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08013 3月12日 晴 良 （29中京2）第2日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

良
不良

815 ア タ ミ 牡3黒鹿 56
53 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 454± 01：26．4 11．0�

12 レッドコマチ 牡3栗 56 長岡 禎仁金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 448－ 41：26．5� 6．7�
36 エターナルフレイム 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 518－ 61：26．6クビ 2．0�
510 ヨ ッ テ ケ 牡3栗 56 藤岡 佑介高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか グランド牧場 474－ 41：27．02� 91．4�
35 ビッグヒット 牡3鹿 56 勝浦 正樹小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B474－ 21：27．1� 6．9�
816 ストーミースター 牡3黒鹿56 小野寺祐太保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 466－ 41：27．2クビ 93．0�
611 アグリツーリスモ 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 464＋10 〃 ハナ 140．6

612 ショーカノン 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム B506＋141：27．41� 70．5�
714 フロイドフォンテン 牡3鹿 56 古川 吉洋吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 478－ 2 〃 クビ 19．4�
23 オメガガーディアン 牡3鹿 56 松山 弘平原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 562＋ 41：27．72 14．1
48 カツノシックスス 牡3鹿 56 的場 勇人勝野産業	 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 432－ 61：27．8クビ 19．5�
713 キングレイスター 牡3鹿 56 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 482－ 41：28．01� 10．5�
11 マーブルフラッシュ 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 456＋ 2 〃 アタマ 20．3�
24 ナチュラルキラー 牡3栗 56

54 △伴 啓太	藤原牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 476－ 81：28．42� 371．7�
59 ソルオリーヴァ 牡3栗 56

53 ▲荻野 極 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか マークリ牧場 490－121：28．72 146．4�

47 ワイルドグラス 牡3鹿 56 熊沢 重文長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 474－ 61：30．9大差 156．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，564，000円 複勝： 32，205，500円 枠連： 11，911，800円
馬連： 38，089，800円 馬単： 21，057，200円 ワイド： 28，610，600円
3連複： 62，035，100円 3連単： 80，308，000円 計： 293，782，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 180円 � 110円 枠 連（1－8） 2，050円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 820円 �� 750円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 27，620円

票 数

単勝票数 計 195640 的中 � 14203（5番人気）
複勝票数 計 322055 的中 � 19548（6番人気）� 38257（3番人気）� 117235（1番人気）
枠連票数 計 119118 的中 （1－8） 4499（8番人気）
馬連票数 計 380898 的中 �� 11982（8番人気）
馬単票数 計 210572 的中 �� 3137（16番人気）
ワイド票数 計 286106 的中 �� 8598（8番人気）�� 9479（7番人気）�� 20054（2番人気）
3連複票数 計 620351 的中 ��� 16197（5番人気）
3連単票数 計 803080 的中 ��� 2108（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．5―47．9―1：00．9―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア タ ミ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．10．29 京都12着

2014．3．13生 牡3黒鹿 母 トーワフォーチュン 母母 グリーングッズ 6戦1勝 賞金 6，250，000円
〔発走状況〕 ビッグヒット号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。

キングレイスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ビッグヒット号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブラウンプレスト号

08014 3月12日 晴 良 （29中京2）第2日 第2競走 ��
��2，000�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
1：58．4
1：56．1

良
良

714 シ シ オ ウ 牡3鹿 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 棚川 光男 498＋222：02．2 11．1�

817 チェスナットコート 牡3栗 56
54 △坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 458＋ 42：02．3� 7．0�

48 プレイングアローン 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ノースヒルズ 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484－ 22：02．4� 9．2�
12 ライトオブピース 牡3鹿 56 太宰 啓介前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 42：02．61 5．2�
612 トーシンキング 牡3青鹿56 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新冠 ヤマタケ牧場 462± 02：02．7� 18．0�
47 サマープリンス 牡3黒鹿56 高田 潤前田 亘輝氏 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 474－ 6 〃 クビ 11．6	
35 スマートシグルズ 牡3栗 56 秋山真一郎大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 446－ 22：02．8クビ 4．5

510 サダムドミニック 牡3黒鹿56 藤懸 貴志大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 452－ 4 〃 ハナ 270．1�
59 シャイニーピース 牡3鹿 56 田中 健小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 482± 02：03．01	 4．1�
24 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 406－ 82：03．21� 180．2
23 ダンツブレーブ 牡3芦 56 小牧 太山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 462± 02：03．51� 19．2�
713 ルミナスコースト 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 440－ 22：03．71	 67．8�
818 シゲルキツネ 牝3黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 436± 02：04．01� 265．5�
816 メ ガ フ レ ア 牡3黒鹿56 長岡 禎仁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 480－ 22：04．53 129．4�
611 ライフライン 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B478＋ 42：04．6� 505．8�
11 バーニングテイスト 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 B486＋ 22：04．92 216．5�
36 アイアンエフケイ 牡3鹿 56 国分 恭介池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 506－122：05．0� 89．7�
715 プロヴェルビオ 牝3黒鹿54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 472＋102：05．74 146．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 17，894，500円 複勝： 30，284，200円 枠連： 9，997，700円
馬連： 33，621，300円 馬単： 16，770，500円 ワイド： 22，933，200円
3連複： 51，058，500円 3連単： 56，900，100円 計： 239，460，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 510円 � 230円 � 290円 枠 連（7－8） 2，290円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，570円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 10，780円 3 連 単 ��� 55，670円

票 数

単勝票数 計 178945 的中 � 12885（6番人気）
複勝票数 計 302842 的中 � 13542（9番人気）� 39144（3番人気）� 27944（5番人気）
枠連票数 計 99977 的中 （7－8） 3373（12番人気）
馬連票数 計 336213 的中 �� 6833（21番人気）
馬単票数 計 167705 的中 �� 1858（36番人気）
ワイド票数 計 229332 的中 �� 3811（25番人気）�� 3745（26番人気）�� 4979（15番人気）
3連複票数 計 510585 的中 ��� 3552（41番人気）
3連単票数 計 569001 的中 ��� 741（230番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．0―49．6―1：02．0―1：14．3―1：26．8―1：38．9―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ シ オ ウ �
�
父 サムライハート �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2016．8．7 小倉2着

2014．3．24生 牡3鹿 母 イシノショウジ 母母 サマニコマチ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 トーシンキング号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

第２回 中京競馬 第２日



08015 3月12日 晴 良 （29中京2）第2日 第3競走 ��1，800�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
1：48．9
1：47．8

重
重

23 メイショウイッポン 牡3鹿 56 小牧 太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 486－101：55．5 8．8�
48 メイショウマトイ 牡3鹿 56

54 △坂井 瑠星松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466－ 81：55．71� 12．6�
815 リテラルフォース 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣村上 稔氏 佐藤 正雄 登別 ユートピア牧場 496＋ 2 〃 ハナ 6．3�
11 アイファーイチオー 牡3栗 56

53 ▲荻野 極中島 稔氏 橋口 慎介 新ひだか 静内山田牧場 496＋121：55．8� 20．3�
611 サトノフレイム 牡3鹿 56 国分 恭介里見 治氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 514－ 21：55．9� 42．4�
510 ハイクアウト 牡3鹿 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 484－ 81：56．11� 3．1	
714 エ ア マ エ ル 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474－ 41：56．2クビ 5．3

24 カガヒーロー 牡3栗 56 秋山真一郎香川 憲次氏 谷 潔 新ひだか 山際 智 450－ 21：57．05 9．1�
612 サンデンファーム 牡3栗 56

53 ▲横山 武史山田 春枝氏 伊藤 伸一 浦河 福田牧場 456± 0 〃 ハナ 74．4�
59 ワールドヴィジョン 牡3鹿 56

55 ☆岩崎 翼河村 平氏 牧浦 充徳 浦河 多田 善弘 484－ 4 〃 クビ 9．7�
36 グランドエポワール 牡3黒鹿56 松山 弘平田畑 利彦氏 鈴木 孝志 日高 スウィング

フィールド牧場 474＋ 61：57．1クビ 15．4�
12 ザッツアモーレ 牡3栗 56

55 ☆�島 克駿幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 514－ 21：57．2� 221．7�
713 ブラウンプレスト 牡3鹿 56 中谷 雄太キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 458± 01：57．41� 120．8�
816 エーブインブレム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 446± 01：58．14 83．0�
35 タ ネ ノ オ ー 牡3青鹿56 伊藤 工真種村 良平氏 久保田貴士 洞	湖 レイクヴィラファーム 488－ 81：58．95 126．4�
47 ワ カ ダ ン ナ 牡3芦 56 村田 一誠村田 哲朗氏 小野 次郎 むかわ 上水牧場 516＋ 22：00．07 279．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，046，600円 複勝： 25，913，300円 枠連： 10，914，000円
馬連： 32，212，300円 馬単： 15，463，800円 ワイド： 23，596，500円
3連複： 47，213，800円 3連単： 57，537，100円 計： 231，897，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 320円 � 470円 � 190円 枠 連（2－4） 3，140円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 640円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 64，670円

票 数

単勝票数 計 190466 的中 � 17290（4番人気）
複勝票数 計 259133 的中 � 19619（6番人気）� 12464（9番人気）� 44067（2番人気）
枠連票数 計 109140 的中 （2－4） 2688（11番人気）
馬連票数 計 322123 的中 �� 4516（21番人気）
馬単票数 計 154638 的中 �� 989（46番人気）
ワイド票数 計 235965 的中 �� 3503（21番人気）�� 9829（6番人気）�� 5001（14番人気）
3連複票数 計 472138 的中 ��� 4166（29番人気）
3連単票数 計 575371 的中 ��� 645（217番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―38．1―51．4―1：04．2―1：16．6―1：29．7―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウイッポン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．10．16 京都6着

2014．3．26生 牡3鹿 母 エスジーボナンザ 母母 エスジービアンカ 6戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 リテラルフォース号の騎手岡田祥嗣は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成29年3月18日から平成29年3月19日

まで騎乗停止。（被害馬：16番・7番・4番）
※ブラウンプレスト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08016 3月12日 晴 良 （29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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．7良

22 マジェスティハーツ 牡7鹿 60 森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 520＋303：17．4 5．1�

11 ク ロ ス ボ ウ 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 524－ 4 〃 クビ 3．9�
33 メイショウライナー 牡7鹿 60 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476± 03：17．5� 11．0�
711 ユウキビバワンダー �4栗 59 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 516－ 43：18．03 4．9	
46 トーセンモバイル �5鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 63：18．32 95．2

58 ケイアイチョウサン 牡7黒鹿60 石神 深一�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 452－ 83：18．61� 4．7�
814 シゲルシマダイ 牡4鹿 59 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 516－ 23：19．02� 7．6�
45 マテンロウビクサス 牡4鹿 59 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋ 63：19．1クビ 32．6
34 シゲルロウニンアジ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 510＋283：19．63 12．5�
813	 クラウンコルデーロ 牡4青 59 高野 和馬矢野 恭裕氏 天間 昭一 平取 北島牧場 488＋ 63：22．7大差 229．8�
712	 ドリームパワー 牝8鹿 58 金子 光希�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 456＋103：22．91
 55．6�
57 	 ホウザンゴッド 牡5栗 60 山本 康志加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 494＋103：23．64 113．1�
69 	 クリノチョモラーリ 牝7栗 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 B492－ 23：26．5大差 142．7�
610	 グレートアイランド �6鹿 60 蓑島 靖典岡田 壮史氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 23：27．24 125．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，077，300円 複勝： 18，728，200円 枠連： 8，770，500円
馬連： 26，540，700円 馬単： 15，239，700円 ワイド： 16，307，300円
3連複： 42，461，700円 3連単： 57，453，900円 計： 199，579，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 200円 � 330円 枠 連（1－2） 1，330円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，240円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 18，430円

票 数

単勝票数 計 140773 的中 � 21870（4番人気）
複勝票数 計 187282 的中 � 34118（1番人気）� 24220（5番人気）� 12134（7番人気）
枠連票数 計 87705 的中 （1－2） 5090（7番人気）
馬連票数 計 265407 的中 �� 13654（5番人気）
馬単票数 計 152397 的中 �� 4556（3番人気）
ワイド票数 計 163073 的中 �� 7034（8番人気）�� 3326（18番人気）�� 2840（21番人気）
3連複票数 計 424617 的中 ��� 7046（19番人気）
3連単票数 計 574539 的中 ��� 2260（57番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 50．8－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジェスティハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2012．9．23 阪神1着

2010．5．20生 牡7鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アメリカンゴールド号・クラウンマヒコス号



08017 3月12日 晴 良 （29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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．7良

69 プリンスダム 牡6黒鹿60 西谷 誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 23：17．8 12．6�
712 ミュートエアー 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 23：18．11� 10．2�
33 ピースメーカー 牡6鹿 60 白浜 雄造小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 03：18．42 2．6�
711 コージェント 牡4鹿 59 浜野谷憲尚水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 540－103：18．71� 61．0�
34 ボブキャット 牡7鹿 60 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 504－ 23：19．02 143．6�
45 メイショウヤギリ 牡5黒鹿60 平沢 健治松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 486＋ 23：19．32 12．0	
814 メメニシコリ 牡4鹿 59 黒岩 悠本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 458＋ 43：19．72� 172．6

11 インパルスヒーロー 牡7鹿 60 石神 深一佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 512＋ 83：20．44 6．1�
610 イチゴアミーラ 牝4黒鹿57 高野 和馬合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 456＋103：21．46 84．3�
46 バイタルフォルム 牡7黒鹿60 上野 翔ディアレストクラブ 新開 幸一 浦河 藤春 修二 504－ 83：21．71� 39．2�
57 プランスペスカ 牡7鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 480－ 63：22．76 3．1�
58 リミットブレイク �5鹿 60 蓑島 靖典 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 526＋103：22．91� 29．1�
813 タイキフロンティア 牡5黒鹿60 植野 貴也�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 B476＋103：23．11� 77．9�
22 � シゲルハマチ 牡4栗 59 難波 剛健森中 蕃氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 456－ 83：25．5大差 57．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，693，700円 複勝： 17，528，900円 枠連： 9，935，700円
馬連： 28，543，900円 馬単： 17，163，500円 ワイド： 19，417，900円
3連複： 47，357，800円 3連単： 68，221，200円 計： 223，862，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 230円 � 210円 � 130円 枠 連（6－7） 3，160円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 7，870円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 520円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 25，490円

票 数

単勝票数 計 156937 的中 � 9942（6番人気）
複勝票数 計 175289 的中 � 16301（6番人気）� 18627（4番人気）� 43678（1番人気）
枠連票数 計 99357 的中 （6－7） 2436（14番人気）
馬連票数 計 285439 的中 �� 5369（16番人気）
馬単票数 計 171635 的中 �� 1634（28番人気）
ワイド票数 計 194179 的中 �� 4417（12番人気）�� 9626（6番人気）�� 13133（2番人気）
3連複票数 計 473578 的中 ��� 13732（6番人気）
3連単票数 計 682212 的中 ��� 1940（78番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．4－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

プリンスダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．1 新潟1着

2011．2．9生 牡6黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 リミットブレイク号の騎手蓑島靖典は，1周目1号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 シゲルノマオイ号・ジュールドトネール号・トーホウスマート号・ブルーオリエント号・ホットファイヤー号

08018 3月12日 晴 良 （29中京2）第2日 第6競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．1
1：08．7

重
重

612 コ ン テ ナ 牡5鹿 57
56 ☆岩崎 翼住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 600＋141：12．2 2．6�

815 サ ラ マ ン カ 牝4黒鹿55 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－ 41：13．15 18．5�
24 パセンジャーシップ 牝5芦 55

53 △伴 啓太吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 490－10 〃 クビ 24．0�
35 � ステラルーチェ 牡5栗 57 嶋田 純次池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 490－ 61：13．31 12．6�
713 アーネストミノル 牡6鹿 57

54 ▲荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 41：13．4� 15．9�
36 � ウエスタンレオーネ 牡5青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 492＋ 21：13．61 44．9�
47 オージーアイドル 牝5鹿 55 原田 和真窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 ハナ 8．1	
23 クリノマルボルク 牡4青鹿 57

54 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 南井 克巳 日高 三輪牧場 454± 01：13．92 236．0

611 レジメンタル 牡5栗 57

56 ☆�島 克駿�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 448－ 2 〃 ハナ 26．6�
48 ファーストオーサー 牡6黒鹿57 杉原 誠人石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 484－ 21：14．21� 258．2
816 レモンイエロー 牝5鹿 55 長岡 禎仁青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 アタマ 43．7�
11 アポロガッツ 牝4栗 55

52 ▲横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 496＋ 81：14．3� 43．7�
12 トップリバティ 牡5黒鹿57 藤懸 貴志�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 534－ 21：14．4クビ 10．3�
59 � フラッシュカフェ 牡5黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 474－ 41：14．61� 153．7�
714 タガノシェーヴル 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 426＋ 61：14．7クビ 48．4�

510 シゲルハダカマツリ 牡5鹿 57
55 △木幡 初也森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B542－101：15．44 3．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，624，600円 複勝： 28，715，400円 枠連： 12，447，000円
馬連： 38，258，800円 馬単： 20，530，400円 ワイド： 27，445，000円
3連複： 56，480，300円 3連単： 74，325，500円 計： 279，827，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 450円 � 650円 枠 連（6－8） 1，330円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，080円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 41，540円

票 数

単勝票数 計 216246 的中 � 65525（1番人気）
複勝票数 計 287154 的中 � 70380（1番人気）� 13755（8番人気）� 8990（9番人気）
枠連票数 計 124470 的中 （6－8） 7201（6番人気）
馬連票数 計 382588 的中 �� 15567（6番人気）
馬単票数 計 205304 的中 �� 5236（7番人気）
ワイド票数 計 274450 的中 �� 9224（7番人気）�� 6578（10番人気）�� 1945（40番人気）
3連複票数 計 564803 的中 ��� 3984（35番人気）
3連単票数 計 743255 的中 ��� 1297（125番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．6―12．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．9―47．5―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ン テ ナ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 東京1着

2012．2．15生 牡5鹿 母 ベルグラーノ 母母 ディフェレンテ 17戦2勝 賞金 31，250，000円
〔制裁〕 フラッシュカフェ号の騎手小崎綾也は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番・6番）

トップリバティ号の騎手藤懸貴志は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・5番）



08019 3月12日 晴 良 （29中京2）第2日 第7競走 ��1，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

714 ベ ル ク リ ア 牝4芦 55 勝浦 正樹水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 466＋ 21：24．9 2．7�
59 ボクノナオミ 牝5鹿 55 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 484－101：25．11� 11．4�
11 オールスマイル 牝4青鹿 55

52 ▲荻野 極前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 2 〃 クビ 5．1�

48 クリノセゴビア 牝4黒鹿 55
54 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 460＋ 41：25．2クビ 22．1�

12 リリーグランツ 牝5鹿 55
53 △木幡 初也 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B448－ 6 〃 アタマ 7．2�
47 ナタリーバローズ 牝4鹿 55 四位 洋文猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 464＋101：25．62 5．0	
510 シアワセデス 牝4鹿 55 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 488－ 61：25．7� 24．8

816 クラシックリディア 牝4黒鹿 55

53 △坂井 瑠星 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：26．01� 26．1�
612 スモモチャン 牝4栗 55 横山 和生ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 442± 01：26．1� 45．3
23 セ ン グ ウ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 472－ 21：26．42 14．6�
36 	 シードパール 牝5鹿 55 大野 拓弥髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム B426－ 41：26．5クビ 117．9�
611 ラタンドレス 牝4鹿 55 松山 弘平 �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 岡田スタツド 458± 01：26．71� 72．3�
35 ピエノフィオレ 牝5黒鹿 55

52 ▲富田 暁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 454＋ 61：26．91 168．6�

24 	 ハートオブジュン 牝6鹿 55
52 ▲菊沢 一樹�広富牧場 松山 将樹 浦河 信成牧場 476－12 〃 クビ 145．8�

713 ナリタノヘア 牝5鹿 55
54 ☆加藤 祥太�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 418－ 21：27．11
 97．4�

815	 マヤブリリアント 牝4栗 55
52 ▲三津谷隼人�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 388－ 4 （競走中止） 391．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，672，900円 複勝： 28，914，000円 枠連： 13，650，400円
馬連： 37，677，400円 馬単： 18，807，700円 ワイド： 25，691，000円
3連複： 51，499，400円 3連単： 66，679，600円 計： 264，592，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 290円 � 160円 枠 連（5－7） 1，120円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 570円 �� 320円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 12，120円

票 数

単勝票数 計 216729 的中 � 64184（1番人気）
複勝票数 計 289140 的中 � 70577（1番人気）� 18680（6番人気）� 48505（2番人気）
枠連票数 計 136504 的中 （5－7） 9365（5番人気）
馬連票数 計 376774 的中 �� 20212（4番人気）
馬単票数 計 188077 的中 �� 5893（6番人気）
ワイド票数 計 256910 的中 �� 11230（5番人気）�� 22427（1番人気）�� 6144（11番人気）
3連複票数 計 514994 的中 ��� 14547（5番人気）
3連単票数 計 666796 的中 ��� 3986（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―47．4―59．8―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ク リ ア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．12．26 阪神3着

2013．2．16生 牝4芦 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 14戦2勝 賞金 29，500，000円
〔競走中止〕 マヤブリリアント号は，最後の直線コースで，急に外側に斜行した「リリーグランツ」号の影響を受けた馬の後肢に触れて

つまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 クラシックリディア号の騎手坂井瑠星は，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：10番・2番）

リリーグランツ号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成29年3月18日から
平成29年3月19日まで騎乗停止。（被害馬：4番・15番・11番・6番・13番・12番）

※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 ルノンキュール号

08020 3月12日 晴 良 （29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 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

35 トシストロング 牡6鹿 57 藤岡 佑介上村 利幸氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 480± 01：08．3 6．1�
23 ニシオボヌール �5黒鹿57 高田 潤西尾 午郎氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 488＋ 2 〃 クビ 3．7�
714 ダブルコーク 牡6黒鹿 57

55 △木幡 初也�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488－ 41：08．61� 24．8�
818 ユキノカトレア 牝5鹿 55

53 △坂井 瑠星北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 474－ 61：08．81� 12．0�
47 ダイメイプリンセス 牝4黒鹿55 黛 弘人宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 498－ 21：08．9� 19．8�
612 ショウナンアヴィド 牡4青鹿57 中谷 雄太	湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 B490－ 4 〃 クビ 6．2

12 ハギノソフィア 牝7栗 55 小牧 太安岡美津子氏 	島 一歩 日高 天羽 禮治 494＋ 81：09．0クビ 105．7�
59 ク ロ ー ソ ー 牝5鹿 55 松山 弘平大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 424＋ 6 〃 ハナ 6．0�
713 プレシャスロード �5青鹿57 太宰 啓介山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 460－ 8 〃 アタマ 44．4
24 プリンセスオーラ 牝4鹿 55 横山 和生大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 	川 啓一 442＋161：09．1
 41．4�
816 リュウツバメ 牝7鹿 55 原田 和真田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 544－ 2 〃 ハナ 193．5�
715 シェアザジョイフル 牝5鹿 55 秋山真一郎 �グランデオーナーズ 高橋 康之 えりも 能登 浩 454± 01：09．2クビ 26．6�
611 プルメリアブーケ 牝4栗 55 長岡 禎仁吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：09．3� 24．3�
11 スミレタンポポ 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 430± 01：09．4� 88．8�
48 ナムラエルサ 牝4鹿 55

54 ☆	島 克駿奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 458＋ 41：09．5
 6．8�
817 クリノスイートピー 牝5黒鹿55 中井 裕二栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 438－ 81：09．6
 112．8�
36 � ブリーズドゥメール 牝4青鹿 55

54 ☆加藤 祥太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 442－181：09．7クビ 91．1�
510� グレースシャンティ 牝4芦 55

53 △伴 啓太佐藤 良二氏 本間 忍 新冠 中地 義次 454＋ 2 〃 クビ 179．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，565，300円 複勝： 37，249，200円 枠連： 16，173，600円
馬連： 45，054，500円 馬単： 21，004，900円 ワイド： 29，900，300円
3連複： 66，094，900円 3連単： 81，727，800円 計： 320，770，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 180円 � 490円 枠 連（2－3） 1，290円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，850円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 43，280円

票 数

単勝票数 計 235653 的中 � 30498（3番人気）
複勝票数 計 372492 的中 � 55187（3番人気）� 60962（1番人気）� 15624（8番人気）
枠連票数 計 161736 的中 （2－3） 9703（6番人気）
馬連票数 計 450545 的中 �� 25695（2番人気）
馬単票数 計 210049 的中 �� 5156（5番人気）
ワイド票数 計 299003 的中 �� 14747（2番人気）�� 3999（22番人気）�� 5387（16番人気）
3連複票数 計 660949 的中 ��� 6104（19番人気）
3連単票数 計 817278 的中 ��� 1369（115番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．4―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．7
3 ・（4，7）10（8，9）（5，6，15）12（3，11，18）（2，14，13，17）16－1 4 4，7（8，10）（5，9）（6，12，15）（3，11，13，18）（2，14，17）16，1

勝馬の
紹 介

トシストロング �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2013．11．2 京都2着

2011．5．14生 牡6鹿 母 ソルトレイクスター 母母 ループルシーザ 23戦2勝 賞金 39，365，000円



08021 3月12日 晴 良 （29中京2）第2日 第9競走 ��1，900�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

44 ウォーターシャウト 牡4青鹿57 丸田 恭介山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 494＋ 82：02．1 3．3�
66 サトノメダリスト 牡5黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 514± 02：02．41� 4．1�
89 ローデルバーン 牡4黒鹿57 川須 栄彦佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 464－ 8 〃 クビ 15．3�
22 タイセイブラスト 牡4鹿 57 中谷 雄太田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 508－ 22：02．5� 133．6�
78 セレブレイトソング 	5栗 57 藤懸 貴志 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B496＋ 62：02．71
 3．3�
55 サウンドスタジオ 牡4鹿 57 勝浦 正樹増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 496＋ 22：02．91 7．9	
33 � クリノメルクリウス 	4鹿 57

54 ▲三津谷隼人栗本 守氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 434＋ 2 〃 ハナ 72．0

77 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55

54 ☆岩崎 翼山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 462＋ 42：03．43 87．0�
11 ラインフェルス 牡5栗 57 大野 拓弥村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 488± 02：03．93 6．7�
810� プラウドウルフ 牡6栃栗 57

55 △木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 482＋182：04．64 27．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 18，961，700円 複勝： 26，608，000円 枠連： 7，472，600円
馬連： 31，529，000円 馬単： 18，054，500円 ワイド： 20，072，800円
3連複： 43，476，000円 3連単： 79，704，500円 計： 245，879，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 200円 枠 連（4－6） 680円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 320円 �� 750円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 10，320円

票 数

単勝票数 計 189617 的中 � 45299（2番人気）
複勝票数 計 266080 的中 � 54432（2番人気）� 56119（1番人気）� 27728（5番人気）
枠連票数 計 74726 的中 （4－6） 8489（2番人気）
馬連票数 計 315290 的中 �� 33359（3番人気）
馬単票数 計 180545 的中 �� 9580（4番人気）
ワイド票数 計 200728 的中 �� 17755（3番人気）�� 6507（11番人気）�� 6233（12番人気）
3連複票数 計 434760 的中 ��� 11635（11番人気）
3連単票数 計 797045 的中 ��� 5594（35番人気）

ハロンタイム 7．3―12．2―12．4―13．8―13．5―12．1―12．1―12．9―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―19．5―31．9―45．7―59．2―1：11．3―1：23．4―1：36．3―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォーターシャウト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2016．2．28 阪神4着

2013．5．8生 牡4青鹿 母 バーンダンス 母母 ダークムーン 9戦2勝 賞金 17，200，000円

08022 3月12日 晴 良 （29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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

良
不良

11 テイエムヒッタマゲ 牡3栗 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 鹿児島 テイエム牧場 482－ 41：25．3 31．2�
22 グッドヒューマー 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 464－ 4 〃 ハナ 5．3�
55 シゲルベンガルトラ 牡3栗 56 �島 克駿森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 446－ 21：25．4クビ 3．9�
44 	 アスタースウィング 牡3栗 56 松山 弘平加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 490－ 21：25．61 5．5�
811 タイセイブレーク 牡3栗 56 太宰 啓介田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 506－ 4 〃 アタマ 15．7�
33 ラッシュアウト 牡3黒鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 442＋ 4 〃 クビ 63．3	
67 セイカチトセ 牡3黒鹿56 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B474－ 41：25．7
 8．6

68 	 レヴァンテライオン 牡3黒鹿57 中谷 雄太ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

482－ 21：25．91� 6．3�
710 スターペスマリア 牝3栗 54 国分 恭介河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 474－ 41：26．0クビ 62．3�
56 � ハタノオヌール 牝3青鹿54 坂井 瑠星 グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 434－ 21：26．21 32．7�
79 シゲルコング 牡3鹿 57 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 500＋ 21：27．05 6．8�
812 ブルベアバブーン 牡3栗 56 秋山真一郎 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新冠 中本牧場 498± 01：27．21� 19．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，968，900円 複勝： 47，388，900円 枠連： 14，663，000円
馬連： 77，773，500円 馬単： 34，854，300円 ワイド： 43，622，700円
3連複： 106，954，100円 3連単： 154，189，100円 計： 514，414，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 530円 � 180円 � 160円 枠 連（1－2） 8，430円

馬 連 �� 6，990円 馬 単 �� 14，360円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 1，670円 �� 400円

3 連 複 ��� 7，990円 3 連 単 ��� 68，580円

票 数

単勝票数 計 349689 的中 � 8953（9番人気）
複勝票数 計 473889 的中 � 16938（9番人気）� 71833（2番人気）� 93737（1番人気）
枠連票数 計 146630 的中 （1－2） 1348（21番人気）
馬連票数 計 777735 的中 �� 8615（28番人気）
馬単票数 計 348543 的中 �� 1820（55番人気）
ワイド票数 計 436227 的中 �� 5409（28番人気）�� 6350（22番人気）�� 31349（1番人気）
3連複票数 計1069541 的中 ��� 10027（30番人気）
3連単票数 計1541891 的中 ��� 1630（269番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムヒッタマゲ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2016．7．31 小倉1着

2014．4．4生 牡3栗 母 テイエムクレナイ 母母 グラヴィール 6戦2勝 賞金 37，534，000円
［他本会外：1戦1勝］



08023 3月12日 晴 良 （29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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．8
1：19．0

良
良

12 トーセンデューク 牡6鹿 57 四位 洋文島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456－ 21：19．6レコード 4．8�
24 ビップライブリー 牡4栗 57 松山 弘平鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 4．0�
23 コウエイタケル 牡6鹿 57 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 492± 01：19．81 44．9�
713 スカイパッション 牝5栗 55 丸田 恭介小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 462＋ 21：19．9クビ 29．3�
36 ツィンクルソード 牡6芦 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 ハナ 53．1	
48 ダノンルージュ 牝7鹿 55 中谷 雄太
ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 494－ 41：20．0	 95．9�
817 レーヴムーン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介ニットー商事
 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 480＋ 61：20．21
 8．3�
47 ニシノラッシュ 牡5鹿 57 川須 栄彦西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 498－ 41：20．4	 8．3
35 � ア イ ラ イ ン 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B456－101：20．5
 33．7�
816 ニシノラディアント 牡4鹿 57 古川 吉洋西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 494＋ 61：20．6
 12．5�
612� エ ル ゴ レ ア 牝6鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 ハナ 29．4�
611� ロードセレリティ 牡4鹿 57 秋山真一郎 
ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 474－ 61：20．7
 7．5�
11 ラ ク ア ミ 牝5栗 55 加藤 祥太西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B470＋22 〃 ハナ 27．5�
815 ライブリシュネル 牡7鹿 57 坂井 瑠星加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 492－ 61：20．91� 147．2�
59 オルレアンローズ 牝4鹿 55 大野 拓弥 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 486＋ 41：21．22 16．1�
510 サニーデイズ 牡6黒鹿57 藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 496－ 41：21．51	 63．7�
714 マテンロウハピネス 牡5鹿 57 太宰 啓介寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B454＋121：21．6
 13．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 55，716，600円 複勝： 82，690，500円 枠連： 50，613，900円
馬連： 193，355，400円 馬単： 75，957，400円 ワイド： 93，057，900円
3連複： 291，083，100円 3連単： 390，773，600円 計： 1，233，248，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 180円 � 660円 枠 連（1－2） 820円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，660円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 12，400円 3 連 単 ��� 44，150円

票 数

単勝票数 計 557166 的中 � 91797（2番人気）
複勝票数 計 826905 的中 � 154260（1番人気）� 131650（2番人気）� 23541（13番人気）
枠連票数 計 506139 的中 （1－2） 47585（1番人気）
馬連票数 計1933554 的中 �� 143131（1番人気）
馬単票数 計 759574 的中 �� 28265（1番人気）
ワイド票数 計 930579 的中 �� 58478（1番人気）�� 8555（34番人気）�� 7676（39番人気）
3連複票数 計2910831 的中 ��� 17598（33番人気）
3連単票数 計3907736 的中 ��� 6416（100番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．8―11．2―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．5―33．3―44．5―56．0―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンデューク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fairy King デビュー 2014．1．12 京都3着

2011．3．5生 牡6鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet 20戦5勝 賞金 88，700，000円

08024 3月12日 晴 良 （29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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

22 アースライズ 牝5青鹿55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋201：33．4 3．6�
78 ヒルノマゼラン 牡4黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 508± 01：33．5� 3．5�
77 フライングレディ 牝4黒鹿55 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 436－ 61：33．71	 18．6�
33 ヤマカツボーイ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 464－ 2 〃 ハナ 10．0�
11 ピースマインド 牡4鹿 57 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 446± 01：34．02 3．6�
55 インストアイベント 牡7栗 57 菊沢 一樹 	社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486± 01：34．21	 16．0

810 マルーンドロップ 牝6栗 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか 岡田スタツド 466＋12 〃 ハナ 44．0�
66 ハッピームーン 牡5黒鹿57 丸田 恭介石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 454－121：34．41	 6．1�
89 カレンバッドボーイ 牡7鹿 57 松山 弘平鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B490＋10 〃 アタマ 52．2
44 アローシルバー 牝5栗 55 熊沢 重文佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 486－ 81：34．61	 168．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，538，400円 複勝： 44，742，600円 枠連： 19，033，700円
馬連： 80，391，200円 馬単： 39，991，000円 ワイド： 44，145，600円
3連複： 102，318，000円 3連単： 189，449，000円 計： 560，609，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 160円 � 320円 枠 連（2－7） 610円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，340円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 15，030円

票 数

単勝票数 計 405384 的中 � 89048（2番人気）
複勝票数 計 447426 的中 � 84382（1番人気）� 83435（2番人気）� 27228（7番人気）
枠連票数 計 190337 的中 （2－7） 24159（2番人気）
馬連票数 計 803912 的中 �� 81365（2番人気）
馬単票数 計 399910 的中 �� 21440（2番人気）
ワイド票数 計 441456 的中 �� 40096（1番人気）�� 7751（17番人気）�� 13644（11番人気）
3連複票数 計1023180 的中 ��� 20371（13番人気）
3連単票数 計1894490 的中 ��� 9137（51番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．6―11．7―12．0―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―35．3―47．0―59．0―1：10．6―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

アースライズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2014．7．6 中京4着

2012．2．7生 牝5青鹿 母 ライジングクロス 母母 Woodrising 14戦3勝 賞金 92，660，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（29中京2）第2日 3月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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
厩務員出走奨励金

212，830，000円
11，650，000円
1，190，000円
23，500，000円
69，532，000円
6，179，600円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
303，324，500円
420，968，700円
185，583，900円
663，047，800円
314，894，900円
394，800，800円
968，032，700円
1，357，269，400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 4，607，922，700円

総入場人員 12，358名 （有料入場人員 11，168名）
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