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07037 3月21日 雨 重 （3中京2） 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

55 ホッコーハナミチ 牡3鹿 56 浜中 俊北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 472＋ 21：52．4 2．0�
33 コンテナジュニア 牡3黒鹿56 松山 弘平住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 520－14 〃 クビ 3．7�
78 ゴットウェーブ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 490－ 21：53．88 8．6�
11 シーフードパイセン 牡3鹿 56 川又 賢治山下 良子氏 松永 幹夫 熊本 本田 土寿 446－ 2 〃 アタマ 88．7�
77 フロンタルクリス 牡3鹿 56 幸 英明髙橋 正雄氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 516 ―1：53．9クビ 37．9�
810 ワイドモンスター 牡3栗 56 岩田 望来幅田 昌伸氏 笹田 和秀 様似 猿倉牧場 454＋ 61：54．22 4．9	
44 グロワールミノル 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 千代田牧場 456± 01：54．94 11．0

66 エ ル ニ ド 牡3芦 56

53 ▲秋山 稔樹�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 416＋ 61：55．32� 43．9�

89 シンゼングレート 牡3青鹿 56
53 ▲角田 大和原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 468－ 41：55．61� 42．4�
22 セブンパワー 牡3鹿 56 黛 弘人前迫 義幸氏 武井 亮 平取 北島牧場 474 ―1：55．92 123．3
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売 得 金
単勝： 27，469，200円 複勝： 42，971，300円 枠連： 6，078，100円
馬連： 39，372，600円 馬単： 22，968，200円 ワイド： 34，582，300円
3連複： 55，909，200円 3連単： 100，485，600円 計： 329，836，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（3－5） 350円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 360円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計 274692 的中 � 106308（1番人気）
複勝票数 計 429713 的中 � 195316（1番人気）� 60957（2番人気）� 46361（4番人気）
枠連票数 計 60781 的中 （3－5） 13163（1番人気）
馬連票数 計 393726 的中 �� 75035（1番人気）
馬単票数 計 229682 的中 �� 24435（1番人気）
ワイド票数 計 345823 的中 �� 57249（1番人気）�� 33148（4番人気）�� 20740（6番人気）
3連複票数 計 559092 的中 ��� 56787（2番人気）
3連単票数 計1004856 的中 ��� 33427（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．0―50．5―1：03．0―1：15．6―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーハナミチ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．2．6 中京9着

2018．4．19生 牡3鹿 母 シーノットラブユー 母母 シ ー セ モ ア 3戦1勝 賞金 7，100，000円
※エルニド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07038 3月21日 雨 不良 （3中京2） 第4日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

47 アイスリアン 牝3黒鹿54 松山 弘平村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 454－ 81：11．7 1．9�
24 メイショウエニシア 牝3青鹿 54

52 △泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 424－ 41：11．8� 4．9�
11 インディナート 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 440＋ 41：12．33 12．7�

815 クロノフルール 牝3芦 54 吉田 隼人�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 490＋ 21：12．61� 7．2�
12 テーオーエルサ 牝3鹿 54 幸 英明小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 6 〃 クビ 8．3	
714 サクラスヴニール 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹�さくらコマース田中 博康 新ひだか 谷岡スタット 472 ―1：12．81� 53．3

816 リ ー ベ 牝3栗 54 菊沢 一樹薪浦 亨氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 452± 0 〃 ハナ 22．1�
510 メ イ ム 牝3鹿 54

52 △山田 敬士宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 402± 01：13．0� 322．2�
23 カシマユウミヒメ 牝3鹿 54 荻野 極鹿島 敏裕氏 南井 克巳 日高 若林 順一 448－ 61：13．21� 34．9
48 フライトメモリア 牝3鹿 54 国分 優作 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 日高 荒井ファーム B494＋121：13．3� 26．0�
612 キャトルレーヴ 牝3黒鹿54 藤井勘一郎小林 弘明氏 高柳 瑞樹 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 410 ―1：13．83 203．8�
611 ショウナンカリプソ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心国本 哲秀氏 武市 康男 日高 木村牧場 496＋ 4 〃 ハナ 135．8�
59 ヤサカエミュー 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗志邑 宣彦氏 武藤 善則 新冠 小泉牧場 414－ 41：13．9クビ 379．1�
35 ル エ リ ア 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 420 ―1：14．43 83．8�
713 フ ク ネ ン 牝3栗 54 黛 弘人布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 442－ 21：14．72 53．1�
36 ヤマニンカホン 牝3芦 54 高倉 稜土井 肇氏 田中 克典 新冠 錦岡牧場 440± 01：17．3大差 205．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，094，200円 複勝： 48，872，500円 枠連： 9，331，100円
馬連： 40，847，900円 馬単： 20，557，500円 ワイド： 37，723，200円
3連複： 60，063，500円 3連単： 74，022，700円 計： 322，512，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 250円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 350円 �� 460円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 7，300円

票 数

単勝票数 計 310942 的中 � 130793（1番人気）
複勝票数 計 488725 的中 � 223652（1番人気）� 47266（4番人気）� 29011（5番人気）
枠連票数 計 93311 的中 （2－4） 13064（3番人気）
馬連票数 計 408479 的中 �� 45079（2番人気）
馬単票数 計 205575 的中 �� 14490（3番人気）
ワイド票数 計 377232 的中 �� 29643（3番人気）�� 21132（4番人気）�� 7159（15番人気）
3連複票数 計 600635 的中 ��� 18362（7番人気）
3連単票数 計 740227 的中 ��� 7342（13番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．3―12．0―12．2―13．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．4
3 4－（6，8）15（7，16）－10－（1，13）（11，14）5，3（2，12）9 4 4－（6，8）－（7，15）16，10－1－13（5，11，14）（2，3）－9－12

勝馬の
紹 介

アイスリアン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．8．9 札幌6着

2018．2．3生 牝3黒鹿 母 アイスメアー 母母 ハロースウィーティ 6戦1勝 賞金 8，640，000円
〔発走状況〕 ショウナンカリプソ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンカホン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21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。
（非当選馬） 1頭 ジュンコーハク号

第２回 中京競馬 第４日



07039 3月21日 雨 不良 （3中京2） 第4日 第3競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

66 スズカルビコン 牡3栗 56 松山 弘平永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B498－ 41：53．7 1．3�
22 トーホウエンジェル 牝3栗 54 中井 裕二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック B472± 01：53．8� 5．1�
55 テイエムジャガー �3青 56

54 △泉谷 楓真竹園 正繼氏 四位 洋文 新冠 タニグチ牧場 496± 01：54．22� 11．6�
44 リーヴルネッサンス 牡3栗 56 荻野 琢真 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 平取 川向高橋育
成牧場 444－ 21：54．94 20．7�

88 ノアブラック �3青鹿56 菊沢 一樹佐山 公男氏 天間 昭一 様似 清水スタッド 424＋ 21：55．22 58．3�
11 イ ト ザ ク ラ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士村上 卓史氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 412＋ 61：55．73 55．1	
33 サンライズブルーム 牡3鹿 56 岩田 望来松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 462± 01：56．01� 7．7

77 ゴッドリヴァプール 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 472＋ 21：57．38 62．6�
（8頭）

売 得 金
単勝： 27，038，100円 複勝： 85，867，900円 枠連： 発売なし
馬連： 30，891，800円 馬単： 24，027，300円 ワイド： 24，229，400円
3連複： 39，328，100円 3連単： 116，077，800円 計： 347，460，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 130円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 800円

票 数

単勝票数 計 270381 的中 � 160432（1番人気）
複勝票数 計 858679 的中 � 692242（1番人気）� 55167（2番人気）� 40312（3番人気）
馬連票数 計 308918 的中 �� 93516（1番人気）
馬単票数 計 240273 的中 �� 55758（1番人気）
ワイド票数 計 242294 的中 �� 59973（1番人気）�� 35164（2番人気）�� 13443（6番人気）
3連複票数 計 393281 的中 ��� 97377（1番人気）
3連単票数 計1160778 的中 ��� 104457（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．4―37．4―50．4―1：02．9―1：15．4―1：28．4―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカルビコン �

父 ダ ン カ ー ク �


母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2020．10．31 京都14着

2018．3．6生 牡3栗 母 ル ミ ナ ー ラ 母母 カーニバルソング 8戦1勝 賞金 10，210，000円
※出走取消馬 マテンロウアチーブ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※イトザクラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07040 3月21日 雨 不良 （3中京2） 第4日 第4競走 1，400�3歳未勝利
発走11時20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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 トーセンアラン 牡3鹿 56 荻野 極島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：23．9 5．4�
712 ヴ ェ ル ナ ー 牡3鹿 56 岩田 望来 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 540＋18 〃 クビ 3．3�
815 スペシャルサンデー 牡3鹿 56 西村 淳也�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B472－ 21：24．11 27．4�
46 ペイルライダー 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 466－ 21：24．95 6．7	

814 ボールドリーチ 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂増田 陽一氏 中野 栄治 新ひだか 米田 和子 482＋ 41：25．32� 189．5


47 タイセイアンシェル 牡3鹿 56
54 △泉谷 楓真田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 木下牧場 418－ 41：25．4� 10．5�

35 レスプロンディール 牝3栗 54
53 ☆富田 暁中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 460± 01：25．61� 6．2�

610 スズカヒカリ 牡3栗 56
52 ★永島まなみ永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 434± 01：26．02� 21．6

713 フォーエバーコール 牡3鹿 56 菊沢 一樹青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 524＋ 61：26．32 36．6�
23 テイエムリオン 牡3黒鹿 56

53 ▲西谷 凜竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 470± 01：26．4クビ 55．1�
58 コーンフィールド 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 498＋ 41：26．61� 4．7�
59 アンノウンヒーロー 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 456－ 81：26．7� 129．6�
34 パープルレイン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士山本 長恭氏 奥村 武 安平 追分ファーム B514± 01：27．01� 140．2�
11 ジェラゾヴァヴォラ 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 426－ 81：27．1� 195．5�
22 イサチルソッリーソ 牡3鹿 56 川又 賢治小坂 功氏 坂口 智康 新冠 安達 洋生 478－ 61：29．3大差 290．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，613，000円 複勝： 46，632，400円 枠連： 8，662，600円
馬連： 53，421，700円 馬単： 23，484，200円 ワイド： 46，772，000円
3連複： 77，370，600円 3連単： 86，863，100円 計： 377，819，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 170円 � 550円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，780円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 26，900円

票 数

単勝票数 計 346130 的中 � 50896（3番人気）
複勝票数 計 466324 的中 � 50001（5番人気）� 84973（2番人気）� 17492（7番人気）
枠連票数 計 86626 的中 （6－7） 8969（3番人気）
馬連票数 計 534217 的中 �� 40548（2番人気）
馬単票数 計 234842 的中 �� 7508（6番人気）
ワイド票数 計 467720 的中 �� 27716（2番人気）�� 6437（21番人気）�� 8306（18番人気）
3連複票数 計 773706 的中 ��� 10494（20番人気）
3連単票数 計 868631 的中 ��� 2341（94番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．6―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．9―45．5―57．9―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．4
3 15（5，8，11）（6，12）－7，14＝13－10（1，9）（2，4）3 4 15－（8，11）5，12，6－7－14＝13（10，1，9）－4（2，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンアラン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2020．8．29 小倉10着

2018．5．4生 牡3鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 6戦1勝 賞金 6，380，000円
〔発走状況〕 パープルレイン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 パープルレイン号の騎手山田敬士は，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：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イサチルソッリーソ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21日まで平地

競走に出走できない。



07041 3月21日 雨 不良 （3中京2） 第4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

36 パ ナ プ リ 牡3黒鹿56 松山 弘平畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 440－ 62：05．7 7．9�
510 ミツルハピネス 牝3栗 54

52 △泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492－ 82：05．8� 6．8�
59 シンシアリダーリン 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 434－102：06．12 13．0�
12 フェイトリッパー 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ鈴木 康弘氏 新谷 功一 新ひだか 武 牧場 476－ 42：06．73� 7．7�
612 クールブリエ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和 �ゴールドアップ・
カンパニー 笹田 和秀 新ひだか ゴールドアップカンパニー 454± 0 〃 クビ 6．9�

24 ネ グ ロ ー ニ 牝3黒鹿54 吉田 隼人亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 464 ―2：06．8� 13．1	
815 ミスターサファリ 牡3青鹿56 藤岡 康太 
シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 494－ 22：08．410 6．9�
35 エイシンキンボシ 牡3鹿 56 西村 淳也�栄進堂 石坂 公一 浦河 栄進牧場 438± 02：08．5� 89．9�
714 トーホウロゼリア 牝3鹿 54 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 446－ 42：08．81� 3．8
11 プ リ エ ー ル 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 414－ 62：09．22� 137．2�
48 � ジャストフィット 牡3栗 56 浜中 俊嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 508＋122：09．62� 13．5�
23 ザフールーショー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD B464－ 82：09．7クビ 60．5�

816 インヴァルナブル 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂加藤 誠氏 中竹 和也 日高 白井牧場 506－ 22：10．02 221．5�

713 ライトオブワールド 牡3鹿 56
55 ☆富田 暁松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 444－ 62：10．21� 100．7�

611 コ ル ス 牡3黒鹿56 高倉 稜 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上村 洋行 新ひだか グローリーファーム 478－ 22：10．41 51．2�

47 ス ー ゼ ル 牝3栗 54
51 ▲西谷 凜門野 重雄氏 長谷川浩大 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－ 42：10．82� 110．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，940，500円 複勝： 47，726，100円 枠連： 9，592，600円
馬連： 52，232，200円 馬単： 19，878，600円 ワイド： 47，881，200円
3連複： 83，146，500円 3連単： 82，228，200円 計： 373，625，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 220円 � 370円 枠 連（3－5） 2，010円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，330円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 13，920円 3 連 単 ��� 80，340円

票 数

単勝票数 計 309405 的中 � 31273（6番人気）
複勝票数 計 477261 的中 � 48019（5番人気）� 60344（3番人気）� 30588（7番人気）
枠連票数 計 95926 的中 （3－5） 3696（10番人気）
馬連票数 計 522322 的中 �� 13466（13番人気）
馬単票数 計 198786 的中 �� 2592（26番人気）
ワイド票数 計 478812 的中 �� 11253（13番人気）�� 9243（19番人気）�� 6754（25番人気）
3連複票数 計 831465 的中 ��� 4479（58番人気）
3連単票数 計 822282 的中 ��� 742（323番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．4―37．1―49．8―1：02．2―1：14．8―1：27．4―1：40．1―1：52．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パ ナ プ リ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2020．8．30 小倉9着

2018．2．15生 牡3黒鹿 母 コスモハート 母母 タカラカンナ 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーゼル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21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〕 インヴァルナブル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月21日まで平地競走に出走で

きない。
※シンシアリダーリン号は，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21日 小雨 不良 （3中京2） 第4日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・左）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

33 ラブスピール 牝4鹿 55 松山 弘平増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 430－141：53．0 3．6�
66 シ ャ ー レ 牝4鹿 55 吉田 隼人�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 460－ 4 〃 アタマ 4．2�
11 オウケンロジータ 牝4黒鹿55 藤岡 康太福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 490－ 61：53．1� 4．7�
22 ユースフルラヴ 牝4黒鹿55 幸 英明吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 434＋161：53．2� 12．6�
79 ジ ュ ネ ス 牝4青鹿 55

52 ▲秋山 稔樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 472－101：53．3� 15．0	

55 � メリディアン 牝4鹿 55 中井 裕二 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 426－ 21：53．4� 18．1

44 � ノーブルテラ 牝5鹿 55

52 ▲小林 脩斗吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 B496－121：54．03� 39．9�
78 メタモルフォーゼ 牝4鹿 55

51 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 450＋ 8 〃 クビ 10．1�
811 モノポリーアイズ 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 448＋18 〃 クビ 5．6
67 � ラレーヌデュバル 牝4鹿 55

53 △泉谷 楓真前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476± 01：54．31� 54．7�

810� クリノマンジェリカ 牝5青鹿 55
53 △山田 敬士栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 村上牧場 472＋ 62：01．8大差 97．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，298，300円 複勝： 33，410，600円 枠連： 5，429，100円
馬連： 40，273，100円 馬単： 17，537，700円 ワイド： 33，493，900円
3連複： 51，449，700円 3連単： 65，696，800円 計： 271，589，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 130円 � 160円 枠 連（3－6） 940円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 310円 �� 340円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 5，780円

票 数

単勝票数 計 242983 的中 � 53271（1番人気）
複勝票数 計 334106 的中 � 54189（2番人気）� 75353（1番人気）� 49633（4番人気）
枠連票数 計 54291 的中 （3－6） 4474（3番人気）
馬連票数 計 402731 的中 �� 39797（1番人気）
馬単票数 計 175377 的中 �� 7856（3番人気）
ワイド票数 計 334939 的中 �� 28104（1番人気）�� 24580（2番人気）�� 24077（3番人気）
3連複票数 計 514497 的中 ��� 34233（1番人気）
3連単票数 計 656968 的中 ��� 8227（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．0―12．5―12．7―12．5―12．6―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．1―49．6―1：02．3―1：14．8―1：27．4―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブスピール �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2019．11．24 京都11着

2017．5．1生 牝4鹿 母 ブ レ ン ダ 母母 Fairy Ballade 13戦2勝 賞金 21，210，000円
〔制裁〕 ラレーヌデュバル号の調教師新谷功一は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノマンジェリカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21日まで平地競

走に出走できない。



07043 3月21日 小雨 不良 （3中京2） 第4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

23 タケルラスティ 牡4栗 57
53 ★古川 奈穂森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：22．8 7．0�

22 フェアレストアイル 牝4鹿 55 岩田 望来 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：23．22� 8．0�
59 � シアトルテソーロ 牡4鹿 57

56 ☆亀田 温心了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 米 John

Cummins B510＋141：24．26 24．1�
11 トーアシオン �5栗 57 高倉 稜高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 466－161：24．3� 56．0�
35 フィナールショコラ 牝4黒鹿55 川又 賢治吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 434＋ 21：24．51� 95．1	
610� ジッピーレーサー �4鹿 57

55 △泉谷 楓真岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 466－ 41：24．6クビ 18．9

58 � トレーンベアラー 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 和子氏 田中 克典 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

450－ 21：24．7	 2．6�
46 オールミラージュ 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 41：25．01	 156．3�
611
 ゼットセントラル �5黒鹿 57

56 ☆富田 暁高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 506＋221：25．21� 14．1
815� コスモストライカー 牡4鹿 56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 480－ 61：25．41� 7．1�
47 イ ヴ 牝4栗 55 藤岡 康太石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B490＋181：25．61 20．4�
814 ラッシュアップ 牡4青鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 538＋ 21：25．91	 5．8�
34 チアフルローズ 牝5青鹿55 藤井勘一郎ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 454± 01：26．11� 309．0�
713 チ ャ イ カ 牝4鹿 55 西村 淳也谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：26．41	 29．8�
712 ナ ー ラ ッ ク 牝4栗 55 菊沢 一樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 444＋ 41：26．93 263．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，123，300円 複勝： 44，440，400円 枠連： 11，725，600円
馬連： 52，159，800円 馬単： 21，114，900円 ワイド： 46，095，600円
3連複： 80，650，200円 3連単： 91，716，500円 計： 385，026，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 300円 � 780円 枠 連（2－2） 2，860円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 2，090円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 17，990円 3 連 単 ��� 75，390円

票 数

単勝票数 計 371233 的中 � 42361（3番人気）
複勝票数 計 444404 的中 � 47718（4番人気）� 40360（6番人気）� 12915（9番人気）
枠連票数 計 117256 的中 （2－2） 3175（9番人気）
馬連票数 計 521598 的中 �� 14312（9番人気）
馬単票数 計 211149 的中 �� 2761（20番人気）
ワイド票数 計 460956 的中 �� 11127（10番人気）�� 5642（21番人気）�� 3368（37番人気）
3連複票数 計 806502 的中 ��� 3362（68番人気）
3連単票数 計 917165 的中 ��� 882（264番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．5―12．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．8―45．3―57．9―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケルラスティ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．10．20 京都1着

2017．3．28生 牡4栗 母 クイックメール 母母 タニノメール 12戦2勝 賞金 26，860，000円
〔その他〕 ナーラック号は，最後の直線コースで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。

07044 3月21日 小雨 不良 （3中京2） 第4日 第8競走 1，900�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） （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

55 ウェイヴァリー 牡4鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 小林 真也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520－121：59．0 10．0�

44 ド ー フ ァ ン �6鹿 57 荻野 極 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B532＋ 41：59．42� 20．9�
77 ハイオソラール 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 512＋ 61：59．5クビ 42．2�
33 シャイニングデイズ 牡5鹿 57

53 ★古川 奈穂杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B474＋ 6 〃 クビ 21．4�
22 ワイドレッジャドロ 牡4黒鹿57 松山 弘平幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 512＋ 41：59．71 1．6	
88 セイカヤマノ 牡5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 B498± 02：00．02 9．6

66 タニノシェクハンド 牡5栗 57 中井 裕二谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 480－10 〃 ハナ 10．0�
11 イシュタルゲート 牡5鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 516－122：00．1クビ 4．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 25，400，800円 複勝： 58，228，000円 枠連： 発売なし
馬連： 35，502，100円 馬単： 24，501，800円 ワイド： 27，601，000円
3連複： 45，204，600円 3連単： 112，506，500円 計： 328，944，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 890円 � 1，110円 � 2，380円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 11，360円 馬 単 �� 23，680円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 5，120円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 55，300円 3 連 単 ��� 381，150円

票 数

単勝票数 計 254008 的中 � 20225（4番人気）
複勝票数 計 582280 的中 � 17840（5番人気）� 14048（6番人気）� 6282（8番人気）
馬連票数 計 355021 的中 �� 2421（22番人気）
馬単票数 計 245018 的中 �� 776（38番人気）
ワイド票数 計 276010 的中 �� 2739（22番人気）�� 1384（27番人気）�� 1665（26番人気）
3連複票数 計 452046 的中 ��� 613（55番人気）
3連単票数 計1125065 的中 ��� 214（303番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―30．5―44．2―57．2―1：09．7―1：22．0―1：34．4―1：46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3
5，7（2，4）－（3，6）＝1，8・（5，7）（2，4，6）1，3，8

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

勝馬の
紹 介

ウェイヴァリー 
�
父 ノヴェリスト 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．8．25 小倉6着

2017．2．1生 牡4鹿 母 イストワール 母母 アピーリングストーリー 13戦1勝 賞金 10，610，000円
［他本会外：1戦1勝］



07045 3月21日 小雨 不良 （3中京2） 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） （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

48 グレイトゲイナー 牡4青鹿57 吉田 隼人田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 462＋ 61：10．9 5．2�
12 ワンダーカタリナ 牡4鹿 57 藤岡 康太山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 498－121：11．0� 9．5�
11 ショウナンバービー 牝4鹿 55 岩田 望来�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 498－ 21：11．21 9．3�
713� メサテソーロ 牝4青鹿55 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky
Farms B516－101：11．41� 4．4�

47 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 55 菊沢 一樹 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム B490－ 41：11．5� 25．3	
510 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 55 西村 淳也藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B460－ 61：11．6クビ 34．0

24 クリノサンシャイン 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 426－ 4 〃 アタマ 57．2�
714	 ハ ニ ー リ ン 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 480＋121：11．7� 63．9�
818 ヒガシヴァルキリー 牝4青鹿 55

54 ☆亀田 温心�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 418＋ 6 〃 ハナ 39．2
817 メイクアンシー 牡5青鹿 57

55 △泉谷 楓真チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 454－ 61：12．01
 19．8�
36 ブルベアオーロ 牡5黒鹿57 中井 裕二森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 464± 01：12．21 22．9�
611	 レッドエーデル 牝4黒鹿55 高倉 稜 �東京ホースレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 アタマ 87．7�
35 ヒ バ リ 牝4黒鹿 55

54 ☆富田 暁�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 426＋ 21：12．41� 10．7�
612 オメガハートクィン 牝5黒鹿55 松山 弘平原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 452＋ 41：12．5� 6．8�
23 ベルダニューブ 牝6栗 55

52 ▲角田 大和幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 458－ 4 〃 ハナ 56．5�
715 スノーテーラー 牝4芦 55 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 日高 クラウン日高牧場 432－ 21：12．71� 8．2�
816 ニホンピロヘイロー 牝6鹿 55 国分 優作小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 462± 01：12．91� 173．4�
59 ヒ メ サ マ 牝4鹿 55

51 ★古川 奈穂廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 442＋181：13．32� 148．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，607，500円 複勝： 60，059，000円 枠連： 16，441，400円
馬連： 74，031，000円 馬単： 27，190，200円 ワイド： 71，670，700円
3連複： 121，412，500円 3連単： 118，456，000円 計： 526，868，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 440円 � 280円 枠 連（1－4） 1，300円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，010円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 12，830円 3 連 単 ��� 60，260円

票 数

単勝票数 計 376075 的中 � 57281（2番人気）
複勝票数 計 600590 的中 � 94627（1番人気）� 30920（9番人気）� 53857（5番人気）
枠連票数 計 164414 的中 （1－4） 9763（5番人気）
馬連票数 計 740310 的中 �� 16140（11番人気）
馬単票数 計 271902 的中 �� 3694（15番人気）
ワイド票数 計 716707 的中 �� 13877（11番人気）�� 18646（8番人気）�� 7319（32番人気）
3連複票数 計1214125 的中 ��� 7093（37番人気）
3連単票数 計1184560 的中 ��� 1425（150番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―11．6―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．1―45．7―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．8
3 ・（5，8）13（9，18）（1，15）（7，12，16）2（3，6）14（4，10，17）11 4 5，8，13－（1，18）9（7，15）（12，16）2（3，6）－（4，14）（11，10，17）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

グレイトゲイナー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2019．8．11 小倉2着

2017．4．20生 牡4青鹿 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー 14戦2勝 賞金 25，238，000円
※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 アランチャアミーゴ号

07046 3月21日 小雨 不良 （3中京2） 第4日 第10競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

77 ゲンパチミーティア 牡3鹿 56 松山 弘平平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 464－ 61：37．2 7．2�
11 ヴィアルークス 牡3鹿 56 岩田 望来�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 500± 01：37．3� 8．8�
66 トーホウディアス 牡3栗 56 国分 優作東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社

吉田ファーム 432－101：37．51 8．5�
22 メモリーエフェクト 牡3鹿 56 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474－101：37．71 16．7�
33 シティレインボー 牡3栗 56 西村 淳也深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474－ 41：38．02 2．3�
88 ミ ル ウ 牝3鹿 54 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：38．63� 24．5	
55 フ ラ リ オ ナ 牝3青鹿54 浜中 俊大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 418＋ 61：39．23� 5．3

44 フォティノース 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 430－ 61：39．73 7．2�
89 ミステリーウェイ 	3黒鹿56 中井 裕二 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B466－ 81：39．91� 26．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，164，500円 複勝： 53，101，300円 枠連： 9，062，900円
馬連： 65，295，200円 馬単： 32，029，800円 ワイド： 50，244，700円
3連複： 86，097，400円 3連単： 144，199，300円 計： 483，195，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 250円 � 290円 枠 連（1－7） 2，830円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 930円 �� 910円 �� 950円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 40，190円

票 数

単勝票数 計 431645 的中 � 47843（3番人気）
複勝票数 計 531013 的中 � 62564（4番人気）� 54749（5番人気）� 45001（6番人気）
枠連票数 計 90629 的中 （1－7） 2478（12番人気）
馬連票数 計 652952 的中 �� 17945（14番人気）
馬単票数 計 320298 的中 �� 4887（16番人気）
ワイド票数 計 502447 的中 �� 13851（14番人気）�� 14206（12番人気）�� 13568（15番人気）
3連複票数 計 860974 的中 ��� 9846（30番人気）
3連単票数 計1441993 的中 ��� 2601（162番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．6―11．7―12．3―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―35．8―47．5―59．8―1：12．1―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．7―3F37．4

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチミーティア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．11．23 阪神3着

2018．3．12生 牡3鹿 母 ロージーローズ 母母 ア ン ダ ン テ 6戦2勝 賞金 19，852，000円



07047 3月21日 小雨 不良 （3中京2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�

な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着
馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：47．6
1：47．6

重
重

34 テーオーケインズ 牡4栗 57 松山 弘平小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 41：49．3 2．1�
22 アッシェンプッテル 牝5鹿 55 浜中 俊 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 516－ 41：49．83 10．1�
610 サクラアリュール 牡6栗 58 中井 裕二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 472－ 81：50．65 39．5�
23 グレートタイム 牡6黒鹿57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B486＋ 2 〃 クビ 6．1�
11 ウェルカムゴールド 牡6栗 57 幸 英明 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B548＋ 81：50．91	 12．6	
712 ブランクエンド 牡5鹿 57 亀田 温心諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 ハナ 88．9

46 ダイシンインディー 牡5栗 57 国分 優作大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 546± 01：51．11
 147．5�
814 コ ン カ ラ ー 牡5鹿 57 藤井勘一郎江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 482＋ 21：51．31
 79．9�
611 デザートスネーク �7鹿 57 富田 暁石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 482－ 61：51．5	 93．0
58 ミヤジコクオウ 牡4青鹿58 吉田 隼人曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 516± 0 〃 クビ 12．0�
35 エ イ コ ー ン 牡6鹿 57 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 462－ 21：52．03 9．3�
47 � ウインフォルティス 牡6鹿 56 西村 淳也�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 502－ 61：52．31	 33．4�
59 キメラヴェリテ 牡4黒鹿56 川又 賢治加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B546＋ 61：53．57 36．3�
713 カセドラルベル 牝5鹿 55 荻野 極吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B548－ 41：54．24 76．4�
815 ハヤブサレジェンド 牡6黒鹿57 菊沢 一樹�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 512－ 61：54．62 7．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 86，616，700円 複勝： 106，145，300円 枠連： 42，227，500円
馬連： 236，405，600円 馬単： 86，489，800円 ワイド： 153，777，200円
3連複： 409，789，400円 3連単： 480，606，000円 計： 1，602，057，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 260円 � 640円 枠 連（2－3） 400円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，620円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 28，140円

票 数

単勝票数 計 866167 的中 � 316546（1番人気）
複勝票数 計1061453 的中 � 269220（1番人気）� 96399（5番人気）� 31312（9番人気）
枠連票数 計 422275 的中 （2－3） 79931（1番人気）
馬連票数 計2364056 的中 �� 198000（2番人気）
馬単票数 計 864898 的中 �� 44865（3番人気）
ワイド票数 計1537772 的中 �� 105674（3番人気）�� 23316（19番人気）�� 8050（41番人気）
3連複票数 計4097894 的中 ��� 31337（28番人気）
3連単票数 計4806060 的中 ��� 12382（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．3―48．1―59．9―1：12．1―1：24．7―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーケインズ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．19 京都3着

2017．4．27生 牡4栗 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 10戦5勝 賞金 85，141，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 カセドラルベル号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
ハヤブサレジェンド号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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。

07048 3月21日 小雨 不良 （3中京2） 第4日 第12競走 1，400�
と よ は し

豊 橋 特 別
発走16時00分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

610 ビオグラフィー 牝4鹿 55 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B488＋161：23．3 53．5�
22 ムーンライト 牝4青 55 岩田 望来石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 456－ 41：23．51� 18．8�
34 クリアサウンド 牝4黒鹿55 吉田 隼人杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 490± 01：23．92� 2．0�
23 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 亀田 温心野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 478－101：24．53� 5．6�
815 ノーブルアース 牝6黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 484－ 41：24．71 16．4�
713 ブラックダンサー 牝5黒鹿55 松山 弘平前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B478± 01：24．8� 4．5	
11 レッドベレーザ 牝5鹿 55 中井 裕二 
東京ホースレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：25．01� 94．1�
46 � ミニオンペール 牝5鹿 55 黛 弘人 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 460－ 41：25．1� 33．0�
58 ベストクィーン 牝5栗 55 富田 暁田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 420± 01：25．2クビ 61．4
59 ルーチェデラヴィタ 牝4鹿 55 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 438－ 41：25．3� 49．6�
35 スズカアーチスト 牝6黒鹿55 菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B452－161：25．51� 100．2�
712 ラ ミ エ ル 牝5鹿 55 西村 淳也桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 464＋10 〃 アタマ 26．1�
47 ヤマニンプレシオサ 牝4黒鹿55 浜中 俊土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 456－101：25．6クビ 21．4�
611 アイワナビリーヴ 牝5黒鹿55 柴山 雄一 DMMドリームクラブ
 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 22．1�
814 エイカイマドンナ 牝6鹿 55 荻野 極二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B444－ 41：26．55 170．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，123，100円 複勝： 81，379，100円 枠連： 23，265，900円
馬連： 129，926，200円 馬単： 53，247，400円 ワイド： 104，149，200円
3連複： 197，980，600円 3連単： 238，354，500円 計： 905，426，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，350円 複 勝 � 990円 � 330円 � 140円 枠 連（2－6） 2，590円

馬 連 �� 29，130円 馬 単 �� 65，460円

ワ イ ド �� 8，200円 �� 1，750円 �� 630円

3 連 複 ��� 15，510円 3 連 単 ��� 221，260円

票 数

単勝票数 計 771231 的中 � 11528（11番人気）
複勝票数 計 813791 的中 � 15449（12番人気）� 54646（5番人気）� 214567（1番人気）
枠連票数 計 232659 的中 （2－6） 6961（12番人気）
馬連票数 計1299262 的中 �� 3456（54番人気）
馬単票数 計 532474 的中 �� 610（114番人気）
ワイド票数 計1041492 的中 �� 3111（60番人気）�� 15104（18番人気）�� 44972（4番人気）
3連複票数 計1979806 的中 ��� 9571（54番人気）
3連単票数 計2383545 的中 ��� 781（582番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．7―11．8―12．5―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 10，13（4，11）（6，14）8（2，7）3（1，5，12）（9，15） 4 10（4，13）（6，11）（2，8，14）（1，3，7）（5，12，15）9

勝馬の
紹 介

ビオグラフィー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．14 中京12着

2017．4．9生 牝4鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 10戦3勝 賞金 27，936，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイカイマドンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21日まで平地競

走に出走できない。

３レース目



（3中京2）第4日 3月21日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
重後不良

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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

195，350，000円
23，240，000円
1，330，000円
23，030，000円
63，181，000円
4，290，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
482，489，200円
708，833，900円
141，816，800円
850，359，200円
373，027，400円
678，220，400円
1，308，402，300円
1，711，213，000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 6，254，362，200円

総入場人員 1，365名 （有料入場人員 1，262名）
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