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07013 3月14日 晴 不良 （3中京2） 第2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

35 ヤマニンビオローネ 牝3栗 54 C．ルメール 土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 480－ 41：23．7 1．2�
11 ダイメイイースター 牝3黒鹿54 福永 祐一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 446－ 61：24．01� 10．1�
816 パロットビーク 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：24．74 29．5�

611 サンランシング 牝3青鹿54 大野 拓弥 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ 460－121：25．44 158．7�

12 スマートパルフェ 牝3黒鹿54 西村 淳也大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 426－ 21：25．72 54．3	
612 チャーチャンテン 牝3黒鹿54 北村 友一田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 398－ 41：25．91 273．8

713 エガオガキュート 牝3黒鹿54 菊沢 一樹�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 448－12 〃 クビ 261．0�
59 メイショウヨサレ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 382－ 61：26．32� 19．6�
48 トラヴェラーズ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心�ハクツ牧場 北出 成人 新冠 ハクツ牧場 434－ 4 〃 クビ 43．1
24 ラヴアンドグレース 牝3鹿 54

52 △山田 敬士村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 444－ 21：26．61� 335．5�
714 ク ラ ー ヴ ォ 牝3鹿 54 川田 将雅�ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－14 〃 ハナ 16．4�
510 アイリーライフ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 下河辺牧場 B444－141：26．81� 44．1�
36 ラブリボーン 牝3栗 54 川須 栄彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中尾 秀正 日高 ヤナガワ牧場 476－ 21：27．75 78．2�
23 リネンデザイン 牝3栗 54 菱田 裕二戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 482＋ 21：28．23 173．8�
815 ロイヤルブライド 牝3青 54

50 ★古川 奈穂柴田 洋一氏 林 徹 浦河 鎌田 正嗣 436－ 81：28．73 86．7�
47 ビクトリアバローズ 牝3鹿 54 松山 弘平猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 432－ 21：30．9大差 8．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，046，200円 複勝： 137，113，000円 枠連： 9，731，100円
馬連： 45，677，600円 馬単： 28，858，200円 ワイド： 44，712，200円
3連複： 74，902，800円 3連単： 108，563，500円 計： 481，604，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 220円 � 420円 枠 連（1－3） 450円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 300円 �� 620円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 7，440円

票 数

単勝票数 計 320462 的中 � 200127（1番人気）
複勝票数 計1371130 的中 � 1109173（1番人気）� 38247（3番人気）� 15953（6番人気）
枠連票数 計 97311 的中 （1－3） 16583（2番人気）
馬連票数 計 456776 的中 �� 74853（2番人気）
馬単票数 計 288582 的中 �� 31528（2番人気）
ワイド票数 計 447122 的中 �� 43436（2番人気）�� 17929（5番人気）�� 5120（19番人気）
3連複票数 計 749028 的中 ��� 18064（10番人気）
3連単票数 計1085635 的中 ��� 10567（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．0―12．1―12．9―12．2―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンビオローネ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ヤマニンセラフィム デビュー 2020．11．7 東京3着

2018．3．11生 牝3栗 母 ヤマニンラレーヌ 母母 ヤマニンジュエリー 4戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 パロットビーク号の騎手角田大和は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

サンランシング号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔その他〕 ビクトリアバローズ号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンデザイン号・ロイヤルブライド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4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〕 アイリーライフ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月14日まで平地競走に出走できな

い。

07014 3月14日 晴 不良 （3中京2） 第2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

44 � ア ク イ ー ル 牝3栗 54
50 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills

Co. Limited 460＋ 21：52．8 5．8�
55 スズカルビコン 牡3栗 56 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B502＋ 41：53．01� 5．5�
66 キュールエライジン 牡3青鹿56 西村 淳也岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 530－ 61：53．21� 1．7�
88 ゼ ー タ 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446－ 61：53．83� 4．4�
89 � バジェットライン 牝3鹿 54 北村 友一飯田 正剛氏 田中 克典 米 Chiyoda

Farm 518＋121：54．75 14．2�
11 ペイシャセイント 牡3鹿 56 黛 弘人北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 446－121：54．91� 97．5	
22 アヴェニルールー 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 484－ 21：55．43 140．7

33 レイダンジチ 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心金山 克己氏 斎藤 誠 新ひだか 田上 徹 506± 01：57．010 112．1�
77 タカイチラブ 牡3青鹿56 菊沢 一樹髙橋 一郎氏 勢司 和浩 新冠 シンユウフアーム 490－ 21：58．17 187．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，719，000円 複勝： 66，222，700円 枠連： 4，756，500円
馬連： 27，132，500円 馬単： 18，250，900円 ワイド： 22，150，600円
3連複： 36，285，900円 3連単： 95，541，000円 計： 294，059，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（4－5） 1，020円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 310円 �� 200円 �� 150円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 237190 的中 � 32500（4番人気）
複勝票数 計 662227 的中 � 36755（4番人気）� 60086（2番人気）� 473851（1番人気）
枠連票数 計 47565 的中 （4－5） 3612（4番人気）
馬連票数 計 271325 的中 �� 17696（4番人気）
馬単票数 計 182509 的中 �� 5571（9番人気）
ワイド票数 計 221506 的中 �� 14957（5番人気）�� 28467（3番人気）�� 42508（1番人気）
3連複票数 計 362859 的中 ��� 68640（1番人気）
3連単票数 計 955410 的中 ��� 16504（14番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．7―12．5―12．2―12．9―12．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．3―49．8―1：02．0―1：14．9―1：27．8―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ア ク イ ー ル 
�
父 Palace Malice 

�
母父 Sunday Silence デビュー 2020．10．3 中京7着

2018．5．4生 牝3栗 母 We’ll be There 母母 Star Moira 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカイチラブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月14日まで平地競走に

出走できない。
※レイダンジチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 中京競馬 第２日



07015 3月14日 晴 不良 （3中京2） 第2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
1：08．5

稍重
重

59 カンタベリーマッハ 牡3鹿 56 �島 良太峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 504＋ 41：11．5 29．6�
47 サトノアポロン 牡3鹿 56 北村 友一 �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 486－ 81：11．7� 2．1�
816 シゲルヒラトリ 牡3栗 56 福永 祐一森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 474－ 21：12．23 4．4�
612 ゴイゴイスー 牡3鹿 56 川須 栄彦山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 484＋101：12．41� 5．2�
35 グランデモナルカ 牡3黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B468－ 41：12．82� 13．0	
48 ラスティネイル 牝3芦 54

53 ☆亀田 温心田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 444＋ 21：12．9クビ 125．0

24 ゲッレールト 牝3鹿 54 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 16．6�
714 ニシノカタパルト 牡3栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 B484－101：13．0クビ 30．2�
36 スイートナイト 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 446－ 41：13．1� 48．7
510 ビービーラノビア 牝3鹿 54 西村 淳也�坂東牧場 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 430－ 21：13．31� 92．5�
11 メイショウホガラカ 牝3黒鹿54 酒井 学松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 松栄牧場 426± 0 〃 ハナ 74．6�
713 アルファシャルマン 牝3鹿 54 黛 弘人�貴悦 浅野洋一郎 日高 奥山 博 490± 01：13．51� 256．9�
12 フィーリウスワン 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大和成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 460＋ 41：13．6� 315．7�
611 ステイホームバブル 牡3栗 56 M．デムーロ飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 21：13．91� 12．5�
815 カ フ ジ ロ ホ 牡3青鹿56 加藤 祥太加藤 守氏 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 498－ 61：14．11� 70．8�
23 ヴィントラオフ 牡3栗 56 菱田 裕二田畑 利彦氏 青木 孝文 浦河 小倉牧場 524－ 21：15．37 47．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，297，100円 複勝： 41，468，600円 枠連： 8，714，800円
馬連： 43，834，500円 馬単： 18，619，200円 ワイド： 43，244，000円
3連複： 67，427，200円 3連単： 72，271，900円 計： 323，877，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，960円 複 勝 � 430円 � 130円 � 150円 枠 連（4－5） 2，350円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 9，630円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，390円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 48，650円

票 数

単勝票数 計 282971 的中 � 7632（7番人気）
複勝票数 計 414686 的中 � 16648（8番人気）� 104695（1番人気）� 74010（3番人気）
枠連票数 計 87148 的中 （4－5） 2872（9番人気）
馬連票数 計 438345 的中 �� 12222（8番人気）
馬単票数 計 186192 的中 �� 1450（34番人気）
ワイド票数 計 432440 的中 �� 10904（11番人気）�� 7231（17番人気）�� 46489（2番人気）
3連複票数 計 674272 的中 ��� 11927（12番人気）
3連単票数 計 722719 的中 ��� 1077（147番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンタベリーマッハ �
�
父 アーネストリー �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．8．15 新潟17着

2018．4．24生 牡3鹿 母 ウインブリーザ 母母 ウインゼフィール 8戦1勝 賞金 5，870，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タイセイアンシェル号
（非抽選馬） 6頭 イトザクラ号・ケプチャン号・セイショウディープ号・タガノマーチ号・タックスリファンド号・ルビースター号

07016 3月14日 晴 重 （3中京2） 第2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

11 ミッキーハロー 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 446＋ 41：37．5 23．1�

22 ヴ ル カ ー ノ 牡3鹿 56 西村 淳也宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 484± 01：37．6� 6．2�
46 ルコルセール 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B514＋181：37．7� 8．7�
611 リッケンバッカー 牡3鹿 56 C．ルメール 安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 462－ 21：37．9� 1．6�
47 ルージュメサージュ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460－121：38．11� 8．8�
713 ソルフィネット 牝3鹿 54 酒井 学水上ふじ子氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 416± 01：38．41� 81．3	
814 ジャンドゥーヤ 牝3青 54 �島 良太 �グリーンファーム小林 真也 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 424－10 〃 クビ 81．3	
815 ナンヨーアイボリー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B410－ 41：38．71� 33．7

58 メ ル ジ ー ナ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 藤原牧場 460－ 81：38．8� 63．8�
34 サヴァニャン 牝3黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 420－ 4 〃 クビ 10．9�
59 ビギニングドリーム 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真石川 佳弘氏 加藤士津八 新冠 村田牧場 B422± 01：39．11� 82．6
23 ナッシングオンユー 牝3鹿 54 川須 栄彦�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 410－161：39．31� 473．8�
35 デアリングウーマン 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 424－ 21：39．4� 48．5�
610	 トーテムポール 牡3鹿 56 北村 友一ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Godolphin 472 ― 〃 クビ 106．4�
712 ワンモアナイン 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 460＋ 41：40．14 362．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，650，800円 複勝： 80，428，700円 枠連： 8，837，000円
馬連： 44，289，900円 馬単： 24，730，900円 ワイド： 42，646，400円
3連複： 69，975，800円 3連単： 101，157，400円 計： 406，716，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 780円 � 300円 � 510円 枠 連（1－2） 5，410円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 13，180円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，060円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 13，430円 3 連 単 ��� 128，890円

票 数

単勝票数 計 346508 的中 � 11958（6番人気）
複勝票数 計 804287 的中 � 25027（6番人気）� 77119（2番人気）� 40748（5番人気）
枠連票数 計 88370 的中 （1－2） 1265（14番人気）
馬連票数 計 442899 的中 �� 6963（16番人気）
馬単票数 計 247309 的中 �� 1407（34番人気）
ワイド票数 計 426464 的中 �� 9286（11番人気）�� 5210（21番人気）�� 10701（9番人気）
3連複票数 計 699758 的中 ��� 3906（50番人気）
3連単票数 計1011574 的中 ��� 569（290番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．5―49．0―1：01．1―1：13．2―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

ミッキーハロー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．8．29 新潟10着

2018．3．22生 牝3鹿 母 ミッキーレモン 母母 イルネージュ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ワンモアナイン号の調教師小桧山悟は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出走取消馬 ディヴィーナ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 シゲルシュニン号・レイダンジチ号・ロングボウマン号



07017 3月14日 晴 重 （3中京2） 第2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

22 リンフレスカンテ 牡3黒鹿56 C．ルメール 名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 444－ 22：19．2 2．5�
33 イクスプロージョン 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 6．6�
88 カフジアスール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 470＋102：19．3� 13．6�
89 リーゼントジャンボ 牡3芦 56 川田 将雅三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 528 ― 〃 ハナ 7．2�
66 メイショウシンタケ 牡3鹿 56 福永 祐一松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 460± 02：19．51� 19．1�
55 サトノマジェスタ 牡3青鹿56 松山 弘平 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482－ 62：19．71� 2．5	
11 ブルーモンターニュ 牝3鹿 54 酒井 学松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 484－ 62：21．18 34．7

44 バ ラ キ エ ル �3鹿 56 西村 淳也 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B482＋ 22：22．69 88．8�
77 モズレンリンレイ 牡3鹿 56 菱田 裕二 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 多田 善弘 474－102：23．87 215．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，517，700円 複勝： 35，961，600円 枠連： 5，705，800円
馬連： 35，450，400円 馬単： 21，988，100円 ワイド： 31，610，900円
3連複： 51，550，900円 3連単： 103，280，200円 計： 317，065，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 170円 � 310円 枠 連（2－3） 820円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 290円 �� 610円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 7，230円

票 数

単勝票数 計 315177 的中 � 99001（2番人気）
複勝票数 計 359616 的中 � 117263（1番人気）� 47105（3番人気）� 20234（6番人気）
枠連票数 計 57058 的中 （2－3） 5341（4番人気）
馬連票数 計 354504 的中 �� 37602（2番人気）
馬単票数 計 219881 的中 �� 13882（4番人気）
ワイド票数 計 316109 的中 �� 31012（3番人気）�� 12806（10番人気）�� 7505（12番人気）
3連複票数 計 515509 的中 ��� 16916（8番人気）
3連単票数 計1032802 的中 ��� 10353（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．7―13．7―13．8―13．1―12．7―12．7―12．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．4―37．1―50．8―1：04．6―1：17．7―1：30．4―1：43．1―1：55．4―2：07．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リンフレスカンテ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．1．5 中京12着

2018．5．16生 牡3黒鹿 母 マルカサワヤカ 母母 サワヤカプリンセス 5戦1勝 賞金 9，170，000円
〔制裁〕 イクスプロージョン号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5

番）

07018 3月14日 晴 不良 （3中京2） 第2日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

810 ピースマッチング 牡3芦 56 C．ルメール �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B462± 01：51．1 2．8�
811� アメリカンピース 牡3芦 56 松山 弘平 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto

Corporation B452－ 61：51．2クビ 9．6�
33 テイエムマジック 牡3栗 56

53 ▲角田 大和竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 梅田牧場 512＋161：51．52 19．7�
44 � コズミックマインド 牡3鹿 56 西村 淳也�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC 446－ 61：51．6� 17．3�
55 トーホウスザク 牡3栗 56 菱田 裕二東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 490＋ 61：51．91� 10．5	
79 アレクサンドロス 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492± 01：52．0� 11．2

67 ゴールドレガシー 牡3栗 56 M．デムーロ�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋18 〃 クビ 6．1�
11 メイショウフンジン 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 500＋ 61：52．32 4．4�
78 スウィープザボード 牡3芦 56 川須 栄彦杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 466＋121：52．5� 15．8
22 グリームエース 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか 片岡 博 470－ 21：52．71� 74．5�
66 テイルウインド 牡3青鹿56 川田 将雅高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 472－121：52．91� 26．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，370，200円 複勝： 50，894，800円 枠連： 7，305，500円
馬連： 49，004，900円 馬単： 19，718，700円 ワイド： 46，647，900円
3連複： 69，650，300円 3連単： 79，386，500円 計： 360，978，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 240円 � 540円 枠 連（8－8） 1，520円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，470円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 12，500円 3 連 単 ��� 46，520円

票 数

単勝票数 計 383702 的中 � 107235（1番人気）
複勝票数 計 508948 的中 � 100597（1番人気）� 53563（4番人気）� 19162（10番人気）
枠連票数 計 73055 的中 （8－8） 3703（7番人気）
馬連票数 計 490049 的中 �� 22066（4番人気）
馬単票数 計 197187 的中 �� 5454（7番人気）
ワイド票数 計 466479 的中 �� 22022（5番人気）�� 8000（21番人気）�� 2821（43番人気）
3連複票数 計 696503 的中 ��� 4179（54番人気）
3連単票数 計 793865 的中 ��� 1237（184番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．8―12．6―12．5―12．3―12．2―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．6―49．2―1：01．7―1：14．0―1：26．2―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピースマッチング �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．5 新潟10着

2018．3．17生 牡3芦 母 アンコールピース 母母 トレアンサンブル 6戦2勝 賞金 16，710，000円
※出走取消馬 タイセイアーメット号（疾病〔疝痛〕のため）



07019 3月14日 晴 不良 （3中京2） 第2日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 � ロッシュローブ 牡4青鹿57 菱田 裕二水上 行雄氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 488＋ 81：24．2 19．3�
22 オーマイオーマイ 牡4鹿 57 西村 淳也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 474＋ 81：24．3� 4．3�
33 � サンオブロジータ �4鹿 57

54 ▲泉谷 楓真�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 504－ 61：24．4� 19．5�
46 � フライオールデイズ 牡6黒鹿57 菊沢 一樹岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 498－ 6 〃 ハナ 26．6�
58 シャイニーズラン 牡4鹿 57 荻野 極田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 464＋101：24．71� 14．9�
711 ティートラップ 牡4鹿 57 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 454－ 21：25．01� 2．5	
813 セレンディピア 牡4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 470± 01：25．1� 77．6


814� ディーププリモ 牡5鹿 57
53 ★古川 奈穂ライオンレースホース� 根本 康広 登別 登別上水牧場 488＋ 41：25．2クビ 15．2�

45 � チェスターコート 牡5栗 57 大野 拓弥佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 448＋ 2 〃 クビ 10．7�
610 ドンマニフィコ 牡4芦 57 M．デムーロ山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 456＋141：25．51� 5．9
69 マテラシオン 牝4黒鹿55 川須 栄彦大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 430± 0 〃 ハナ 57．0�
712 バルドダンサー 牡4栗 57 黛 弘人 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 468± 0 〃 ハナ 54．2�
57 ヴェッツラー 牡4栗 57 酒井 学永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 454＋ 81：26．77 34．3�
34 サンマルバロン �9栗 57

56 ☆亀田 温心相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 三城牧場 474－ 71：27．01� 112．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，388，400円 複勝： 30，373，200円 枠連： 6，683，000円
馬連： 36，461，800円 馬単： 15，842，800円 ワイド： 34，526，600円
3連複： 56，804，000円 3連単： 71，842，400円 計： 272，922，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 470円 � 190円 � 430円 枠 連（1－2） 4，080円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 10，170円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 3，240円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 15，840円 3 連 単 ��� 86，950円

票 数

単勝票数 計 203884 的中 � 8409（7番人気）
複勝票数 計 303732 的中 � 14869（7番人気）� 52124（2番人気）� 16586（5番人気）
枠連票数 計 66830 的中 （1－2） 1269（17番人気）
馬連票数 計 364618 的中 �� 6225（16番人気）
馬単票数 計 158428 的中 �� 1168（34番人気）
ワイド票数 計 345266 的中 �� 6680（15番人気）�� 2685（33番人気）�� 7061（13番人気）
3連複票数 計 568040 的中 ��� 2688（51番人気）
3連単票数 計 718424 的中 ��� 599（259番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．7―46．6―59．1―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロッシュローブ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク

2017．3．4生 牡4青鹿 母 サンコロネット 母母 スギノシャーロット 8戦1勝 賞金 12，370，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※セレンディピア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07020 3月14日 晴 不良 （3中京2） 第2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）

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

44 ペルセウスシチー 牡4黒鹿57 C．ルメール �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B470－ 21：57．5 2．7�
33 � アンセッドヴァウ �4栗 57 �島 良太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.

Rutherford 456－141：58．13	 3．0�
55 シゲルヒカルダイヤ 牡5鹿 57 松山 弘平森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋ 41：58．95 3．2�
22 シュバルツイェガー 牡4黒鹿 57

54 ▲秋山 稔樹西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 478± 01：59．0	 11．1�
88 キングダムウイナー 牡4鹿 57

53 ★古川 奈穂ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：59．32 9．8�
11 
 クリノウマーベラス �4鹿 57 和田 翼栗本 守氏 大橋 勇樹 新ひだか 千代田牧場 536－ 41：59．4	 21．8	
77 ネオボーゲン 牡4鹿 57 黛 弘人西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 432－ 61：59．5	 159．8

66 
 メイショウイヤサカ 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ松本 和子氏 藤沢 則雄 様似 中脇 一幸 436－ 62：02．1大差 101．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 28，225，100円 複勝： 26，633，200円 枠連： 発売なし
馬連： 33，834，600円 馬単： 19，666，000円 ワイド： 24，830，500円
3連複： 42，380，200円 3連単： 100，451，100円 計： 276，020，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 180円 �� 150円 �� 180円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 1，300円

票 数

単勝票数 計 282251 的中 � 81160（1番人気）
複勝票数 計 266332 的中 � 64890（1番人気）� 60365（3番人気）� 64335（2番人気）
馬連票数 計 338346 的中 �� 69504（1番人気）
馬単票数 計 196660 的中 �� 20233（1番人気）
ワイド票数 計 248305 的中 �� 33178（2番人気）�� 46213（1番人気）�� 32977（3番人気）
3連複票数 計 423802 的中 ��� 127740（1番人気）
3連単票数 計1004511 的中 ��� 55814（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―30．4―43．4―56．0―1：08．3―1：20．6―1：33．1―1：45．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペルセウスシチー �

父 トゥザワールド �


母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．14 中山8着

2017．5．14生 牡4黒鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ 11戦2勝 賞金 16，490，000円



07021 3月14日 晴 重 （3中京2） 第2日 第9競走 2，200�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・左）

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

33 ペプチドヒミコ 牝4栗 54 酒井 学沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 466± 02：18．3 7．8�
67 ア ラ タ 牡4鹿 56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 454－20 〃 ハナ 20．9�
811 アイブランコ 牡4栗 56 M．デムーロライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502－ 22：18．51� 2．9�
11 タニノヨセミテ 牝4鹿 54 福永 祐一谷水 雄三氏 四位 洋文 新ひだか 西村 和夫 402－ 82：18．6� 5．9�
55 ミ ラ イ オ ー 牡5鹿 57 荻野 極林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 520－ 42：18．7� 16．6�
79 シトラスクーラー �8鹿 57

54 ▲秋山 稔樹�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 462＋ 22：18．8� 19．3	
66 ペルソナデザイン 牡5鹿 57 西村 淳也�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 492－ 62：19．01 19．4

22 エスポワールミノル 牡4鹿 56

53 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 528± 0 〃 クビ 5．3�
810 グレートベースン 牡5青鹿57 松山 弘平桑畑 �信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 512± 0 〃 クビ 5．9
78 シエラネバダ �6芦 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512－ 22：19．42� 35．5�
44 � アドラツィオーネ 牝4黒鹿54 菱田 裕二佐々木雄二氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 32：21．5大差 49．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 29，655，200円 複勝： 45，595，600円 枠連： 9，826，400円
馬連： 52，253，600円 馬単： 21，506，900円 ワイド： 44，575，800円
3連複： 77，502，400円 3連単： 105，110，500円 計： 386，026，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 440円 � 140円 枠 連（3－6） 3，640円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 10，230円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 420円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 46，830円

票 数

単勝票数 計 296552 的中 � 30342（5番人気）
複勝票数 計 455956 的中 � 50867（5番人気）� 20371（8番人気）� 108342（1番人気）
枠連票数 計 98264 的中 （3－6） 2087（14番人気）
馬連票数 計 522536 的中 �� 9674（16番人気）
馬単票数 計 215069 的中 �� 1576（36番人気）
ワイド票数 計 445758 的中 �� 8120（18番人気）�� 29226（3番人気）�� 10648（13番人気）
3連複票数 計 775024 的中 ��� 11253（18番人気）
3連単票数 計1051105 的中 ��� 1627（178番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．6―13．8―13．5―12．3―11．8―12．2―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―25．6―38．2―52．0―1：05．5―1：17．8―1：29．6―1：41．8―1：53．9―2：05．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドヒミコ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．5．3 京都2着

2017．4．24生 牝4栗 母 ペプチドヒノトリ 母母 ホーネットピアス 11戦1勝 賞金 17，910，000円

07022 3月14日 晴 重 （3中京2） 第2日 第10競走 ��1，400�
お か ざ き

岡 崎 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，2．3．14以降3．3．7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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

79 カヌメラビーチ 牡5芦 56 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B478－ 41：22．5 4．5�

67 スズカフェラリー 牝6鹿 52 秋山真一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428± 01：22．92� 31．4�
55 � クラシックココア 牝4鹿 52 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd B498± 0 〃 クビ 3．9�
22 キ タ イ 牝5鹿 52 秋山 稔樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 512－ 61：23．0クビ 13．1�
710� アランチャアミーゴ �4栗 50 亀田 温心早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds B488－ 2 〃 ハナ 61．7�
56 エバーミランダ 牝6鹿 52 菱田 裕二宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 434－ 8 〃 クビ 21．0	
811 セトノシャトル 牡6栗 54 松山 弘平�アスール 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 524－ 41：23．1� 20．9

33 アドマイヤシナイ 牡7鹿 53 西村 淳也近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞�湖 レイクヴィラファーム B456－ 6 〃 クビ 55．8�
11 ス キ ッ プ 牡5黒鹿55 荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 488－ 41：23．2� 29．2�
68 ナンゴクアイネット 牝6鹿 53 川田 将雅渡 義光氏 	島 一歩 新冠 つつみ牧場 468± 01：23．62� 10．3
812 メイショウドウドウ 牡6黒鹿56 C．ルメール 松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488－ 41：23．7� 2．4�
44 ミルメルシー 牝5鹿 50 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 日高 白井牧場 468－ 41：24．76 152．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，316，800円 複勝： 50，343，100円 枠連： 11，857，100円
馬連： 78，075，800円 馬単： 34，515，900円 ワイド： 58，625，700円
3連複： 114，484，700円 3連単： 156，111，800円 計： 544，330，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 320円 � 160円 枠 連（6－7） 1，200円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 9，210円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 360円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 44，770円

票 数

単勝票数 計 403168 的中 � 70798（3番人気）
複勝票数 計 503431 的中 � 90878（2番人気）� 32076（6番人気）� 88760（3番人気）
枠連票数 計 118571 的中 （6－7） 7601（6番人気）
馬連票数 計 780758 的中 �� 11236（19番人気）
馬単票数 計 345159 的中 �� 2809（31番人気）
ワイド票数 計 586257 的中 �� 9138（20番人気）�� 46061（3番人気）�� 10004（17番人気）
3連複票数 計1144847 的中 ��� 16420（19番人気）
3連単票数 計1561118 的中 ��� 2528（136番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．5―12．1―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．3―32．8―44．9―57．3―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カヌメラビーチ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．11．10 東京1着

2016．3．9生 牡5芦 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 17戦3勝 賞金 56，686，000円



07023 3月14日 晴 重 （3中京2） 第2日 第11競走 ��
��2，000�第57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，2．3．14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，2．3．13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 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

55 ギ ベ オ ン 牡6鹿 56 西村 淳也 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508＋ 82：01．8 227．3�
11 デアリングタクト 牝4青鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 470－ 4 〃 クビ 1．4�
810 ポ タ ジ ェ 牡4鹿 56 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464± 02：01．9� 19．8�
44 グローリーヴェイズ 牡6黒鹿57 川田 将雅 �シルクレーシング 尾関 知人 洞	湖 レイクヴィラファーム 468＋ 4 〃 ハナ 4．5�
77 キ セ キ 牡7黒鹿57 M．デムーロ石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 504－122：02．0� 10．0	
22 サンレイポケット 牡6黒鹿56 秋山真一郎永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 480＋ 8 〃 クビ 33．1

89 サトノフラッグ 牡4鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－ 22：02．21
 18．2�
78 ペルシアンナイト 牡7黒鹿57 大野 拓弥�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 500± 02：02．62� 51．6�
66 ジ ナ ン ボ ー 牡6黒鹿56 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：03．45 65．4
33 ブ ラ ヴ ァ ス 牡5鹿 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：03．61� 11．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 322，552，900円 複勝： 767，487，500円 枠連： 86，755，800円
馬連： 653，070，400円 馬単： 410，450，600円 ワイド： 483，753，800円
3連複： 1，085，460，400円 3連単： 2，947，361，600円 計： 6，756，893，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 22，730円 複 勝 � 1，890円 � 110円 � 340円 枠 連（1－5） 12，240円

馬 連 �� 13，570円 馬 単 �� 62，050円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 16，300円 �� 520円

3 連 複 ��� 34，650円 3 連 単 ��� 783，010円

票 数

単勝票数 計3225529 的中 � 11349（10番人気）
複勝票数 計7674875 的中 � 28520（10番人気）� 5506909（1番人気）� 194160（6番人気）
枠連票数 計 867558 的中 （1－5） 5493（20番人気）
馬連票数 計6530704 的中 �� 37290（26番人気）
馬単票数 計4104506 的中 �� 4961（62番人気）
ワイド票数 計4837538 的中 �� 28002（30番人気）�� 7224（41番人気）�� 264278（4番人気）
3連複票数 計10854604 的中 ��� 23490（58番人気）
3連単票数 計29473616 的中 ��� 2729（475番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．6―12．4―11．9―11．7―11．9―12．1―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―37．1―49．5―1：01．4―1：13．1―1：25．0―1：37．1―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギ ベ オ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2017．12．17 阪神1着

2015．2．20生 牡6鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 18戦4勝 賞金 207，393，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりギベオン号は，大阪杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

07024 3月14日 晴 重 （3中京2） 第2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；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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

815 クインズヴィヴィ 牝4青 55 川田 将雅 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 浦河 高昭牧場 480± 01：10．6 5．4�
11 ニホンピロランド 牡5鹿 57 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 504－ 41：10．7� 11．0�
713 エイシンバッカス 牡4栗 57 福永 祐一�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 464－ 61：11．02 2．8�
35 � ア ノ マ リ ー 牡6青鹿57 亀田 温心吉田 勝利氏 小崎 憲 新ひだか 三石川上牧場 498± 01：11．42� 203．7�
47 オルクリスト 牡5鹿 57 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 480－ 21：11．5� 25．5	
34 アイティナリー 牡4黒鹿57 酒井 学�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ B512＋ 4 〃 アタマ 13．7

611 ヴァリアント 牡5青鹿57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 490± 0 〃 クビ 8．5�
814 ク ー リ ュ 牝7鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 462－121：11．6クビ 76．0�
712 タガノハイライト 牝4青鹿55 川須 栄彦八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512＋ 2 〃 ハナ 5．6
23 カーテンコール 牝4栗 55 西村 淳也 �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 490－ 2 〃 ハナ 29．5�
610 レインボービーム 牡4黒鹿57 泉谷 楓真北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 464－201：12．23� 162．5�
22 グレートバニヤン 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 552－ 61：12．41� 7．0�
58 コスモビスティー 牡6鹿 57 秋山 稔樹岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 488± 01：12．5アタマ 137．3�
46 キラットダイヤ 牝4栗 55 菱田 裕二�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B466－ 41：13．13� 129．1�
59 � ノーザンヴィグラス 牡4鹿 57 荻野 極犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 ハクツ牧場 524＋ 61：14．37 216．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 81，635，600円 複勝： 99，518，300円 枠連： 27，048，400円
馬連： 140，524，600円 馬単： 53，492，900円 ワイド： 111，885，400円
3連複： 204，347，700円 3連単： 238，685，300円 計： 957，138，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 280円 � 140円 枠 連（1－8） 2，800円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 840円 �� 410円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 28，790円

票 数

単勝票数 計 816356 的中 � 120555（2番人気）
複勝票数 計 995183 的中 � 130675（3番人気）� 74478（6番人気）� 226925（1番人気）
枠連票数 計 270484 的中 （1－8） 7469（11番人気）
馬連票数 計1405246 的中 �� 37524（14番人気）
馬単票数 計 534929 的中 �� 8281（22番人気）
ワイド票数 計1118854 的中 �� 33000（12番人気）�� 75853（1番人気）�� 33675（11番人気）
3連複票数 計2043477 的中 ��� 39345（10番人気）
3連単票数 計2386853 的中 ��� 6010（94番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―11．1―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．7―33．8―46．0―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．8
3 4－13（3，11）10（6，1）（14，15）2（12，8）（7，5）－9 4 4－（3，13）（10，11）1，6（14，15）12，8（2，5）7＝9

勝馬の
紹 介

クインズヴィヴィ �
�
父 Honor Code �

�
母父 Midnight Lute デビュー 2019．12．15 阪神4着

2017．4．2生 牝4青 母 ヴィーヴィーグッドナイト 母母 Victorious Vice 9戦3勝 賞金 35，343，000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



（3中京2）第2日 3月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 146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

290，210，000円
22，990，000円
1，880，000円
35，270，000円
60，812，000円
4，185，000円
1，401，600円

勝馬投票券売得金
711，375，000円
1，432，040，300円
187，221，400円
1，239，610，600円
687，641，100円
989，209，800円
1，950，772，300円
4，179，763，200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 11，377，633，700円

総入場人員 1，843名 （有料入場人員 1，682名）
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