
08005 3月14日 小雨 良 （27中京2）第1日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時05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
2：11．5
2：10．0

良
良

816 ラウレアブルーム 牡3鹿 56 松山 弘平横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 490＋ 42：15．2 3．4�
510 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 82：15．3� 19．9�
713 クリノイーソー 牡3鹿 56 �島 良太栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 474＋ 22：16．36 41．6�
12 マースキングズ 牡3青 56 高倉 稜キャピタルクラブ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 422－ 22：16．61� 70．4�
715 カリテスグレース 牝3黒鹿54 杉原 誠人北畑 忍氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 468－ 2 〃 アタマ 11．9�
23 パンテーラネロ 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �ローレルレーシング 高橋 義忠 日高 森永牧場 470± 02：16．81� 23．7	
48 ミスズダンディー 牡3鹿 56 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 468－ 8 〃 クビ 7．1

612 コスモレプリカ 牡3栗 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 472－ 62：17．11� 128．9�
611 トーセンゲイル 牡3黒鹿56 川田 将雅島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋182：17．2� 4．8
818 マイネルリコルド 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 498－ 2 〃 クビ 7．0�
817 テキスタイルアート 牡3青鹿56 M．デムーロ吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 ハナ 9．6�
714 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 400－102：17．73 230．0�
35 トミケンルーシッド 牡3栗 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 458－ 22：18．12� 19．8�
47 アメリカンマッスル 牡3黒鹿 56

53 ▲城戸 義政市川 義美氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 508－142：18．52� 56．7�
24 メイスンセンター 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹梅村 浩氏 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 438－ 42：18．6クビ 292．3�
59 ア ゲ ハ 牡3黒鹿56 D．バルジュー 小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 442－ 42：18．7� 17．9�

（伊）

11 ワンダーウインディ 牡3黒鹿56 国分 恭介山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 城地 清満 502－ 42：18．91� 274．7�
36 ジェイポップ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B472＋ 22：20．7大差 91．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，748，700円 複勝： 30，925，900円 枠連： 13，596，800円
馬連： 34，430，300円 馬単： 19，041，700円 ワイド： 23，010，700円
3連複： 48，853，700円 3連単： 64，538，600円 計： 253，146，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 620円 � 760円 枠 連（5－8） 910円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，540円 �� 10，830円

3 連 複 ��� 36，530円 3 連 単 ��� 139，670円

票 数

単勝票数 計 187487 的中 � 43688（1番人気）
複勝票数 計 309259 的中 � 85423（1番人気）� 10080（10番人気）� 8022（11番人気）
枠連票数 計 135968 的中 （5－8） 11555（5番人気）
馬連票数 計 344303 的中 �� 9647（10番人気）
馬単票数 計 190417 的中 �� 3112（15番人気）
ワイド票数 計 230107 的中 �� 6072（8番人気）�� 2316（33番人気）�� 531（75番人気）
3連複票数 計 488537 的中 ��� 1003（112番人気）
3連単票数 計 645386 的中 ��� 335（436番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．2―12．5―12．8―12．5―12．6―12．7―12．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．9―35．1―47．6―1：00．4―1：12．9―1：25．5―1：38．2―1：50．8―2：02．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ラウレアブルーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Caerleon デビュー 2014．10．4 阪神2着

2012．2．17生 牡3鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ 8戦1勝 賞金 17，000，000円
〔制裁〕 ワンダーウインディ号の調教師佐藤正雄は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。

コスモレプリカ号の調教師小笠倫弘は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
コスモレプリカ号の騎手黛弘人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・1番）
チャパラ号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェイポップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月14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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウデコイ号
※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。

08006 3月14日 曇 良 （27中京2）第1日 第6競走 ��1，900�サラブレッド系4歳以上
発走12時35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
1：58．1
1：53．7

稍重
不良

812 スマートラファエル 牡6黒鹿57 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 476± 02：01．1 4．3�
813 エイヴィアンボス 牡5鹿 57 北村 友一桑畑 �信氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 542＋ 82：01．41� 3．4�
11 � ウェルウィッチア 牡6鹿 57 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B476± 02：01．61� 64．0�
56 オリハルコン 牡4黒鹿57 川田 将雅�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 530＋ 62：01．92 4．7�
68 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 柴田 大知吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B510－ 8 〃 クビ 20．4	
57 シャドウシティー 牡4鹿 57 D．バルジュー 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 82：02．0クビ 37．3


（伊）

45 キネオフライト 牡4栗 57 勝浦 正樹吉田 千津氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－ 62：02．31� 75．4�

710 ステージジャンプ 牡5鹿 57 松田 大作合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：02．4� 4．0�

711� デルマコテツ 牡4栗 57 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444＋ 62：02．82	 52．9
44 アイアイエンデバー 牡6黒鹿57 菱田 裕二齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 B464－ 42：02．9クビ 13．5�
69 � スリーキングス 牡6栗 57 水口 優也永井商事� 石橋 守 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 ハナ 280．4�
33 ニューハウン 牡5鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 532＋142：03．0	 21．8�
22 カフジスター 牡4青鹿57 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 472＋ 22：03．1� 51．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，826，100円 複勝： 23，677，000円 枠連： 9，357，600円
馬連： 30，227，300円 馬単： 17，647，900円 ワイド： 17，925，400円
3連複： 37，925，900円 3連単： 61，832，600円 計： 217，419，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 170円 � 1，100円 枠 連（8－8） 700円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，450円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 11，000円 3 連 単 ��� 42，980円

票 数

単勝票数 計 188261 的中 � 34911（3番人気）
複勝票数 計 236770 的中 � 49232（2番人気）� 39906（3番人気）� 3747（11番人気）
枠連票数 計 93576 的中 （8－8） 10344（3番人気）
馬連票数 計 302273 的中 �� 31208（2番人気）
馬単票数 計 176479 的中 �� 8976（3番人気）
ワイド票数 計 179254 的中 �� 13021（2番人気）�� 1252（33番人気）�� 1246（34番人気）
3連複票数 計 379259 的中 ��� 2584（35番人気）
3連単票数 計 618326 的中 ��� 1043（131番人気）

ハロンタイム 7．6―11．4―11．6―13．2―13．4―13．1―12．8―12．8―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―19．0―30．6―43．8―57．2―1：10．3―1：23．1―1：35．9―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3
3，8－10，4，13（2，7）（1，9）11（5，6，12）・（3，8）12（10，13，7）1（2，6）（4，11）5，9

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

勝馬の
紹 介

スマートラファエル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．2．25 阪神7着

2009．5．4生 牡6黒鹿 母 フラッシュウェーブ 母母 プラチナウェーブ 19戦3勝 賞金 33，590，000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。


