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07061 3月15日 晴 稍重 （2中京1） 第6日 第1競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

711 コ コ ラ 牝3黒鹿54 C．ルメール 田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 452± 01：25．9 2．0�
45 ペイシャノリッジ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 426－ 41：26．22 3．9�
33 レッドチアフル 牝3鹿 54 柴山 雄一紅露 純氏 中川 公成 日高 庄野牧場 420± 01：26．51� 42．5�
68 ユウチャファスト 牝3鹿 54 福永 祐一長谷川祐司氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 446－10 〃 ハナ 7．5�
57 ラインキャンドル 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 476± 01：26．71� 84．6�
11 ゴールデンバレット 牝3栗 54 藤岡 康太窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 454－ 61：27．02 36．8�
56 カ ナ タ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 21：27．21 28．3	
69 ピンポンダッシュ 牝3黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 416± 01：27．62� 6．2

813 セレナアンバー 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士島川 利子氏 林 徹 千歳 社台ファーム 458－10 〃 ハナ 194．1�
22 ルビーポート 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 464－ 81：27．7クビ 72．0
710 ブロウンアウェイ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 王蔵牧場 426＋ 21：27．8� 40．5�
44 サクセスハーモニー 牝3栗 54 吉田 隼人髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 444＋ 6 〃 ハナ 13．5�
812 ス プ ロ ー ル 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 新ひだか 松田牧場 434－101：30．6大差 171．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，757，700円 複勝： 38，396，300円 枠連： 6，205，900円
馬連： 33，138，700円 馬単： 19，545，500円 ワイド： 32，316，600円
3連複： 55，121，400円 3連単： 68，133，200円 計： 276，615，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 610円 枠 連（4－7） 390円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 260円 �� 710円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 11，430円

票 数

単勝票数 計 237577 的中 � 91336（1番人気）
複勝票数 計 383963 的中 � 123157（1番人気）� 78496（2番人気）� 8711（8番人気）
枠連票数 計 62059 的中 （4－7） 12228（2番人気）
馬連票数 計 331387 的中 �� 49043（1番人気）
馬単票数 計 195455 的中 �� 16550（2番人気）
ワイド票数 計 323166 的中 �� 37500（1番人気）�� 11005（8番人気）�� 4464（21番人気）
3連複票数 計 551214 的中 ��� 11021（12番人気）
3連単票数 計 681332 的中 ��� 4321（35番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．5―13．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．2―47．7―1：00．8―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ コ ラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．1．12 中山13着

2017．3．13生 牝3黒鹿 母 タケショウナデシコ 母母 ス ー テ ィ ー 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプロール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月15日まで平地競走に

出走できない。

07062 3月15日 晴 稍重 （2中京1） 第6日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時20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

35 タイタンブレイン 牡3栗 56 内田 博幸エンジェルレーシング� 奥平 雅士 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 520± 01：55．2 3．5�

48 シャーベットフィズ 牡3黒鹿56 福永 祐一橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 472－ 21：55．41� 5．8�
59 レストレーション 牡3黒鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 池上 昌和 新冠 石田牧場 494－121：55．71� 4．0�
36 クラウンデザイアー 牡3黒鹿56 松若 風馬�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 484± 0 〃 クビ 7．6�
510 オーバーリミット 牡3鹿 56

54 △団野 大成吉澤 克己氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 498－ 21：56．33� 23．6�
611 ヨドノドリーム 牡3鹿 56 岩崎 翼海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 472－10 〃 ハナ 39．0	
11 ハイテイブルース 牡3栗 56 的場 勇人中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 478＋ 6 〃 アタマ 17．5

816 シェイドオヴペイル 牡3栗 56 田辺 裕信小林 弘明氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 B514＋ 4 〃 ハナ 27．2�
815 ゴールデンブランコ 牡3栗 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 奥村 武 新冠 大栄牧場 456± 01：57．25 98．9�
714 チ ャ ン ス 牡3青鹿 56

53 ▲亀田 温心�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 426－ 61：57．73 213．8
47 キタノロマンス 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 442± 01：57．8� 183．7�
12 イ ヒ ラ ニ 牡3鹿 56 吉田 隼人畑佐 博氏 角田 晃一 新ひだか 折手牧場 496－ 41：58．43� 43．5�
713 クラウンララファル 牡3鹿 56 黛 弘人矢野 雅子氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 462－ 8 〃 アタマ 159．0�
24 メイショウソウモウ 牡3青鹿56 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 534－ 61：58．6� 65．6�
612 タイセイプラチナム 牡3芦 56

55 ☆岩田 望来田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460－101：58．92 6．9�
23 カモンベイビー 牡3栗 56 中谷 雄太鈴木美江子氏 松下 武士 新冠 村田牧場 466－ 21：59．64 17．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，949，200円 複勝： 30，809，200円 枠連： 6，071，600円
馬連： 30，635，600円 馬単： 13，692，600円 ワイド： 29，427，200円
3連複： 46，615，900円 3連単： 47，709，200円 計： 223，910，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 380円 �� 270円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 189492 的中 � 42219（1番人気）
複勝票数 計 308092 的中 � 63304（1番人気）� 47551（3番人気）� 56492（2番人気）
枠連票数 計 60716 的中 （3－4） 7527（2番人気）
馬連票数 計 306356 的中 �� 20917（3番人気）
馬単票数 計 136926 的中 �� 4589（6番人気）
ワイド票数 計 294272 的中 �� 18858（3番人気）�� 29765（1番人気）�� 19234（2番人気）
3連複票数 計 466159 的中 ��� 28395（1番人気）
3連単票数 計 477092 的中 ��� 5261（4番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．9―12．7―12．4―12．6―13．1―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．5―51．2―1：03．6―1：16．2―1：29．3―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイタンブレイン �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．1．5 中山4着

2017．2．17生 牡3栗 母 ニチドウルチル 母母 ニチドウジョリーズ 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 ゴールデンブランコ号・クラウンララファル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月15日

まで平地競走に出走できない。
※ハイテイブルース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 中京競馬 第６日



07063 3月15日 晴 稍重 （2中京1） 第6日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

11 アーマーバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 474－ 61：12．4 2．2�
68 ラッシュワン 牡3黒鹿56 田辺 裕信小林 哲之氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 478± 01：12．93 16．3�
44 フェールアシュバル 牝3栗 54

52 △団野 大成�日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 480＋101：13．0クビ 9．1�
56 ファンキーホース 牡3鹿 56 福永 祐一鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 プログレスファーム 480－ 61：13．21� 4．3�
55 ゴールドオーク 牝3青鹿54 柴山 雄一シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 矢野牧場 502－201：13．41� 13．9�
33 デ イ ス タ ー 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心 	カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新ひだか タツヤファーム 442± 01：14．14 52．8


811 テ ィ ラ ミ ス 牝3鹿 54 川田 将雅寺田 寿男氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448± 01：14．31� 3．8�
79 メイショウサフラン 牡3栗 56

55 ☆岩田 望来松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 浦新 徳司 444＋12 〃 クビ 56．3�
710 マインレッド 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士峰 哲馬氏 小野 次郎 新ひだか 藤吉牧場 442＋ 61：14．61� 114．4
812 コ ッ ポ ラ 牡3鹿 56 長岡 禎仁松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 富塚ファーム 446－ 2 〃 クビ 97．2�
67 ノーブレスサンデー 牡3鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 B448－ 41：14．7クビ 104．6�
22 ソドゥバスク 牡3黒鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 468－101：14．91� 125．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，588，400円 複勝： 29，655，300円 枠連： 4，883，100円
馬連： 32，870，400円 馬単： 19，218，700円 ワイド： 29，931，900円
3連複： 50，416，200円 3連単： 76，393，700円 計： 268，957，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 280円 � 230円 枠 連（1－6） 1，770円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 670円 �� 360円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 255884 的中 � 91549（1番人気）
複勝票数 計 296553 的中 � 80255（1番人気）� 21923（6番人気）� 28255（4番人気）
枠連票数 計 48831 的中 （1－6） 2127（7番人気）
馬連票数 計 328704 的中 �� 13091（7番人気）
馬単票数 計 192187 的中 �� 5503（10番人気）
ワイド票数 計 299319 的中 �� 11181（8番人気）�� 22956（4番人気）�� 5269（16番人気）
3連複票数 計 504162 的中 ��� 12986（10番人気）
3連単票数 計 763937 的中 ��� 4817（42番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．3―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．0―47．3―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 4，5，9（1，6）11－（8，10）12，3－（2，7） 4 4，5，9（1，6）（8，11）10，12－3－（2，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アーマーバローズ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 クリプティックラスカル デビュー 2019．6．15 函館2着

2017．5．11生 牡3鹿 母 ノアウイニング 母母 カチウマキャシー 5戦1勝 賞金 10，210，000円
〔3走成績による出走制限〕 ノーブレスサンデー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月15日まで平地競走に出走

できない。
※出走取消馬 チュウアイ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※ゴールドオーク号・ノーブレスサンデー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07064 3月15日 晴 稍重 （2中京1） 第6日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11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
1：32．3
1：30．3

良
良

59 ノルカソルカ 牡3栗 56 C．ルメール 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 482－ 21：34．3 2．8�
47 サマービート 牡3鹿 56

55 ☆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 464＋ 41：34．93� 2．2�

11 マーヴェラスジーン 牝3鹿 54 福永 祐一山本又一郎氏 斉藤 崇史 浦河 三嶋牧場 484－ 41：35．11� 7．5�
23 ウインジョイフル 牡3青鹿56 川田 将雅�ウイン 西園 正都 新ひだか 松田牧場 476－ 2 〃 ハナ 5．6�
12 ゴールドハーレー 牡3芦 56 田辺 裕信米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白井牧場 488－ 41：35．2� 100．9�
35 ダノンカオス �3栗 56

54 △団野 大成�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 22．1	
510 マイネルシエル 牡3青 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 21：35．3� 65．9

714 ビックハート 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 400－ 61：35．83 118．0�
611 ソ テ ィ ラ ス 牝3芦 54 長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド B422－ 81：35．9� 141．8
36 アラタマノキセキ 牡3鹿 56 柴山 雄一荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 450－ 21：36．0� 155．6�
612 コスモプロケッラ 牡3青鹿56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 野坂牧場 448＋ 61：36．31� 134．4�
48 ルレーヴドゥリリ 牝3黒鹿54 中谷 雄太加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 482－ 61：36．83 120．7�
815 アイルショウユー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 416－ 41：37．01� 65．1�
24 ジ ネ ン 牡3黒鹿56 松若 風馬杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 476± 01：37．42� 63．7�
816 サ ノ ノ ボ ス 牡3鹿 56 内田 博幸佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 432＋ 41：38．14 128．1�
713 ミスファビュラス 牝3栗 54 吉田 隼人畑 末廣郎氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 21：38．73� 136．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，377，500円 複勝： 35，036，300円 枠連： 5，388，700円
馬連： 37，639，500円 馬単： 20，021，300円 ワイド： 30，718，000円
3連複： 55，398，500円 3連単： 78，459，900円 計： 293，039，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（4－5） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 160円 �� 330円 �� 330円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 303775 的中 � 84502（2番人気）
複勝票数 計 350363 的中 � 76086（2番人気）� 122649（1番人気）� 45784（4番人気）
枠連票数 計 53887 的中 （4－5） 14861（1番人気）
馬連票数 計 376395 的中 �� 102131（1番人気）
馬単票数 計 200213 的中 �� 23730（2番人気）
ワイド票数 計 307180 的中 �� 62686（1番人気）�� 20421（5番人気）�� 20715（4番人気）
3連複票数 計 553985 的中 ��� 65105（2番人気）
3連単票数 計 784599 的中 ��� 22462（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．4―47．0―58．5―1：10．1―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ノルカソルカ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．10．26 京都2着

2017．2．18生 牡3栗 母 ワイドロータス 母母 ボートルサンテ 5戦1勝 賞金 11，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスファビュラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月15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〕 ルレーヴドゥリリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月15日まで平地競走に出走でき

ない。



07065 3月15日 晴 稍重 （2中京1） 第6日 第5競走 ��
��2，000�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
1：58．3
1：56．1

良
良

68 アドマイヤベネラ 牡3黒鹿56 川田 将雅近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－142：03．7 1．5�
44 ウインサンフラワー 牡3鹿 56 柴山 雄一�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 448－ 22：03．8� 5．0�
55 ワ ー ウ ル フ 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 460－ 82：04．65 4．6�
22 シゲルタイヨウ 牡3黒鹿 56

55 ☆岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 アイオイファーム 476＋142：04．81� 21．1�
67 デルマダイヤモンド 牡3青鹿56 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 448－ 22：05．01� 26．2�
710 キングバーグ 牡3栗 56 中谷 雄太長谷川兼美氏 本間 忍 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 440－ 82：05．1� 228．3	
79 キ ー パ ン チ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 456－ 4 〃 アタマ 240．0

33 カフジピスケス 牡3栗 56 松若 風馬加藤 守氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－122：05．2� 82．4�
11 シゲルフタゴザ 牡3黒鹿 56

53 ▲亀田 温心森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 土田農場 470－ 4 〃 クビ 39．4�
812 テ ン カ ビ ト 牡3栗 56

54 △団野 大成村田 哲朗氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 488－ 82：05．3クビ 19．3
811 フィエールボス 	3芦 56 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 元道牧場 454－122：05．51� 264．1�
56 オルプランタン 牝3鹿 54 長岡 禎仁岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 418－ 62：05．6
 89．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，202，100円 複勝： 80，011，800円 枠連： 5，029，300円
馬連： 34，164，300円 馬単： 25，098，900円 ワイド： 31，729，400円
3連複： 58，095，800円 3連単： 106，978，500円 計： 369，310，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 180円 �� 140円 �� 240円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，330円

票 数

単勝票数 計 282021 的中 � 143355（1番人気）
複勝票数 計 800118 的中 � 576725（1番人気）� 43375（3番人気）� 92052（2番人気）
枠連票数 計 50293 的中 （4－6） 8901（2番人気）
馬連票数 計 341643 的中 �� 82826（2番人気）
馬単票数 計 250989 的中 �� 40000（2番人気）
ワイド票数 計 317294 的中 �� 41665（2番人気）�� 72601（1番人気）�� 27141（3番人気）
3連複票数 計 580958 的中 ��� 130748（1番人気）
3連単票数 計1069785 的中 ��� 57906（2番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．9―13．1―12．7―12．4―12．0―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―37．6―50．7―1：03．4―1：15．8―1：27．8―1：39．9―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3
4（6，11）（8，10，12）（2，7）－9，5，1，3・（4，6，11）（8，10，12）（2，7，9，3）1，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤベネラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2020．1．5 京都3着

2017．1．23生 牡3黒鹿 母 ライフフォーセール 母母 Doubt Fire 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 シゲルフタゴザ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 シゲルフタゴザ号は，発走調教再審査。

07066 3月15日 晴 稍重 （2中京1） 第6日 第6競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

713� トゥインクルリーフ 牝4鹿 55 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 440± 01：24．3 4．0�

11 デルマシャンパン 牝5黒鹿55 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 462＋ 41：24．83 24．7�
611 レイトブルーミング 牝4青鹿 55

52 ▲亀田 温心�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 438＋ 21：24．9� 9．6�
34 ダイヤレイジング 牝4栗 55 川田 将雅三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 452± 01：25．0� 2．2�
712 ロ ブ ラ リ ア 牝5栗 55 吉田 隼人ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 470－ 6 〃 クビ 8．1�
46 ラソワドール 牝5鹿 55 藤岡 康太 	シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 21：25．32 22．9

35 タツオウカランブ 牝5栗 55 松若 風馬鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 496＋ 41：25．4� 37．9�
58 ト ス ア ッ プ 牝4栗 55

53 △団野 大成 	シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 434－101：25．5クビ 14．2�
59 � サクラボヌール 牝5栗 55 柴山 雄一�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 472－101：25．6� 160．0
610 ナ デ ィ ア 牝5鹿 55 福永 祐一�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426＋ 41：25．81	 42．3�
814 ブリスフルデイズ 牝5鹿 55

54 ☆岩田 望来 	サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B468＋101：26．01	 36．3�
47 アッシャムス 牝4鹿 55 丹内 祐次	桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 B484－ 2 〃 アタマ 68．3�
22 � ニ ホ ニ ウ ム 牝5青鹿55 長岡 禎仁藤原征士郎氏 高橋 康之 浦河 大西ファーム 468＋ 41：27．17 223．4�
23 オルトルート 牝5栗 55 中谷 雄太村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 458－ 61：27．41� 17．9�
815 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 418－ 4 〃 クビ 100．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，572，100円 複勝： 37，053，400円 枠連： 6，177，000円
馬連： 36，173，400円 馬単： 16，911，700円 ワイド： 35，272，300円
3連複： 55，084，500円 3連単： 65，373，400円 計： 279，617，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 500円 � 250円 枠 連（1－7） 3，640円

馬 連 �� 5，880円 馬 単 �� 7，720円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 610円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 11，460円 3 連 単 ��� 63，440円

票 数

単勝票数 計 275721 的中 � 54744（2番人気）
複勝票数 計 370534 的中 � 67370（2番人気）� 15602（6番人気）� 38891（4番人気）
枠連票数 計 61770 的中 （1－7） 1313（13番人気）
馬連票数 計 361734 的中 �� 4764（18番人気）
馬単票数 計 169117 的中 �� 1642（21番人気）
ワイド票数 計 352723 的中 �� 5510（12番人気）�� 15870（4番人気）�� 4047（22番人気）
3連複票数 計 550845 的中 ��� 3602（35番人気）
3連単票数 計 653734 的中 ��� 747（178番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．9―12．5―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．4―58．9―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トゥインクルリーフ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス

2016．3．16生 牝4鹿 母 ウエスタンデンコー 母母 ミュージカルラーク 14戦1勝 賞金 17，650，000円
初出走 JRA



07067 3月15日 晴 稍重 （2中京1） 第6日 第7競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・左）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：09．9
2：09．7

良
良

77 コパノケネディー 牡4青鹿 56
53 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 544－102：14．6 3．7�

33 アドマイヤユラナス 牡4鹿 56 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B486－ 22：14．7� 5．5�
89 レッドクーゲル 牡4栗 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 436－ 42：14．8� 9．2�
810 シャイニングデイズ 牡4鹿 56 内田 博幸杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B478－ 2 〃 アタマ 34．2�
44 イ ル ル ー メ 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士西森 功氏 大江原 哲 浦河 田中スタッド B498－ 42：15．43� 136．0�
66 フラッグサルート 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 444＋ 62：15．5� 2．2	
78 カ ラ テ 牡4黒鹿56 黛 弘人小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 508－ 2 〃 クビ 75．5

11 ミラーミラー 牝4黒鹿 54

53 ☆岩田 望来吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 410－ 42：16．67 51．9�
22 ロマンテソーロ 牝5青鹿55 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 448＋ 22：17．55 15．9�
55 ラ デ ツ キ ー 牡4栗 56

54 △団野 大成中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 498－ 62：18．03 8．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，788，000円 複勝： 31，382，300円 枠連： 4，421，900円
馬連： 33，406，700円 馬単： 18，075，800円 ワイド： 28，375，900円
3連複： 43，269，100円 3連単： 76，027，100円 計： 265，746，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 160円 � 200円 枠 連（3－7） 950円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 330円 �� 560円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 9，620円

票 数

単勝票数 計 307880 的中 � 64954（2番人気）
複勝票数 計 313823 的中 � 64815（2番人気）� 52670（3番人気）� 35127（4番人気）
枠連票数 計 44219 的中 （3－7） 3585（5番人気）
馬連票数 計 334067 的中 �� 29055（3番人気）
馬単票数 計 180758 的中 �� 8149（5番人気）
ワイド票数 計 283759 的中 �� 23875（3番人気）�� 12457（8番人気）�� 10156（9番人気）
3連複票数 計 432691 的中 ��� 15903（8番人気）
3連単票数 計 760271 的中 ��� 5727（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―13．1―13．2―12．7―12．2―11．8―11．7―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．0―35．9―49．0―1：02．2―1：14．9―1：27．1―1：38．9―1：50．6―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．7
1
3
7＝5，8，1（3，6）2，9，4，10
7（5，8）（1，3，6）（2，9）4，10

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

勝馬の
紹 介

コパノケネディー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．8 中京10着

2016．4．6生 牡4青鹿 母 グッデーコパ 母母 ウェディングオーク 12戦2勝 賞金 22，100，000円

07068 3月15日 晴 稍重 （2中京1） 第6日 第8競走 ��1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時40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
1：55．9
1：53．7

重
不良

79 ワ イ ズ ワ ン 牡5鹿 57
54 ▲亀田 温心林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B512＋ 62：00．6 4．7�

44 セイカヤマノ 牡4黒鹿57 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B490± 02：00．92 7．8�
78 タニノシェクハンド 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 478－ 22：01．53� 89．9�
55 ト ゥ ル ボ ー 牡4栗 57 吉田 隼人�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B498＋ 22：01．6� 8．1�
11 � ヴィーヴルサヴィ 	5鹿 57 松若 風馬ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B496－10 〃 ハナ 34．8�
22 キ ャ メ ロ ン 牡4鹿 57 C．ルメール 川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 今 牧場 486＋ 42：01．7クビ 2．1	
67 ベルクカッツェ 牡5青鹿57 内田 博幸田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 488＋ 42：02．44 61．7

810 フ ク キ タ ル 牝5黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム 456－ 42：02．93 76．3�
811 タイセイシャトル 	4栗 57

55 △団野 大成田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 464－ 62：03．53� 44．5�
33 シェアザモーメント 牡6鹿 57

56 ☆岩田 望来 キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：05．5大差 4．6�
66 スズカスパイカー 牡4栗 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 482－ 22：08．8大差 85．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，030，800円 複勝： 26，314，100円 枠連： 4，136，500円
馬連： 30，823，300円 馬単： 17，389，100円 ワイド： 26，463，900円
3連複： 42，238，200円 3連単： 70，292，800円 計： 247，688，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 190円 � 1，480円 枠 連（4－7） 1，740円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 480円 �� 4，080円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 29，380円 3 連 単 ��� 92，820円

票 数

単勝票数 計 300308 的中 � 50277（3番人気）
複勝票数 計 263141 的中 � 48796（2番人気）� 40120（4番人気）� 3245（9番人気）
枠連票数 計 41365 的中 （4－7） 1832（9番人気）
馬連票数 計 308233 的中 �� 15669（7番人気）
馬単票数 計 173891 的中 �� 3872（13番人気）
ワイド票数 計 264639 的中 �� 15790（9番人気）�� 1587（30番人気）�� 1203（33番人気）
3連複票数 計 422382 的中 ��� 1078（62番人気）
3連単票数 計 702928 的中 ��� 549（226番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―11．4―13．3―13．2―12．8―12．4―12．8―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．1―43．4―56．6―1：09．4―1：21．8―1：34．6―1：47．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワ イ ズ ワ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．12．24 阪神5着

2015．4．10生 牡5鹿 母 アリスマイン 母母 ビスクドール 22戦2勝 賞金 21，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカスパイカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月15日まで平地競

走に出走できない。



07069 3月15日 晴 良 （2中京1） 第6日 第9競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走14時15分 （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
1：19．6
1：19．0

良
良

815 ス キ ッ プ 牡4黒鹿57 松若 風馬�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466＋ 41：21．5 61．7�
612 ダンシングチコ 牝5鹿 55 福永 祐一石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 アタマ 3．0�
510 ア レ ス 牝4鹿 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B450± 01：21．6� 12．1�
714 カーサデルシエロ 牝5黒鹿 55

54 ☆岩田 望来下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 436－ 21：21．7� 7．0�
12 	 プリヒストリー 
5黒鹿57 岩崎 翼ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：21．8� 20．6�
816 セイイーグル 
6鹿 57 C．ルメール 吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 446＋ 21：21．9� 6．4	
47 ギンコイエレジー 牝5黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗 
フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大
作ステーブル 474＋ 6 〃 ハナ 21．5�

713 ホーリーライン 牝4青鹿55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 424－ 2 〃 ハナ 9．9�

23 ブールバール 牝4鹿 55
53 △団野 大成寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 460＋101：22．0� 26．7

611 ビスタストリカ 牝4鹿 55 柴山 雄一 
キャロットファーム 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 21：22．31� 54．5�

36 サンライズマジック 牡6鹿 57 中谷 雄太松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 482－ 41：22．4� 41．7�
35 ロードラナキラ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 2 〃 ハナ 13．0�
11 	 スズカクローカス 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心永井 宏明氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 438＋12 〃 クビ 20．6�
48 ロードイヒラニ 牡5青鹿57 竹之下智昭 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 480± 01：22．61� 67．1�
24 タイドオーバー 牝5黒鹿55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 438－121：22．7� 9．3�
59 シャイニードライヴ 
6鹿 57

54 ▲山田 敬士小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B452－ 81：22．91 187．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，002，300円 複勝： 45，765，300円 枠連： 10，548，500円
馬連： 58，700，800円 馬単： 21，385，000円 ワイド： 51，998，200円
3連複： 99，009，400円 3連単： 104，394，200円 計： 423，803，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，170円 複 勝 � 1，010円 � 150円 � 320円 枠 連（6－8） 1，360円

馬 連 �� 11，150円 馬 単 �� 27，510円

ワ イ ド �� 3，760円 �� 7，360円 �� 620円

3 連 複 ��� 32，810円 3 連 単 ��� 318，000円

票 数

単勝票数 計 320023 的中 � 4149（14番人気）
複勝票数 計 457653 的中 � 8642（13番人気）� 111418（1番人気）� 33262（6番人気）
枠連票数 計 105485 的中 （6－8） 5993（4番人気）
馬連票数 計 587008 的中 �� 4080（39番人気）
馬単票数 計 213850 的中 �� 583（107番人気）
ワイド票数 計 519982 的中 �� 3440（47番人気）�� 1743（73番人気）�� 23127（4番人気）
3連複票数 計 990094 的中 ��� 2263（118番人気）
3連単票数 計1043942 的中 ��� 238（1009番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．1―46．5―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス キ ッ プ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．2 阪神5着

2016．4．6生 牡4黒鹿 母 エ ト ピ リ カ 母母 アフレイタス 20戦2勝 賞金 23，900，000円

07070 3月15日 晴 良 （2中京1） 第6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，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

22 マカオンブラン 牡3鹿 56 松若 風馬關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490－141：54．0 45．0�
56 ヴァンタブラック 牡3青鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 526－ 61：54．1� 2．8�
811� コラルノクターン 牡3鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 510± 01：54．2	 4．6�
79 ペ オ ー ス 牡3鹿 56 藤岡 康太�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 0 〃 クビ 23．3�
44 エイシンガネーシャ 牡3栗 56 岩田 望来平井 克彦氏 杉山 晴紀 浦河 栄進牧場 488± 01：54．62� 4．9	
11 ヒロイックテイル 牡3栗 56 岩崎 翼吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 466－101：54．91	 15．4

33 タイセイポリシー 牡3黒鹿56 内田 博幸田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 上野 正恵 B478－ 81：55．21	 12．6�
68 サンライズシェリー 牡3鹿 56 中谷 雄太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 470－ 41：55．62� 121．3�
55 ラブスピール 牝3鹿 54 亀田 温心増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 436＋ 81：55．7クビ 211．5
710 ポーラーサマー 牡3黒鹿56 田辺 裕信ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 41：56．44 29．8�
67 � ミ テ ィ ル 牝3鹿 54 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Denali Broodmare
Partnership II 502＋ 4 〃 クビ 4．6�

812 クォリティタイム 牝3鹿 54 吉田 隼人�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 富田牧場 472－101：56．61 78．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 50，049，900円 複勝： 50，275，400円 枠連： 7，332，200円
馬連： 57，535，700円 馬単： 27，593，800円 ワイド： 46，050，600円
3連複： 82，727，100円 3連単： 113，386，800円 計： 434，951，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，500円 複 勝 � 720円 � 150円 � 160円 枠 連（2－5） 6，220円

馬 連 �� 7，850円 馬 単 �� 24，810円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 3，190円 �� 370円

3 連 複 ��� 12，240円 3 連 単 ��� 142，710円

票 数

単勝票数 計 500499 的中 � 8895（9番人気）
複勝票数 計 502754 的中 � 12234（9番人気）� 103468（1番人気）� 90952（2番人気）
枠連票数 計 73322 的中 （2－5） 913（22番人気）
馬連票数 計 575357 的中 �� 5675（24番人気）
馬単票数 計 275938 的中 �� 834（59番人気）
ワイド票数 計 460506 的中 �� 4831（24番人気）�� 3443（29番人気）�� 36126（3番人気）
3連複票数 計 827271 的中 ��� 5067（40番人気）
3連単票数 計1133868 的中 ��� 576（369番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．9―51．2―1：03．7―1：16．1―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マカオンブラン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．8．4 小倉6着

2017．3．23生 牡3鹿 母 フィヨルドクルーズ 母母 ライラアラウィ 5戦2勝 賞金 15，380，000円



07071 3月15日 晴 良 （2中京1） 第6日 第11競走 ��
��2，000�第56回金 � 賞（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，56�，牝馬2�減，31．3．9以降G
Ⅰ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限
定競走を除く）1着馬1�増，31．3．8以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増
（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

56 サートゥルナーリア 牡4黒鹿58 C．ルメール �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 502－ 22：01．6 1．3�
68 サトノソルタス 牡5芦 56 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B498＋ 22：01．92 41．3�
44 ダイワキャグニー 牡6黒鹿56 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B514＋ 62：02．0� 24．3�
67 ギ ベ オ ン 牡5鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 510＋ 8 〃 ハナ 28．3�
22 ラストドラフト 牡4黒鹿56 吉田 隼人 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 460－ 42：02．1クビ 11．4	
33 ニシノデイジー 牡4鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 496＋ 22：02．31	 20．6

11 ケイデンスコール 牡4鹿 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464－ 42：02．51
 111．3�
812 マイネルファンロン 牡5青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 62：02．71
 175．9�
79 ブレスジャーニー 牡6鹿 56 松若 風馬島川 哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 480＋ 62：02．8	 54．7�
710 ロードマイウェイ 牡4鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 2 〃 クビ 5．8�
55 サトノガーネット 牝5黒鹿54 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 22：02．9	 24．2�
811 ジュンヴァルカン 牡7鹿 56 柴山 雄一河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 536－ 6 〃 クビ 306．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 177，967，500円 複勝： 369，633，400円 枠連： 51，933，100円
馬連： 451，699，500円 馬単： 272，512，300円 ワイド： 320，139，000円
3連複： 744，518，400円 3連単： 1，881，377，400円 計： 4，269，780，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 450円 � 320円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 620円 �� 500円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 14，440円

票 数

単勝票数 計1779675 的中 � 1091126（1番人気）
複勝票数 計3696334 的中 � 2533271（1番人気）� 70404（8番人気）� 105491（5番人気）
枠連票数 計 519331 的中 （5－6） 59247（3番人気）
馬連票数 計4516995 的中 �� 225161（7番人気）
馬単票数 計2725123 的中 �� 119305（8番人気）
ワイド票数 計3201390 的中 �� 134794（8番人気）�� 174343（5番人気）�� 20416（32番人気）
3連複票数 計7445184 的中 ��� 94843（20番人気）
3連単票数 計18813774 的中 ��� 94441（51番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．2―13．0―12．7―12．4―11．8―11．2―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．9―50．9―1：03．6―1：16．0―1：27．8―1：39．0―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．8
1
3
4，12（7，8）6（1，2）11，3－（10，9）5
4，12，8，7，6（1，2）（3，11）5（10，9）

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

勝馬の
紹 介

サートゥルナーリア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．10 阪神1着

2016．3．21生 牡4黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 9戦6勝 賞金 500，585，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサートゥルナーリア号は，大阪杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

07072 3月15日 晴 良 （2中京1） 第6日 第12競走 ��
��1，600�

かしこじま

賢 島 特 別
発走16時00分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．3．9以降2．3．8まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

44 シ ュ リ 牡4黒鹿55 川田 将雅前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 41：33．9 1．8�

22 ミトノマルーン 牡4黒鹿54 藤岡 康太ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 478－ 21：34．11� 38．0�
810 スイーズドリームス 牡6鹿 56 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508＋ 4 〃 アタマ 10．0�
79 セグレドスペリオル 牡4鹿 54 岩田 望来名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 488－ 21：34．2クビ 19．6�
33 ブレイニーラン 牡5鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：34．3� 5．9	
11 トオヤリトセイト 牡4青鹿56 C．ルメール 村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 4．4

55 トウカイシェーン 牝7栗 51 亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 466－121：34．4	 124．4�
78 ショワドゥロワ 牡6黒鹿54 内田 博幸村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518－ 2 〃 クビ 56．6�
66 ナムラムツゴロー 牡5栗 55 松若 風馬奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 486＋ 41：34．61� 17．0
811 ウェーブヒーロー 牡7鹿 54 団野 大成万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 506－ 21：35．02	 41．3�
67 スラッシュメタル 牡5鹿 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 クビ 30．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 77，610，600円 複勝： 73，222，900円 枠連： 15，144，900円
馬連： 100，096，400円 馬単： 46，828，400円 ワイド： 81，526，300円
3連複： 149，661，500円 3連単： 233，479，700円 計： 777，570，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 510円 � 200円 枠 連（2－4） 2，650円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 350円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 27，320円

票 数

単勝票数 計 776106 的中 � 332701（1番人気）
複勝票数 計 732229 的中 � 201974（1番人気）� 25605（8番人気）� 86828（4番人気）
枠連票数 計 151449 的中 （2－4） 4416（13番人気）
馬連票数 計1000964 的中 �� 28477（10番人気）
馬単票数 計 468284 的中 �� 9965（12番人気）
ワイド票数 計 815263 的中 �� 19170（11番人気）�� 68022（3番人気）�� 5953（32番人気）
3連複票数 計1496615 的中 ��� 14743（28番人気）
3連単票数 計2334797 的中 ��� 6194（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―35．8―47．6―59．3―1：10．6―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

シ ュ リ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．1．5 京都1着

2016．5．1生 牡4黒鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 5戦3勝 賞金 32，881，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（2中京1）第6日 3月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 156頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

281，250，000円
24，800，000円
1，950，000円
34，500，000円
2，000，000円
65，223，000円
4，494，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
552，896，100円
847，555，700円
127，272，700円
936，884，300円
518，273，100円
743，949，300円
1，482，156，000円
2，922，005，900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 8，130，993，100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6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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