�
611 ルビーアゲン 牝3黒鹿54 西田雄一郎浅川 皓司氏 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 436－ 21：58．31� 446．1�
714 オ ッ ド ア イ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 81：58．61� 398．5�
815 サダムギフテッド 牡3鹿 56 小牧 太大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：58．81� 308．9�
713 シンデレラストリー 牝3栗 54 嘉藤 貴行柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 浦河 地興牧場 B422－141：59．01� 321．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，499，000円 複勝： 80，951，000円 枠連： 13，660，500円
馬連： 50，390，700円 馬単： 33，912，500円 ワイド： 32，757，800円
3連複： 71，170，200円 3連単： 122，464，800円 計： 433，806，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（1－4） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，470円

票 数

単勝票数 計 284990 的中 � 136590（1番人気）
複勝票数 計 809510 的中 � 574670（1番人気）� 62714（2番人気）� 52254（3番人気）
枠連票数 計 136605 的中 （1－4） 29737（1番人気）
馬連票数 計 503907 的中 �� 105821（1番人気）
馬単票数 計 339125 的中 �� 50088（1番人気）
ワイド票数 計 327578 的中 �� 57081（1番人気）�� 38647（2番人気）�� 19174（5番人気）
3連複票数 計 711702 的中 ��� 99792（1番人気）
3連単票数 計1224648 的中 ��� 60285（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．9―51．2―1：04．3―1：17．4―1：30．3―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモアルム �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．1．9 京都7着

2013．5．21生 牡3鹿 母 ハ イ ジ 母母 ハイドアンドシーク 5戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 アサクササンダー号の騎手菊沢一樹は，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：7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。
（非当選馬） 1頭 ボタニカル号
（非抽選馬） 1頭 サンストックトン号
※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。



08031 3月19日 晴 不良 （28中京2）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20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

35 � スズカプリオール 牡5鹿 57
55 △長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B504＋ 41：24．8 30．4�

816 オープンザウェイ 牡4栗 57 A．シュタルケ�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 472－ 4 〃 クビ 15．7�
（独）

23 ディグニファイド 牡4栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B534－ 61：24．9クビ 11．7�
24 ル ミ ニ ズ ム �5黒鹿57 横山 典弘 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－141：25．0� 9．8�
611 ディアドナテロ 牡4黒鹿57 蛯名 正義ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B488＋ 2 〃 クビ 3．2	
12 レッドディザーブ 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 11．5

11 � フ ィ ラ ー レ 牡5黒鹿57 松田 大作岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B456－ 61：25．1� 21．6�
48 サタンズクラウン 牡5栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 560＋141：25．31� 45．3�
713 モズマッテタワ 牝6黒鹿55 松若 風馬 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 484－ 41：25．4� 17．1
612� アルディバイン 牡5鹿 57 吉田 隼人髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 B492－ 21：25．61	 3．7�
510� ドゥーイット 牡5栗 57 武 豊�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 464± 01：25．7� 10．9�
59 ジャングルターザン 牡6鹿 57 D．バルジュー �グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 444－ 41：25．91	 88．7�

（伊）

47 � パトロクロス 牡6栗 57
54 ▲原田 和真村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 4 〃 ハナ 27．6�

714 サ マ ー ラ ヴ 牡5黒鹿 57
55 △城戸 義政�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B456－101：26．43 41．3�

815� スプリングアース 牡4鹿 57 勝浦 正樹加藤 春夫氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 460± 01：26．61 92．8�
36 インペリアルブルー 牡5栗 57

55 △伴 啓太 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 462－ 81：26．7
 322．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，091，200円 複勝： 44，791，100円 枠連： 22，751，500円
馬連： 64，263，000円 馬単： 29，262，600円 ワイド： 40，086，200円
3連複： 90，643，700円 3連単： 110，257，000円 計： 429，146，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 730円 � 580円 � 470円 枠 連（3－8） 21，500円

馬 連 �� 30，290円 馬 単 �� 65，510円

ワ イ ド �� 6，600円 �� 5，340円 �� 3，540円

3 連 複 ��� 122，490円 3 連 単 ��� 1，249，000円

票 数

単勝票数 計 270912 的中 � 7109（11番人気）
複勝票数 計 447911 的中 � 15596（10番人気）� 20505（8番人気）� 26043（6番人気）
枠連票数 計 227515 的中 （3－8） 820（31番人気）
馬連票数 計 642630 的中 �� 1644（74番人気）
馬単票数 計 292626 的中 �� 335（155番人気）
ワイド票数 計 400862 的中 �� 1561（67番人気）�� 1936（54番人気）�� 2937（38番人気）
3連複票数 計 906437 的中 ��� 555（260番人気）
3連単票数 計1102570 的中 ��� 64（1920番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．3―12．0―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．2―47．2―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スズカプリオール �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キングヘイロー

2011．3．13生 牡5鹿 母 ヘイローマジック 母母 ハイランドファンタジー 15戦1勝 賞金 9，200，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

※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。

08032 3月19日 晴 不良 （28中京2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13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
1：48．9
1：47．8

重
重

11 マッシヴランナー 牡4黒鹿57 藤岡 康太小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 512＋ 41：52．4 2．0�
57 ケンベストカフェ 牡4黒鹿57 大野 拓弥中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472－ 41：52．82� 5．2�
812 トーコーグリーン 牡6黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496－121：52．9� 7．0�
44 コ マ ク サ 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 472－ 21：53．0� 11．5�
813 ジュガンティーヤ 牡5青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B530＋ 6 〃 ハナ 18．3�
33 アースシンフォニー 牡4鹿 57 太宰 啓介	ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B490± 01：53．1� 15．1

22 � クリノロッキー 牡6栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 506－ 21：53．2クビ 8．7�
45 コスモカンプ 牡4鹿 57 A．シュタルケ 岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B506－ 41：53．3� 49．3�

（独）

68 � メイショウトリトン 牡6黒鹿57 北村 友一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 486＋ 21：53．51 29．3
69 マルイチワンダー 牡6栗 57 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 456± 01：54．35 41．6�
711 スズカチャンプ 牡7鹿 57

55 △城戸 義政永井 啓弍氏 坪 憲章 新ひだか グランド牧場 B508＋ 21：54．72� 231．8�
710 ギ ン パ リ 牡4青鹿57 勝浦 正樹新井原 博氏 武市 康男 新冠 守矢牧場 498＋ 71：54．91	 150．0�
56 エニシイチダイ 
4鹿 57 小牧 太大塚 亮一氏 笹田 和秀 新ひだか 土田農場 468± 01：57．7大差 75．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，040，200円 複勝： 41，330，700円 枠連： 17，493，100円
馬連： 57，170，700円 馬単： 33，232，800円 ワイド： 35，801，800円
3連複： 80，563，500円 3連単： 120，384，500円 計： 419，017，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 170円 枠 連（1－5） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 230円 �� 280円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 3，700円

票 数

単勝票数 計 330402 的中 � 130913（1番人気）
複勝票数 計 413307 的中 � 116700（1番人気）� 72154（2番人気）� 49127（3番人気）
枠連票数 計 174931 的中 （1－5） 24783（2番人気）
馬連票数 計 571707 的中 �� 77961（1番人気）
馬単票数 計 332328 的中 �� 31021（1番人気）
ワイド票数 計 358018 的中 �� 43395（1番人気）�� 33866（2番人気）�� 14663（7番人気）
3連複票数 計 805635 的中 ��� 47064（1番人気）
3連単票数 計1203845 的中 ��� 23579（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―13．2―12．7―12．4―12．6―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―37．1―49．8―1：02．2―1：14．8―1：27．2―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マッシヴランナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．2．8 小倉4着

2012．3．13生 牡4黒鹿 母 バクシンヒロイン 母母 カズサヒロイン 15戦2勝 賞金 23，900，000円
〔騎手変更〕 スズカチャンプ号の騎手藤懸貴志は，病気のため城戸義政に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エニシイチダイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月19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。



08033 3月19日 晴 不良 （28中京2）第3日 第9競走 ��
��2，200�

く ま の

熊 野 特 別
発走14時25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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
2：11．5
2：10．0

良
良

816 リ ノ リ オ 牡5黒鹿57 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 508± 02：19．4 8．9�
510 フロリダパンサー 牡5青鹿57 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488＋ 22：19．5� 6．8�
713 ステイザコース 	6栗 57 幸 英明 �シルクレーシング 西浦 勝一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 6．0�
24 ケルンダッシュ 牡4鹿 56 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 490＋ 22：19．6� 3．9�
48 マコトギンスバーグ 牡4鹿 56 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 456－ 22：19．81
 15．5	
23 ラウレアブルーム 牡4鹿 56 小牧 太横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 494＋ 82：20．12 8．7

12 アンプラグド 	5芦 57 A．シュタルケ 諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 498＋ 22：20．31
 13．7�

（独）

817� エバーハーモニー 牡4黒鹿56 D．バルジュー �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 2 〃 アタマ 51．2�

（伊）

11 アガスティア 牡5黒鹿57 熊沢 重文 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 追分ファーム 516－ 42：20．72� 59．0
35 スペルヴィア 牡7黒鹿57 松若 風馬佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 526－ 22：20．8� 36．0�
612 フォルトファーレン 牡7黒鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 ハナ 18．9�
59 テ ン カ イ チ 牡6鹿 57 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 450－ 22：21．12 143．9�
611 サウンドメモリー 牡5鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 488＋ 42：21．73� 6．8�
818 プラトンイミシャン 牡4鹿 56 勝浦 正樹池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 456－102：21．91
 31．8�
47 � アンシャックルド 	6栗 57 中谷 雄太�大樹ファーム 田中 章博 愛 S. F. Blood-

stock LLC 490＋ 62：22．43 185．2�
714 ウインセイヴィア 牡4栗 56 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 462－162：22．71 197．7�
36 � ナ ポ レ オ ン 牡4栗 56 吉田 隼人前迫 義幸氏 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 62：23．65 110．3�
715 メイショウグレア 牝6鹿 55 川須 栄彦松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 410± 02：23．81
 335．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，377，500円 複勝： 53，142，000円 枠連： 28，969，200円
馬連： 92，806，900円 馬単： 39，729，400円 ワイド： 51，552，200円
3連複： 131，117，200円 3連単： 159，587，900円 計： 589，282，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 300円 � 230円 � 220円 枠 連（5－8） 2，680円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，460円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 49，460円

票 数

単勝票数 計 323775 的中 � 28932（6番人気）
複勝票数 計 531420 的中 � 42773（6番人気）� 62779（3番人気）� 68111（2番人気）
枠連票数 計 289692 的中 （5－8） 8362（13番人気）
馬連票数 計 928069 的中 �� 21436（12番人気）
馬単票数 計 397294 的中 �� 4168（28番人気）
ワイド票数 計 515522 的中 �� 11004（12番人気）�� 8930（19番人気）�� 16334（6番人気）
3連複票数 計1311172 的中 ��� 13231（21番人気）
3連単票数 計1595879 的中 ��� 2339（155番人気）

ハロンタイム 12．6―12．4―12．1―13．4―13．0―12．3―12．1―12．3―12．5―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―25．0―37．1―50．5―1：03．5―1：15．8―1：27．9―1：40．2―1：52．7―2：05．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

リ ノ リ オ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．9．15 阪神9着

2011．2．21生 牡5黒鹿 母 ガンダーラプソディ 母母 プロミネントカット 26戦3勝 賞金 48，258，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トレモロアーム号
※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。

08034 3月19日 晴 不良 （28中京2）第3日 第10競走 ��1，200�
え な

恵 � 特 別
発走15時00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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

611 ブリンディス 牡4青鹿57 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B516－ 41：11．1 22．2�
24 ショコラブラン 牡4芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 3．5�
23 ア サ ケ ゴ マ 牝6芦 55 水口 優也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 486± 01：11．41� 74．5�
35 リターンラルク 牡5鹿 57 横山 典弘山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B470－ 41：11．5� 17．8�
714 キタサンサジン 牡4栗 57 幸 英明�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 520＋ 41：11．6クビ 4．1�
11 ア レ ッ ト �5青 57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 21：11．7� 5．8	
47 ディープミタカ 牡5栗 57 D．バルジュー 深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 460－14 〃 アタマ 53．9


（伊）

713	 レガリテート 牡6鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 4 〃 ハナ 20．7�

815 ティップトップ 牝5鹿 55 藤岡 康太 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 510＋ 4 〃 ハナ 5．7�

612 ナンゴクロマンス 牝4鹿 55 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 458－ 21：11．8� 48．8
59 イサチルホープ 牡4栗 57 北村 友一小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 472－ 4 〃 ハナ 19．8�
12 ケ ッ キ セ ヨ 牡6鹿 57 松山 弘平一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 478－ 81：12．01
 51．9�
48 メイショウユメゴゼ 牝7栃栗55 武 豊松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 476＋ 21：12．1� 16．1�
510	 アドマイヤシャドウ 牡7鹿 57 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 494－ 21：12．2� 71．1�
36 セクシーボーイ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－121：12．3� 30．7�
816 デルマアラレチャン 牝5鹿 55 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 474＋ 21：13．57 170．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，504，800円 複勝： 80，673，100円 枠連： 33，754，100円
馬連： 129，734，700円 馬単： 55，291，300円 ワイド： 71，035，400円
3連複： 179，264，900円 3連単： 237，820，900円 計： 833，079，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 660円 � 160円 � 1，270円 枠 連（2－6） 3，860円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 14，730円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 15，760円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 98，780円 3 連 単 ��� 511，630円

票 数

単勝票数 計 455048 的中 � 16325（9番人気）
複勝票数 計 806731 的中 � 26221（9番人気）� 190768（1番人気）� 12903（15番人気）
枠連票数 計 337541 的中 （2－6） 6777（17番人気）
馬連票数 計1297347 的中 �� 15067（23番人気）
馬単票数 計 552913 的中 �� 2815（52番人気）
ワイド票数 計 710354 的中 �� 9060（22番人気）�� 1143（100番人気）�� 6213（33番人気）
3連複票数 計1792649 的中 ��� 1361（226番人気）
3連単票数 計2378209 的中 ��� 337（1140番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．5―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．4―46．5―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブリンディス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．2．14 京都5着

2012．3．27生 牡4青鹿 母 アジアンプリンセス 母母 Golden Aster 13戦3勝 賞金 34，771，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 リターンラルク号の騎手横山典弘は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・16番）

アサケゴマ号の騎手水口優也は，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：12番・8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） 1頭 ツィンクルソード号
（非抽選馬） 2頭 シゲルハダカマツリ号・チーフアセスメント号
※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。



08035 3月19日 晴 不良 （28中京2）第3日 第11競走 ��
��1，400�第30回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

中日スポーツ総局賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 672，000円 192，000円 96，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．0
1：19．0

良
良

35 トウショウドラフタ 牡3栗 57 田辺 裕信トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 61：25．0 3．0�
715 ブレイブスマッシュ 牡3鹿 57 横山 典弘島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 21：25．31	 12．5�
11 シゲルノコギリザメ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480－ 21：25．4
 24．4�
817� マ デ ィ デ ィ 牡3鹿 56 A．シュタルケ�ラ・メール 友道 康夫 米

Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

462± 01：25．61 23．6�
（独）

818 ラズールリッキー 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 454－ 21：25．81
 128．4	
713 バシレウスライオン 牡3鹿 56 藤岡 康太ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458± 01：25．9クビ 40．6

510 レッドラウダ 牡3鹿 56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 516－ 2 〃 クビ 22．1�
816 ショウナンライズ 牡3栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 460－ 41：26．0クビ 19．1�
714 オーシャンビュー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 430－ 2 〃 クビ 315．4
47 モンスターキング 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 460＋ 61：26．21� 27．4�
48 � ルグランフリソン 牡3鹿 56 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 470－ 61：26．73 16．2�
59 シ ュ ウ ジ 牡3鹿 57 岩田 康誠安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 494＋ 21：26．8クビ 2．5�
24 ミ ス キ ラ ラ 牝3黒鹿54 松山 弘平窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 486－ 81：26．9
 39．3�
36 キングハート 牡3鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 474＋ 61：27．21	 123．9�
612 サイモンゼーレ 牡3鹿 56 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 454－ 81：27．52 228．8�
12 メイショウシャチ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 462－ 21：27．6
 29．4�
611 ペイシャフェリシタ 牝3黒鹿54 吉田 隼人北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 472－ 21：31．4大差 19．8�
23 メイスンスパート 牡3栗 56 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム 444＋ 41：35．3大差 245．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 132，463，600円 複勝： 184，083，000円 枠連： 92，411，500円
馬連： 441，186，600円 馬単： 189，919，500円 ワイド： 219，743，900円
3連複： 711，510，500円 3連単： 1，010，819，800円 計： 2，982，138，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 370円 � 540円 枠 連（3－7） 1，550円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，310円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 12，960円 3 連 単 ��� 42，480円

票 数

単勝票数 計1324636 的中 � 351114（2番人気）
複勝票数 計1840830 的中 � 378902（2番人気）� 115172（4番人気）� 73754（9番人気）
枠連票数 計 924115 的中 （3－7） 46028（8番人気）
馬連票数 計4411866 的中 �� 174179（5番人気）
馬単票数 計1899195 的中 �� 49848（6番人気）
ワイド票数 計2197439 的中 �� 67583（5番人気）�� 43260（14番人気）�� 12242（46番人気）
3連複票数 計7115105 的中 ��� 41156（38番人気）
3連単票数 計10108198 的中 ��� 17248（102番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．9―12．0―13．1―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―22．4―33．3―45．3―58．4―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．7
3 4－（1，9）（2，10，12，18）－（13，6，8，16）（5，14，17）－15，7＝11＝3 4 4－1，9（2，10，18）（13，6，12）（8，16）5（15，14，17）7－11＝3

勝馬の
紹 介

トウショウドラフタ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2015．6．13 東京1着

2013．3．6生 牡3栗 母 ウイッチトウショウ 母母 サマンサトウショウ 7戦4勝 賞金 78，783，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナイトオブナイツ号
※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。

08036 3月19日 晴 不良 （28中京2）第3日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走16時10分 （芝・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
1：58．8
1：56．1

良
良

12 ゴールドエッセンス 牝4鹿 55 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 416＋ 62：07．5 14．3�
510 テイエムフタエマル 牝4鹿 55

54 ☆岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 458－ 22：07．71� 15．5�
59 ティックルゴールド 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 22：07．91� 5．8�
817 スペランツァデーア 牝5黒鹿55 D．バルジュー 吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム B444＋ 6 〃 クビ 12．3�

（伊）

816� カリテスグレース 牝4黒鹿55 松山 弘平北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 464－ 42：08．0クビ 83．2�
36 ル ア ン ジ ュ 牝4青 55 川須 栄彦 	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 476± 02：08．1� 10．1

714 クィーンチャーム 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 426－ 6 〃 アタマ 25．2�
35 ラ ム レ イ 牝4鹿 55 横山 和生山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 472－ 2 〃 アタマ 22．6�
48 サンレイフローラ 牝6鹿 55

52 ▲荻野 極永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 450－ 82：08．41� 130．5
818 アドマイヤピンク 牝4栗 55 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 466－ 62：08．5� 10．0�
47 リッチガール 牝4栗 55 松田 大作吉田 和子氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 82：08．81� 4．6�
612 トーセンナチュラル 牝4黒鹿 55

53 △井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 424＋ 2 〃 クビ 7．2�

715 ハッピーユニバンス 牝4黒鹿55 津村 明秀亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋242：09．01� 10．0�
611 コルヌコピア 牝4黒鹿55 柴山 雄一池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 446＋ 42：09．32 77．2�
713 ウインステージ 牝5栗 55

53 △伴 啓太	ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 390＋ 82：09．61� 137．9�
11 シゲルシチフクジン 牝4黒鹿55 太宰 啓介森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－102：09．81	 140．7�
23 � アドラビリティ 牝4青鹿55 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 502＋112：10．01� 18．5�
24 テンシンランマン 牝6鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 488＋122：10．1	 34．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，860，000円 複勝： 80，168，000円 枠連： 42，021，800円
馬連： 162，682，100円 馬単： 53，348，400円 ワイド： 76，664，800円
3連複： 206，881，000円 3連単： 249，699，400円 計： 920，325，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 340円 � 440円 � 250円 枠 連（1－5） 3，010円

馬 連 �� 9，720円 馬 単 �� 20，170円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，280円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 17，240円 3 連 単 ��� 124，420円

票 数

単勝票数 計 488600 的中 � 27251（8番人気）
複勝票数 計 801680 的中 � 61802（4番人気）� 44715（9番人気）� 90771（2番人気）
枠連票数 計 420218 的中 （1－5） 10803（17番人気）
馬連票数 計1626821 的中 �� 13788（41番人気）
馬単票数 計 533484 的中 �� 1983（85番人気）
ワイド票数 計 766648 的中 �� 7810（35番人気）�� 15624（9番人気）�� 13527（14番人気）
3連複票数 計2068810 的中 ��� 8996（61番人気）
3連単票数 計2496994 的中 ��� 1455（462番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―38．3―51．2―1：03．6―1：16．1―1：28．8―1：41．7―1：54．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ゴールドエッセンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2015．2．22 京都5着

2012．4．14生 牝4鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 10戦2勝 賞金 16，700，000円
〔発走状況〕 コルヌコピア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 コルヌコピア号は，発走調教再審査。
※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。



（28中京2）第3日 3月19日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 193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

234，100，000円
1，270，000円
6，180，000円
2，140，000円
25，900，000円
74，395，000円
6，953，600円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
458，777，000円
763，545，800円
313，798，200円
1，190，639，200円
552，327，300円
657，896，700円
1，764，126，300円
2，427，293，900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 8，128，404，400円

総入場人員 12，506名 （有料入場人員 11，335名）
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