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07037 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第1競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走9時50分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

78 セイユメアカリ 牡3黒鹿 56
55 ☆斎藤 新金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 446± 01：53．0 11．3�

810� エイシンアンヴァル 牡3栗 56
55 ☆西村 淳也�栄進堂 今野 貞一 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn A
Randal Trustees

484－ 61：53．21� 2．1�
811� レーシングマインド 牡3栗 56 	島 克駿ゴドルフィン 浅見 秀一 愛 Mighty Uni-

verse Ltd 462－ 21：53．41� 3．4�
55 キクノダンカーク 牡3芦 56 畑端 省吾菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 454＋ 21：53．5クビ 21．0�
67 � グラスコックピット 牡3鹿 56 松若 風馬飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-

take Iida 456± 01：54．13� 74．2�
11 ローレルオルブラン 牡3芦 56 中井 裕二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 476－ 81：55．05 44．7	
66 ウォータージョイ 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 476＋ 21：55．63� 9．2

44 メイショウヨザクラ 牡3鹿 56 荻野 極松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 500＋ 81：55．81� 13．5�
79 イ チ ジ ン 牡3鹿 56 酒井 学深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 432－ 81：56．43� 36．3�
22 ヒルノコルシカ 牡3青鹿 56

53 ▲亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新ひだか 酒井 秀紀 500± 01：57．67 8．6
33 クックテソーロ 牡3黒鹿56 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 日高 白瀬 盛雄 482＋ 61：59．4大差 321．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 19，678，900円 複勝： 31，233，000円 枠連： 6，553，700円
馬連： 34，034，000円 馬単： 16，942，200円 ワイド： 29，324，500円
3連複： 52，574，000円 3連単： 67，692，000円 計： 258，032，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 240円 � 110円 � 120円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 330円 �� 650円 �� 170円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計 196789 的中 � 13835（5番人気）
複勝票数 計 312330 的中 � 20742（7番人気）� 95993（1番人気）� 69963（2番人気）
枠連票数 計 65537 的中 （7－8） 8021（3番人気）
馬連票数 計 340340 的中 �� 23914（4番人気）
馬単票数 計 169422 的中 �� 4044（12番人気）
ワイド票数 計 293245 的中 �� 20998（2番人気）�� 9295（9番人気）�� 56051（1番人気）
3連複票数 計 525740 的中 ��� 34394（3番人気）
3連単票数 計 676920 的中 ��� 3990（34番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―13．6―13．5―12．5―12．4―12．3―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―37．0―50．5―1：03．0―1：15．4―1：27．7―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
11，10－（1，7）8，3（2，5）（6，9）4・（11，10）（7，8）（5，9）（1，2）6＝3，4

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

勝馬の
紹 介

セイユメアカリ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．19 東京8着

2017．3．28生 牡3黒鹿 母 ヒカルユメアカリ 母母 ヒカルエガオ 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔その他〕 ヒルノコルシカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クックテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月8日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒルノコルシカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月8日まで出走できない。

07038 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第2競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走10時20分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

818 ヴィルトゥオシタ 牝3鹿 54
53 ☆岩田 望来�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：24．4 2．9�

36 マイネルホイッスル 牡3黒鹿56 荻野 極 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 61：24．61� 15．2�

12 オウケンラブキセキ 牝3鹿 54 M．デムーロ福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：24．7� 3．9�
24 ホイッスルヴォイス 牝3鹿 54 横山 武史藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋14 〃 クビ 10．0�
612 メイリバティ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 440＋ 8 〃 ハナ 10．3�
48 フィオーレカフェ 牝3黒鹿54 藤岡 康太西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 406－ 21：24．8� 11．4	
817 グレースオブナイル 牝3鹿 54 松若 風馬 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 438＋ 41：25．11	 6．2

611 ショウバイハンジョ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 404＋10 〃 クビ 412．7�
35 ジュンキャノン 牝3鹿 54 川須 栄彦河合 純二氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 400 ―1：25．2クビ 288．8�
23 イ ン プ ル ソ 牡3鹿 56 黛 弘人 コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 476＋121：25．73 53．8�
59 マイネルキアロ 牡3芦 56 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか グローリーファーム B474＋ 41：25．91� 30．1�
11 ナ バ テ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 420＋ 6 〃 クビ 225．5�
714 ミッキーローズ 牝3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 410＋ 61：26．21	 33．8�
713 プリンセスララア 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 中川 哲也 382 ― 〃 ハナ 378．9�
715 ウィンドファクター 牝3鹿 54 吉田 隼人 社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 422－ 61：26．41� 196．5�
510 ナガラローズ 牝3鹿 54 酒井 学長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 438＋ 61：26．61� 354．7�
47 プエンテデグロリア 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 今 牧場 436－ 4 〃 クビ 109．4�
816 レッドキュリアス 牝3鹿 54 
島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム B430＋121：27．45 30．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，299，000円 複勝： 31，949，500円 枠連： 7，595，200円
馬連： 37，343，100円 馬単： 15，339，300円 ワイド： 32，440，200円
3連複： 57，505，100円 3連単： 55，565，800円 計： 262，037，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 320円 � 160円 枠 連（3－8） 1，990円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 400円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 28，980円

票 数

単勝票数 計 242990 的中 � 66644（1番人気）
複勝票数 計 319495 的中 � 59611（1番人気）� 20113（7番人気）� 56650（2番人気）
枠連票数 計 75952 的中 （3－8） 2951（9番人気）
馬連票数 計 373431 的中 �� 7568（14番人気）
馬単票数 計 153393 的中 �� 1788（26番人気）
ワイド票数 計 324402 的中 �� 6177（15番人気）�� 22609（1番人気）�� 7964（11番人気）
3連複票数 計 575051 的中 ��� 8915（14番人気）
3連単票数 計 555658 的中 ��� 1390（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．6―47．8―1：00．1―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．6
3 2（12，17）（8，18）（3，7）（4，16）（6，11）5（14，10）1，9－13，15 4 2，12，17，8，18（3，7）4（5，16）6（1，14，11）（9，10）－（13，15）

勝馬の
紹 介

ヴィルトゥオシタ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Galileo デビュー 2019．12．7 阪神3着

2017．3．12生 牝3鹿 母 ヴィルジニア 母母 シルヴァースカヤ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 マイネルキアロ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・16番）

ショウバイハンジョ号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エフティハヤテ号
（非抽選馬） 3頭 ノーブルブレイド号・バトーデュシエル号・ビップウインク号

第１回 中京競馬 第４日



07039 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・左）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

稍重
重

33 タマノアドレ 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心玉腰 勇吉氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 396－ 41：11．9 47．5�

45 ワルツフォーデビー 牡3栗 56
55 ☆西村 淳也風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 440－ 21：12．0� 7．0�

69 トモジャアルマンド 牡3鹿 56 松若 風馬吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下
ファーム 496＋ 41：12．42� 2．3�

57 スマートアペックス 牡3青鹿56 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート B476－ 2 〃 ハナ 3．3�

68 ウィップラッシュ 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 B468－ 41：13．03� 19．3�

11 ル ー サ ー �3黒鹿 56
55 ☆斎藤 新山口功一郎氏 安田 翔伍 新ひだか 野坂牧場 390± 01：13．1� 7．1	

44 グ ラ シ ー ナ 牡3青鹿 56
53 ▲山田 敬士椎名 節氏 田所 秀孝 浦河 中村 雅明 560＋ 41：13．31� 58．4


22 ピュアプリンセス 牝3栗 54 三津谷隼人田畑 利彦氏 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B452－ 61：13．4クビ 35．0�
710 テイエムワールド 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 456－ 6 〃 アタマ 49．3�
812 メイショウシュート 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希松本 好雄氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 460－ 21：13．61� 28．5
711 コーリンマジェリー 牝3青鹿 54

53 ☆岩田 望来伊藤 恵介氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 458－ 81：14．23� 27．0�
56 マリノスペクトル 牝3青鹿54 木幡 初也�クラウン 林 徹 日高 クラウン日高牧場 458－ 61：14．41� 48．1�
813 シティリズム 牝3鹿 54 荻野 極飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 426－ 41：14．82� 133．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，018，000円 複勝： 24，550，900円 枠連： 5，288，800円
馬連： 31，094，600円 馬単： 15，722，200円 ワイド： 26，545，200円
3連複： 46，005，900円 3連単： 57，911，600円 計： 229，137，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，750円 複 勝 � 870円 � 190円 � 160円 枠 連（3－4） 9，230円

馬 連 �� 10，660円 馬 単 �� 24，770円

ワ イ ド �� 3，150円 �� 2，080円 �� 350円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 120，990円

票 数

単勝票数 計 220180 的中 � 3704（9番人気）
複勝票数 計 245509 的中 � 5231（11番人気）� 34763（4番人気）� 49566（2番人気）
枠連票数 計 52888 的中 （3－4） 444（24番人気）
馬連票数 計 310946 的中 �� 2260（32番人気）
馬単票数 計 157222 的中 �� 476（78番人気）
ワイド票数 計 265452 的中 �� 2005（32番人気）�� 3069（23番人気）�� 21882（4番人気）
3連複票数 計 460059 的中 ��� 3220（38番人気）
3連単票数 計 579116 的中 ��� 347（371番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．7―12．1―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―35．0―47．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマノアドレ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．10．20 京都14着

2017．4．18生 牝3鹿 母 メイショウガンツ 母母 ステイトリースター 3戦1勝 賞金 5，100，000円

07040 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第4競走 3，000�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

69 シゲルコング 牡6鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 田中 清隆 新ひだか 増本 良孝 508－ 23：25．6 19．7�
11 ケイブルグラム �7鹿 60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B506－10 〃 アタマ 7．0�
610 ザ メ イ ダ ン 牡4黒鹿59 江田 勇亮大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 480＋ 23：26．66 312．3�
814 マサハヤドリーム �8鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 476－103：26．92 2．1�
813 ド ゴ ー ル 牡4鹿 59 小野寺祐太 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 468＋ 23：27．43 37．9	
57 � サトノジェームス 牡6鹿 60 金子 光希 �サトミホースカンパニー 的場 均 日高 下河辺牧場 472＋ 83：28．25 124．9

45 � クリノハプスブルク 牡6鹿 60 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 470＋143：29．15 271．5�
712 ピッツバーグ �7鹿 60 五十嵐雄祐�ラ・メール 田村 康仁 日高 戸川牧場 504＋163：29．74 28．4�
58 リスペクタブル 牡5鹿 60 北沢 伸也�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－ 83：30．01� 19．0
34 アーバンキッド �7鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 488＋ 23：31．59 6．6�
46 � ゴールドムーン 牝5鹿 58 高野 和馬野口富美子氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 440－ 23：31．81� 351．6�
22 � メイプルキング 牡7鹿 60 大江原 圭節 英司氏 大江原 哲 新冠 高瀬牧場 480－ 23：32．12 5．4�
711 ピュアヒカリ �4鹿 59 上野 翔鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 432－ 83：34．7大差 217．4�
33 ウインストラグル 牡6黒鹿60 白浜 雄造�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 490－ 2 （競走中止） 8．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，088，200円 複勝： 17，775，000円 枠連： 5，341，600円
馬連： 24，711，200円 馬単： 11，538，300円 ワイド： 18，843，300円
3連複： 42，007，700円 3連単： 52，763，500円 計： 189，068，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 480円 � 240円 � 3，650円 枠 連（1－6） 6，180円

馬 連 �� 6，210円 馬 単 �� 11，800円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 19，900円 �� 12，420円

3 連 複 ��� 109，390円 3 連 単 ��� 648，360円

票 数

単勝票数 計 160882 的中 � 6531（7番人気）
複勝票数 計 177750 的中 � 9574（7番人気）� 23182（3番人気）� 1073（12番人気）
枠連票数 計 53416 的中 （1－6） 669（20番人気）
馬連票数 計 247112 的中 �� 3081（21番人気）
馬単票数 計 115383 的中 �� 733（36番人気）
ワイド票数 計 188433 的中 �� 2852（20番人気）�� 241（66番人気）�� 387（50番人気）
3連複票数 計 420077 的中 ��� 288（138番人気）
3連単票数 計 527635 的中 ��� 59（758番人気）
上り 1マイル 1：52．0 4F 55．7－3F 41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルコング �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．24 福島8着

2014．4．30生 牡6鹿 母 ド ゥ オ ナ ー 母母 オナーザミント 障害：5戦1勝 賞金 8，690，000円
〔発走状況〕 メイプルキング号・ピュアヒカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ウインストラグル号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目6号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ピュアヒカリ号は，令和2年3月9日から令和2年4月7日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔調教再審査〕 ウインストラグル号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目6号障害手前で競走を中止し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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルポインター号・フォワードカフェ号



07041 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第5競走 ��
��2，200�3歳未勝利

発走12時10分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

611� コ ス モ ク ウ 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 繁幸氏 上原 博之 米
Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

464± 02：21．7 98．8�
713 アステロイドベルト 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478± 02：21．8� 2．2�
815 ベリンダアン 牝3青鹿54 柴山 雄一 TURFレーシング 大竹 正博 むかわ 平岡牧場 418－ 22：22．01	 37．3�
36 ケイティミラクル 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 494＋102：22．1� 75．7�
47 アレグリアシチー 牡3栃栗 56

55 ☆岩田 望来 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 428－ 42：22．2
 29．5	
510� サマーエモーション 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新ゴドルフィン 大久保龍志 英 Godolphin B428＋ 22：22．41 5．4

23 ト レ ゾ ア 牡3鹿 56 吉田 隼人永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 472＋ 42：22．5� 6．1�
12 スカイテラス 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 462－ 22：22．82 53．1�
817 ショウナンランチャ 牡3黒鹿56 松若 風馬国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 448＋122：23．33 79．4
35 レッドラトゥール 牡3鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 B478＋102：23．51 3．9�
612 マテラアシスト 牡3黒鹿56 �島 克駿大野 照旺氏 浜田多実雄 新冠 ラツキー牧場 454－ 62：24．03 143．5�
48 マイネルスタイル 牡3黒鹿56 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 82：24．21� 48．3�
11 ルミエールイリゼ 牝3鹿 54 酒井 学名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 502－ 22：24．3クビ 89．0�
59 エアリアルシティー 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 468－ 8 〃 クビ 170．2�
816� コスモヒビキ 牡3鹿 53 柴田 未崎岡田 繁幸氏 宗像 義忠 新 Kamada

Bloodstock 460± 02：24．93� 87．9�
24 ルピナスガーデン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士スリースターズレーシング 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 B464－ 22：25．64 78．9�
714 カフジリブラ 牡3鹿 56 荻野 極加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 22：26．34 52．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，770，000円 複勝： 31，320，500円 枠連： 6，972，700円
馬連： 36，031，500円 馬単： 18，327，700円 ワイド： 33，203，700円
3連複： 58，956，600円 3連単： 69，757，900円 計： 281，340，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，880円 複 勝 � 1，790円 � 140円 � 580円 枠 連（6－7） 5，990円

馬 連 �� 9，760円 馬 単 �� 37，250円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 16，760円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 50，070円 3 連 単 ��� 568，250円

票 数

単勝票数 計 267700 的中 � 2166（15番人気）
複勝票数 計 313205 的中 � 3226（14番人気）� 92003（1番人気）� 10904（6番人気）
枠連票数 計 69727 的中 （6－7） 901（18番人気）
馬連票数 計 360315 的中 �� 2861（24番人気）
馬単票数 計 183277 的中 �� 369（72番人気）
ワイド票数 計 332037 的中 �� 2881（27番人気）�� 496（79番人気）�� 8227（8番人気）
3連複票数 計 589566 的中 ��� 883（94番人気）
3連単票数 計 697579 的中 ��� 89（796番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―11．6―14．0―14．0―13．5―12．7―12．8―12．8―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．5―36．1―50．1―1：04．1―1：17．6―1：30．3―1：43．1―1：55．9―2：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3
2，5，12（8，10，15）（13，16）（1，4，17）7，3（11，14）6－9
2（5，15）（8，10，12）17（1，13，16）（7，6）3，11，4－9＝14

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

勝馬の
紹 介

�コ ス モ ク ウ �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Street Cry デビュー 2019．10．14 東京13着

2017．5．3生 牡3鹿 母 Memories for Us 母母 Memories of Silver 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 エアリアルシティー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月8日まで平地競走に出走で

きない。
※スカイテラス号・ベリンダアン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07042 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第6競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

稍重
重

69 ヴィルデローゼ 牝6黒鹿 55
54 ☆岩田 望来 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474－ 21：11．3 4．2�

57 ヘ ル メ ッ ト 牝4栗 55
54 ☆西村 淳也�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 518＋ 81：11．4� 2．1�

610 マリアルージュ 牝4青鹿55 吉田 隼人河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 458－ 2 〃 クビ 6．5�
814 ベルアーシュ 牝5芦 55

52 ▲服部 寿希矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B468－ 21：11．82� 20．3�
33 � クリノクノイチ 牝5黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 448＋ 21：12．01� 10．3�
711 ロマンスマジック 牝6栗 55 城戸 義政�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 442－ 61：12．21� 77．9	
712� ブロンドキュート 牝5栗 55

54 ☆菊沢 一樹 
友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B454－ 21：12．3	 55．7�
34 ウィズアウィッシュ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 496－ 41：12．4クビ 107．5�
11 メイショウヤワラギ 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心松本 好氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：12．82� 26．6�
813 サンハンツビル 牝4黒鹿55 中井 裕二 
加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 446－ 61：13．01� 92．0�
45 � モ テ モ テ 牝4鹿 55 酒井 学�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 458－ 21：13．1クビ 17．2�
22 � トーホウフレーテ 牝4鹿 55 
島 克駿東豊物産
 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 452－ 11：13．42 13．5�
58 � スターライトキス 牝5栗 55

54 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 21：13．82� 84．8�
46 � コウジンシックス 牝4栗 55 黛 弘人加藤 興一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 424＋ 21：13．9	 121．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，002，500円 複勝： 31，628，100円 枠連： 6，422，500円
馬連： 36，889，800円 馬単： 17，888，000円 ワイド： 32，151，100円
3連複： 55，370，700円 3連単： 72，786，600円 計： 278，139，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（5－6） 250円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 210円 �� 470円 �� 320円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 250025 的中 � 47225（2番人気）
複勝票数 計 316281 的中 � 57485（2番人気）� 79700（1番人気）� 40421（4番人気）
枠連票数 計 64225 的中 （5－6） 19526（1番人気）
馬連票数 計 368898 的中 �� 61078（1番人気）
馬単票数 計 178880 的中 �� 11464（2番人気）
ワイド票数 計 321511 的中 �� 44512（1番人気）�� 15277（4番人気）�� 24575（3番人気）
3連複票数 計 553707 的中 ��� 42397（1番人気）
3連単票数 計 727866 的中 ��� 10745（4番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．3―47．3―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 ・（7，9）10（2，5）3（1，8，11）4（6，14）（12，13） 4 ・（7，9）10（2，5）3（1，11）8（4，14）（6，13）12

勝馬の
紹 介

ヴィルデローゼ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．10．22 京都4着

2014．2．26生 牝6黒鹿 母 ブルーメンブラット 母母 マイワイルドフラワー 21戦3勝 賞金 46，332，000円
※ウィズアウィッシュ号・スターライトキス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



07043 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

79 ウォータービルド 牡6鹿 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 498＋161：52．1 17．6�
22 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿 57

56 ☆西村 淳也土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 460＋ 41：52．2� 2．6�
55 � リーガルマインド 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 454＋ 21：52．62� 6．3�
66 サンレイファイト 牡4栗 57 城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 472＋ 2 〃 ハナ 57．7�
811 エイカイキング 牡5栗 57

56 ☆岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 21：52．7クビ 2．7�
11 キングサムソン 牡8鹿 57 柴山 雄一伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 486± 0 〃 クビ 10．4�
78 サンライズヴュー 牡4青鹿 57

56 ☆斎藤 新松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 482＋ 41：53．12� 13．3	
33 ハギノオムイデアル �4鹿 57 藤岡 康太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 482＋ 41：53．52� 37．0

810 タイセイシャトル �4栗 57 吉田 隼人田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 470－ 4 〃 ハナ 39．5�
67 ビービーシャルト �4鹿 57

54 ▲亀田 温心坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 496＋ 41：54．03 46．0�
44 パ シ ー ジ ョ 牡4鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 482＋241：57．5大差 26．8

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，495，400円 複勝： 28，890，200円 枠連： 4，880，300円
馬連： 29，816，300円 馬単： 14，937，800円 ワイド： 27，458，700円
3連複： 44，159，700円 3連単： 63，410，600円 計： 237，049，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 280円 � 130円 � 180円 枠 連（2－7） 650円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，590円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 26，210円

票 数

単勝票数 計 234954 的中 � 10651（6番人気）
複勝票数 計 288902 的中 � 19914（6番人気）� 76835（1番人気）� 37569（3番人気）
枠連票数 計 48803 的中 （2－7） 5797（2番人気）
馬連票数 計 298163 的中 �� 12926（7番人気）
馬単票数 計 149378 的中 �� 2483（16番人気）
ワイド票数 計 274587 的中 �� 11950（6番人気）�� 4067（16番人気）�� 19667（3番人気）
3連複票数 計 441597 的中 ��� 9059（12番人気）
3連単票数 計 634106 的中 ��� 1754（81番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．3―12．7―12．3―12．6―12．4―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．8―50．5―1：02．8―1：15．4―1：27．8―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．7
1
3
・（3，9）（2，11）（1，5）7，10－8－6－4・（3，9）11（1，2，7，8）（10，5）－6＝4

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

勝馬の
紹 介

ウォータービルド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2016．11．19 京都1着

2014．4．1生 牡6鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 7戦3勝 賞金 28，426，000円
〔その他〕 パシージョ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

07044 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第8競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時40分（番組第9競走を順序変更） （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

55 � レッドフィオナ 牝5芦 55 	島 克駿 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 458＋ 22：09．4 3．8�
77 エリンズロマーネ 牝5栗 55 藤岡 康太吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 506＋ 8 〃 クビ 1．7�
33 クラヴィーア 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 42：10．35 22．9�

66 ケルンキングダム 
4鹿 57 熊沢 重文谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 424－ 22：10．51� 84．5�

11 アックアアルタ 牝4青鹿 55
54 ☆岩田 望来 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 8．7	

44 シーリアスラブ 牡4鹿 57 松若 風馬吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466－ 42：10．71 4．4

22 オンワードセルフ 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 482＋ 62：11．01� 35．2�
（7頭）

売 得 金
単勝： 22，310，900円 複勝： 17，282，800円 枠連： 発売なし
馬連： 22，248，500円 馬単： 19，181，500円 ワイド： 15，564，300円
3連複： 29，212，400円 3連単： 90，041，700円 計： 215，842，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 170円 �� 600円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 223109 的中 � 46259（2番人気）
複勝票数 計 172828 的中 � 46333（2番人気）� 55645（1番人気）
馬連票数 計 222485 的中 �� 57632（1番人気）
馬単票数 計 191815 的中 �� 15569（3番人気）
ワイド票数 計 155643 的中 �� 29088（2番人気）�� 5620（9番人気）�� 6646（8番人気）
3連複票数 計 292124 的中 ��� 16650（4番人気）
3連単票数 計 900417 的中 ��� 13404（17番人気）

ハロンタイム 13．7―12．1―13．0―13．0―13．3―12．9―12．6―12．3―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―25．8―38．8―51．8―1：05．1―1：18．0―1：30．6―1：42．9―1：55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

�レッドフィオナ �

父 ステイゴールド �


母父 Kendor

2015．2．4生 牝5芦 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 14戦1勝 賞金 19，778，000円
初出走 JRA



07045 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4日 第9競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走14時15分（番組第8競走を順序変更） （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 キ ル ロ ー ド �5鹿 57 横山 武史エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B498＋ 41：12．1 5．0�
816 アングルティール 牝5黒鹿55 	島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B438＋ 81：12．41
 4．1�
12 � タニノミッション 牝4鹿 55 M．デムーロ谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 492＋ 41：13．14 5．0�
818 ディザイアソング 牝4鹿 55 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 444＋ 41：13．31� 30．0�
24 エイトマイル 牡4芦 57 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 488＋ 2 〃 ハナ 27．3�
612 シェヴェルニー 牝7黒鹿55 城戸 義政	ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 436± 01：13．51� 262．9

817 カクテルドレス 牝5芦 55

52 ▲亀田 温心 Him Rock Racing
ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 482＋ 21：13．81
 37．3�

47 グラウシュトラール 牡4芦 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 476－ 8 〃 ハナ 62．5�

713 シトラスノキセキ 牝4鹿 55
54 ☆西村 淳也加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 440－ 21：14．01� 26．1

48 シエルブラン 牝6栗 55
54 ☆斎藤 新金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 460－ 21：14．1
 13．4�

611 クルークヴァール 牡5鹿 57
56 ☆岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B480＋ 41：14．2 10．1�

714 エピックガール 牝4鹿 55 藤岡 康太合同会社雅苑興業 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 432＋ 21：14．51
 11．8�
11 � タカミツリリー 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 466＋ 4 〃 アタマ 116．2�
36 � チャリオット 牝4芦 55 川須 栄彦�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere

Co. Ltd 456＋ 21：14．92 47．9�
35 スティルネス 牝4鹿 55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 426＋ 2 〃 ハナ 18．0�
715 ラブリロンリロンス 牡4黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：15．21
 110．4�
59 � メープルリキュール 牝5栗 55 菱田 裕二 	社台レースホース竹内 正洋 千歳 社台ファーム 458－121：15．41� 25．1�
510 ヴィクトリアポデル 牡4鹿 57 酒井 学西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B486－ 81：15．5 15．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，749，300円 複勝： 45，492，300円 枠連： 12，731，100円
馬連： 59，992，500円 馬単： 22，005，000円 ワイド： 54，081，700円
3連複： 105，678，300円 3連単： 103，902，600円 計： 435，632，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 150円 � 190円 枠 連（2－8） 1，140円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 560円 �� 720円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 16，440円

票 数

単勝票数 計 317493 的中 � 50315（2番人気）
複勝票数 計 454923 的中 � 65460（2番人気）� 87030（1番人気）� 56440（3番人気）
枠連票数 計 127311 的中 （2－8） 8602（3番人気）
馬連票数 計 599925 的中 �� 27836（2番人気）
馬単票数 計 220050 的中 �� 5202（3番人気）
ワイド票数 計 540817 的中 �� 24715（2番人気）�� 18768（3番人気）�� 28920（1番人気）
3連複票数 計1056783 的中 ��� 28726（1番人気）
3連単票数 計1039026 的中 ��� 4582（7番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．7―11．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．2―46．9―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．9
3 ・（3，9，10，17）11，2（6，14）（4，16）（5，13）（1，8）12（7，18）－15 4 3（10，17）2，11，9（6，14，16）（4，13）（1，5，12）8，18，7＝15

勝馬の
紹 介

キ ル ロ ー ド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．7．29 札幌2着

2015．3．3生 �5鹿 母 キルシュワッサー 母母 ナ ミ ビ ア 15戦2勝 賞金 33，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリロンリロンス号・メープルリキュール号・ヴィクトリアポデル号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和2年4月8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。
（非抽選馬） 1頭 サンライズマジック号

07046 3月8日 雨 不良 （2中京1） 第4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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

77 テイエムサウスダン 牡3鹿 57 M．デムーロ竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 524＋ 81：23．8 3．6�
55 アウトウッズ 牡3鹿 56 岩田 望来林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 514－121：23．9	 13．9�
22 サダムスキャット 牝3栗 54 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 456－ 6 〃 クビ 10．7�
11 イプシランテ 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 524＋101：24．0クビ 69．5�
810 メイショウテンスイ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 512＋ 21：24．1	 6．9�
89 
 ジ ゲ ン 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 442± 0 〃 ハナ 4．8�
33 ファシネートゼット 牝3栗 54 松若 風馬高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462－ 41：24．31 6．2	
78 プロヴィデンス 牡3栗 56 藤岡 康太藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 480＋ 41：24．93	 34．3

66 コ パ シ ー ナ �3栗 56 吉田 隼人椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486± 01：25．53	 15．1�
44 
 プリモダルク 牝3鹿 54 西村 淳也�グランド牧場 藤原 英昭 米 Estate of Wil-

liam L. Currin 446± 01：25．6	 5．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，565，300円 複勝： 57，827，200円 枠連： 8，728，600円
馬連： 65，409，600円 馬単： 29，522，400円 ワイド： 51，439，600円
3連複： 91，575，500円 3連単： 129，361，800円 計： 480，430，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 360円 � 320円 枠 連（5－7） 2，250円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，040円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 32，810円

票 数

単勝票数 計 465653 的中 � 101642（1番人気）
複勝票数 計 578272 的中 � 102351（2番人気）� 36888（7番人気）� 43483（6番人気）
枠連票数 計 87286 的中 （5－7） 2997（10番人気）
馬連票数 計 654096 的中 �� 18595（12番人気）
馬単票数 計 295224 的中 �� 5191（16番人気）
ワイド票数 計 514396 的中 �� 13602（13番人気）�� 12805（16番人気）�� 8112（28番人気）
3連複票数 計 915755 的中 ��� 9110（36番人気）
3連単票数 計1293618 的中 ��� 2858（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．6―46．5―58．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムサウスダン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Langfuhr デビュー 2019．6．15 阪神4着

2017．1．21生 牡3鹿 母 ムービングアウト 母母 ルネッサンスファウンド 5戦3勝 賞金 34，562，000円
［他本会外：2戦1勝］



07047 3月8日 小雨 不良 （2中京1） 第4日 第11競走 ��
��1，600�トリトンステークス

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

69 ペプチドバンブー 牡5黒鹿57 菱田 裕二沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B512＋ 21：38．6 25．7�
812 ピースワンパラディ 牡4鹿 57 M．デムーロ長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 462＋ 21：38．81� 2．1�
813	 ダブルシャープ 牡5鹿 57 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 490－ 41：39．11
 7．6�
711 ボッケリーニ 牡4栗 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454－ 21：39．2
 8．4�
57 クリアザトラック 牡6鹿 57 荻野 極金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468± 01：39．94 30．8�
68 ワンダープチュック 牡6黒鹿57 中谷 雄太山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 512± 01：40．0� 10．3	
45 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿57 西村 淳也中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 アタマ 45．5

33 セイウンクールガイ 牡5栗 57 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B458± 01：40．1� 173．2�
56 エングレーバー 牡4鹿 57 岩田 望来 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454－ 61：40．2
 8．0
11 ミエノウインウイン �5黒鹿57 島 克駿里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：40．3クビ 39．8�
22 アントリューズ 牡4鹿 57 横山 武史山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 ハナ 7．3�
44 	 スリーマキシマム 牡9鹿 57 松若 風馬永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 522＋101：42．4大差 59．4�
710 ルタンデュボヌール 牡6黒鹿57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B478－141：42．5� 22．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，877，100円 複勝： 91，531，900円 枠連： 28，782，300円
馬連： 170，235，600円 馬単： 61，441，300円 ワイド： 105，143，400円
3連複： 267，812，000円 3連単： 344，276，200円 計： 1，136，099，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 460円 � 130円 � 190円 枠 連（6－8） 710円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 12，900円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，070円 �� 390円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 77，010円

票 数

単勝票数 計 668771 的中 � 20790（8番人気）
複勝票数 計 915319 的中 � 36064（8番人気）� 237343（1番人気）� 121233（2番人気）
枠連票数 計 287823 的中 （6－8） 31034（4番人気）
馬連票数 計1702356 的中 �� 32121（17番人気）
馬単票数 計 614413 的中 �� 3572（41番人気）
ワイド票数 計1051434 的中 �� 22471（15番人気）�� 12152（25番人気）�� 76027（2番人気）
3連複票数 計2678120 的中 ��� 26654（25番人気）
3連単票数 計3442762 的中 ��� 3241（244番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―11．9―12．6―12．8―12．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―36．5―49．1―1：01．9―1：14．3―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．5―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

ペプチドバンブー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．1．14 京都5着

2015．5．16生 牡5黒鹿 母 シャペロンルージュ 母母 プリンセスマリー 14戦4勝 賞金 60，335，000円
〔制裁〕 ワンダープチュック号の騎手中谷雄太は，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

て戒告。（被害馬：7番）
※ペプチドバンブー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07048 3月8日 曇 不良 （2中京1） 第4日 第12競走 ��
��1，200�

い ら ご

伊 良 湖 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

稍重
重

612 ロイヤルパールス 牡5鹿 57 荻野 極ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B532± 01：10．9 4．1�
48 ダノンチャンス �6鹿 57 菱田 裕二�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 B498－ 41：11．0	 32．1�
11 ガ ン ケ ン 牡4黒鹿57 藤岡 康太岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B528± 01：11．1	 3．1�
12 ニシノコトダマ 牡4栗 57 横山 武史西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 522＋ 6 〃 クビ 9．6�
47 
 ミッキーハイド 牡5鹿 57 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：11．2� 17．2�
714 ラ ン パ ク 牡5芦 57 松若 風馬一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 496＋ 21：11．41� 55．2	
815 エアコンヴィーナ 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 452－ 81：11．61	 8．1

713 カーンテソーロ 牡4栗 57 斎藤 新了德寺健二ホール

ディングス� 竹内 正洋 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

490＋ 61：11．81 8．4�
23 コ ラ ー ド 牡5芦 57 岩田 望来名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 496＋ 81：11．9	 8．1�
59 パワフルヒロコ 牝6黒鹿55 柴田 未崎三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 446－ 2 〃 クビ 225．2
816 エースロッカー �5栗 57 岩部 純二西森 功氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 488＋ 21：12．0	 32．5�
24 タマモサザンクロス 牡6黒鹿57 �島 克駿タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 474＋ 41：12．32 56．5�
36 ヒルノデンハーグ �8栗 57 酒井 学�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 492＋121：12．61� 84．0�
611 スマートモリガン 牝4青鹿55 川須 栄彦大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 484＋ 6 〃 クビ 94．6�
510
 ライブリテックス 牡5青鹿57 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 宮城 早坂牧場 B516＋101：12．7	 122．6�
35 ダイメイサツキ 牡4黒鹿57 西村 淳也宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 516＋ 6 （競走中止） 30．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，006，300円 複勝： 73，253，700円 枠連： 21，165，400円
馬連： 108，058，100円 馬単： 37，873，900円 ワイド： 82，270，800円
3連複： 172，206，800円 3連単： 196，095，700円 計： 745，930，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 670円 � 140円 枠 連（4－6） 2，480円

馬 連 �� 9，390円 馬 単 �� 15，440円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 390円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 10，180円 3 連 単 ��� 66，090円

票 数

単勝票数 計 550063 的中 � 106579（2番人気）
複勝票数 計 732537 的中 � 115623（2番人気）� 19117（10番人気）� 170707（1番人気）
枠連票数 計 211654 的中 （4－6） 6606（10番人気）
馬連票数 計1080581 的中 �� 8916（29番人気）
馬単票数 計 378739 的中 �� 1839（52番人気）
ワイド票数 計 822708 的中 �� 7384（30番人気）�� 60191（1番人気）�� 9159（24番人気）
3連複票数 計1722068 的中 ��� 12687（31番人気）
3連単票数 計1960957 的中 ��� 2151（201番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．1―47．2―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．8
3 8，9（1，12）（3，13，16）10（2，4，15）（7，11）14，6－5 4 8（1，9，12）（13，16）（2，3）（7，4，10，15）（11，14）6＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロイヤルパールス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2017．9．17 阪神10着

2015．4．2生 牡5鹿 母 ラヴフルーヴ 母母 トモエマーガレット 27戦3勝 賞金 40，414，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 ダイメイサツキ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ダイメイサツキ号は，競走中に異常歩様となっ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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウイナーズロード号・クリムズンフラッグ号・タイミングナウ号・フォーティプリンス号・プロトイチバンボシ号・

ホイールバーニング号

３レース目



（2中京1）第4日 3月8日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 162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

208，670，000円
21，990，000円
1，300，000円
23，560，000円
65，955，750円
5，281，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
379，860，900円
482，735，100円
114，462，200円
655，864，800円
280，719，600円
508，466，500円
1，023，064，700円
1，303，566，000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 4，748，739，800円

総入場人員 ０名 （有料入場人員 ０名）

特 記 事 項
第1回中京競馬第4日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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