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07049 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5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

48 ピ ナ 牝3鹿 54 岩田 望来畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 466－ 41：25．5 2．8�
12 トレサイーユ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422＋ 21：25．71� 25．3�

611 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 462－ 41：25．8クビ 5．1�
816 ウォーターパフィン 牝3鹿 54 森 裕太朗山岡 正人氏 岡田 稲男 日高 佐々木 康治 492＋ 21：26．12 5．3�
23 スパラキシス 牝3黒鹿54 菱田 裕二ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 458－ 21：27．27 14．5	
612 ワールプール 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 照哉氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 424－ 6 〃 クビ 186．5

713 ゴーゴーレインボー 牝3黒鹿54 黛 弘人星加 浩一氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 444－ 41：27．41� 220．9�
11 ワンダーチア 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新山本 能成氏 吉村 圭司 浦河 秋場牧場 438－ 21：27．72 67．3�
47 ワンダーピュルテ 牝3栗 54

52 △山田 敬士山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 492－ 81：28．01� 181．2
59 ミスティックアイル 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：28．63� 6．9�
815 ソアリングギフト 牝3栗 54 幸 英明 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 462 ―1：28．7� 8．9�
24 ラパールデザンジュ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 482 ―1：28．9� 18．1�
36 マンゴーラッシー 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 前田ファーム 494－ 41：29．11� 272．2�
35 レッジョエミリア 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 448＋ 41：29．31 73．8�
510 ジューンフローラ 牝3鹿 54 �島 克駿吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 480 ―1：30．57 46．7�
714 チェリーブロード 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心大崎 幸路氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 402－ 61：30．81� 26．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，648，900円 複勝： 49，640，900円 枠連： 9，023，100円
馬連： 45，377，600円 馬単： 20，403，300円 ワイド： 44，872，900円
3連複： 77，506，100円 3連単： 75，457，800円 計： 348，930，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 430円 � 160円 枠 連（1－4） 2，270円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 860円 �� 400円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 14，840円

票 数

単勝票数 計 266489 的中 � 73605（1番人気）
複勝票数 計 496409 的中 � 104762（1番人気）� 21212（7番人気）� 91403（2番人気）
枠連票数 計 90231 的中 （1－4） 3072（12番人気）
馬連票数 計 453776 的中 �� 13163（12番人気）
馬単票数 計 204033 的中 �� 4030（15番人気）
ワイド票数 計 448729 的中 �� 12935（10番人気）�� 31538（2番人気）�� 8179（17番人気）
3連複票数 計 775061 的中 ��� 16592（10番人気）
3連単票数 計 754578 的中 ��� 3684（34番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．5―13．0―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．6―47．1―1：00．1―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Came Home デビュー 2020．6．13 函館5着

2018．3．5生 牝3鹿 母 アグネスカルミア 母母 Morning Star 8戦1勝 賞金 8，120，000円
〔制裁〕 レッジョエミリア号の騎手秋山稔樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューンフローラ号・チェリーブロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

4月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スクリーンマドンナ号
（非抽選馬） 1頭 シャスティーナ号

07050 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25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

58 サトノクリーチャー 牡3鹿 56
54 △泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：55．2 7．4�

46 クロスオブドリーム 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 478－ 61：55．83� 5．0�
35 ワイドモーゼ 牡3青鹿 56

53 ▲秋山 稔樹幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 474－ 41：56．43� 3．5�
23 グランドアルナイル 牡3栗 56 秋山真一郎田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 470－101：56．5� 20．4�
611 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 510＋ 41：56．6� 251．7�
713 タッカーハート 牝3黒鹿54 柴山 雄一小松崎 孝氏 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 434－ 41：57．13 62．5	
47 ペダンクルアーチ 牡3栗 56 岩田 望来谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B502－ 41：57．2� 2．7

22 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 444－ 21：57．62� 47．5�
610 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 462＋ 21：57．91� 24．0�
34 ゴッドデサフィオ 牡3栗 56

53 ▲角田 大和中西 憲治氏 飯田 祐史 様似 小田 誠一 460 ― 〃 アタマ 108．2
712 クールシラユリ 牝3青鹿54 菊沢 一樹村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 424－ 61：58．85 49．6�
59 メイショウケイゼン 牡3栗 56 幸 英明松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 41：59．22� 118．3�
814 オラクトゥール 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 武 英智 千歳 社台ファーム 478＋ 21：59．83� 26．1�

11 アスターブランコ 牡3鹿 56
55 ☆斎藤 新加藤 久枝氏 中竹 和也 新冠 小泉牧場 546 ―2：00．01� 85．6�

815 ラッセルリー 牝3黒鹿54 西村 淳也田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 452 ―2：01．17 20．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，453，800円 複勝： 31，698，500円 枠連： 7，327，700円
馬連： 32，201，000円 馬単： 17，459，900円 ワイド： 32，081，800円
3連複： 48，628，900円 3連単： 57，368，100円 計： 252，219，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 190円 � 160円 枠 連（4－5） 570円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 910円 �� 740円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 19，420円

票 数

単勝票数 計 254538 的中 � 27489（4番人気）
複勝票数 計 316985 的中 � 32431（4番人気）� 44054（3番人気）� 56303（2番人気）
枠連票数 計 73277 的中 （4－5） 9851（2番人気）
馬連票数 計 322010 的中 �� 9782（8番人気）
馬単票数 計 174599 的中 �� 2915（15番人気）
ワイド票数 計 320818 的中 �� 8594（10番人気）�� 10824（6番人気）�� 21665（4番人気）
3連複票数 計 486289 的中 ��� 10966（5番人気）
3連単票数 計 573681 的中 ��� 2141（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．3―50．5―1：03．0―1：15．8―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノクリーチャー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Flashy Bull 初出走

2018．1．21生 牡3鹿 母 ミリアグラシア 母母 Ms. Cornstalk 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッセルリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月27日まで平地競走に

出走できない。

第２回 中京競馬 第５日



07051 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時55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

815 ゴイゴイスー 牡3鹿 56
54 △泉谷 楓真山下 良子氏 中尾 秀正 浦河 村中牧場 486＋ 21：12．3 3．9�

714 サトノアポロン 牡3鹿 56 �島 克駿 �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 488＋ 21：12．83 1．8�
11 スターオブスパーダ 牡3芦 56 城戸 義政光安 了氏 荒川 義之 浦河 小林 仁 422＋ 41：12．9� 24．4�
23 カネトシバレンシア 牝3栗 54 田中 健兼松 昌男氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 444＋ 21：13．21� 22．2�
12 ストロングカレント 牡3鹿 56 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新冠 村上牧場 474－ 21：13．3� 11．1�
59 ベイビーアッシュ 牡3芦 56 岩田 望来大塚Ry’sCLUB 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 522－ 61：14．25 52．9	
816 ベストオブラック 牡3鹿 56 幸 英明グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 490± 01：14．3� 26．0

611 フラワードラム 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁 �グリーンファーム田中 博康 新冠 ハシモトフアーム 500 ―1：14．51 129．9�
47 ナリタブルホーク 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�オースミ 松永 昌博 浦河 �川 啓一 494± 01：14．71 10．4�
35 マジックランプ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 480＋ 21：14．91� 150．3
36 スターリーアイズ 牝3鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 登別 登別上水牧場 448－ 8 〃 同着 17．1�
713 クライマックス 牡3栗 56

53 ▲角田 大和 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 466－ 21：15．11� 70．9�
24 フ ィ ー ネ 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂 �YGGホースクラブ 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 478 ―1：15．73� 52．5�
510 アールスパイア 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 原 弘之 434 ―1：16．65 95．5�
48 ブラッシングリー 牝3黒鹿54 藤岡 康太吉田 和子氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 41：16．92 196．3�
612 ベターデイズ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 452 ―1：17．0クビ 455．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，112，300円 複勝： 46，702，500円 枠連： 7，791，800円
馬連： 34，679，500円 馬単： 19，747，400円 ワイド： 37，247，900円
3連複： 55，097，500円 3連単： 70，222，700円 計： 300，601，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 290円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 170円 �� 960円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 7，910円

票 数

単勝票数 計 291123 的中 � 58555（2番人気）
複勝票数 計 467025 的中 � 88261（2番人気）� 188836（1番人気）� 20770（7番人気）
枠連票数 計 77918 的中 （7－8） 17181（1番人気）
馬連票数 計 346795 的中 �� 78563（1番人気）
馬単票数 計 197474 的中 �� 16713（2番人気）
ワイド票数 計 372479 的中 �� 75245（1番人気）�� 8040（13番人気）�� 13305（8番人気）
3連複票数 計 550975 的中 ��� 23945（6番人気）
3連単票数 計 702227 的中 ��� 6436（17番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．0―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．5―47．5―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴイゴイスー �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2020．10．17 京都13着

2018．4．12生 牡3鹿 母 ミヤジガンバレ 母母 ミヤジプロスパー 8戦1勝 賞金 11，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アールスパイア号・ブラッシングリー号・ベターデイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和3年4月27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 アイルビーザワン号

07052 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時25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

22 ノーブルキャニオン 牡3鹿 56 岩田 望来吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B470－ 41：56．6 3．5�
69 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 494－ 2 〃 クビ 15．0�
813 ゼンノナイン 牡3栗 56

53 ▲角田 大和大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 512 ―1：56．7クビ 23．4�
33 イーサンタイガー �3鹿 56

55 ☆富田 暁国本 勇氏 昆 貢 新冠 須崎牧場 492 ―1：56．91� 36．5�
46 ワンダーウォール 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド 470－ 21：57．96 266．7�

11 エスジーリカチャン 牝3黒鹿54 藤岡 康太後藤 貞夫氏 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 444＋ 81：58．21� 13．3	
57 メイショウイチズ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 518－26 〃 クビ 31．4

610 タイキフロリゼル 牡3芦 56

54 △泉谷 楓真�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 472± 01：58．41� 8．0�

711 ホウオウヴォーヌ 牡3栗 56
55 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：58．5アタマ 2．9

712 サンライズアクター 牡3栗 56
52 ★永島まなみ松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 462－ 6 〃 クビ 156．2�

34 ゾグラフォス 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 462 ―1：58．71� 76．3�

58 メイショウタニカゼ 牡3栗 56 �島 克駿松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 440－ 61：59．65 5．3�
45 ゼンダンツバキ 牝3黒鹿54 西村 淳也渡邊 善男氏 勢司 和浩 新冠 カミイスタット 440－102：00．34 78．1�
814 メジャーアゲン 牝3栗 54 松田 大作浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 B446± 0 〃 クビ 25．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，536，700円 複勝： 36，600，900円 枠連： 6，766，400円
馬連： 32，866，600円 馬単： 14，699，700円 ワイド： 32，250，400円
3連複： 48，173，700円 3連単： 53，402，200円 計： 249，296，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 340円 � 400円 枠 連（2－6） 840円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，880円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 13，610円 3 連 単 ��� 69，380円

票 数

単勝票数 計 245367 的中 � 55104（2番人気）
複勝票数 計 366009 的中 � 68353（2番人気）� 25018（6番人気）� 20395（7番人気）
枠連票数 計 67664 的中 （2－6） 6226（3番人気）
馬連票数 計 328666 的中 �� 12419（9番人気）
馬単票数 計 146997 的中 �� 3239（12番人気）
ワイド票数 計 322504 的中 �� 13642（6番人気）�� 4323（22番人気）�� 2104（32番人気）
3連複票数 計 481737 的中 ��� 2654（46番人気）
3連単票数 計 534022 的中 ��� 558（218番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．1―51．5―1：03．9―1：16．6―1：29．6―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

ノーブルキャニオン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．10．17 京都4着

2018．5．15生 牡3鹿 母 ピサノルビー 母母 ペ ル ヴ ィ ア 5戦1勝 賞金 6，970，000円
〔制裁〕 イーサンタイガー号の騎手富田暁は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・11番・2番）



07053 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12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
2：09．9
2：09．7

良
良

48 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 466－ 42：13．9 5．2�

36 ブ リ ン ク 牝3黒鹿 54
52 △泉谷 楓真吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B444＋ 42：14．22 7．5�

35 ブレークアップ 牡3栗 56 柴山 雄一阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 486－ 22：14．41� 5．6�
816� グレイシャーベイ 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 浅見 秀一 愛 Tinnakill

Bloodstock Ltd 448－ 22：14．82 12．3�
510 ルグランタンゴ 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432－ 8 〃 クビ 12．7�
714 リーゼントジャンボ 牡3芦 56 岩田 望来三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 530＋ 22：14．9クビ 3．0�
12 カフェファンタスト 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 494± 02：16．17 238．2	
47 トラウンシュタイン 牡3鹿 56 太宰 啓介
G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム 446－ 8 〃 アタマ 16．7�
815 クイーンネモシン 牝3黒鹿54 秋山真一郎星加 浩一氏 坂口 智康 様似 富田 恭司 430＋ 22：16．2� 156．9�
59 ホワイトハウス �3芦 56 杉原 誠人ミルファーム 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B432± 0 〃 ハナ 194．6�
24 タガノフラッデル 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新八木 秀之氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448－ 22：16．41 127．9�

11 ウエストサイド 牡3鹿 56 吉田 隼人吉田 千津氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 456－ 22：16．61 11．1�
611 クレイジースピード 牡3鹿 56 菱田 裕二石川 達絵氏 斉藤 崇史 新ひだか 山際牧場 B486± 02：17．13 131．2�
612 アプロフォンディ 牡3栗 56 松田 大作槙 和美氏 清水 久詞 新冠 カミイスタット 470 ―2：17．41	 35．4�
23 サトノボンズ 牡3栗 56 藤岡 康太 
サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460 ―2：18．89 29．0�
713 タ ン タ イ ド 牝3黒鹿54 幸 英明飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 394－102：19．75 76．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，751，000円 複勝： 49，871，700円 枠連： 8，044，000円
馬連： 40，433，400円 馬単： 17，856，700円 ワイド： 43，165，300円
3連複： 65，554，500円 3連単： 67，835，400円 計： 322，512，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 220円 � 180円 枠 連（3－4） 630円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 640円 �� 410円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 19，260円

票 数

単勝票数 計 297510 的中 � 45669（2番人気）
複勝票数 計 498717 的中 � 79582（2番人気）� 52522（4番人気）� 71541（3番人気）
枠連票数 計 80440 的中 （3－4） 9886（2番人気）
馬連票数 計 404334 的中 �� 18058（5番人気）
馬単票数 計 178567 的中 �� 3079（15番人気）
ワイド票数 計 431653 的中 �� 16702（6番人気）�� 28067（2番人気）�� 18205（4番人気）
3連複票数 計 655545 的中 ��� 19200（3番人気）
3連単票数 計 678354 的中 ��� 2553（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．2―36．1―48．7―1：01．1―1：13．4―1：25．8―1：37．7―1：49．5―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフジアスール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．3 中京6着

2018．4．10生 牡3鹿 母 カフジビーナス 母母 タッソーニー 6戦1勝 賞金 8，210，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タンタイド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月27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〕 ホワイトハウス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月27日まで平地競走に出走できな

い。

07054 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第6競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時45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

714 モズピンポン 牡4栗 57
53 ★古川 奈穂 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 508± 01：24．5 2．2�

35 ダイヤレイジング 牝5栗 55 岩田 望来三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 456＋ 21：25．35 10．1�
59 � サンオブロジータ �4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 498－ 61：25．4クビ 25．4�
612 ジャミールフエルテ �5鹿 57 秋山真一郎吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 4．5�
713� レ ゴ リ ス �5黒鹿57 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 480－ 21：25．71� 78．1�
611 コングールテソーロ 牡5鹿 57 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 484± 0 〃 クビ 39．8	
12 カップッチョ 牡4鹿 57 杉原 誠人
ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 472－ 81：25．8クビ 69．9�
816 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 470－ 4 〃 クビ 6．1�
36 シルバーエース 牡4芦 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 474＋ 21：25．9� 10．5
510 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大和前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋101：26．11� 28．9�

47 ネオトゥルー 牡4鹿 57 幸 英明西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 480－ 41：26．2クビ 52．2�
24 タ シ ロ 牡4栗 57 菊沢 一樹
ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 524－101：26．3� 165．0�
815 アイムソーグレイト 牡5栗 57 柴山 雄一平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 468± 01：26．5	 230．0�
48 ジョイナイト 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 530＋ 41：26．6� 41．3�
23 � スリーコーズクライ 牡4栗 57

55 △泉谷 楓真永井商事� 吉村 圭司 浦河 村中牧場 470－ 81：26．7� 19．0�
11 � ユイノムサシ 牡5芦 57 菱田 裕二由井健太郎氏 辻 哲英 新ひだか 山口 忠彦 468－ 41：27．23 236．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，712，100円 複勝： 48，172，100円 枠連： 7，904，300円
馬連： 42，579，300円 馬単： 18，617，300円 ワイド： 44，729，400円
3連複： 67，183，800円 3連単： 70，933，400円 計： 334，831，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 200円 � 480円 枠 連（3－7） 650円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，160円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 22，700円

票 数

単勝票数 計 347121 的中 � 121183（1番人気）
複勝票数 計 481721 的中 � 114267（1番人気）� 60776（4番人気）� 18857（7番人気）
枠連票数 計 79043 的中 （3－7） 9417（2番人気）
馬連票数 計 425793 的中 �� 19859（6番人気）
馬単票数 計 186173 的中 �� 6153（6番人気）
ワイド票数 計 447294 的中 �� 21055（6番人気）�� 9785（11番人気）�� 6369（18番人気）
3連複票数 計 671838 的中 ��� 7613（19番人気）
3連単票数 計 709334 的中 ��� 2265（56番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．0―11．8―12．4―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．2―46．0―58．4―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズピンポン �
�
父 グランプリボス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．3．7 阪神2着

2017．5．4生 牡4栗 母 グランプリエンゼル 母母 ア ン ダ ン テ 11戦1勝 賞金 18，500，000円
［他本会外：1戦1勝］



07055 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

611 ステラドーロ 牝4栗 55
54 ☆斎藤 新 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 22：00．4 11．8�
23 ペプチドヒミコ 牝4栗 55 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 472＋ 62：00．61� 4．5�
36 キラープレゼンス 牝5青鹿55 �島 克駿 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 536± 02：00．81� 2．9�
35 ミスミルドレッド 牝4黒鹿55 岩田 望来丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 438－ 22：01．11� 3．7�
59 ロッタチャンセズ 牝4鹿 55 藤岡 康太�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 388－ 42：01．41� 52．9	
818 ラフダイヤモンド 牝4栗 55

54 ☆富田 暁�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 466＋ 4 〃 ハナ 35．6

11 エンジェルサークル 牝4黒鹿55 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 436－102：01．5� 19．9�
47 リュウグウヒメ 牝5鹿 55 黛 弘人深澤 朝房氏 武井 亮 新ひだか 折手牧場 434－ 4 〃 クビ 132．7�
24 ヤマカツパトリシア 牝4青 55

51 ★永島まなみ山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 456＋162：01．6� 16．9
12 アルマイナンナ 牝4芦 55 菱田 裕二コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 436－ 4 〃 アタマ 118．8�
713 レッドサーシャ 牝4栗 55

52 ▲秋山 稔樹 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 454－182：01．81� 43．6�
715 ダンツガゼール 牝4青鹿 55

53 △泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 452＋ 22：01．9クビ 14．8�
48 ラヴベローナ 牝6鹿 55 森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 492－ 6 〃 クビ 107．3�
714 アイオープナー 牝4青 55

53 △山田 敬士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 408± 02：02．11 32．2�

817 マイタイムオブデイ 牝5栗 55
52 ▲角田 大和 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464＋102：02．31� 53．6�

612	 タ カ ン ナ 牝4栗 55 菊沢 一樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B426－142：03．15 127．4�
510 バトーブラン 牝4芦 55 荻野 極 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 4 〃 クビ 151．7�
816 ト ス ア ッ プ 牝5栗 55 西村 淳也 �シルクレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 466＋182：04．16 145．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，036，000円 複勝： 45，715，800円 枠連： 10，612，800円
馬連： 41，043，900円 馬単： 16，075，800円 ワイド： 40，562，100円
3連複： 61，520，100円 3連単： 66，483，400円 計： 311，049，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 220円 � 180円 � 140円 枠 連（2－6） 2，310円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 820円 �� 750円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 29，330円

票 数

単勝票数 計 290360 的中 � 19532（4番人気）
複勝票数 計 457158 的中 � 45574（4番人気）� 59746（3番人気）� 105516（1番人気）
枠連票数 計 106128 的中 （2－6） 3559（8番人気）
馬連票数 計 410439 的中 �� 11759（8番人気）
馬単票数 計 160758 的中 �� 1835（24番人気）
ワイド票数 計 405621 的中 �� 11900（7番人気）�� 13266（6番人気）�� 34270（2番人気）
3連複票数 計 615201 的中 ��� 14742（4番人気）
3連単票数 計 664834 的中 ��� 1643（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．4―49．1―1：01．3―1：13．5―1：25．6―1：37．2―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3

2－7，11（3，14）4（6，10，17）（5，9）8（1，15）－（18，16）13－12
2，11，7，3（6，14）（4，17）（5，10）9（1，8）（18，15，16）13－12

2
4

2－7，11（3，14）（6，17）4（5，9）10，8，1，15－（18，16）－13－12
2（7，11）3（6，14）5（4，17，10）（1，9，8）（18，15）（13，16）12

勝馬の
紹 介

ステラドーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．7．13 中京2着

2017．2．15生 牝4栗 母 マイネプリンセス 母母 マイネカトリーヌ 17戦2勝 賞金 23，720，000円
〔制裁〕 ヤマカツパトリシア号の騎手永島まなみは，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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 アドラツィオーネ号

07056 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

44 � マーブルサニー 牝5芦 55
53 △泉谷 楓真下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 486＋ 61：53．3 4．1�
710 サンライズシェリー 牡4鹿 57 �島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 482－ 41：54．15 4．1�
79 レッドレビン 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B514＋ 41：54．2� 3．7�
812 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 472－ 61：54．62� 12．0�
67 ブロフェルド 牡4鹿 57 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 548＋301：54．92 14．4�
55 グレースルビー 牝4鹿 55 岩田 望来本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 450－141：55．11� 5．4	
22 � シンゼンウイング �4黒鹿 57

54 ▲角田 大和原 陽子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 468－ 21：55．41	 31．8

33 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 490＋ 21：55．5� 11．1�
811� ダノンローチェ 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心�ダノックス 高橋 康之 浦河 有限会社
吉田ファーム 530＋ 61：55．71� 54．8�

56 � インペリアルエア �6黒鹿 57
56 ☆斎藤 新岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 478－ 21：56．12� 208．0

68 � リオマッジョーレ 牝4栗 55
51 ★永島まなみ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 424－181：58．2大差 67．1�
11 � パルスレート 牝5鹿 55

53 △山田 敬士坂本 守孝氏 鈴木慎太郎 安平 ノーザンファーム 464－ 21：58．3� 182．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，433，300円 複勝： 35，194，400円 枠連： 6，920，900円
馬連： 33，614，600円 馬単： 15，598，700円 ワイド： 30，498，700円
3連複： 50，267，300円 3連単： 66，356，400円 計： 261，884，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 120円 枠 連（4－7） 480円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 280円 �� 270円 �� 230円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 4，730円

票 数

単勝票数 計 234333 的中 � 45487（2番人気）
複勝票数 計 351944 的中 � 49028（3番人気）� 73197（2番人気）� 88435（1番人気）
枠連票数 計 69209 的中 （4－7） 11096（1番人気）
馬連票数 計 336146 的中 �� 34107（2番人気）
馬単票数 計 155987 的中 �� 6797（6番人気）
ワイド票数 計 304987 的中 �� 26730（3番人気）�� 27817（2番人気）�� 34383（1番人気）
3連複票数 計 502673 的中 ��� 63709（1番人気）
3連単票数 計 663564 的中 ��� 10153（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．1―12．9―12．9―12．5―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．6―50．5―1：03．4―1：15．9―1：28．2―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

�マーブルサニー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ

2016．3．20生 牝5芦 母 サニーロック 母母 サニークラッシック 24戦1勝 賞金 31，050，000円
初出走 JRA

〔その他〕 リオマッジョーレ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 リオマッジョーレ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月27日まで出走できない。



07057 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第9競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （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

22 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 55 荻野 極藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B466＋ 61：21．4 24．4�
58 � アランチャアミーゴ �4栗 57 幸 英明早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe

Thoroughbreds B488± 01：21．61� 8．1�
35 ピュアカラー 牝4黒鹿55 	島 克駿 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 ハナ 4．2�
814 ド ゥ ー ベ 牡4栗 57 西村 淳也 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B522＋181：21．8
 2．9�
815 カガジャスティス 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 514－ 8 〃 クビ 20．0�
47 ヤマタケクララ 牝4黒鹿55 菊沢 一樹山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 B470－ 21：21．9クビ 178．9	
610 マサノアッレーグラ 牝6芦 55

52 ▲秋山 稔樹中村 時子氏 辻 哲英 日高 道見牧場 504－ 2 〃 ハナ 5．0

11 クーファイザナミ 牝4鹿 55 秋山真一郎大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 404－ 2 〃 クビ 20．5�
713� トリンカデイラ 牝4栗 55 岩田 望来ゴドルフィン 	島 一歩 愛 Diomed Blood-

stock Ltd 428－121：22．11� 27．1�
712 トーホウラデン 牡4黒鹿57 太宰 啓介東豊物産 高橋 亮 日高 竹島 幸治 478－16 〃 クビ 11．1�
611 ラフェリシテ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：22．2アタマ 33．0�
23 � ヤマニンガラッシア 牡4青鹿57 菱田 裕二土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 434－10 〃 クビ 73．5�
46 � アイファーネイビー 牡4鹿 57 松田 大作中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 野表 篤夫 458－ 11：22．73 219．9�
59 ラルゲッツァ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－141：23．55 28．9�

34 � ジ ェ ッ タ ー 牝4栗 55
51 ★永島まなみ鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 小葉松 幸雄 424± 01：23．82 228．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，379，200円 複勝： 38，819，600円 枠連： 8，037，900円
馬連： 42，489，800円 馬単： 18，050，900円 ワイド： 40，079，000円
3連複： 65，710，600円 3連単： 78，124，100円 計： 319，691，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 440円 � 330円 � 190円 枠 連（2－5） 5，580円

馬 連 �� 8，320円 馬 単 �� 22，900円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 1，200円 �� 840円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 118，740円

票 数

単勝票数 計 283792 的中 � 9281（8番人気）
複勝票数 計 388196 的中 � 20019（8番人気）� 28688（5番人気）� 63659（3番人気）
枠連票数 計 80379 的中 （2－5） 1116（20番人気）
馬連票数 計 424898 的中 �� 3957（30番人気）
馬単票数 計 180509 的中 �� 591（70番人気）
ワイド票数 計 400790 的中 �� 3242（35番人気）�� 8639（12番人気）�� 12688（7番人気）
3連複票数 計 657106 的中 ��� 3695（47番人気）
3連単票数 計 781241 的中 ��� 477（389番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―10．9―11．6―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―33．8―45．4―57．2―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 ・（9，12，14）－（13，15）（3，4）6－7，11（2，5，10）（1，8） 4 ・（9，12，14）13，15（6，3）4－7（2，5，11）10，1，8

勝馬の
紹 介

エ ピ ロ ー グ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．8．12 札幌6着

2016．1．20生 牝5鹿 母 ル イ ー ズ 母母 ベツレヘムスター 20戦2勝 賞金 25，230，000円
［他本会外：1戦0勝］

07058 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第10競走 ��2，000�
こ い じ が は ま

恋 路 ケ 浜 特 別
発走14時50分 （芝・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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 レザネフォール 牡4黒鹿57 荻野 極前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 22：00．6 2．5�

77 シャドウセッション �5鹿 57 斎藤 新飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522－ 6 〃 ハナ 10．8�
33 シーリアスラブ 牡5鹿 57 岩田 望来吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 12．6�
11 ダノングレーター 牡5黒鹿57 �島 克駿�ダノックス 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B480＋ 22：00．7クビ 12．5�
89 ゼンノジャスタ 牡4黒鹿57 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 464－ 62：00．91� 7．6�
66 キボウノダイチ �6黒鹿57 秋山真一郎三宅 勝俊氏 畑端 省吾 浦河 カナイシスタッド 490－ 82：01．0クビ 37．6	
78 ウレキサイト 牡5芦 57 西村 淳也 
シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B510± 02：01．1� 9．2�
44 ハギノカエラ 牝8栗 55 幸 英明安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 428＋ 4 〃 クビ 33．4�
810 レターオンザサンド 牡5芦 57 藤岡 康太小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 502＋ 22：01．31 3．6
55 ブラックジェイド 牡7黒鹿57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B526－ 42：03．3大差 28．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，461，900円 複勝： 41，339，800円 枠連： 9，307，800円
馬連： 52，863，600円 馬単： 23，088，400円 ワイド： 42，214，800円
3連複： 71，618，400円 3連単： 103，391，200円 計： 374，285，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 220円 � 240円 枠 連（2－7） 740円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 560円 �� 650円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 20，790円

票 数

単勝票数 計 304619 的中 � 96916（1番人気）
複勝票数 計 413398 的中 � 100563（1番人気）� 43948（4番人気）� 38113（6番人気）
枠連票数 計 93078 的中 （2－7） 9696（3番人気）
馬連票数 計 528636 的中 �� 25079（7番人気）
馬単票数 計 230884 的中 �� 7998（7番人気）
ワイド票数 計 422148 的中 �� 20099（6番人気）�� 17035（8番人気）�� 7338（19番人気）
3連複票数 計 716184 的中 ��� 9800（20番人気）
3連単票数 計1033912 的中 ��� 3604（65番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．4―12．1―12．1―12．2―12．1―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．9―48．0―1：00．1―1：12．3―1：24．4―1：36．2―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レザネフォール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．28 札幌1着

2017．4．20生 牡4黒鹿 母 ラナンキュラス 母母 ファレノプシス 9戦3勝 賞金 47，512，000円
〔制裁〕 ダノングレーター号の騎手�島克駿は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）



07059 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第11競走 ��
��1，400�名 鉄 杯

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）

名古屋鉄道株式会社賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

12 ペプチドバンブー 牡6黒鹿57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B506－ 21：23．3 23．5�
714 フ ォ ー テ 牡4黒鹿57 岩田 望来寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B506± 01：23．72	 21．8�
11 ヒ ラ ソ ー ル 
5鹿 57 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 478－ 21：23．8� 50．5�
23 メイショウアリソン 牡7黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494＋ 2 〃 ハナ 40．6�
816 フィールドセンス 牡7鹿 57 城戸 義政前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 560＋ 61：23．9	 35．8�
59 アヴァンティスト 牡5栗 57 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 B472± 0 〃 クビ 4．2	
611 メイショウウズマサ 牡5黒鹿57 斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 500＋ 21：24．0	 19．5

48 シャインガーネット 牝4栗 56 �島 克駿山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 474－ 21：24．2� 5．6�
510 イッツクール 牡5栗 56 富田 暁久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B486＋ 41：24．3	 9．0�
35 デターミネーション 牡5鹿 57 西村 淳也 サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 10．0�
24 ド リ ュ ウ 牡6栗 57 杉原 誠人ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 460－ 4 〃 アタマ 23．1�
47 ジョルジュサンク 牡8栗 57 亀田 温心 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 522－ 61：25．04 158．7�
612 ハーグリーブス 牡6芦 57 藤岡 康太水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 506－ 41：25．74 8．5�
713 ヨ ハ ン 牡5鹿 57 泉谷 楓真サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 438± 0 〃 ハナ 52．8�
815 クリノガウディー 牡5栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 496－ 41：26．02 4．8�
36 カ タ ナ 牡6鹿 57 菱田 裕二椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 B506＋12 （競走中止） 46．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，005，800円 複勝： 91，677，900円 枠連： 39，344，500円
馬連： 202，994，300円 馬単： 69，875，100円 ワイド： 137，295，300円
3連複： 334，119，000円 3連単： 350，861，300円 計： 1，293，173，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 670円 � 810円 � 1，100円 枠 連（1－7） 9，340円

馬 連 �� 24，060円 馬 単 �� 48，560円

ワ イ ド �� 6，460円 �� 13，490円 �� 13，100円

3 連 複 ��� 340，010円 3 連 単 ��� 1，718，740円

票 数

単勝票数 計 670058 的中 � 22805（10番人気）
複勝票数 計 916779 的中 � 37285（9番人気）� 30157（10番人気）� 21630（13番人気）
枠連票数 計 393445 的中 （1－7） 3262（30番人気）
馬連票数 計2029943 的中 �� 6536（70番人気）
馬単票数 計 698751 的中 �� 1079（135番人気）
ワイド票数 計1372953 的中 �� 5511（64番人気）�� 2622（96番人気）�� 2702（94番人気）
3連複票数 計3341190 的中 ��� 737（434番人気）
3連単票数 計3508613 的中 ��� 148（2397番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．9―11．8―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．3―33．2―45．0―57．5―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドバンブー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．1．14 京都5着

2015．5．16生 牡6黒鹿 母 シャペロンルージュ 母母 プリンセスマリー 18戦5勝 賞金 82，692，000円
〔競走中止〕 カタナ号は，競走中に異常歩様となったため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 カタナ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 スナークライデン号・ナランフレグ号・バティスティーニ号・ヒロブレイブ号

07060 3月27日 晴 良 （3中京2） 第5日 第12競走 ��
��1，900�

て ん ぱ く が わ

天 白 川 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

69 ロードリバーサル 牡5鹿 57 岩田 望来 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 490－ 82：00．1 5．8�
57 メイショウコジョウ 牡4鹿 57 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 470－ 22：00．2� 3．2�
11 ゴールデンライオン 牡5鹿 57 吉田 隼人石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 506－ 42：00．3� 5．0�
814 サトノパシュート 牡4黒鹿57 富田 暁 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 ハナ 8．2�
46 ペイシャムートン 牡5青鹿57 秋山 稔樹北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 532± 02：00．51	 73．9�
813 ザプラウドワンズ 
5鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 492－ 22：01．03 63．4	
58 ストロングライン 牡5芦 57 藤岡 康太
ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 B506－ 82：01．1クビ 9．0�
33 � マイネルイヴィンス 
5栗 57 亀田 温心永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B508－ 42：01．42 31．7�
712 メイショウヨソユキ 牝5黒鹿55 斎藤 新松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452＋ 2 〃 アタマ 8．2
610 ランドジュピター 牡7鹿 57 荻野 極木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 480＋ 42：01．5� 104．7�
45 グレンマクナス 牡7鹿 57 松田 大作 
社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 522－ 42：01．71	 85．3�
34 ゼヒニオヨバズ 
5黒鹿57 菱田 裕二サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 522＋ 42：02．55 90．8�
22 モーニングサン 牡5鹿 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B474＋ 42：04．210 16．9�
711 レオンコロナ 牡5黒鹿57 西村 淳也山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468＋102：06．8大差 14．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，455，700円 複勝： 74，227，600円 枠連： 17，320，600円
馬連： 93，757，600円 馬単： 35，686，400円 ワイド： 81，479，400円
3連複： 144，344，200円 3連単： 163，920，100円 計： 663，191，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 140円 � 160円 枠 連（5－6） 890円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 580円 �� 630円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 13，920円

票 数

単勝票数 計 524557 的中 � 71453（3番人気）
複勝票数 計 742276 的中 � 78529（5番人気）� 164474（1番人気）� 118417（2番人気）
枠連票数 計 173206 的中 （5－6） 14966（4番人気）
馬連票数 計 937576 的中 �� 53599（4番人気）
馬単票数 計 356864 的中 �� 8642（8番人気）
ワイド票数 計 814794 的中 �� 34375（4番人気）�� 31253（5番人気）�� 78108（1番人気）
3連複票数 計1443442 的中 ��� 46710（3番人気）
3連単票数 計1639201 的中 ��� 8533（19番人気）

ハロンタイム 7．4―10．9―11．5―13．5―13．0―12．8―12．5―12．7―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．3―29．8―43．3―56．3―1：09．1―1：21．6―1：34．3―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
・（4，9）12（2，8，11）－（1，14）－5（6，10）3＝13－7・（4，9）12（2，8，14）（3，10）（1，5，11）7，6，13

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

勝馬の
紹 介

ロードリバーサル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．8．19 札幌5着

2016．2．7生 牡5鹿 母 エルテアトロ 母母 ステラマドリッド 16戦3勝 賞金 33，892，000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〕 レオンコロナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月27日まで平地競走に

出走できない。
※グレンマクナス号・ペイシャムートン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3中京2）第5日 3月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

204，840，000円
5，620，000円
23，120，000円
1，310，000円
23，820，000円
74，192，500円
4，895，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
400，986，700円
589，661，700円
138，401，800円
694，901，200円
287，159，600円
606，477，000円
1，089，724，100円
1，224，356，100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 5，031，668，200円

総入場人員 1，741名 （有料入場人員 1，603名）
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