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07001 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第1競走 1，400�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000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 ミユキアイラブユー 牡3鹿 56
53 ▲小林 脩斗長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 556－141：25．2 19．3�

35 アルマイメル 牡3鹿 56 藤岡 佑介ケーエスHD 武 英智 新冠 小泉牧場 468－ 21：26．26 2．1�
816 ドルズプライスレス 牡3鹿 56 吉田 隼人佐々木貴将氏 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 504－ 61：26．62� 6．5�
713 ダノンマジック 牡3黒鹿56 菱田 裕二�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 B438－ 21：26．8� 15．6�
510 ア イ ア コ ス 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子尾上 寿夫氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 468± 0 〃 クビ 65．3�
611 キタノデイジョブ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 三石川上牧場 486－ 41：27．12 527．9	
36 ヴァレッタカズマ 牡3鹿 56 西村 淳也合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506＋101：27．2� 2．2

59 カツミチャン 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹北尾 龍典氏 坂口 智康 新冠 ハシモトフアーム 452＋ 61：27．3� 49．5�
12 ペイシャフラガール 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大北所 直人氏 松永 康利 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 414＋ 4 〃 アタマ 369．1�

24 ロストボール �3栗 56
53 ▲川端 海翼大田 恭充氏 小林 真也 日高 山田 政宏 400－ 81：27．4� 248．8

11 ハイアキュレイト 牡3栗 56
55 ☆亀田 温心 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 2 〃 クビ 125．6�
714 スケサンカクサン 牡3芦 56 中井 裕二小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 456± 01：27．82� 280．0�
47 タロファイター 牡3鹿 56

53 ▲角田 大河髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 458＋ 41：28．01 45．1�
612 サマーモーリス 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁前田 亘輝氏 小島 茂之 新ひだか サカイファーム 420－ 41：28．74 383．9�
815 モズクルードラゴン 牡3栗 56 小崎 綾也 �キャピタル・システム 小崎 憲 浦河 高野牧場 494 ―1：29．01� 363．6�
23 ツーエムロケット �3鹿 56

53 ▲角田 大和村上 憲政氏 本田 優 日高 坂 牧場 488＋ 21：29．1� 237．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，594，400円 複勝： 41，804，700円 枠連： 11，682，500円
馬連： 36，899，200円 馬単： 21，544，000円 ワイド： 42，589，400円
3連複： 75，642，700円 3連単： 89，443，400円 計： 359，200，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 330円 � 110円 � 190円 枠 連（3－4） 720円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，620円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 36，510円

票 数

単勝票数 計 395944 的中 � 16406（5番人気）
複勝票数 計 418047 的中 � 19805（5番人気）� 168367（1番人気）� 42718（3番人気）
枠連票数 計 116825 的中 （3－4） 12419（3番人気）
馬連票数 計 368992 的中 �� 16315（7番人気）
馬単票数 計 215440 的中 �� 2959（16番人気）
ワイド票数 計 425894 的中 �� 19589（7番人気）�� 6244（16番人気）�� 27073（3番人気）
3連複票数 計 756427 的中 ��� 15306（10番人気）
3連単票数 計 894434 的中 ��� 1776（88番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．6―12．4―12．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．0―47．4―1：00．3―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．8
3 5（6，8，13）3（2，1，10，16）－4（14，9）－（11，12）7＝15 4 5（6，8，13）3（1，10，16）2（4，9）14－（11，12）－7＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミユキアイラブユー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2021．7．10 福島7着

2019．2．11生 牡3鹿 母 アンナヴァン 母母 フサイチミニヨン 4戦1勝 賞金 5，200，000円

07002 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

57 タガノカンデラ 牝3栗 54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 458＋ 21：56．1 2．5�

68 ウェイバックホーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 432－ 41：56．31� 15．4�
69 エリザベスミノル 牝3青鹿 54

53 ☆泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 432－ 61：56．61� 8．3�
711 ベストフィーチャー 牝3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 41：57．45 177．0�
812 クインズグレイト 牝3青鹿54 吉田 隼人 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 430± 01：57．5� 8．1�
56 ファディッシュ 牝3黒鹿54 西村 淳也 	社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム 428－131：57．6クビ 28．8

11 タガノテフテフ 牝3栗 54

51 ▲角田 大河八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 426－ 41：57．81� 28．1�

710 サクラトップラン 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 438－ 2 〃 ハナ 2．9�

45 エニアグラム 牝3栗 54 小崎 綾也合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 434＋ 21：58．22� 75．0

813 ウインチャチャ 牝3鹿 54 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 444± 0 〃 クビ 197．4�
44 レインボーミスト 牝3栗 54

50 ★永島まなみ吉田 照哉氏 高橋 康之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 542－ 81：58．51� 121．2�

33 クリノフラッグ 牝3鹿 54
52 △小沢 大仁栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 458－ 21：58．71� 14．7�

22 ホットジュエル 牝3栗 54
51 ▲角田 大和下河辺隆行氏 吉岡 辰弥 日高 下河辺牧場 B468－ 22：00．5大差 25．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，407，200円 複勝： 29，559，800円 枠連： 6，631，000円
馬連： 28，890，800円 馬単： 13，462，600円 ワイド： 29，597，900円
3連複： 48，214，800円 3連単： 49，064，500円 計： 225，828，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 340円 � 270円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 630円 �� 610円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 21，590円

票 数

単勝票数 計 204072 的中 � 65061（1番人気）
複勝票数 計 295598 的中 � 87525（1番人気）� 16766（6番人気）� 22911（5番人気）
枠連票数 計 66310 的中 （5－6） 7201（2番人気）
馬連票数 計 288908 的中 �� 13845（5番人気）
馬単票数 計 134626 的中 �� 3847（8番人気）
ワイド票数 計 295979 的中 �� 12282（6番人気）�� 12881（5番人気）�� 3994（22番人気）
3連複票数 計 482148 的中 ��� 6617（17番人気）
3連単票数 計 490645 的中 ��� 1647（60番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．5―13．4―13．0―13．1―13．0―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．7―51．1―1：04．1―1：17．2―1：30．2―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3
11（2，6）8，1（7，10）（3，9）4（5，12）13・（11，6）（8，12）（7，9，10，13）（2，1）4，5，3

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

勝馬の
紹 介

タガノカンデラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．17 阪神4着

2019．4．14生 牝3栗 母 タガノバトラ 母母 ホワイトペッパー 5戦1勝 賞金 8，920，000円
〔制裁〕 タガノカンデラ号の騎手城戸義政は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：9番・12

番）
〔3走成績による出走制限〕 ウインチャチャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月12日まで平地競走に出走できな

い。

第２回 中京競馬 第１日



07003 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時45分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

36 メイケイバートン 牡3黒鹿 56
53 ▲松本 大輝名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 474＋241：21．1 3．3�

611 イ ラ ー レ 牝3栗 54
53 ☆泉谷 楓真�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 41：21．31� 3．8�
817 メイショウソラフネ 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 440－ 21：21．83 3．4�
59 コズミックフロスト 牝3鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 41：22．01 13．9�
24 スリーエクセレント 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498＋141：22．21� 65．2�
47 クリノゴールド 牝3黒鹿54 柴山 雄一栗本 博晴氏 荒川 義之 新冠 富本 茂喜 414－ 4 〃 クビ 411．3	
713 ピースキーパー 牝3栗 54 藤岡 佑介 �ゴールドアップ・

カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 440＋ 41：22．3クビ 12．2

11 � エントリーコード 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和合同会社小林英一
ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-

ter Farm 408 ―1：22．51� 245．0�
714 ケカリネイアウ 牝3鹿 54 菱田 裕二窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 422－ 21：22．6� 21．8�
510 グラッテンハーレ 牝3栗 54 木幡 育也 �YGGホースクラブ 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 456－ 21：23．13 136．4
818 ク ラ ン プ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 412＋ 2 〃 クビ 22．9�
12 ヤマカツオードリー 牝3栗 54

50 ★永島まなみ山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 464 ―1：23．42 217．9�
48 パレスガード 牡3黒鹿56 太宰 啓介水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 450 ―1：23．5� 134．1�
612 ス カ イ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �ニッシンホール
ディングス 茶木 太樹 新ひだか チャンピオンズファーム 408－ 61：23．6� 103．0�

816 デルマゴモリー 牝3黒鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 426 ― 〃 ハナ 495．1�

23 カラーインデックス 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 504－ 81：23．81� 10．1�
715 ヤマカツメリッサ 牝3黒鹿54 荻野 琢真山田 和夫氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440 ―1：23．9� 312．5�
35 リーディングトーン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか へいはた牧場 464 ―1：24．75 374．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，082，000円 複勝： 44，188，900円 枠連： 9，456，800円
馬連： 43，428，300円 馬単： 17，675，300円 ワイド： 42，888，900円
3連複： 73，742，100円 3連単： 73，380，400円 計： 334，842，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（3－6） 770円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 310円 �� 310円 �� 250円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 300820 的中 � 71548（1番人気）
複勝票数 計 441889 的中 � 85577（2番人気）� 72814（3番人気）� 91990（1番人気）
枠連票数 計 94568 的中 （3－6） 9457（3番人気）
馬連票数 計 434283 的中 �� 40129（3番人気）
馬単票数 計 176753 的中 �� 8949（5番人気）
ワイド票数 計 428889 的中 �� 33850（2番人気）�� 33765（3番人気）�� 45315（1番人気）
3連複票数 計 737421 的中 ��� 87172（1番人気）
3連単票数 計 733804 的中 ��� 12518（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．7―46．2―57．7―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．9
3 6，9（1，18）11（10，12）（4，17，13）（7，14）2（15，16）－（5，8）3 4 6，9，1，18（10，11）12（4，17，13）（7，14）2（15，16）＝（5，8）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイケイバートン �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．8．22 札幌2着

2019．3．28生 牡3黒鹿 母 テイラーバートン 母母 ブリリアントカット 4戦1勝 賞金 10，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リーディングトーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月12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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴァハマ号・ウインエイムハイ号・エンドロール号・チャオバンビーナ号

07004 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・左）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

610 サンライズロナウド 牡3黒鹿 56
55 ☆亀田 温心�ライフハウス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452－ 61：54．2 5．4�

58 ウォータージオード 牡3鹿 56 西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 472± 01：55．47 8．5�
11 クロノスミノル 牡3青鹿 56

53 ▲角田 大河吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 542－101：56．04 10．5�
47 クリノレジェンド 牡3黒鹿56 荻野 極栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 508± 01：56．1クビ 8．0�
712 マディソンテソーロ 牡3芦 56

53 ▲鷲頭 虎太了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 454＋ 41：56．42 21．6�

611 ハデスブレイン 牡3芦 56
54 △小沢 大仁エンジェルレーシング� 今野 貞一 新冠 川島牧場 508－ 41：56．82 5．8	

23 ルーラータイム 牝3鹿 54
53 ☆秋山 稔樹酒井 喜生氏 矢野 英一 浦河 三好牧場 448－101：56．9� 4．8


815 ディープギルドン 牡3鹿 56
53 ▲角田 大和深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 520± 01：57．0� 6．9�

59 ジュンコメタ 牡3鹿 56
53 ▲松本 大輝河合 純二氏 森 秀行 安平 追分ファーム 486－ 81：57．11 127．1�

46 ナヴィゲイター 牡3栗 56
55 ☆泉谷 楓真 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新ひだか 木下牧場 442－ 81：57．95 16．5
22 サフランブライト 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 492－ 21：58．0クビ 37．2�
34 グランドクォーツ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 モトスファーム 444－ 51：58．32 77．7�
713 ホーリーサンライズ 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 438± 01：58．51 30．7�
814 シゲルチータ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大森中 蕃氏 和田 雄二 新ひだか グローリーファーム 530＋ 21：58．6� 62．1�
35 メイトゥリアーク 牝3栗 54

50 ★永島まなみライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 446＋ 31：58．7� 212．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，292，600円 複勝： 33，494，700円 枠連： 8，767，300円
馬連： 34，080，100円 馬単： 14，844，500円 ワイド： 37，834，000円
3連複： 60，184，100円 3連単： 58，758，400円 計： 270，255，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 250円 � 300円 枠 連（5－6） 1，300円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，340円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 50，530円

票 数

単勝票数 計 222926 的中 � 32857（2番人気）
複勝票数 計 334947 的中 � 42533（3番人気）� 34529（5番人気）� 27042（6番人気）
枠連票数 計 87673 的中 （5－6） 5197（5番人気）
馬連票数 計 340801 的中 �� 10548（10番人気）
馬単票数 計 148445 的中 �� 2210（17番人気）
ワイド票数 計 378340 的中 �� 9061（11番人気）�� 7260（18番人気）�� 6656（21番人気）
3連複票数 計 601841 的中 ��� 4980（34番人気）
3連単票数 計 587584 的中 ��� 843（187番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．4―12．7―12．6―12．8―12．8―13．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．4―49．1―1：01．7―1：14．5―1：27．3―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンライズロナウド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2021．9．26 中京6着

2019．5．9生 牡3黒鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 4戦1勝 賞金 5，200，000円



07005 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

69 レッドバリエンテ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 474＋ 22：14．3 3．9�
22 ミッキーフローガ 牡3青鹿56 荻野 極野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 22：14．5� 14．2�
34 コントゥラット 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－12 〃 クビ 58．6�

814 スワヤンブナート �3青鹿56 西村 淳也吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500－ 42：14．71� 3．5�
57 ベアーザベル 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 438± 02：15．55 2．7	
45 マイネルオーサム 牡3鹿 56 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 2 〃 クビ 11．6

610 コスモゴレアドール 牡3芦 56

53 ▲松本 大輝 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 428± 02：15．6クビ 28．0�
46 メイショウセロジネ 牝3栗 54

52 △小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 452－ 6 〃 クビ 130．0�
58 ハイグッドエース 牡3黒鹿56 古川 吉洋服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 430－ 42：15．7� 120．7
711 マイトシップ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和�出口牧場 橋田 満 日高 出口牧場 420＋ 42：15．9� 128．5�
33 ウイングラドナス 牡3黒鹿56 宮崎 北斗�ウイン 青木 孝文 安平 �橋本牧場 456－ 42：16．01 181．6�
712 メイショウブレゲ 牡3栗 56

53 ▲角田 大河松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 454－ 8 〃 ハナ 9．7�
813 ジ ロ ロ ー ザ 牝3黒鹿54 城戸 義政岡田 牧雄氏 羽月 友彦 浦河 村下 清志 452＋ 62：17．27 657．6�
11 エイユーマドンナ 牝3黒鹿54 和田 翼笹部 和子氏 杉山 佳明 新冠 小泉牧場 458± 02：24．1大差 372．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，513，800円 複勝： 38，926，900円 枠連： 7，294，700円
馬連： 40，913，700円 馬単： 18，818，800円 ワイド： 41，237，700円
3連複： 66，462，400円 3連単： 76，598，600円 計： 319，766，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 320円 � 1，360円 枠 連（2－6） 2，670円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 750円 �� 3，510円 �� 7，560円

3 連 複 ��� 36，840円 3 連 単 ��� 106，590円

票 数

単勝票数 計 295138 的中 � 59475（3番人気）
複勝票数 計 389269 的中 � 68362（3番人気）� 30895（6番人気）� 5886（8番人気）
枠連票数 計 72947 的中 （2－6） 2114（11番人気）
馬連票数 計 409137 的中 �� 12521（12番人気）
馬単票数 計 188188 的中 �� 4085（14番人気）
ワイド票数 計 412377 的中 �� 14931（12番人気）�� 2952（24番人気）�� 1357（39番人気）
3連複票数 計 664624 的中 ��� 1353（65番人気）
3連単票数 計 765986 的中 ��� 521（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．1―35．7―48．7―1：01．6―1：14．1―1：26．6―1：39．3―1：51．2―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0
1
3
2（14，6）3，9（4，7）（10，11）－5（1，8）12－13・（2，6）（3，14，9）（4，7）（10，11，5）8，12，13－1

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

勝馬の
紹 介

レッドバリエンテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dance Brightly デビュー 2021．10．30 阪神3着

2019．5．8生 牡3黒鹿 母 サボールアトリウンフォ 母母 Sally Mash 3戦1勝 賞金 7，520，000円
〔制裁〕 ウイングラドナス号の騎手宮崎北斗は，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：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイユーマドンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月12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〕 ウイングラドナス号・ジロローザ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月12日まで平地競

走に出走できない。

07006 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走12時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

36 デ ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 456－ 41：54．6 12．0�
59 メイショウユズルハ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 484± 01：54．7� 1．6�
35 マリオロード 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 464－ 41：54．8� 21．9�
47 � バハルダール 牡3黒鹿56 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 米 Shadai Cor-

poration 502－ 21：54．9� 13．2�
24 デ ィ パ ッ セ 牡3鹿 56 古川 吉洋村上 稔氏 高柳 大輔 安平 �橋本牧場 488± 01：55．0� 42．1�
815 ジョーコモド 牡3青鹿 56

53 ▲服部 寿希上田けい子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 494＋ 41：55．21	 94．2	
11 エミサソウツバサ 牡3鹿 56 加藤 祥太亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 496－ 81：55．3� 45．5

611 レッドバロッサ 
3鹿 56 西村 淳也 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B496＋ 61：55．4� 10．4�
713 ス ミ 牝3鹿 54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 2 〃 アタマ 52．3�
612 エ ナ ハ ツ ホ 牝3栗 54 太宰 啓介宮原 廣伸氏 吉田 直弘 新冠 大狩部牧場 434－ 41：55．6� 7．9
12 ジョンソンテソーロ 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 藤本ファーム 488－ 6 〃 クビ 25．8�

510� ハ ナ キ リ 牡3芦 56
53 ▲角田 大河大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 470－ 41：55．8� 52．0�
48 アキュートガール 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心山口 敦広氏 高橋 義忠 新ひだか 城地牧場 452－ 4 〃 クビ 62．6�
714 モ ウ シ ョ ウ 牡3黒鹿 56

53 ▲松本 大輝岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 482－ 41：57．39 95．8�

816 ターゲサンブルック 牡3鹿 56 吉田 隼人幅田 京子氏 奥村 豊 洞�湖 レイクヴィラファーム 484＋101：58．04 30．6�
23 ニシノボルテージ 牡3鹿 56 柴山 雄一西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 450－ 21：58．1� 105．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，488，000円 複勝： 54，166，600円 枠連： 9，540，300円
馬連： 34，796，700円 馬単： 17，635，300円 ワイド： 43，093，700円
3連複： 61，095，800円 3連単： 66，128，600円 計： 315，945，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 210円 � 110円 � 290円 枠 連（3－5） 430円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，090円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 30，970円

票 数

単勝票数 計 294880 的中 � 19656（4番人気）
複勝票数 計 541666 的中 � 42455（4番人気）� 255966（1番人気）� 26939（6番人気）
枠連票数 計 95403 的中 （3－5） 17018（2番人気）
馬連票数 計 347967 的中 �� 36861（2番人気）
馬単票数 計 176353 的中 �� 4983（10番人気）
ワイド票数 計 430937 的中 �� 41490（1番人気）�� 4664（22番人気）�� 19710（5番人気）
3連複票数 計 610958 的中 ��� 11336（8番人気）
3連単票数 計 661286 的中 ��� 1548（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．2―50．5―1：03．2―1：15．6―1：28．0―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

デ ア ノ ヴ ァ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 Symboli Kris S デビュー 2021．9．18 中山6着

2019．5．13生 牝3鹿 母 ヴァーチュスター 母母 Er Nova 5戦2勝 賞金 14，650，000円
〔制裁〕 ジョンソンテソーロ号の騎手小林脩斗は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・11番・4番）



07007 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000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 ウ ー ゴ 牡5鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ B502－ 21：24．9 6．8�

47 ワンダースティング 牡4鹿 57 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 米田牧場 518＋ 61：25．21� 15．5�
35 コングールテソーロ 牡6鹿 57 荻野 極了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 486－ 41：25．41� 7．6�
48 � ゼンノミチザネ 牡4鹿 57 藤岡 佑介大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 450＋ 1 〃 アタマ 13．6�
611 タガノリバイバー 牝4鹿 55 古川 吉洋八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 61：25．61� 5．3�
714 キングスバレイ 牡6栗 57

54 ▲小林 脩斗村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 522－ 81：25．7クビ 3．4	
816 ビオグラフィア 牡4鹿 57 西村 淳也 
キャロットファーム 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 6 〃 アタマ 7．4�
713 ナリノペッパー 牡4芦 57

56 ☆泉谷 楓真成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 488－ 81：26．23 18．1�
59 サノノヒーロー �4青 57

54 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 470－ 21：26．31 19．1
36 ノームストリーム 牡4鹿 57

54 ▲松本 大輝水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 506＋ 21：26．5� 87．1�
612� ショーショーショー 牡5栃栗 57

54 ▲角田 大和吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 B520＋ 21：26．71� 26．4�
24 ハースファイア �4栗 57 中井 裕二 
社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－22 〃 クビ 20．5�
815 サンフィニティ 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 
社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 436－ 61：27．12� 99．2�
11 � サイモンポーリア 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 41：27．2クビ 129．2�
510 チャーチャンテン 牝4黒鹿55 柴山 雄一田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 新ひだか 大滝 康晴 410＋ 6 〃 クビ 497．0�
12 � フ ジ コ ウ キ 牡5芦 57 木幡 育也荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 476＋ 51：28．05 493．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，349，900円 複勝： 38，641，800円 枠連： 8，916，500円
馬連： 39，628，200円 馬単： 15，002，800円 ワイド： 40，677，400円
3連複： 65，598，600円 3連単： 66，556，000円 計： 300，371，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 220円 � 480円 � 230円 枠 連（2－4） 2，210円

馬 連 �� 4，540円 馬 単 �� 9，870円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 700円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 9，430円 3 連 単 ��� 59，490円

票 数

単勝票数 計 253499 的中 � 29576（3番人気）
複勝票数 計 386418 的中 � 51151（2番人気）� 17830（9番人気）� 46345（3番人気）
枠連票数 計 89165 的中 （2－4） 3123（12番人気）
馬連票数 計 396282 的中 �� 6762（19番人気）
馬単票数 計 150028 的中 �� 1140（44番人気）
ワイド票数 計 406774 的中 �� 7421（16番人気）�� 15474（4番人気）�� 5987（26番人気）
3連複票数 計 655986 的中 ��� 5213（31番人気）
3連単票数 計 665560 的中 ��� 811（200番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．4―12．1―12．4―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．0―47．1―59．5―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ー ゴ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．10．19 東京1着

2017．3．16生 牡5鹿 母 ヴ ェ ン ト ス 母母 ブラッシングブライド 15戦2勝 賞金 20，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 インディペンデント号・パノティア号・レッドアヴニール号

07008 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

59 ヤマニンスプレモ 牡6青鹿 57
54 ▲角田 大和土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 490－ 22：01．0 103．3�

34 エコロカナワン 牡4鹿 57 中井 裕二原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B496－ 42：01．21� 17．4�
712 ランカンカン �4栗 57 西村 淳也橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 B502－ 62：01．41� 36．6�
46 エナジーボーイ �4鹿 57

54 ▲小林 脩斗桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 434－122：01．61� 59．4�
814	 ワンダーアマルフィ 牡5鹿 57

54 ▲角田 大河山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 494＋ 22：01．91
 2．9�
611 ミステリーウェイ �4黒鹿57 藤岡 佑介 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B486＋ 42：02．1
 5．6	
35 	 マサカウマザンマイ 牡4鹿 57 菱田 裕二鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 478＋ 2 〃 クビ 7．4

11 グレンフィナン �7鹿 57

55 △小沢 大仁�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B496－ 62：02．2クビ 59．9�
23 シュバルツイェガー 牡5黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 476－ 22：02．31 66．9
58 	 ナムラゴロー 牡4栗 57

54 ▲松本 大輝吉田 勝利氏 森 秀行 日高 ナカノファーム 474－ 22：02．51 114．5�
610 マンインザミラー 牡4鹿 57 吉田 隼人�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482± 02：02．6� 3．0�
815 セイカヤマノ 牡6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 B496－10 〃 ハナ 100．9�
22 ハイラブサンケイ 牝4栗 55 古川 吉洋服部 新平氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 510± 02：03．55 23．9�
47 ナリノヴィエンヌ �4鹿 57

54 ▲土田 真翔成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B520－162：04．35 366．8�
713� アランチャアミーゴ �5栗 57

56 ☆亀田 温心早野 誠氏 斉藤 崇史 米 Foxpointe
Thoroughbreds B498＋ 6 （競走中止） 14．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，474，900円 複勝： 40，845，200円 枠連： 10，321，000円
馬連： 44，155，600円 馬単： 19，992，700円 ワイド： 46，902，900円
3連複： 69，605，400円 3連単： 75，023，100円 計： 340，320，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，330円 複 勝 � 1，930円 � 460円 � 1，030円 枠 連（3－5） 9，310円

馬 連 �� 39，880円 馬 単 �� 98，000円

ワ イ ド �� 8，710円 �� 19，280円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 211，350円 3 連 単 ��� 2，266，320円

票 数

単勝票数 計 334749 的中 � 2591（13番人気）
複勝票数 計 408452 的中 � 5285（13番人気）� 25246（6番人気）� 10262（10番人気）
枠連票数 計 103210 的中 （3－5） 859（21番人気）
馬連票数 計 441556 的中 �� 858（64番人気）
馬単票数 計 199927 的中 �� 153（132番人気）
ワイド票数 計 469029 的中 �� 1387（59番人気）�� 624（79番人気）�� 3104（34番人気）
3連複票数 計 696054 的中 ��� 247（273番人気）
3連単票数 計 750231 的中 ��� 24（1871番人気）

ハロンタイム 7．6―11．1―11．2―13．2―13．4―12．9―12．6―12．7―12．9―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―18．7―29．9―43．1―56．5―1：09．4―1：22．0―1：34．7―1：47．6

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンスプレモ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．8 京都7着

2016．3．17生 牡6青鹿 母 ヤマニンアリエル 母母 ヤマニンパラダイス 26戦2勝 賞金 23，420，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔競走中止〕 アランチャアミーゴ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 エコロカナワン号の騎手中井裕二は，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：10番）



07009 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第9競走 ��1，200�
い ら ご

伊 良 湖 特 別
発走14時15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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

611 イ バ ル 牡5青鹿57 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 524＋ 21：11．7 1．8�
24 レディオマジック 牡5黒鹿57 藤岡 佑介 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 486＋ 21：11．9� 10．7�
59 アッティーヴォ 牡8栗 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 大典牧場 458－ 21：12．43� 28．8�
612 サンキーウエスト 牝5青鹿55 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 444－141：12．61 127．5�
510 ウキウキホリデー 牝4芦 55 加藤 祥太 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 470－ 91：12．7� 124．2	
816 ヤマニンプレシオサ 牝5黒鹿55 西村 淳也土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 474＋ 4 〃 クビ 24．8

48 ソ ラ ン 牡5黒鹿57 柴山 雄一鈴木 康弘氏 西田雄一郎 新ひだか 本桐牧場 B522± 0 〃 ハナ 175．9�
47 パ ル デ ン ス 牡4鹿 57 荻野 極山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 480－ 81：12．8クビ 35．9�
713 ア ビ エ ル ト 牡5鹿 57 和田 翼野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 502－ 21：13．11� 23．0
11 デルマクリスタル 牝5青鹿55 原 優介浅沼 廣幸氏 堀内 岳志 日高 ファニーヒルファーム 466－10 〃 アタマ 150．9�
23 � チェルシーライオン 	6黒鹿57 秋山 稔樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 米 Spendthrift

Farm LLC 484－ 41：13．2� 139．9�
35 カミノホウオー 牡5黒鹿57 中井 裕二村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 522－ 2 〃 クビ 13．3�
12 ゴールデンプルーフ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 490± 01：13．62� 4．8�
714
 ア マ ー ビ レ 牝5黒鹿55 菱田 裕二安原 浩司氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 498＋ 21：13．7クビ 14．3�
815 ル ー リ ン グ 牡4鹿 57 小沢 大仁�G1レーシング 中村 直也 安平 追分ファーム 506－101：13．8� 74．0�
36 
 シュアゲイト 牡5鹿 57 亀田 温心 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B508＋ 21：14．01� 16．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，696，000円 複勝： 44，136，800円 枠連： 12，876，200円
馬連： 61，670，300円 馬単： 26，023，700円 ワイド： 57，689，400円
3連複： 99，374，000円 3連単： 106，429，300円 計： 452，895，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 140円 � 250円 � 480円 枠 連（2－6） 920円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 380円 �� 760円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 446960 的中 � 196260（1番人気）
複勝票数 計 441368 的中 � 107218（1番人気）� 40844（3番人気）� 17940（10番人気）
枠連票数 計 128762 的中 （2－6） 10829（4番人気）
馬連票数 計 616703 的中 �� 66998（1番人気）
馬単票数 計 260237 的中 �� 18883（1番人気）
ワイド票数 計 576894 的中 �� 43124（2番人気）�� 19169（6番人気）�� 6069（24番人気）
3連複票数 計 993740 的中 ��� 15880（13番人気）
3連単票数 計1064293 的中 ��� 6005（14番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．2―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．0―47．2―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ バ ル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．20 中京9着

2017．3．16生 牡5青鹿 母 ア ガ サ 母母 ソプラニーノ 22戦3勝 賞金 56，855，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。
（非抽選馬） 7頭 カレンリズ号・キュムロンニンバス号・コーリンバニラ号・シセイタケル号・ジョウショーモード号・

ミキノバスドラム号・モリノカワセミ号

07010 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：58．3
1：56．1

良
良

48 ナリタブレード 牡5黒鹿57 西村 淳也�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 510＋ 61：59．2 6．7�
23 ア ナ ゴ サ ン 牡4栗 57 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 470± 01：59．3クビ 2．5�
612 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡4鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 466－ 61：59．4� 4．0�
59 メイショウボサツ 牡5青鹿57 柴山 雄一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 田中スタッド 480－ 61：59．5� 37．5�
11 タ イ フ ォ ン 牡4青鹿57 小沢 大仁吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋14 〃 ハナ 25．9�
24 ダディーズトリップ 牡6青 57 亀田 温心田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 450－ 61：59．71� 28．3	
47 ケンアンビシャス 牡4黒鹿57 菱田 裕二中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 472－ 81：59．8� 6．0

714 シーリアスラブ 牡6鹿 57 荻野 極吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 474＋ 22：00．01� 16．3�
611 ディアセオリー 牡5鹿 57 秋山 稔樹ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 492± 02：00．42� 73．2�
12 ヴェルザスカ 牝5鹿 55 松本 大輝矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 450－ 4 〃 アタマ 21．5
35 メイショウカクウン 牡7青鹿57 角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 450－ 82：00．6� 62．7�
815 ジャミールフエルテ 	6鹿 57 藤岡 佑介吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：01．02� 97．3�
816 ディープハーモニー 牡5黒鹿57 泉谷 楓真深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 490－ 62：01．21� 49．6�
36 キボウノダイチ 	7黒鹿57 和田 翼三宅 勝俊氏 畑端 省吾 浦河 カナイシスタッド 504－ 42：01．62� 71．8�
510 サイモンルモンド 	5栗 57 藤田菜七子澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 442－ 62：01．91� 86．9�
713 ニシノオイカゼ 牡4黒鹿57 中井 裕二西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 460－122：02．42� 202．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，416，400円 複勝： 50，726，400円 枠連： 15，110，400円
馬連： 67，931，400円 馬単： 27，034，200円 ワイド： 63，415，000円
3連複： 112，987，900円 3連単： 125，172，700円 計： 497，794，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 180円 � 110円 � 160円 枠 連（2－4） 480円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 360円 �� 500円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 354164 的中 � 41902（4番人気）
複勝票数 計 507264 的中 � 58917（3番人気）� 154127（1番人気）� 72316（2番人気）
枠連票数 計 151104 的中 （2－4） 24240（2番人気）
馬連票数 計 679314 的中 �� 52866（3番人気）
馬単票数 計 270342 的中 �� 10437（5番人気）
ワイド票数 計 634150 的中 �� 44276（3番人気）�� 30205（4番人気）�� 65303（1番人気）
3連複票数 計1129879 的中 ��� 84160（1番人気）
3連単票数 計1251727 的中 ��� 11716（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．5―12．3―11．9―11．6―11．9―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．1―48．4―1：00．3―1：11．9―1：23．8―1：35．6―1：47．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタブレード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．6．29 函館2着

2017．2．3生 牡5黒鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 18戦3勝 賞金 56，072，000円



07011 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第11競走 ��1，400�中京スポーツ杯
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，3．3．13以降4．3．6まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

東京スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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

23 プ リ マ ジ ア 牡5鹿 55 荻野 極藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 470－ 61：23．7 8．1�
815 グランパラディーゾ 牝4鹿 54 泉谷 楓真 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 81：23．91� 7．9�
612 スズカコーズマンボ 牡5鹿 53 小林 凌大永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 01：24．0クビ 55．2�

816� ララクリュサオル 牡6鹿 56 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 502＋ 6 〃 アタマ 19．7�

（法942）

36 ダイシンイナリ 牡5鹿 54 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526－ 61：24．21� 10．2	

12 ヴァルキュリア 牝5鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478－ 21：24．3クビ 2．6

47 アオイツヤヒメ 牝6鹿 54 永島まなみ鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 492＋ 81：24．4� 7．1�
24 ナイスプリンセス 牝6鹿 52 宮崎 北斗田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 452－24 〃 ハナ 154．5�
510� フォルツァエフ 牡7鹿 54 松本 大輝大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells B496－ 4 〃 ハナ 32．9
714 エピックアン 牡7芦 55 秋山 稔樹 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B506－ 41：24．5クビ 154．7�
11 メイショウコゴミ 牝7鹿 52 太宰 啓介松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 446－ 61：24．6� 114．8�
35 メイショウマサヒメ 牝5青鹿52 小沢 大仁松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 500± 01：24．7クビ 21．0�
611� ハリーバローズ 牡5鹿 54 藤岡 佑介猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B492－ 41：24．8� 6．8�
48 � リンカーンテソーロ 牡4栗 54 亀田 温心了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings B464＋ 61：25．11� 48．0�

59 アイムポッシブル 牝5黒鹿53 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 B464－121：25．52� 61．3�
713 ヤ マ メ 牝5黒鹿52 小林 脩斗越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 472－ 21：25．71 32．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，367，100円 複勝： 86，288，900円 枠連： 36，692，700円
馬連： 169，997，500円 馬単： 62，267，400円 ワイド： 134，565，200円
3連複： 287，555，900円 3連単： 296，564，800円 計： 1，143，299，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 270円 � 200円 � 1，060円 枠 連（2－8） 2，030円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 3，730円 �� 5，830円

3 連 複 ��� 55，320円 3 連 単 ��� 241，850円

票 数

単勝票数 計 693671 的中 � 68234（5番人気）
複勝票数 計 862889 的中 � 85213（4番人気）� 130158（2番人気）� 17073（13番人気）
枠連票数 計 366927 的中 （2－8） 13983（10番人気）
馬連票数 計1699975 的中 �� 52430（6番人気）
馬単票数 計 622674 的中 �� 9227（14番人気）
ワイド票数 計1345652 的中 �� 34565（9番人気）�� 9162（38番人気）�� 5811（55番人気）
3連複票数 計2875559 的中 ��� 3898（149番人気）
3連単票数 計2965648 的中 ��� 889（668番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．7―12．3―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．7―45．4―57．7―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．3
3 7（8，10）5，11（9，16，15）3（1，6，12）（4，2）－13，14 4 7（8，10）5－（16，11）（9，15）（1，3）6（4，2，12）－14－13

勝馬の
紹 介

プ リ マ ジ ア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．9．1 新潟5着

2017．1．15生 牡5鹿 母 オートキュイジーヌ 母母 メヤディーニ 20戦4勝 賞金 69，686，000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） 5頭 オルクリスト号・ゼンノジャスタ号・ボンボンショコラ号・ラボエーム号・ローレルジャック号
（非抽選馬） 2頭 ヴァーチャリティ号・タイガーサイレンス号

07012 3月12日 晴 良 （4中京2） 第1日 第12競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

510 イルクオーレ �4鹿 57 荻野 極 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 B494＋ 81：20．3 12．6�

818 メイショウホシアイ 牝4栗 55 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 480± 01：20．51� 5．4�
24 シ コ ウ 牡5青鹿 57

54 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 81：20．71� 83．0�
48 ソルトキャピタル 牡5鹿 57 太宰 啓介杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 536＋181：21．12� 96．3�
713 ユキノフラッシュ 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 488＋ 21：21．63 10．1�
11 コスモノート 牡4鹿 57 藤岡 佑介ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520± 01：21．81� 3．7	
35 ブラックハート 牝4黒鹿55 西村 淳也
髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 420＋18 〃 クビ 33．6�
59 タマモダイジョッキ 牡4栗 57

56 ☆泉谷 楓真タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 21：22．01� 4．4�
817 グレイトミッション 牝4栗 55

53 △小沢 大仁 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B456＋101：22．1クビ 39．4
36 キングドンドルマ 牡7青鹿 57

54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 464＋ 2 〃 クビ 160．8�
23 レリスタット 牝5青鹿 55

52 ▲原 優介
下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 448＋ 21：22．2クビ 116．1�
611	 アルバリーニョ 牝4鹿 55 吉田 隼人中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 438－ 61：22．3
 22．4�
715 タイセイルージュ 牝4栗 55

54 ☆亀田 温心田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 B466＋ 6 〃 ハナ 160．7�
47 メイショウフンケイ 牡4栗 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 522＋ 2 〃 ハナ 5．2�
816 パルクールラン 牝4栗 55 小崎 綾也
キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 406－ 21：22．72� 127．7�
714	 クワイエット 牝6黒鹿 55

52 ▲服部 寿希 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B438－101：22．8クビ 113．6�
612 ロ ジ ロ ー ズ 牡4黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム B456＋ 21：23．01� 22．2�
12 	 スパイラルバンブー 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子�ジェイアール 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 454－ 41：23．31
 166．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，896，800円 複勝： 58，806，800円 枠連： 22，077，300円
馬連： 80，479，200円 馬単： 30，562，800円 ワイド： 77，520，300円
3連複： 126，566，900円 3連単： 128，902，000円 計： 572，812，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 440円 � 220円 � 1，430円 枠 連（5－8） 850円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 11，470円 �� 6，940円

3 連 複 ��� 79，230円 3 連 単 ��� 373，810円

票 数

単勝票数 計 478968 的中 � 30256（6番人気）
複勝票数 計 588068 的中 � 33197（6番人気）� 85896（3番人気）� 9055（12番人気）
枠連票数 計 220773 的中 （5－8） 19986（2番人気）
馬連票数 計 804792 的中 �� 15232（15番人気）
馬単票数 計 305628 的中 �� 2843（31番人気）
ワイド票数 計 775203 的中 �� 12997（15番人気）�� 1717（73番人気）�� 2848（53番人気）
3連複票数 計1265669 的中 ��� 1198（187番人気）
3連単票数 計1289020 的中 ��� 250（883番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．7―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―45．9―57．2―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．4
3 ・（10，18）16（4，6）（11，17）（5，7）（2，13）（3，9）（12，14）（8，15）1 4 ・（10，18）（4，6，16）（5，17）11（2，3，7，13）（9，12，14）8（1，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イルクオーレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．7．26 新潟7着

2018．1．19生 �4鹿 母 アルーリングハート 母母 アルーリングボイス 9戦2勝 賞金 17，570，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 メイショウホシアイ号の騎手菱田裕二は，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：16番・11番）

メイショウフンケイ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過怠金10，000円。（被害馬：9番・5番・3
番・2番）
キングドンドルマ号の騎手小林脩斗は，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：13番）



（4中京2）第1日 3月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 189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

200，220，000円
5，620，000円
25，080，000円
1，570，000円
25，330，000円
81，077，000円
5，197，500円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
427，579，100円
561，587，500円
159，366，700円
682，871，000円
284，864，100円
658，011，800円
1，147，030，600円
1，212，021，800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 5，133，332，600円

総入場人員 2，941名 （有料入場人員 2，727名）
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