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07049 3月14日 小雨 稍重 （2中京1） 第5日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

牝；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

811 シゲルモクセイ 牝3栗 54 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 452＋ 41：55．3 4．5�
11 ワンダーシエンプロ 牝3栗 54

53 ☆岩田 望来山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 430－ 21：56．36 1．8�
79 レ ペ ッ ト 牝3鹿 54 藤井勘一郎合同会社雅苑興業 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 448－ 41：56．4� 22．2�
44 タガノペルマネンテ 牝3黒鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428－ 41：56．61� 57．8�
55 ク ロ リ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心 �二風谷ファーム 松永 昌博 平取 二風谷ファーム 450± 01：56．7クビ 23．5�
33 テ ゴ ナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介 	Gリビエール・

レーシング 西浦 勝一 浦河 富田牧場 502＋ 41：56．8� 15．5

22 モーニングデュー 牝3青 54

53 ☆斎藤 新�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 448± 01：57．11� 39．1�

812 ラレーヌデュバル 牝3鹿 54 武 豊	ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 21：57．52 5．3�

68 キタノエスポワール 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 428± 01：57．6� 241．8
56 ペイシャフレンチ 牝3鹿 54 伴 啓太北所 直人氏 高橋 義博 平取 赤石牧場 460－ 61：57．92 313．6�
710 エメルヴェイエ 牝3黒鹿 54

53 ☆西村 淳也	G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－101：59．49 10．6�

67 コトブキノニ 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 472－102：01．2大差 300．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，563，100円 複勝： 25，822，400円 枠連： 5，478，300円
馬連： 25，061，100円 馬単： 15，227，700円 ワイド： 24，702，100円
3連複： 39，309，600円 3連単： 57，409，900円 計： 210，574，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 120円 � 110円 � 240円 枠 連（1－8） 200円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 160円 �� 450円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 175631 的中 � 30554（2番人気）
複勝票数 計 258224 的中 � 44277（2番人気）� 125585（1番人気）� 12089（6番人気）
枠連票数 計 54783 的中 （1－8） 20942（1番人気）
馬連票数 計 250611 的中 �� 51195（1番人気）
馬単票数 計 152277 的中 �� 11014（3番人気）
ワイド票数 計 247021 的中 �� 49464（1番人気）�� 11782（6番人気）�� 13336（5番人気）
3連複票数 計 393096 的中 ��� 27094（3番人気）
3連単票数 計 574099 的中 ��� 7751（13番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―14．2―13．6―12．7―13．0―13．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―38．3―51．9―1：04．6―1：17．6―1：30．6―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．7
1
3
8（1，2）10（3，12）7，5，9，4，11，6
11，2（8，1，10）12（3，9）－（5，4）（6，7）

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

勝馬の
紹 介

シゲルモクセイ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．6．8 阪神7着

2017．5．10生 牝3栗 母 コウエイオトメ 母母 ホットマンボ 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔制裁〕 シゲルモクセイ号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コトブキノニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月14日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ペイシャフレンチ号・コトブキノニ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月14日まで平地

競走に出走できない。

07050 3月14日 小雨 稍重 （2中京1） 第5日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時15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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

11 ネイチャーカレン 牡3黒鹿56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 450＋ 21：12．4 2．6�
815 アイファーネイビー 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心中島 稔氏 西橋 豊治 新ひだか 野表 篤夫 B458－ 61：12．61� 30．2�
510 スマイルフェイス 牝3栗 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 502± 01：13．66 34．8�
23 ミ コ ハ ー ン 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 下屋敷牧場 420－ 41：13．81� 22．0�
48 ド ロ ス 牡3黒鹿56 田辺 裕信外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B484－ 61：13．9� 2．9�
611 キョウエイリヴァル 牡3鹿 56 菱田 裕二田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 456－10 〃 クビ 15．9	
24 リュヌドミエル 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹ライオンレースホース� 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 438＋ 21：14．0� 357．3

59 メイショウホエール 牝3青 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好�氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 410＋ 21：14．1� 58．9�
35 カ ス ミ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 浦河 惣田 英幸 460－ 61：14．41� 50．0

816 ナリタウルフ 牡3鹿 56 福永 祐一�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 474－ 41：14．5� 4．6�
36 キセキガクル 牡3黒鹿56 吉田 隼人田畑 利彦氏 加藤士津八 浦河 笹島 政信 B488± 01：14．6� 40．9�
12 ワンモアデイ 牝3栗 54 国分 優作松田 整二氏 林 徹 浦河 富塚ファーム 436± 01：15．02� 32．2�
713 ヒナノコバン 牡3鹿 56 中谷 雄太日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 456＋ 41：15．1� 25．2�
47 サウンドマヒナ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 飛渡牧場 456－ 81：16．05 463．7�
714 ソリッドアーマー �3栗 56 的場 勇人渋谷 健作氏 的場 均 新ひだか 白井 吉美 434＋ 41：17．7大差 646．0�
612 エルニーニョ 牡3芦 56 藤懸 貴志栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 浦河小林牧場 512± 0 （競走中止） 376．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，494，000円 複勝： 26，489，300円 枠連： 4，618，800円
馬連： 26，303，400円 馬単： 13，142，900円 ワイド： 24，081，000円
3連複： 42，979，300円 3連単： 45，781，100円 計： 201，889，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 700円 � 570円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，060円 �� 9，630円

3 連 複 ��� 22，410円 3 連 単 ��� 92，970円

票 数

単勝票数 計 184940 的中 � 56242（1番人気）
複勝票数 計 264893 的中 � 76048（1番人気）� 7306（8番人気）� 9242（6番人気）
枠連票数 計 46188 的中 （1－8） 8730（1番人気）
馬連票数 計 263034 的中 �� 6298（7番人気）
馬単票数 計 131429 的中 �� 2044（10番人気）
ワイド票数 計 240810 的中 �� 5575（10番人気）�� 6005（8番人気）�� 618（52番人気）
3連複票数 計 429793 的中 ��� 1438（51番人気）
3連単票数 計 457811 的中 ��� 357（224番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．4―12．2―12．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―34．8―47．0―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．6
3 15－1（2，8，16）－5（3，9）（6，7，10）－11－（14，13）4＝12 4 15－1（2，8，16）3（5，9）－10－7，6，11，13－4－14＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネイチャーカレン �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．21 東京11着

2017．4．3生 牡3黒鹿 母 オープニングベル 母母 フミノスキー 5戦1勝 賞金 8，450，000円
〔競走中止〕 エルニーニョ号は，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〕 エルニーニョ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソリッドアーマー号は，「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。
（非抽選馬） 1頭 カフジリブラ号

第１回 中京競馬 第５日



07051 3月14日 雨 稍重 （2中京1） 第5日 第3競走 ��1，900�3歳未勝利
発走10時45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
1：55．9
1：53．7

重
不良

713 ナムラゴロフキン 牡3鹿 56 柴山 雄一奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 484－ 82：01．6 312．6�
23 タガノキングロード 牡3黒鹿56 横山 武史八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋142：01．7� 3．0�
612 アグードイメル 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 490＋ 42：02．12� 12．9�
815 ペ イ ダ ー ト 牡3栗 56 藤井勘一郎水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466－ 22：02．2� 16．7�
714 シュプレムラン 牡3黒鹿56 菱田 裕二島川 �哉氏 田中 博康 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 82：02．41 97．6�
36 クリノホノオ 牡3鹿 56 �島 克駿栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 474－ 22：02．5� 10．9	
510 マ ブ ル ー ク 牡3青鹿56 中谷 雄太
ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 42：02．6� 6．5�
59 オーロラテーラー 牝3栗 54 丸山 元気中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 470－102：02．81 40．8�
35 エブリワンブラック 牡3鹿 56 武 豊 DMMドリームクラブ
 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 492－ 8 〃 クビ 4．8
24 ウインスコーグ 牡3栗 56 F．ミナリク
ウイン 青木 孝文 新ひだか 藤沢牧場 B462－ 32：02．9クビ 86．7�

（独）

12 スマートコマンダー 牡3青鹿 56
55 ☆斎藤 新大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 474－ 22：03．53� 7．9�

816 フィアレススマイル 牡3鹿 56
55 ☆川又 賢治堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 ムラカミファーム 432－ 4 〃 クビ 276．5�

611 アイノウィステリア 牡3鹿 56 藤懸 貴志 
H.Iコーポレーション 松永 昌博 浦河 市正牧場 500＋ 42：04．45 153．5�
47 エルファルコン 牡3鹿 56 国分 優作�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 454－ 42：04．93 154．1�
11 サンラディウス 牡3栗 56

55 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：07．2大差 35．7�
48 タッシーアキヒート 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真吉岡 輝美氏 本田 優 新ひだか 飛野牧場 472± 0 （競走中止） 8．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，819，500円 複勝： 33，033，700円 枠連： 5，687，900円
馬連： 32，165，200円 馬単： 13，204，500円 ワイド： 31，039，800円
3連複： 49，467，300円 3連単： 48，783，500円 計： 238，201，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 31，260円 複 勝 � 3，610円 � 150円 � 270円 枠 連（2－7） 9，860円

馬 連 �� 47，570円 馬 単 �� 137，540円

ワ イ ド �� 13，210円 �� 21，300円 �� 820円

3 連 複 ��� 122，840円 3 連 単 ��� 570，450円

票 数

単勝票数 計 248195 的中 � 635（16番人気）
複勝票数 計 330337 的中 � 1680（15番人気）� 76229（1番人気）� 29888（5番人気）
枠連票数 計 56879 的中 （2－7） 447（28番人気）
馬連票数 計 321652 的中 �� 524（76番人気）
馬単票数 計 132045 的中 �� 72（176番人気）
ワイド票数 計 310398 的中 �� 588（75番人気）�� 364（87番人気）�� 10377（6番人気）
3連複票数 計 494673 的中 ��� 302（237番人気）
3連単票数 計 487835 的中 ��� 62（1230番人気）

ハロンタイム 7．4―11．4―11．9―13．5―13．0―12．4―12．6―13．3―12．8―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．8―30．7―44．2―57．2―1：09．6―1：22．2―1：35．5―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
2（3，11）（1，10，12，13）15（6，9）14（5，8）16，4，7
2（3，11）（10，13）12，14（1，9，15）（6，5，16）（4，7）

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

勝馬の
紹 介

ナムラゴロフキン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．12．1 阪神6着

2017．5．20生 牡3鹿 母 ナムララピス 母母 コスモトップレディ 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 タッシーアキヒート号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，3コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 フィアレススマイル号の騎手川又賢治は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンラディウス号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タマモイチバンボシ号・ハイテイブルース号・レッドレビン号
※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。

07052 3月14日 雨 稍重 （2中京1） 第5日 第4競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時15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
1：06．7
1：06．5

良
良

35 ビップウインク 牝3青 54 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：10．7 5．8�
23 エールヴィフ 牝3鹿 54 武 豊佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 502＋ 21：10．91� 4．0�
12 ピュリフィアン 牝3鹿 54

53 ☆岩田 望来野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 406＋ 61：11．32� 13．8�
59 スターオブフォース 牡3鹿 56 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 458－ 6 〃 クビ 5．1�
48 クインズラプソディ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 434－ 81：11．4クビ 59．4�
11 ルドラクシャ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 440－ 4 〃 クビ 45．6	
714 バトーデュシエル 牝3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 468± 01：11．61� 3．0

510 セ ル レ ア 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 450－141：11．7� 50．2�
24 	 ユ キ マ ツ リ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新ゴドルフィン 西園 正都 愛 Newlands
House Stud 464± 01：11．8� 22．9

611 ユ ニ テ ィ コ 牝3鹿 54 横山 武史鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 浦河 バンブー牧場 454＋ 41：11．9
 43．3�
713 リ ュ ッ カ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 浦河 谷口牧場 406＋ 61：12．0� 25．3�
47 エスケイムーン �3鹿 56 伊藤 工真伊藤 輔則氏 林 徹 浦河 まるとみ冨岡牧場 438＋ 21：12．42� 357．6�
612 サンアバディーン 牡3鹿 56 中谷 雄太 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 462± 0 〃 アタマ 475．2�
816 マリスドランジュ 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 438－ 21：12．5クビ 19．2�
818 エフティハヤテ 牡3青 56 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 B496－ 61：13．03 247．8�
715 ラッキーボーイ 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 458＋18 〃 ハナ 131．1�
36 ヘヴンレーヴ 牝3鹿 54 菱田 裕二天堀 忠博氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 400－ 81：13．42� 266．7�
817 メイショウサソリザ 牝3黒鹿54 荻野 極松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 406＋ 81：14．14 418．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，839，900円 複勝： 39，218，600円 枠連： 6，900，000円
馬連： 41，004，700円 馬単： 16，745，900円 ワイド： 38，038，100円
3連複： 62，924，200円 3連単： 62，018，100円 計： 292，689，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 160円 � 330円 枠 連（2－3） 950円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，780円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 23，260円

票 数

単勝票数 計 258399 的中 � 35550（4番人気）
複勝票数 計 392186 的中 � 50004（4番人気）� 72821（2番人気）� 25905（5番人気）
枠連票数 計 69000 的中 （2－3） 5615（5番人気）
馬連票数 計 410047 的中 �� 36682（3番人気）
馬単票数 計 167459 的中 �� 7195（6番人気）
ワイド票数 計 380381 的中 �� 23727（5番人気）�� 5183（18番人気）�� 9583（10番人気）
3連複票数 計 629242 的中 ��� 8156（17番人気）
3連単票数 計 620181 的中 ��� 1933（57番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．8―11．8―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．7―47．5―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 1，3（8，5）（4，16）（2，14）（9，10）（11，13，17）7，18－（6，15）12 4 1－3（8，5）（2，4，16，14）（9，10）17（7，11）13，18，6，15，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップウインク �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2019．12．1 中山5着

2017．2．17生 牝3青 母 ディマクコンダ 母母 マストビーラヴド 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウサソリザ号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールドオーク号
（非抽選馬） 2頭 サトノジヴェルニー号・メイショウケイソウ号



07053 3月14日 雨 稍重 （2中京1） 第5日 第5競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走12時05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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 タイキラッシュ 牡3黒鹿56 丸山 元気�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 508± 01：24．0 1．4�

12 � アスターホルン 牡3栗 56
55 ☆川又 賢治加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Alexander－Groves

Thoroughbreds 494＋ 41：24．95 36．2�
24 � アメリカンニーニャ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉澤 克己氏 石坂 公一 米

Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

506－ 41：25．75 6．1�
48 ダ ッ チ マ ン �3青鹿 56

55 ☆西村 淳也小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444± 01：25．8	 24．5�
816� ダブリナーズ 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Spring-
house Farm 470＋ 61：26．11	 16．5�

713� デイオブサンダー �3栗 56 吉田 隼人ゴドルフィン 田中 剛 愛
B. Kennedy &
Mrs Ann Marie
Kennedy

462－10 〃 クビ 152．6	
23 イ オ ウ ゼ ン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 502＋ 41：26．2クビ 56．2

35 フレッシュステージ 牡3鹿 56 小牧 太西村新一郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田原橋本牧場 448－ 61：26．51	 107．1�
47 ロードファビュラス 牡3鹿 56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 日高 北田 剛 476＋ 21：26．6	 77．9
815 サウンドトラック 牡3栗 56 横山 武史 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 500－ 61：26．7	 11．3�
11 エコロウィング 牡3栗 56 藤井勘一郎原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 440－ 6 〃 アタマ 187．6�
714 ショウナンワンガン 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心国本 哲秀氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：27．01	 99．2�
611� ジ ュ フ ォ ン 牡3鹿 56 福永 祐一�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

498＋ 21：27．21
 59．7�
612 ロブソンテソーロ 牡3栗 56 柴山 雄一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：28．15 126．6�
36 � アランチャアミーゴ 牡3栗 56 武 豊早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds 488－ 41：28．42 9．8�
510 ワンダーチャオサオ 牝3栗 54 �島 克駿山本 能成氏 松永 幹夫 浦河 秋場牧場 422－ 21：30．5大差 321．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，936，900円 複勝： 88，426，700円 枠連： 7，490，600円
馬連： 36，234，700円 馬単： 21，496，500円 ワイド： 37，573，000円
3連複： 57，244，100円 3連単： 79，291，200円 計： 355，693，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 470円 � 130円 枠 連（1－5） 2，240円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 680円 �� 160円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 10，740円

票 数

単勝票数 計 279369 的中 � 152127（1番人気）
複勝票数 計 884267 的中 � 616873（1番人気）� 11227（7番人気）� 89049（2番人気）
枠連票数 計 74906 的中 （1－5） 2583（6番人気）
馬連票数 計 362347 的中 �� 12057（6番人気）
馬単票数 計 214965 的中 �� 5627（8番人気）
ワイド票数 計 375730 的中 �� 11648（7番人気）�� 84701（1番人気）�� 4839（18番人気）
3連複票数 計 572441 的中 ��� 18930（7番人気）
3連単票数 計 792912 的中 ��� 5350（29番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―12．2―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．5―46．7―59．2―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキラッシュ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2019．6．16 東京6着

2017．4．1生 牡3黒鹿 母 グッドイヴニング 母母 イブニングアフェア 6戦1勝 賞金 13，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロブソンテソーロ号・アランチャアミーゴ号・ワンダーチャオサオ号は，「タイムオーバーによる出

走制限」のため，令和2年4月14日まで平地競走に出走できない。

07054 3月14日 雨 重 （2中京1） 第5日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・左）

牝；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
1：58．3
1：56．1

良
良

12 ジ ャ ル ジ ェ 牝3青 54
53 ☆岩田 望来 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 464－102：04．6 3．1�
48 ラガーヴィーヴ 牝3鹿 54 菱田 裕二奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 勝春 424－ 22：05．02� 10．3�
24 エ バ ー マ ノ 牝3黒鹿54 藤岡 康太宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 452－ 22：05．1� 19．5�
816 フレッシュスタート 牝3鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 目名太山口
牧場 418－ 22：05．31� 47．3�

36 ウインオリヴィア 牝3栗 54
53 ☆斎藤 新�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 432－ 22：05．72 7．6�

611 プラチナポイント 牝3鹿 54
51 ▲山田 敬士海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 前田ファーム 428－ 22：05．8� 31．6	

714 ハギノリュクス 牝3黒鹿54 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 新冠 株式会社
ノースヒルズ 434－102：06．11� 15．0


11 ハイコロラトゥーラ 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 410－ 82：06．31� 18．4�

23 デルフィナス 牝3鹿 54 丸山 元気青芝商事� 羽月 友彦 新ひだか 三木田牧場 404－ 82：06．4クビ 38．6�
510 レディーフラッシュ 牝3鹿 54 杉原 誠人小林 博雄氏 古賀 史生 熊本 ストームファーム

コーポレーション 470－ 2 〃 クビ 218．5
612 ロ ニ セ ラ 牝3青鹿54 武 豊前田 葉子氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428± 02：06．61� 7．1�
713 モズセカイイサン 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真 �キャピタル・システム 飯田 祐史 新冠 秋田牧場 484－ 6 〃 クビ 98．9�
35 ジャストポケット 牝3鹿 54 �島 克駿�ターフ・スポート松下 武士 浦河 村下農場 494－ 62：06．7クビ 9．2�
47 アキリザーブ 牝3黒鹿54 荻野 極石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 広田牧場 476－162：06．8� 38．3�
59 ティーパーティー 牝3鹿 54 藤懸 貴志山本 茂氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 忠幸 450－ 42：07．0� 137．9�
815 ル ー タ ー ズ 牝3鹿 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 392－ 82：07．32 6．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，050，300円 複勝： 28，125，700円 枠連： 6，014，700円
馬連： 26，999，200円 馬単： 11，351，700円 ワイド： 28，813，400円
3連複： 44，563，400円 3連単： 43，103，400円 計： 209，021，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 240円 � 330円 枠 連（1－4） 1，140円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，090円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 8，720円 3 連 単 ��� 39，750円

票 数

単勝票数 計 200503 的中 � 51347（1番人気）
複勝票数 計 281257 的中 � 47711（1番人気）� 30552（4番人気）� 19404（6番人気）
枠連票数 計 60147 的中 （1－4） 4079（4番人気）
馬連票数 計 269992 的中 �� 12218（4番人気）
馬単票数 計 113517 的中 �� 2605（6番人気）
ワイド票数 計 288134 的中 �� 12623（3番人気）�� 6756（7番人気）�� 3208（31番人気）
3連複票数 計 445634 的中 ��� 3831（20番人気）
3連単票数 計 431034 的中 ��� 786（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．5―50．8―1：03．8―1：16．3―1：28．5―1：40．8―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ル ジ ェ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．12．8 阪神5着

2017．4．30生 牝3青 母 オスカルフランソワ 母母 オ ス カ ル 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 レディーフラッシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月14日まで平地競走に出走で

きない。



07055 3月14日 小雨 稍重 （2中京1） 第5日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時05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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

58 クリノビッグサージ 牝4栗 55
52 ▲泉谷 楓真栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 494＋ 21：11．2 7．4�

712 ジューンステータス 牡4青鹿57 吉田 隼人吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B490＋ 21：11．3� 4．0�
33 エイシンネメシス 牝5青鹿55 武 豊�栄進堂 奥村 豊 浦河 栄進牧場 B472＋ 41：11．61� 3．4�
711 シンゼンブースター 牡4栗 57

54 ▲亀田 温心原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル B494± 01：11．81� 5．4�

22 	 ラカマロネス 牝5鹿 55
54 ☆西村 淳也一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 B458＋ 2 〃 クビ 8．9�

46 イチバンヤリ 牡4黒鹿57 菱田 裕二岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 512＋ 21：12．01� 20．9	
45 	 ドゥシャンパーニュ 牝4青鹿55 藤岡 佑介大塚 亮一氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 436± 01：12．21� 64．3

813	 コパノアダムス 牡4鹿 57

56 ☆岩田 望来小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか 伊藤 敏明 484＋ 31：12．3クビ 81．9�
11 ディナミーデン 牡5芦 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 478－ 2 〃 クビ 6．7�
69 	 ノーボーダー 牡5栗 57 F．ミナリク林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 506＋ 21：12．61� 88．0

（独）

814 ミユキメガバックス 牡4黒鹿 57
56 ☆斎藤 新長井 純一氏 清水 英克 むかわ 貞広 賢治 544＋ 21：12．7� 30．0�

610 ノボリソング 牝5鹿 55 国分 優作原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 462－ 61：12．8クビ 168．4�
57 ルタンメルヴェイユ 牝5栗 55 荻野 極杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 下屋敷牧場 B480＋ 21：13．22� 105．9�
34 クラウンヴォルカン 牡7青 57

54 ▲山田 敬士矢野 恭裕氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 B514± 01：14．58 212．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，232，100円 複勝： 35，470，900円 枠連： 5，525，200円
馬連： 28，908，200円 馬単： 13，046，700円 ワイド： 27，660，100円
3連複： 42，868，900円 3連単： 49，949，300円 計： 223，661，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 130円 � 150円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 410円 �� 490円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 計 202321 的中 � 21706（5番人気）
複勝票数 計 354709 的中 � 43527（5番人気）� 81080（1番人気）� 59906（2番人気）
枠連票数 計 55252 的中 （5－7） 5707（3番人気）
馬連票数 計 289082 的中 �� 18255（4番人気）
馬単票数 計 130467 的中 �� 2947（15番人気）
ワイド票数 計 276601 的中 �� 17214（3番人気）�� 14056（7番人気）�� 20874（1番人気）
3連複票数 計 428689 的中 ��� 19680（2番人気）
3連単票数 計 499493 的中 ��� 3130（28番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．1―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―47．1―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 8（2，9，13）（12，14）3（1，4，10）11（5，6）＝7 4 8（2，9）13（12，14）（3，1，4，10，11）－（5，6）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノビッグサージ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2018．7．14 中京7着

2016．3．2生 牝4栗 母 ドルフィンルージュ 母母 ドルフィンスルー 13戦2勝 賞金 23，150，000円
〔発走状況〕 シンゼンブースター号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。

07056 3月14日 曇 重 （2中京1） 第5日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （芝・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
1：32．3
1：30．3

良
良

714 シャドウアイランド 牝5鹿 55 丸山 元気飯塚 知一氏 林 徹 新ひだか 前川 正美 456－ 81：36．3 13．4�
816 ウインメルシー 牝4鹿 55 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 462± 01：36．4� 9．8�
48 トロイメント 牝4青 55 吉田 隼人�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 462＋161：36．82� 25．8�
47 サドキンザン 牝4鹿 55

54 ☆西村 淳也ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋10 〃 アタマ 9．0�

23 ジュンサロベツ 牝4黒鹿55 藤岡 康太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋22 〃 アタマ 54．4�
12 デンセツノマジョ 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 468± 01：36．9クビ 35．1	
36 レッドヴァール 牝5鹿 55 武 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 クビ 1．8

510� スマートレジーナ 牝4鹿 55 F．ミナリク大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス

マート 424＋ 41：37．0� 38．7�
（独）

59 � メイショウブラボー 牝4青鹿55 菱田 裕二松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 446－ 41：37．32 52．1�
24 ハ ナ ソ メ イ 牝5黒鹿 55

52 ▲亀田 温心林 瑛子氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 440－ 41：37．4� 103．2
815 メイショウコミチ 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 448＋ 6 〃 ハナ 58．7�
35 フラウティスタ 牝6鹿 55

54 ☆斎藤 新 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 448＋ 6 〃 ハナ 169．9�
713 リ ャ ス ナ 牝4鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：37．93 5．1�
11 イルーシヴグレイス 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 416± 01：38．21� 17．9�
612 ショウナンハルラ 牝4鹿 55 	島 克駿国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 422－ 21：38．3� 184．6�
611 キュールエミヤビ 牝4鹿 55

54 ☆川又 賢治岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 466＋ 21：39．36 103．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，736，800円 複勝： 42，670，500円 枠連： 8，670，900円
馬連： 41，879，300円 馬単： 18，810，300円 ワイド： 40，177，600円
3連複： 57，217，400円 3連単： 70，214，400円 計： 311，377，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 250円 � 310円 � 620円 枠 連（7－8） 1，430円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 10，090円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 3，130円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 25，090円 3 連 単 ��� 110，900円

票 数

単勝票数 計 317368 的中 � 18854（5番人気）
複勝票数 計 426705 的中 � 49527（3番人気）� 36627（5番人気）� 15872（7番人気）
枠連票数 計 86709 的中 （7－8） 4669（7番人気）
馬連票数 計 418793 的中 �� 7168（13番人気）
馬単票数 計 188103 的中 �� 1397（30番人気）
ワイド票数 計 401776 的中 �� 7787（13番人気）�� 3250（28番人気）�� 6210（16番人気）
3連複票数 計 572174 的中 ��� 1710（72番人気）
3連単票数 計 702144 的中 ��� 459（319番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．1―12．2―12．6―11．3―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．4―48．6―1：01．2―1：12．5―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．1

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

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

シャドウアイランド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Montjeu デビュー 2017．11．5 東京3着

2015．4．17生 牝5鹿 母 テメリアイランド 母母 Thelema 14戦2勝 賞金 29，760，000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。



07057 3月14日 曇 稍重 （2中京1） 第5日 第9競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減

本 賞 7，600，000円 2，450，000
2，450，000

円
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

710� コンボルブルス 牡4黒鹿 57
54 ▲泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 増本牧場 426－ 51：52．9 18．1�

56 フラッグアドミラル 牡6黒鹿 57
56 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 466－ 21：53．11	 2．5�

57 
� ドーバーテソーロ 牡4黒鹿57 菱田 裕二了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 米 Chadds Ford

Stable, LLC 484－ 2 〃 同着 7．2�
45 スターリーパレード 牡4鹿 57 田辺 裕信 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B500＋ 41：53．2クビ 10．2�
33 ミッキーセオリー 牡4鹿 57 吉田 隼人野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 452－12 〃 ハナ 32．9�
11 ペルソナデザイン 牡4鹿 57 横山 武史�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 474－ 41：53．41� 3．7	
69 � シゲルヒラコー 牡4栗 57 藤井勘一郎森中 蕃氏 谷 潔 新冠 カミイスタット 466＋ 21：53．5	 31．3

22 ローリエテソーロ 牡4栗 57

54 ▲亀田 温心了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 B524± 0 〃 クビ 119．6�

711 トーホウボッカ 牡4黒鹿 57
56 ☆菊沢 一樹東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 B482± 01：53．82 48．3�

812� ウラカワノオト 牡4鹿 57 中谷 雄太 �京都ホースレーシング 奥村 武 様似 様似渡辺牧場 440－ 11：54．01� 47．7
68 オープンザウェイ �8栗 57 F．ミナリクディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 沖田牧場 472－ 21：54．21� 27．2�

（独）

44 ブラゾンダムール 牡5黒鹿 57
56 ☆西村 淳也�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 490＋ 41：54．3	 13．5�

813� ディープスピリッツ 牡6鹿 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 478＋ 81：55．15 12．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 26，585，500円 複勝： 30，788，800円 枠連： 7，494，700円
馬連： 41，481，000円 馬単： 20，996，100円 ワイド： 33，224，300円
3連複： 55，484，300円 3連単： 72，608，800円 計： 288，663，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 430円 �
�

130円
210円 枠 連（5－7） 1，380円

馬 連 ��
��

1，400円
2，360円 馬 単 ��

��
3，800円
5，260円

ワ イ ド ��
��

1，000円
1，410円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ���
���

20，640円
21，030円

票 数

単勝票数 計 265855 的中 � 11738（7番人気）
複勝票数 計 307888 的中 � 12784（8番人気）� 89622（1番人気）� 33754（3番人気）
枠連票数 計 74947 的中 （5－7） 4189（6番人気）
馬連票数 計 414810 的中 �� 11555（8番人気）�� 6706（16番人気）
馬単票数 計 209961 的中 �� 2076（23番人気）�� 1492（36番人気）
ワイド票数 計 332243 的中 �� 8280（10番人気）�� 5751（17番人気）�� 19410（3番人気）
3連複票数 計 554843 的中 ��� 8252（13番人気）
3連単票数 計 726088 的中 ��� 1275（128番人気） ��� 1251（133番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．2―13．0―11．7―12．2―12．7―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．1―50．1―1：01．8―1：14．0―1：26．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�コンボルブルス �
�
父 シビルウォー �

�
母父 サツカーボーイ

2016．3．10生 牡4黒鹿 母 グリーンサンライズ 母母 クローストゥユー 10戦1勝 賞金 10，350，000円
初出走 JRA

※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。

07058 3月14日 曇 重 （2中京1） 第5日 第10競走 ��2，000�
あ つ た

熱 田 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 � ザプリオレス 牡4鹿 57 福永 祐一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 506＋ 62：04．6 5．2�
77 イ ル マ タ ル 牝4鹿 55 斎藤 新吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 448＋ 42：04．7� 8．2�
33 ハギノアップロード 牡4黒鹿57 武 豊日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 478± 02：04．91� 2．1�
55 ルエヴェルロール 牝6黒鹿55 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 42：05．11	 15．2�
78 ワタシヲマッテル 牝5栗 55 丸山 元気小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 470－ 4 〃 ハナ 30．4�
11 ダイイチターミナル 牡6鹿 57 岩田 望来�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 470－ 62：05．41� 8．4	
44 ラ レ ゾ ン 牝6黒鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 4 〃 アタマ 4．9

66 � サンマルフラッシュ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 458± 02：05．82 171．2�
810 ミ ヤ ケ 牡4鹿 57 荻野 極小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 478－ 4 〃 ハナ 20．3�
89 � リーゼントシャルフ 牡6鹿 57 国分 優作三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 470－ 82：06．33 129．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，788，000円 複勝： 34，590，700円 枠連： 6，467，800円
馬連： 38，837，900円 馬単： 20，276，900円 ワイド： 31，283，400円
3連複： 54，668，900円 3連単： 89，768，500円 計： 303，682，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 170円 � 120円 枠 連（2－7） 2，030円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 620円 �� 270円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 12，020円

票 数

単勝票数 計 277880 的中 � 42222（3番人気）
複勝票数 計 345907 的中 � 52984（3番人気）� 43268（4番人気）� 88069（1番人気）
枠連票数 計 64678 的中 （2－7） 2467（10番人気）
馬連票数 計 388379 的中 �� 14353（9番人気）
馬単票数 計 202769 的中 �� 3630（16番人気）
ワイド票数 計 312834 的中 �� 11623（9番人気）�� 31896（2番人気）�� 22147（4番人気）
3連複票数 計 546689 的中 ��� 29544（5番人気）
3連単票数 計 897685 的中 ��� 5414（42番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―13．2―12．9―12．7―13．0―12．7―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．2―38．4―51．3―1：04．0―1：17．0―1：29．7―1：41．3―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ザプリオレス �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 マイネルラヴ

2016．4．23生 牡4鹿 母 テンザンジョイ 母母 ディアドータ 13戦1勝 賞金 20，747，000円
初出走 JRA



07059 3月14日 曇 重 （2中京1） 第5日 第11競走 ��
��1，400�第34回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

中日スポーツ総局賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 679，000円 194，000円 97，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

36 シャインガーネット 牝3栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460± 01：21．3 10．5�
510 ラウダシオン 牡3鹿 57 武 豊 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 41：21．51	 2．7�
12 ヴェスターヴァルト 牡3鹿 56 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462－ 21：21．92	 23．1�
35 
 トリプルエース 牡3青鹿56 藤岡 康太ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 482＋14 〃 アタマ 8．2�
48 レッドライデン 牡3青鹿56 横山 武史 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 486＋ 61：22．11� 34．2	
11 ウイングレイテスト 牡3栗 56 F．ミナリク�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 486－ 61：22．2� 16．9


（独）

23 エ グ レ ム ニ 牡3鹿 56 岩田 望来吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 468－ 21：22．41� 38．2�
47 ゼンノジャスタ 牡3黒鹿56 福永 祐一大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 462－ 6 〃 クビ 9．4�
713 ビ ア ン フ ェ 牡3鹿 57 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 550＋121：22．61 5．2
24 セイウンパワフル 牡3鹿 56 斎藤 新西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 474± 01：23．02	 131．0�
59 アブソルティスモ 牡3黒鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498－ 41：23．63	 8．0�
611 マイネルグリット 牡3栗 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 81：24．13 50．0�
714 コスモリモーネ 牡3栗 56 川又 賢治岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 498± 01：24．2	 196．3�
715 テーオーマルクス 牡3鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 472－ 61：25．05 191．8�
818 ペコリーノロマーノ 牝3鹿 54 吉田 隼人平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 430－ 81：25．31� 33．1�
816 ライチェフェイス 牡3鹿 56 藤井勘一郎佐々木 勉氏 新谷 功一 日高 メイプルファーム 444－ 61：26．68 298．7�
817 エーティーメジャー 牡3鹿 56 荻野 極荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 492＋ 41：27．66 197．2�
612 デンタルバルーン 牝3青鹿54 西村 淳也三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 450－ 41：29．210 92．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 107，842，600円 複勝： 153，131，500円 枠連： 52，341，900円
馬連： 307，970，800円 馬単： 97，618，400円 ワイド： 198，344，800円
3連複： 530，770，300円 3連単： 536，124，400円 計： 1，984，144，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 280円 � 140円 � 490円 枠 連（3－5） 560円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，630円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 58，750円

票 数

単勝票数 計1078426 的中 � 81492（6番人気）
複勝票数 計1531315 的中 � 124881（6番人気）� 381318（1番人気）� 61996（8番人気）
枠連票数 計 523419 的中 （3－5） 71245（1番人気）
馬連票数 計3079708 的中 �� 141390（5番人気）
馬単票数 計 976184 的中 �� 16876（13番人気）
ワイド票数 計1983448 的中 �� 75530（5番人気）�� 18739（31番人気）�� 36985（16番人気）
3連複票数 計5307703 的中 ��� 42041（28番人気）
3連単票数 計5361244 的中 ��� 6615（184番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．7―12．1―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．8―45．5―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．8
3 12＝（4，13）－10（3，15）（1，6）（2，5，14，16）7，11，8（17，18）9 4 12－（4，13）－10（3，6，15）（1，2，5，14）7，8（11，16）9，17，18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャインガーネット �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2019．9．8 中山1着

2017．4．27生 牝3栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 4戦3勝 賞金 61，259，000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。
（非当選馬） 3頭 インザムービー号・シャイニーズラン号・ドゥーベ号
※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。

07060 3月14日 曇 稍重 （2中京1） 第5日 第12競走 ��
��1，800�

せ と

瀬 戸 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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

23 トップウイナー 牡4栗 57 藤岡 康太�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B480± 01：52．2 2．2�
47 ドルチェリア �7鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 522＋ 8 〃 ハナ 10．9�
24 ゴールデンライオン 牡4鹿 57 西村 淳也石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 494＋ 21：52．3	 24．1�
713 ローザノワール 牝4青鹿55 田辺 裕信渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 472＋12 〃 アタマ 7．3�
714
 キクノフェリックス 牡6黒鹿57 藤井勘一郎菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 482－ 41：52．51� 25．4�
612 マンハッタンロック 牡6鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 2 〃 クビ 12．7	
36 ネクストムーブ 牡7栗 57 福永 祐一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 516＋ 41：52．6	 18．5

11 � ウインプラウド 牡4栗 57 F．ミナリク�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

508± 01：52．7	 51．9�
（独）

611 アシャカリブラ 牡6黒鹿57 杉原 誠人吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B534－10 〃 ハナ 21．8
815 フィルストバーン �4黒鹿57 斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 01：53．44 16．9�
35 ドゥラリュール �7栗 57 丸山 元気平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474－ 21：53．71 14．2�
12 ド ゥ リ ト ル 牡5黒鹿57 岩田 望来大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム B500－ 41：53．8	 66．8�
59 エイムアンドエンド 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 492－ 81：54．22	 9．2�
510 ヤマニンリュシオル 牝5芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 474－ 21：55．79 225．6�
48 ショウナンパンサー �4鹿 57 �島 克駿国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 494－ 21：56．65 24．2�
816 トミケンエンデレア 牡5鹿 57 横山 武史冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 508＋ 41：56．92 97．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，570，800円 複勝： 60，500，000円 枠連： 17，413，200円
馬連： 83，247，400円 馬単： 28，726，800円 ワイド： 67，333，800円
3連複： 127，507，300円 3連単： 130，653，900円 計： 557，953，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 240円 � 410円 枠 連（2－4） 720円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，110円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 9，330円 3 連 単 ��� 32，150円

票 数

単勝票数 計 425708 的中 � 148415（1番人気）
複勝票数 計 605000 的中 � 161323（1番人気）� 57701（3番人気）� 28344（10番人気）
枠連票数 計 174132 的中 （2－4） 18514（1番人気）
馬連票数 計 832474 的中 �� 47355（2番人気）
馬単票数 計 287268 的中 �� 9959（2番人気）
ワイド票数 計 673338 的中 �� 39296（1番人気）�� 15267（9番人気）�� 6388（32番人気）
3連複票数 計1275073 的中 ��� 10245（27番人気）
3連単票数 計1306539 的中 ��� 2946（65番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―13．6―12．9―12．8―12．5―12．4―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―37．1―50．0―1：02．8―1：15．3―1：27．7―1：39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
13（3，7）（1，9，8）10－（6，15，16）－（2，4，12）5（11，14）・（13，3）7（1，9）8（6，15，12）（10，16，5）（2，4，14）11

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

勝馬の
紹 介

トップウイナー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2018．7．21 中京2着

2016．4．22生 牡4栗 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 18戦3勝 賞金 54，913，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 アシャカリブラ号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和2年3月28日から令和2年4月

5日まで騎乗停止。（被害馬：8番・16番）
※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。



（2中京1）第5日 3月14日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

221，920，000円
3，020，000円
24，450，000円
1，950，000円
26，540，000円
74，599，000円
5，256，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
391，459，500円
598，268，800円
134，104，000円
730，092，900円
290，644，400円
582，271，400円
1，165，005，000円
1，285，706，500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 5，177，552，500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5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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