
08015 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第3競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．8
1：30．7

良
良

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

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

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

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

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

（16頭）

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，180円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 6，740円 3 連 単 ��� 26，780円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンバッドガール �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．3 京都2着

2010．4．11生 牝3黒鹿 母 フレンチムード 母母 ゴールドリーフ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔調教再審査〕 トウケイワンダー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シゲルワシザ号・ベッラヴォーチェ号・リッシュレーヴ号

08016 3月10日 曇 良 （25中京2）第2日 第4競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．6
1：56．1

良
良

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

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

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

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

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

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

（18頭）

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

払戻金・
給付金

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

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 960円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 12，640円 3 連 単 ��� 73，780円

票 数

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

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤライン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Mineshaft デビュー 2013．1．20 中京6着

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


