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08037 3月17日 曇 良 （31中京2）第4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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

510 キ ン シ ロ ウ 牡3栗 56 津村 明秀岡 浩二氏 岩戸 孝樹 日高 野島牧場 B490－ 61：26．1 9．8�
59 ペイシャジュエル 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新冠 ラツキー牧場 470－ 4 〃 ハナ 4．8�
713 フォリオール 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也程田 真司氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B526－ 41：26．31� 17．3�
11 バスクベレー 牡3鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：26．61� 2．4�
48 ペイシャラストパイ 牡3鹿 56 太宰 啓介北所 直人氏 坂口 智康 新冠 隆栄牧場 466－161：26．7� 26．3�
612 マイティウェイ 牡3黒鹿56 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 478－ 81：26．91� 24．5	
714 ロンリーウェイ 牡3青鹿56 井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472± 0 〃 アタマ 4．4

24 ヤサカリベルテ 牡3栗 56

55 ☆横山 武史志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 454＋ 81：27．0クビ 53．9�
815 ダンツスピリット 牡3黒鹿56 小林 徹弥山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B488＋ 41：27．21� 60．9�
611 ナリタエストレジャ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 400－ 81：27．3� 51．7
47 マリノジェノヴァ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�クラウン 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 442± 01：27．51� 78．9�
23 ラディアント 牡3鹿 56 荻野 極�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 504 ―1：27．6� 38．3�
12 ストラトスフィア 牝3鹿 54 藤岡 康太�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 462－ 6 〃 アタマ 25．6�
35 エイシンオルデン 牝3青鹿 54

53 ☆川又 賢治�栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 446－ 21：28．66 41．0�
816 ヨドノグローリ 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 466＋ 21：29．98 296．6�
36 ハイワールド 牡3栗 56 小崎 綾也服部 新平氏 小崎 憲 新ひだか へいはた牧場 424± 01：30．0クビ 108．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，508，400円 複勝： 33，987，800円 枠連： 10，273，500円
馬連： 39，229，200円 馬単： 18，701，400円 ワイド： 33，910，400円
3連複： 63，460，000円 3連単： 71，283，200円 計： 292，353，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 270円 � 150円 � 430円 枠 連（5－5） 1，850円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，760円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 43，280円

票 数

単勝票数 計 215084 的中 � 17540（4番人気）
複勝票数 計 339878 的中 � 30200（4番人気）� 77997（1番人気）� 16202（5番人気）
枠連票数 計 102735 的中 （5－5） 4293（4番人気）
馬連票数 計 392292 的中 �� 18643（6番人気）
馬単票数 計 187014 的中 �� 3783（12番人気）
ワイド票数 計 339104 的中 �� 14381（5番人気）�� 4823（16番人気）�� 5501（12番人気）
3連複票数 計 634600 的中 ��� 4756（35番人気）
3連単票数 計 712832 的中 ��� 1194（116番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．2―12．9―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．5―59．4―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ン シ ロ ウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アッミラーレ デビュー 2019．1．26 東京6着

2016．4．18生 牡3栗 母 サクラサクラサクラ 母母 コーエーガルボ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ペイシャジュエル号の騎手山田敬士は，3コーナー通過後の御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：

16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。
（非当選馬） 1頭 アイアンゾーン号

08038 3月17日 曇 良 （31中京2）第4日 第2競走 ��1，900�サラブレッド系3歳
発走10時20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
1：57．7
1：53．7

良
不良

810 パ シ ー ジ ョ 牡3鹿 56 津村 明秀前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 468－ 22：03．0 27．3�
79 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 クビ 2．6�
22 ホワイトストーム 牡3芦 56 菅原 隆一西村 專次氏 小野 次郎 浦河 グラストレーニ

ングセンター 458－ 42：03．1� 20．9�
33 ランヴォール 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 42：04．16 10．1�

11 クリノイカズチオー 牡3青鹿 56
53 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 日西牧場 418－ 62：04．2クビ 85．1�

66 コルドゥーン 牡3青鹿56 藤懸 貴志西 浩明氏 斉藤 崇史 日高 下河辺牧場 438－12 〃 クビ 71．9	
67 ショウナンアリババ 牡3栗 56 藤岡 康太国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 474＋ 62：04．3クビ 5．3

78 カフジマーキュリー 牡3栗 56 荻野 極加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 472－ 62：04．72� 18．3�
811 サウンドバレット 牡3黒鹿56 岩崎 翼増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 ハナ 15．3�
55 ア ラ ゴ ネ ス �3黒鹿56 丸山 元気吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 544－102：04．91 4．3
44 シゲルヒスイ 牡3黒鹿56 丸田 恭介森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474－ 2 〃 アタマ 7．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，817，100円 複勝： 23，698，200円 枠連： 5，837，200円
馬連： 30，602，900円 馬単： 15，480，500円 ワイド： 21，967，200円
3連複： 42，113，300円 3連単： 58，683，700円 計： 215，200，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，730円 複 勝 � 780円 � 150円 � 420円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 6，190円 馬 単 �� 12，670円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 6，130円 �� 940円

3 連 複 ��� 24，750円 3 連 単 ��� 205，530円

票 数

単勝票数 計 168171 的中 � 4917（9番人気）
複勝票数 計 236982 的中 � 6142（9番人気）� 56175（1番人気）� 12372（6番人気）
枠連票数 計 58372 的中 （7－8） 5529（3番人気）
馬連票数 計 306029 的中 �� 3831（21番人気）
馬単票数 計 154805 的中 �� 916（43番人気）
ワイド票数 計 219672 的中 �� 3380（20番人気）�� 892（44番人気）�� 6242（12番人気）
3連複票数 計 421133 的中 ��� 1276（65番人気）
3連単票数 計 586837 的中 ��� 207（456番人気）

ハロンタイム 7．4―11．5―11．4―13．9―13．5―12．9―13．1―12．9―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．9―30．3―44．2―57．7―1：10．6―1：23．7―1：36．6―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．3
1
3
・（3，4）7，9－2，5－（1，11）－（6，10）8
3，4（7，9）2（11，5）（1，10）8，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パ シ ー ジ ョ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Sinndar デビュー 2018．9．23 中山14着

2016．3．6生 牡3鹿 母 フォトジェニック 母母 ピクチャープリンセス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ホワイトストーム号の騎手菅原隆一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：5番）

ホワイトストーム号の騎手菅原隆一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過
怠金30，000円。（被害馬：10番）
ホワイトストーム号の騎手菅原隆一は，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４日



08039 3月17日 曇 良 （31中京2）第4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）

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
1：10．0
1：08．7

重
重

714 グレースアンバー 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 424－ 41：14．1 2．8�

12 コパノジョウオー 牝3栗 54 荻野 極小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 484－ 41：14．31� 4．7�
59 フューチャーベース 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452－ 21：14．51� 5．2�
36 マ ナ カ 牝3栗 54 小崎 綾也山口 敦広氏 飯田 祐史 新ひだか 落合 一巳 496 ―1：14．71� 5．7�
510 リネンリボン 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治戸山 光男氏 坂口 智康 新冠 芳住 鉄兵 446± 0 〃 ハナ 115．7�
815 ケイツールフィヤ 牝3鹿 54

51 ▲岩田 望来楠本 勝美氏 大江原 哲 浦河 秋場牧場 440－101：15．02 119．0�
816 フ ラ ッ パ ー 牝3青鹿54 丸山 元気長谷川光司氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 432－ 21：15．1クビ 51．3	
35 ジャスパーマリン 牝3栗 54

51 ▲斎藤 新加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 ヒカル牧場 456± 01：15．52� 29．9

47 ツクバボニート 牝3栗 54

53 ☆横山 武史細谷 武史氏 和田 雄二 新ひだか 坂本 健一 408－141：15．6� 28．5�
611 デスパシート 牝3青鹿54 吉田 隼人�坂東牧場 武 幸四郎 平取 坂東牧場 448 ―1：15．7� 7．8
24 ニ コ シ ー ナ 牝3鹿 54 松田 大作椎名 節氏 伊藤 圭三 新冠 ヤマタケ牧場 432－ 21：16．01� 75．8�
612 タイムアクシス 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 対馬 正 460－ 2 〃 アタマ 17．2�
23 クリノホールスアイ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 448－ 21：16．42� 310．1�
713 ペイシャシャコンヌ 牝3黒鹿54 井上 敏樹北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 川向高橋育

成牧場 B492－ 21：17．14 174．5�
11 エリーブリーズ 牝3栗 54 丸田 恭介谷川 正純氏 石毛 善彦 むかわ ヤマイチ牧場 408－161：17．41� 256．9�
48 レサラダアスール 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 450＋ 61：18．14 219．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，449，800円 複勝： 28，194，900円 枠連： 8，556，100円
馬連： 36，422，900円 馬単： 17，654，000円 ワイド： 26，726，500円
3連複： 51，433，600円 3連単： 67，375，000円 計： 258，812，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（1－7） 430円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 240円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，140円

票 数

単勝票数 計 224498 的中 � 63638（1番人気）
複勝票数 計 281949 的中 � 63009（1番人気）� 54099（2番人気）� 47736（3番人気）
枠連票数 計 85561 的中 （1－7） 15120（1番人気）
馬連票数 計 364229 的中 �� 50723（1番人気）
馬単票数 計 176540 的中 �� 12845（1番人気）
ワイド票数 計 267265 的中 �� 30190（1番人気）�� 27956（2番人気）�� 18272（3番人気）
3連複票数 計 514336 的中 ��� 50239（1番人気）
3連単票数 計 673750 的中 ��� 15555（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．6―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―36．0―48．6―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレースアンバー �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．11．17 京都4着

2016．5．9生 牝3栗 母 グレースエポナ 母母 アローアゲイン 6戦1勝 賞金 11，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 ツクバボニート号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月17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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アドベントクランツ号・ムーンレット号

08040 3月17日 曇 良 （31中京2）第4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3：16．2良

58 ダンツペンダント 牝6黒鹿58 平沢 健治山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 520－123：19．5 2．4�
46 テイエムフタエマル 牝7鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 500－ 43：19．82 9．4�
711 レインボーナンバー 牡4黒鹿59 難波 剛健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476± 03：19．9クビ 7．0�
610 サンライズルーク 牡4鹿 59 森 一馬松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 502－ 23：21．07 5．8�
814 ケイブルグラム �6鹿 60 石神 深一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518－ 63：21．21 6．7�
69 コウユーホクト 牡4鹿 59 浜野谷憲尚加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 508－143：23．3大差 98．6	
11 ジャスパーゲラン 牡4栗 59 金子 光希 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 480－ 4 〃 アタマ 84．1�
57 エレガントクルーズ 牝4芦 57 小野寺祐太 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 528＋ 63：23．51� 46．0�
45 エールブリリアンツ 牡5芦 60 白浜 雄造佐伯由加理氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 490＋ 23：23．6クビ 27．5
34 マーブルタンギー 牡4鹿 59 熊沢 重文下村 直氏 池添 兼雄 日高 厚賀古川牧場 482－ 43：23．7� 69．3�
813 エスケークラウン 牡5青 60 西谷 誠菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 514＋ 83：23．91� 10．0�
712 ホクセンジョウオー 牝4黒鹿57 五十嵐雄祐大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 466＋ 83：24．75 15．8�
33 ラングドック 牡4黒鹿59 蓑島 靖典新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 448－ 83：25．12� 210．2�
22 イクヨロブロイ 牡4黒鹿59 大庭 和弥太陽光
 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 476－ 63：26．69 83．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，482，300円 複勝： 18，347，000円 枠連： 9，471，200円
馬連： 25，627，800円 馬単： 13，383，100円 ワイド： 18，357，100円
3連複： 42，496，200円 3連単： 56，002，500円 計： 198，167，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 240円 � 190円 枠 連（4－5） 910円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 450円 �� 450円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計 144823 的中 � 47721（1番人気）
複勝票数 計 183470 的中 � 45920（1番人気）� 15735（6番人気）� 22258（4番人気）
枠連票数 計 94712 的中 （4－5） 8060（4番人気）
馬連票数 計 256278 的中 �� 17527（5番人気）
馬単票数 計 133831 的中 �� 6080（3番人気）
ワイド票数 計 183571 的中 �� 10754（4番人気）�� 10780（3番人気）�� 4625（15番人気）
3連複票数 計 424962 的中 ��� 12379（9番人気）
3連単票数 計 560025 的中 ��� 4716（16番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 52．2－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツペンダント �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．2．27 阪神1着

2013．3．22生 牝6黒鹿 母 ノースプリンセス 母母 シーズプリンセス 障害：2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アオテンジョウ号・キングブレイク号・ニシノオクタゴン号



08041 3月17日 小雨 良 （31中京2）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10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

89 ゲンパチルシファー 牡3鹿 56
53 ▲斎藤 新平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 484－ 21：54．9 2．5�

33 テイエムクロムシャ 牡3青鹿 56
53 ▲西村 淳也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 462－101：55．64 2．5�

22 ム ニ ア イ ン 牡3栗 56 丸山 元気吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B488－ 81：56．45 5．8�
44 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 56 吉田 隼人平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470－ 21：56．93 8．8�
77 スズカコンパス 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 412－161：57．11� 83．1�
810 エーティーキンセイ 牡3鹿 56 荻野 極荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新冠 川島牧場 494－ 61：57．31� 39．5�
66 パーティーアニマル 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 438＋ 4 〃 アタマ 126．1	
78 ラインハーベスト 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B528± 01：58．36 11．6

55 ハッピーパラダイス 牡3黒鹿56 小崎 綾也小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 488＋121：58．72� 32．3�
11 コスモエトランジュ 牡3栗 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 530－122：00．5大差 63．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，489，700円 複勝： 19，546，500円 枠連： 6，028，800円
馬連： 27，553，600円 馬単： 18，018，900円 ワイド： 21，411，500円
3連複： 40，979，900円 3連単： 83，135，500円 計： 236，164，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（3－8） 210円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 130円 �� 230円 �� 230円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，340円

票 数

単勝票数 計 194897 的中 � 61247（2番人気）
複勝票数 計 195465 的中 � 58896（1番人気）� 45188（2番人気）� 30615（3番人気）
枠連票数 計 60288 的中 （3－8） 21421（1番人気）
馬連票数 計 275536 的中 �� 87822（1番人気）
馬単票数 計 180189 的中 �� 26572（2番人気）
ワイド票数 計 214115 的中 �� 56262（1番人気）�� 19589（2番人気）�� 19292（3番人気）
3連複票数 計 409799 的中 ��� 87313（1番人気）
3連単票数 計 831355 的中 ��� 44916（2番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―13．2―13．0―12．6―12．6―13．0―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―37．8―50．8―1：03．4―1：16．0―1：29．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチルシファー �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．25 小倉7着

2016．3．30生 牡3鹿 母 ラブリイステラ 母母 タイキステラ 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ムニアイン号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモエトランジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月17日まで平地

競走に出走できない。

08042 3月17日 小雨 良 （31中京2）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：58．3
1：56．1

良
良

11 ピースフルサンデー 牡3青 56 小崎 綾也小川 勲氏 宮 徹 浦河 岡本牧場 448－ 42：03．0 11．9�
22 モンドヌーヴォー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 22：03．32 2．0�
58 アイアムレジェンド 牡3鹿 56 丸山 元気�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492－ 22：03．4クビ 19．7�
813 マイサンシャイン 牡3栗 56

53 ▲西村 淳也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 クビ 9．3�
711 オーラクルム 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504＋102：03．5クビ 8．0�
34 サトノボヌール 牝3芦 54

51 ▲斎藤 新 	サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444＋282：03．71� 5．8

712 エイシンボールディ 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治	栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 436＋ 62：03．91 16．0�
814 バリエンテドンナ 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史佐藤 理氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 476 ―2：04．11 220．0�
46 ファイティングマン 牡3鹿 56 丸田 恭介	ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－16 〃 クビ 80．9
69 メリーバローズ 牝3栗 54 吉田 隼人猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 今 牧場 482 ―2：04．31� 59．5�
45 テイエムマイスター 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 杉山 晴紀 日高 日高テイエム
牧場株式会社 420－ 42：05．04 81．9�

610 ラズライトノヴァ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 526＋ 62：05．1� 15．5�
57 ナリタムソウ 牡3鹿 56 太宰 啓介	オースミ 藤沢 則雄 浦河 �川 啓一 474－ 42：05．42 22．2�
33 マーストリッチ 牡3栗 56

55 ☆富田 暁岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 458－102：06．35 260．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，607，400円 複勝： 30，159，100円 枠連： 9，158，600円
馬連： 35，722，700円 馬単： 18，803，100円 ワイド： 28，881，000円
3連複： 49，838，800円 3連単： 66，827，700円 計： 264，998，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 200円 � 120円 � 310円 枠 連（1－2） 970円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，310円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 29，590円

票 数

単勝票数 計 256074 的中 � 17131（5番人気）
複勝票数 計 301591 的中 � 34251（3番人気）� 92638（1番人気）� 17561（6番人気）
枠連票数 計 91586 的中 （1－2） 7266（5番人気）
馬連票数 計 357227 的中 �� 28402（4番人気）
馬単票数 計 188031 的中 �� 5703（9番人気）
ワイド票数 計 288810 的中 �� 20519（3番人気）�� 2943（30番人気）�� 10904（6番人気）
3連複票数 計 498388 的中 ��� 7670（21番人気）
3連単票数 計 668277 的中 ��� 1637（99番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．2―12．9―12．4―12．2―12．1―11．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―37．3―50．2―1：02．6―1：14．8―1：26．9―1：38．8―1：50．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピースフルサンデー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．20 京都8着

2016．4．17生 牡3青 母 ピエナビーナス 母母 オープニングタイトル 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ピースフルサンデー号の騎手小崎綾也は，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）



08043 3月17日 曇 良 （31中京2）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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
1：10．0
1：08．7

重
重

35 グランドガール 牝5鹿 55
52 ▲亀田 温心林 千枝子氏 北出 成人 浦河 宮内牧場 476＋141：12．9 23．1�

713 ヘ ル デ ィ ン 牝5青鹿55 藤岡 康太金山 敏也氏 千田 輝彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル 440＋ 81：13．43 16．0�

47 ナイトスプライト 牝4栗 55
52 ▲斎藤 新 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 クビ 10．5�

611 ダイメイギンガ 牝4栗 55 吉田 隼人宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 474＋ 61：13．5� 14．8�
48 ブライトメジャー 牝5栗 55 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 2 〃 ハナ 143．8�
23 タイムレスメロディ 牝6鹿 55 城戸 義政 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B430－ 4 〃 クビ 2．8	
816 エンドレスコール 牝5黒鹿 55

52 ▲西村 淳也 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B470＋ 21：13．6クビ 7．4


24 モンテルース 牝4黒鹿55 藤懸 貴志�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 472－ 6 〃 クビ 4．4�
714 ペイシャディア 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 432＋ 61：14．02 63．2�
59 ダブルミステリー 牝5栗 55 岩崎 翼西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 452± 01：14．1� 149．9
815 ノ ヴ ィ ア 牝4鹿 55 西村 太一ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 21：14．31 49．4�
11 レ ネ ッ ト 牝4栗 55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 460－ 61：14．51 30．6�
510 デルマカシャーサ 牝4栗 55 丸山 元気浅沼 廣幸氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 ハナ 6．1�
12 クリノセゴビア 牝6黒鹿55 松田 大作栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 446－20 〃 ハナ 168．8�
36 プリームムロジンカ 牝4鹿 55 荻野 極ディアレストクラブ� 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B474＋101：14．82 69．3�
612 サンメイコン 牝4黒鹿 55

54 ☆横山 武史 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社
ケイズ B456＋ 21：15．54 88．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，540，500円 複勝： 30，009，700円 枠連： 10，182，900円
馬連： 38，553，400円 馬単： 17，380，500円 ワイド： 30，181，400円
3連複： 57，913，300円 3連単： 71，802，900円 計： 280，564，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 590円 � 440円 � 340円 枠 連（3－7） 8，690円

馬 連 �� 14，900円 馬 単 �� 33，770円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 3，410円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 39，370円 3 連 単 ��� 340，240円

票 数

単勝票数 計 245405 的中 � 8491（8番人気）
複勝票数 計 300097 的中 � 12652（8番人気）� 17905（7番人気）� 24266（5番人気）
枠連票数 計 101829 的中 （3－7） 908（22番人気）
馬連票数 計 385534 的中 �� 2005（36番人気）
馬単票数 計 173805 的中 �� 386（83番人気）
ワイド票数 計 301814 的中 �� 1719（38番人気）�� 2276（33番人気）�� 3375（23番人気）
3連複票数 計 579133 的中 ��� 1103（107番人気）
3連単票数 計 718029 的中 ��� 153（808番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．3―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．2―47．5―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドガール �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 トワイニング デビュー 2016．7．17 中京4着

2014．4．5生 牝5鹿 母 イサミステルス 母母 トップデボネア 23戦2勝 賞金 35，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウラガーノ号・グランデミノル号・サトノレーヌ号

08044 3月17日 小雨 良 （31中京2）第4日 第8競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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
1：48．9
1：47．8

重
重

44 レンジストライク 牡4黒鹿 57
56 ☆横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 21：53．4 1．9�
811 ユイノチョッパー 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B496－141：54．14 5．4�
812 セレブレイトソング �7栗 57

54 ▲西村 淳也 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B500－ 4 〃 クビ 14．7�
67 � チビノヴァルタン 牝6鹿 55

54 ☆富田 暁梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B448－ 21：54．2クビ 19．7�
11 ヴェルトゥアル 牡4鹿 57 伴 啓太 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：54．3� 49．8�
68 メイショウゴテツ 牡6青鹿 57

54 ▲亀田 温心松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 498＋141：54．61� 11．9	
22 トウシンタイガー �6鹿 57

54 ▲服部 寿希
サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 510－ 41：54．92 143．5�
33 ジュンテオドーラ 牝5鹿 55

54 ☆川又 賢治河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：55．0� 17．7�
55 ロードダヴィンチ 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来 
ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 526± 01：55．21� 4．7
710� シンアンドケン 牡4鹿 57 岩崎 翼 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488－121：55．52 46．1�
79 トウシンカイザー 牡4鹿 57 小崎 綾也
サトー 村山 明 千歳 社台ファーム 508＋181：55．81� 118．7�
56 ノーブルエイム 牝4栗 55 井上 敏樹下河辺隆行氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 B490＋ 81：57．8大差 36．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，177，700円 複勝： 29，709，000円 枠連： 9，258，800円
馬連： 33，511，900円 馬単： 21，175，900円 ワイド： 27，020，500円
3連複： 46，217，700円 3連単： 80，731，600円 計： 270，803，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 210円 枠 連（4－8） 370円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 260円 �� 350円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 231777 的中 � 94723（1番人気）
複勝票数 計 297090 的中 � 109915（1番人気）� 38125（3番人気）� 25082（4番人気）
枠連票数 計 92588 的中 （4－8） 19196（1番人気）
馬連票数 計 335119 的中 �� 47595（2番人気）
馬単票数 計 211759 的中 �� 21245（2番人気）
ワイド票数 計 270205 的中 �� 28840（2番人気）�� 20000（3番人気）�� 6507（11番人気）
3連複票数 計 462177 的中 ��� 17908（7番人気）
3連単票数 計 807316 的中 ��� 12845（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．4―49．8―1：02．2―1：14．8―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

レンジストライク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．3．2生 牡4黒鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン 10戦2勝 賞金 20，200，000円
〔制裁〕 トウシンカイザー号の騎手小崎綾也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

トウシンタイガー号の騎手服部寿希は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



08045 3月17日 曇 良 （31中京2）第4日 第9競走 ��1，600�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 7，500，000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
1：32．3
1：30．7

良
良

12 � エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 丸田 恭介加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 494－ 21：34．7 35．0�
713 キングリッド 牡5鹿 57 津村 明秀吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 452＋ 6 〃 クビ 4．1�
59 トウカイオルデン 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 470－ 2 〃 アタマ 7．4�
24 � ソールライト 牡4芦 57

54 ▲岩田 望来畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 484－ 61：34．91� 74．6�
23 ダイシンカレラ 牡7黒鹿57 藤岡 康太大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 488－ 2 〃 ハナ 65．8�
35 オーデットエール �4鹿 57 松田 大作中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 482－ 21：35．11� 13．1�
510 スラッシュメタル 牡4鹿 57 北村 友一吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 アタマ 4．0	
612 ラニカイサンデー 牡5鹿 57

54 ▲西村 淳也横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 460± 0 〃 ハナ 82．4

815� ディスパーション 牝5栗 55 吉田 隼人村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 ハナ 19．2�
816 スピリットソウル 牡5黒鹿 57

56 ☆横山 武史落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500－201：35．2クビ 5．5�
47 サクラユニヴァース 牝4青鹿55 荻野 極さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 454－ 61：35．3	 28．4�
48 サンライズクロンヌ 牡6栗 57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 504＋22 〃 ハナ 91．8�
36 ハクサンフエロ �4鹿 57 太宰 啓介河﨑 五市氏 西園 正都 浦河 
川 啓一 454－ 41：35．51 9．4�
714 アトムアストレア 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 456－14 〃 アタマ 249．4�
11 � ディープスピリッツ 牡5鹿 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 468－ 81：35．71	 11．6�
611� クラウンジャミール 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 452± 01：36．33	 130．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，718，100円 複勝： 44，095，600円 枠連： 18，421，400円
馬連： 55，450，200円 馬単： 23，581，700円 ワイド： 43，747，000円
3連複： 86，232，400円 3連単： 107，353，500円 計： 407，599，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，500円 複 勝 � 720円 � 160円 � 240円 枠 連（1－7） 1，740円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 16，820円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 3，330円 �� 620円

3 連 複 ��� 18，020円 3 連 単 ��� 149，960円

票 数

単勝票数 計 287181 的中 � 6559（10番人気）
複勝票数 計 440956 的中 � 12029（10番人気）� 89429（1番人気）� 47787（4番人気）
枠連票数 計 184214 的中 （1－7） 8178（9番人気）
馬連票数 計 554502 的中 �� 5543（28番人気）
馬単票数 計 235817 的中 �� 1051（59番人気）
ワイド票数 計 437470 的中 �� 4920（27番人気）�� 3253（37番人気）�� 19295（5番人気）
3連複票数 計 862324 的中 ��� 3589（59番人気）
3連単票数 計1073535 的中 ��� 519（472番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．4―11．9―12．0―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．8―46．2―58．1―1：10．1―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�エ ミ ー リ オ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Deputy Minister

2014．4．12生 牡5鹿 母 プライムオブユース 母母 Miss Ra He Ra 9戦1勝 賞金 7，500，000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。
（非抽選馬） 2頭 アイアムヒメ号・アムネスティ号

08046 3月17日 曇 良 （31中京2）第4日 第10競走 ��
��1，800�

じ ん ち ょ う げ

沈 丁 花 賞
発走14時50分 （ダート・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：48．9
1：47．8

重
重

813 ブラックウォーリア 牡3鹿 56 藤岡 康太佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 498＋ 21：54．4 6．9�
11 ダノンスプレンダー 牡3黒鹿56 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 2 〃 クビ 1．9�
69 シェパードボーイ 牡3黒鹿56 井上 敏樹吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 450－ 41：54．5� 31．7�
812 セイウンオフロード 牡3鹿 56 杉原 誠人西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 476－ 41：55．45 91．0�
33 サンレイファイト 牡3栗 56 太宰 啓介永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 454－ 2 〃 クビ 23．3�
68 プレステッツァ 牝3鹿 54 丸田 恭介吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B474－ 41：55．5クビ 20．2	
710 タマモアポローン 牡3黒鹿56 吉田 隼人タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 494± 01：55．71	 8．0

57 
 ゼ ル ク 牡3鹿 56 津村 明秀前田 晋二氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 492± 01：55．91	 21．3�
45 ティボリドライヴ 牝3栗 54 西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464－121：56．0� 131．3�
56 タイセイビルダー 牡3栗 56 川又 賢治田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：56．31� 37．5
711 レオンコロナ 牡3黒鹿56 丸山 元気山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462＋ 81：56．72� 5．0�
44 ヘイセイラスト 牝3鹿 54 小崎 綾也�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 510－ 41：56．91� 37．0�
22 レオビヨンド 牡3鹿 56 荻野 極�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 470＋ 21：57．0クビ 37．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，999，800円 複勝： 46，204，600円 枠連： 18，785，500円
馬連： 67，043，200円 馬単： 33，216，600円 ワイド： 48，081，200円
3連複： 96，573，400円 3連単： 137，973，900円 計： 486，878，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 180円 � 130円 � 630円 枠 連（1－8） 520円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，680円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 30，810円

票 数

単勝票数 計 389998 的中 � 44587（3番人気）
複勝票数 計 462046 的中 � 67007（3番人気）� 118391（1番人気）� 12577（10番人気）
枠連票数 計 187855 的中 （1－8） 27853（2番人気）
馬連票数 計 670432 的中 �� 84838（2番人気）
馬単票数 計 332166 的中 �� 12265（5番人気）
ワイド票数 計 480812 的中 �� 40867（2番人気）�� 4234（32番人気）�� 7992（17番人気）
3連複票数 計 965734 的中 ��� 13159（16番人気）
3連単票数 計1379739 的中 ��� 3246（78番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．2―13．2―12．9―12．1―12．8―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．4―50．6―1：03．5―1：15．6―1：28．4―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックウォーリア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アーミジャー デビュー 2018．7．8 函館5着

2016．5．12生 牡3鹿 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル 11戦2勝 賞金 28，286，000円
〔制裁〕 ダノンスプレンダー号の騎手北村友一は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

ダノンスプレンダー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）



08047 3月17日 晴 良 （31中京2）第4日 第11競走 ��
��2，000�

こ ま き

小 牧 特 別
発走15時25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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

812 アロハリリー 牝4青鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454± 02：02．1 2．3�
44 モ ザ イ ク 牡5黒鹿57 荻野 極吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 464＋ 22：02．42 9．5�
57 ス ヴ ァ ル ナ 牡4黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B504－ 82：02．5� 5．2�
11 ウインガナドル 牡5黒鹿57 吉田 隼人�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 478＋222：02．6クビ 7．0�
710 コ ー カ ス 牡5鹿 57 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514± 02：02．7� 13．9	
711 アーデルワイゼ 牝4青鹿55 川又 賢治 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：02．8� 12．3

813 ミヤジユウダイ 牡5鹿 57 丸山 元気曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 546＋ 82：03．11	 14．7�
69 レッドアルティスタ 
7鹿 57 松田 大作 �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B466＋ 22：03．2	 104．2�
22 ファスナハト 牡6青鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 550－ 62：03．3	 15．6
56 � シンボリタピット 牡7鹿 57 丸田 恭介シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada B490＋ 22：03．4� 86．4�
68 サーレンブラント 牡5鹿 57 小崎 綾也窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 454－ 42：03．5クビ 15．8�
33 ビオラフォーエバー 
8栗 57 太宰 啓介熊澤 浩樹氏 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 460－ 22：04．24 179．5�
45 エリーフェアリー 牝8鹿 55 宮崎 北斗谷川 正純氏 天間 昭一 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502＋102：04．62	 266．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 51，723，000円 複勝： 61，650，500円 枠連： 34，119，100円
馬連： 165，273，600円 馬単： 68，167，000円 ワイド： 82，998，300円
3連複： 240，042，300円 3連単： 361，119，600円 計： 1，065，093，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 210円 � 150円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 430円 �� 270円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 517230 的中 � 178857（1番人気）
複勝票数 計 616505 的中 � 171100（1番人気）� 57063（3番人気）� 105388（2番人気）
枠連票数 計 341191 的中 （4－8） 25516（4番人気）
馬連票数 計1652736 的中 �� 109667（2番人気）
馬単票数 計 681670 的中 �� 32225（4番人気）
ワイド票数 計 829983 的中 �� 47610（3番人気）�� 87607（1番人気）�� 33855（7番人気）
3連複票数 計2400423 的中 ��� 112528（2番人気）
3連単票数 計3611196 的中 ��� 42124（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．2―49．1―1：02．0―1：14．8―1：27．4―1：39．2―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．7
1
3
1，6－12，4（9，11）（3，10）（5，13）－7－2，8
1，6－12，13（9，4）（11，7）（3，8）10，2－5

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

勝馬の
紹 介

アロハリリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．1．21 京都2着

2015．2．2生 牝4青鹿 母 ハワイアンウインド 母母 ライクザウインド 7戦3勝 賞金 38，366，000円

08048 3月17日 晴 良 （31中京2）第4日 第12競走 ��
��1，200�

と よ は し

豊 橋 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 丸山 元気土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476－ 41：09．1 3．1�
36 グッドジュエリー 牝4芦 55 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 458＋ 41：09．2� 10．0�
714 シャインサンデー 牝5栗 55 西村 太一森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 420－ 21：09．3クビ 4．6�
24 カクテルドレス 牝4芦 55 津村 明秀 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 474－ 81：09．61� 5．4�
12 マリアバローズ 牝4黒鹿55 岡田 祥嗣猪熊 広次氏 石坂 正 日高 白井牧場 438＋ 4 〃 クビ 12．1�
713 リビングマイライフ 牝4鹿 55 藤岡 康太�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498＋ 41：09．7クビ 60．6	
48 アルパーシャン 牡7栗 57 太宰 啓介
エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 B462＋ 81：09．8	 88．0�
818 プルメリアブーケ 牝6栗 55 原田 和真吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 476＋14 〃 ハナ 95．1�
11 
 サンドスピーダー 牡4鹿 57 富田 暁
辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 452± 0 〃 アタマ 139．6
612 マートルリース 牝4黒鹿55 小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 448－ 81：09．9	 66．0�
611 ウインヒストリオン 牡4鹿 57 吉田 隼人�ウイン 五十嵐忠男 様似 様似共栄牧場 456－12 〃 クビ 10．9�
817 ノーブルプルート 牝5鹿 55 嶋田 純次吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 488＋101：10．0クビ 12．8�
23 
 キラキラオーラ 牝4鹿 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 428± 0 〃 クビ 195．6�
510 スリーマグナム 牡4鹿 57 荻野 極永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 496＋ 61：10．31	 29．4�
47 キャラメルフレンチ 牝5栗 55 川又 賢治 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 伸一 浦河 惣田 英幸 456＋ 21：10．4� 104．2�
35 ペイシャゲラン 牝5栗 55 井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 460＋ 61：10．5	 30．8�
816 トモジャスティス 牡4黒鹿57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 522＋ 41：11．03 48．4�
715 ル リ ハ リ 牝4黒鹿55 宮崎 北斗 
ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 41：11．31� 67．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，452，300円 複勝： 56，964，300円 枠連： 27，492，000円
馬連： 108，234，800円 馬単： 41，981，000円 ワイド： 70，353，000円
3連複： 164，985，600円 3連単： 210，592，900円 計： 725，055，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 170円 枠 連（3－5） 1，150円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 550円 �� 330円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 11，470円

票 数

単勝票数 計 444523 的中 � 114645（1番人気）
複勝票数 計 569643 的中 � 117393（1番人気）� 55347（4番人気）� 90441（2番人気）
枠連票数 計 274920 的中 （3－5） 18510（3番人気）
馬連票数 計1082348 的中 �� 56002（3番人気）
馬単票数 計 419810 的中 �� 12228（5番人気）
ワイド票数 計 703530 的中 �� 32128（4番人気）�� 60179（2番人気）�� 17237（11番人気）
3連複票数 計1649856 的中 ��� 49078（3番人気）
3連単票数 計2105929 的中 ��� 13309（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．0―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．4
3 ・（10，16）17（4，11，15）14，5（12，13）－（3，18）（2，7，9）（1，6，8） 4 ・（10，16）－（4，17）（11，14）15（5，13）12（3，18）（2，7，9）（1，6，8）

勝馬の
紹 介

ヤマニンペダラーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．12．4 中京4着

2014．4．6生 牡5黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 27戦2勝 賞金 52，593，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 アルパーシャン号の騎手太宰啓介は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・1番）
※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。
（非抽選馬） 6頭 クインズチャパラ号・クレバーバード号・ダンシングチコ号・トーホウガーベラ号・ビービーシールズ号・

マイネルパッセ号

３レース目



（31中京2）第4日 3月17日（日曜日） 曇時々雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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
厩務員出走奨励金

172，930，000円
5，180，000円
16，920，000円
1，520，000円
19，090，000円
68，668，500円
5，208，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
331，966，100円
422，567，200円
167，585，100円
663，226，200円
307，543，700円
453，635，100円
982，286，500円
1，372，882，000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 4，701，691，900円

総入場人員 11，476名 （有料入場人員 10，477名）
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