
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

07049 3月26日 曇 稍重 （4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 5，200，000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

713 フォレクラフト 牝3青鹿 54
51 ▲角田 大和林 正道氏 四位 洋文 日高 藤本ファーム 470－181：26．9 16．6�

47 パルフェグラッセ 牝3栗 54 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 宮 徹 平取 坂東牧場 462＋ 21：27．0� 47．0�
48 エ レ ア イ ム 牝3青鹿54 西村 淳也 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 アタマ 6．2�
510 サンサンタイヨウ 牝3黒鹿54 菱田 裕二�髙昭牧場 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 440± 01：27．1クビ 18．9�
611 タマモペアリング 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 452± 01：27．3� 1．7	
714 シグルドリーヴァ 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 448 ―1：27．4� 40．6

815 オ ゼ イ ユ 牝3栗 54 酒井 学杉岡 時治氏 四位 洋文 新ひだか 藤原牧場 444－ 41：27．61� 140．6�
612 クインズグレイト 牝3青鹿54 松田 大作 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 428－ 21：27．7� 26．0�
24 サンマルハート 牝3鹿 54 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 420 ―1：27．8クビ 252．0
36 シ ュ ホ 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 408＋ 61：28．12 6．8�
59 マルヨミニスター 牝3鹿 54 富田 暁野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 524 ―1：28．31 149．1�
35 パープルグローリー 牝3黒鹿54 吉田 隼人下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 498± 01：28．83� 8．2�
23 タマモカラボス 牝3栗 54

51 ▲川端 海翼タマモ� 木原 一良 新冠 タニグチ牧場 430－ 21：28．9� 382．7�
11 ディープチェッカー 牝3栗 54

50 ★永島まなみ深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 428－ 61：29．32� 220．4�
12 ヤマニンパンタジア 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 410± 01：30．47 75．1�
816 ベ ル マ リ エ 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 浦河 岡本牧場 430－161：32．110 102．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，902，400円 複勝： 70，623，400円 枠連： 10，842，100円
馬連： 39，067，000円 馬単： 22，577，100円 ワイド： 46，083，800円
3連複： 67，017，500円 3連単： 78，167，800円 計： 364，281，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 700円 � 1，550円 � 300円 枠 連（4－7） 3，340円

馬 連 �� 35，200円 馬 単 �� 53，240円

ワ イ ド �� 6，760円 �� 1，360円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 29，460円 3 連 単 ��� 212，250円

票 数

単勝票数 計 299024 的中 � 14372（5番人気）
複勝票数 計 706234 的中 � 25411（5番人気）� 10798（8番人気）� 71033（2番人気）
枠連票数 計 108421 的中 （4－7） 2511（10番人気）
馬連票数 計 390670 的中 �� 860（46番人気）
馬単票数 計 225771 的中 �� 318（82番人気）
ワイド票数 計 460838 的中 �� 1708（42番人気）�� 8835（13番人気）�� 8472（14番人気）
3連複票数 計 670175 的中 ��� 1706（69番人気）
3連単票数 計 781678 的中 ��� 267（422番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．2
3 ・（11，10）（14，15）（7，13）16（5，3）（2，12，8）（1，4）6－9 4 11，10（14，15）（7，13）－（5，3，16）（2，12，8）（1，4）（9，6）

勝馬の
紹 介

フォレクラフト �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2021．10．24 阪神11着

2019．3．7生 牝3青鹿 母 デイトナイト 母母 Bay Magic 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 フォレクラフト号の騎手角田大和は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルマリエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月26日まで平地競走に

出走できない。

07050 3月26日 曇 稍重 （4中京2） 第5日 第2競走 ��1，900�3歳未勝利
発走10時15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
1：54．7
1：53．7

重
不良

58 � ボブズヤアンクル 牡3鹿 56 菱田 裕二ゴドルフィン 大久保龍志 英
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

536－ 42：02．3 4．0�
611 ヤマタケコーチャン 牡3黒鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 B434－ 62：02．61� 56．6�
11 コンジャンクション 牡3黒鹿56 西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490－102：03．23� 1．8�
22 � ワンダフルヘヴン 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心�レッドマジック久保田貴士 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B486－ 82：03．62� 225．8�
23 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 538－ 42：03．81 8．2	
35 シャンパンドバイ 牡3鹿 56 富田 暁福盛 訓之氏 高橋 義忠 浦河 丸村村下

ファーム 490 ― 〃 クビ 40．6

713 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 504－ 42：03．9クビ 11．9�
46 テイエムサンボーイ 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新冠 大栄牧場 526－ 42：04．32� 16．4�
712 プロキシーファイト 牡3鹿 56 水口 優也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 秋田牧場 468－ 42：05．15 333．1
610� キミコソシャチョウ 牡3芦 56

54 ◇藤田菜七子 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Profoal Part-
ners8，LLC 496－112：05．2� 20．6�

47 � メリーセンス 牡3鹿 56 吉田 隼人冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley
Farm 492＋ 22：05．52 10．5�

59 ノーブルキャナル 牡3青 56 酒井 学吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 442－ 22：05．82 526．5�
34 リッキーファラオ �3鹿 56

53 ▲小林 凌大中西 純穂氏 久保田貴士 日高 出口牧場 B470－ 22：07．39 185．4�
815 シュバルツヴァイス 牡3鹿 56 斎藤 新 �フジワラ・ファーム 嘉藤 貴行 新ひだか フジワラフアーム B458－ 22：07．62 281．6�
814 シゲルハナミズキ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹森中 蕃氏 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 486± 02：09．6大差 485．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，234，400円 複勝： 41，558，200円 枠連： 7，998，800円
馬連： 35，786，900円 馬単： 17，621，000円 ワイド： 37，774，300円
3連複： 55，805，000円 3連単： 64，220，900円 計： 288，999，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 600円 � 110円 枠 連（5－6） 2，570円

馬 連 �� 11，240円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 240円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 25，760円

票 数

単勝票数 計 282344 的中 � 55913（2番人気）
複勝票数 計 415582 的中 � 58166（2番人気）� 9426（8番人気）� 161789（1番人気）
枠連票数 計 79988 的中 （5－6） 2412（11番人気）
馬連票数 計 357869 的中 �� 2466（24番人気）
馬単票数 計 176210 的中 �� 1053（36番人気）
ワイド票数 計 377743 的中 �� 3564（23番人気）�� 49953（1番人気）�� 5865（18番人気）
3連複票数 計 558050 的中 ��� 9454（14番人気）
3連単票数 計 642209 的中 ��� 1807（88番人気）

ハロンタイム 7．4―11．0―11．8―13．4―12．7―12．9―13．0―13．0―12．7―14．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．4―30．2―43．6―56．3―1：09．2―1：22．2―1：35．2―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．1
1
3
11，8，2，14（1，6，15）－9（5，7）13（4，10）3，12
11，8（1，6）2－（14，7）（9，5）（3，15）（10，13）12，4

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

勝馬の
紹 介

�ボブズヤアンクル �
�
父 Bobby’s Kitten �

�
母父 Grand Slam デビュー 2021．10．31 阪神5着

2019．2．14生 牡3鹿 母 Granny Franny 母母 Franziska 5戦1勝 賞金 8，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュバルツヴァイス号・シゲルハナミズキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年4月26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〕 シュバルツヴァイス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月26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26日 小雨 稍重 （4中京2） 第5日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時45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
1：47．6
1：47．6

重
重

11 ヒ ロ シ ク ン �3芦 56 松田 大作瀬谷 �雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530＋ 21：55．6 6．4�

22 ペルマナント 牡3黒鹿56 酒井 学�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436＋ 11：55．91� 13．1�

813 サ イ ラ ス 牡3鹿 56
53 ▲角田 大和�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516－ 21：56．11� 2．4�
45 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± 01：56．2� 42．8�
711 ウォータージオード 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 476＋ 4 〃 クビ 5．8	
58 フクノラヴァル 牡3黒鹿56 富田 暁福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 B482－ 21：56．94 3．4

69 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 458－ 61：57．0� 47．7�
712 テイエムオードリー 牝3青鹿 54

51 ▲水沼 元輝竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 458－ 81：57．32 14．6�
34 エリンスパークル 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 大栄牧場 442± 01：59．2大差 444．0
610 ピースワンドルチェ 牡3芦 56

55 ☆秋山 稔樹長谷川成利氏 小野 次郎 日高 大江牧場 470－ 81：59．62� 167．4�
814 クイーンオブチェコ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子谷脇智恵子氏 浅野洋一郎 新ひだか 佐藤 勝秀 454＋141：59．7クビ 81．6�
46 メイショウユフイン 牝3鹿 54

51 ▲角田 大河松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 林 孝輝 390－ 42：00．55 100．7�
57 ラ ス タ 牝3栗 54 木幡 育也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 438－ 82：01．98 233．0�
33 セイントスターズ 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 青木 孝文 青森 織笠 時男 460－ 42：02．32 395．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，477，400円 複勝： 32，266，000円 枠連： 6，849，900円
馬連： 34，539，700円 馬単： 16，863，500円 ワイド： 34，359，500円
3連複： 53，606，300円 3連単： 66，149，400円 計： 271，111，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 290円 � 140円 枠 連（1－2） 2，870円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 920円 �� 410円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 10，750円

票 数

単勝票数 計 264774 的中 � 32913（4番人気）
複勝票数 計 322660 的中 � 44296（4番人気）� 22585（5番人気）� 71607（2番人気）
枠連票数 計 68499 的中 （1－2） 1849（11番人気）
馬連票数 計 345397 的中 �� 8660（10番人気）
馬単票数 計 168635 的中 �� 2587（18番人気）
ワイド票数 計 343595 的中 �� 9105（9番人気）�� 22512（5番人気）�� 14521（7番人気）
3連複票数 計 536063 的中 ��� 25055（5番人気）
3連単票数 計 661494 的中 ��� 4460（34番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．7―13．3―13．0―12．9―12．6―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―38．0―51．3―1：04．3―1：17．2―1：29．8―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ロ シ ク ン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．8．7 新潟15着

2019．4．16生 �3芦 母 エスプリドパリ 母母 ファビラスラフイン 8戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 テイエムオードリー号の騎手水沼元輝は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：13

番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイントスターズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月26日まで平地競

走に出走できない。
ラスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月26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〕 エリンスパークル号・セイントスターズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月26日まで
平地競走に出走できない。

07052 3月26日 小雨 良 （4中京2） 第5日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時15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

11 サトノレギオン 牡3芦 56 斎藤 新 �サトミホースカンパニー 萩原 清 浦河 三嶋牧場 500＋ 41：21．0 4．7�
611 タ イ ゲ ン 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486＋121：21．21� 22．5�
612 イ ラ ー レ 牝3栗 54 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 21：21．41� 2．8�
35 ミズノコキュウ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 404－141：21．61 17．9�

47 チャオバンビーナ 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 428＋ 81：21．81� 29．7�
714 ケ デ シ ュ 牝3黒鹿54 吉田 隼人	ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 468－ 41：21．9� 2．5

816 ディスフルタール 牝3鹿 54

51 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 442－ 21：22．0� 37．7�
59 ナムラジュリア 牝3栗 54 国分 優作奈村 睦弘氏 大根田裕之 新ひだか 野坂牧場 394 ―1：22．53 453．4�
715 メイショウオオルリ 牝3鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 468± 01：22．6クビ 22．6
12 フ ァ ジ ュ ル 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和岡田 牧雄氏 辻野 泰之 新ひだか 増本牧場 446 ― 〃 クビ 248．0�
36 ビックマハロ 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心 XIAOジャパン 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436 ―1：22．7� 89．2�
48 ブ ル ネ ッ ト 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ土田 重実氏 中村 直也 新ひだか 土田農場 432 ― 〃 ハナ 185．4�
23 ウィッシュムーン 牡3鹿 56 太宰 啓介西村 專次氏 牧田 和弥 浦河 グラストレーニ

ングセンター 456 ―1：22．8� 471．3�
510 ジ ュ ー ス 牝3栗 54

51 ▲角田 大河 Him Rock Racing
ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 418＋101：23．0� 30．7�

24 エイシンブラボー 牝3栗 54 古川 吉洋�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 400－221：23．1� 272．3�
713 ルナリュミエール 牝3黒鹿54 水口 優也 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新冠 イワミ牧場 440－ 81：23．63 251．1�
817 トルヴァルツァー 牝3鹿 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 様似 様似堀牧場 408－ 21：23．91� 461．0�
818 スリーエクセレント 牡3黒鹿56 荻野 極青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 490－ 81：24．32� 43．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，349，200円 複勝： 46，444，800円 枠連： 11，069，500円
馬連： 47，782，500円 馬単： 22，811，800円 ワイド： 53，042，300円
3連複： 81，132，600円 3連単： 86，583，700円 計： 383，216，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 380円 � 130円 枠 連（1－6） 620円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 300円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 27，830円

票 数

単勝票数 計 343492 的中 � 57825（3番人気）
複勝票数 計 464448 的中 � 76584（3番人気）� 21763（6番人気）� 119106（1番人気）
枠連票数 計 110695 的中 （1－6） 13681（2番人気）
馬連票数 計 477825 的中 �� 6699（16番人気）
馬単票数 計 228118 的中 �� 2184（22番人気）
ワイド票数 計 530423 的中 �� 7622（18番人気）�� 52444（2番人気）�� 16201（7番人気）
3連複票数 計 811326 的中 ��� 17535（9番人気）
3連単票数 計 865837 的中 ��� 2255（72番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．6―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．1―57．6―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノレギオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Catcher In The Rye デビュー 2021．10．31 東京2着

2019．3．5生 牡3芦 母 キャッチザカクテル 母母 Cocktail Attire 3戦1勝 賞金 9，300，000円
〔制裁〕 ウィッシュムーン号の調教師牧田和弥は，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〕 スリーエクセレント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月26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 シャウビンダー号
（非抽選馬） 1頭 ダンツキタイ号



07053 3月26日 雨 稍重 （4中京2） 第5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

46 コントゥラット 牡3鹿 56 斎藤 新牧埜 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 482－ 42：15．9 3．4�

814 ナリタイチモンジ 牡3鹿 56 富田 暁�オースミ 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 494＋ 42：16．54 29．4�
45 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 462－ 22：16．6� 2．9�
22 レッドファーロ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 白老 社台牧場 B506－ 42：16．7クビ 3．7�
58 ダイリュウブラック 牡3鹿 56 荻野 琢真大野 龍氏 梅田 智之 新ひだか カタオカステーブル 444 ― 〃 クビ 16．7�
610 カルトゥーシュ 牡3鹿 56 吉田 隼人 	シルクレーシング 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 B474± 02：16．91� 10．4

813 コスモゴレアドール 牡3芦 56

53 ▲角田 大和 	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 424－ 42：17．0� 25．5�
711 キ ュ ビ ズ ム 牡3青鹿56 菱田 裕二加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 鎌田 正嗣 470 ―2：17．31� 84．7�
57 シ ゲ ル ブ リ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 日高大洋牧場 420＋ 22：17．62 233．4
11 ヴェンチュラスカイ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 492± 0 〃 アタマ 103．2�
712 マルカフロンターレ 牡3鹿 56 西村 淳也日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 482－ 82：17．7クビ 13．6�
33 マイネルアカツキ 牡3青 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 62：17．81 333．6�
34 オ ト ニ エ ル 牡3鹿 56 城戸 義政広尾レース� 奥村 豊 新ひだか 木村 秀則 478± 02：21．4大差 261．1�
69 ハイエストコード 牡3黒鹿56 川又 賢治�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 22：21．93� 62．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，029，800円 複勝： 42，861，300円 枠連： 10，684，500円
馬連： 41，853，700円 馬単： 20，744，800円 ワイド： 45，447，900円
3連複： 70，851，900円 3連単： 87，255，700円 計： 349，729，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 500円 � 130円 枠 連（4－8） 1，100円

馬 連 �� 5，430円 馬 単 �� 7，660円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 260円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 30，320円

票 数

単勝票数 計 300298 的中 � 70206（2番人気）
複勝票数 計 428613 的中 � 91367（2番人気）� 13724（8番人気）� 102505（1番人気）
枠連票数 計 106845 的中 （4－8） 7470（5番人気）
馬連票数 計 418537 的中 �� 5966（16番人気）
馬単票数 計 207448 的中 �� 2029（27番人気）
ワイド票数 計 454479 的中 �� 7824（18番人気）�� 53183（2番人気）�� 8645（16番人気）
3連複票数 計 708519 的中 ��� 12694（14番人気）
3連単票数 計 872557 的中 ��� 2086（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．2―36．2―50．1―1：03．6―1：16．1―1：28．3―1：40．5―1：52．4―2：04．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コントゥラット �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．12．25 阪神11着

2019．2．20生 牡3鹿 母 アスクデピュティ 母母 マルカコマチ 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 ダイリュウブラック号の騎手荻野琢真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）

コントゥラット号の騎手斎藤新は，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30，000円。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイエストコード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月26日まで平地競

走に出走できない。
オトニエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月26日まで平地競走に
出走できない。

07054 3月26日 雨 稍重 （4中京2） 第5日 第6競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時35分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

34 アイスリアン 牝4黒鹿55 吉田 隼人村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 472＋ 21：11．7 4．5�
611 スズノナデシコ 牝4鹿 55 秋山真一郎小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 514＋ 81：12．33� 4．8�
22 サイモンルピナス 牝4黒鹿55 酒井 学澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B438＋ 4 〃 クビ 66．6�
47 トレッファー 牝5栗 55

52 ▲角田 大河 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 446－ 21：12．4� 11．9�
11 � ソナトリーチェ 牝4鹿 55 西村 淳也 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464± 01：12．5� 3．0	
23 � メイショウミチノク 牝6芦 55 太宰 啓介松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 494＋ 41：12．6クビ 26．0

58 キクノロージズ 牝7芦 55 富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 486－ 6 〃 クビ 9．4�
35 ジ ュ ラ ン ド 牝5栗 55

54 ☆亀田 温心�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 408－ 81：12．81� 14．5�
815� ワールドクルーズ 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：13．01� 238．9
814 テーオーメアリー 牝4鹿 55 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 61：13．2� 10．2�
712 ミヤコシスター 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ若草クラブ 中村 直也 むかわ 真壁 信一 B476＋ 2 〃 アタマ 19．9�
713 ペリトモレノ 牝5鹿 55 木幡 育也�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 486＋ 2 〃 アタマ 166．8�
610� ルナソルガール 牝5黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹合同会社雅苑興業 高橋 文雅 浦河 三嶋牧場 526－ 7 〃 クビ 62．5�
46 � ジークリンデ 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 482－261：13．41� 165．1�
59 � ルビースター 牝4黒鹿55 斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 494－ 61：14．03� 162．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，213，200円 複勝： 44，502，200円 枠連： 8，954，500円
馬連： 44，545，600円 馬単： 19，566，000円 ワイド： 48，126，800円
3連複： 72，359，000円 3連単： 75，973，100円 計： 343，240，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 190円 � 1，020円 枠 連（3－6） 860円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，480円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 13，750円 3 連 単 ��� 52，800円

票 数

単勝票数 計 292132 的中 � 51821（2番人気）
複勝票数 計 445022 的中 � 67621（3番人気）� 70397（2番人気）� 8383（10番人気）
枠連票数 計 89545 的中 （3－6） 7985（2番人気）
馬連票数 計 445456 的中 �� 34974（2番人気）
馬単票数 計 195660 的中 �� 6373（6番人気）
ワイド票数 計 481268 的中 �� 28973（2番人気）�� 4766（31番人気）�� 3596（38番人気）
3連複票数 計 723590 的中 ��� 3944（55番人気）
3連単票数 計 759731 的中 ��� 1043（194番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．8―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．8―46．6―58．6

コーナー
通過順位

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

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4黒鹿 母 アイスメアー 母母 ハロースウィーティ 10戦2勝 賞金 19，440，000円
〔制裁〕 ミヤコシスター号の騎手永島まなみは，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）



07055 3月26日 雨 重 （4中京2） 第5日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・左）

若手騎手；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
1：47．6
1：47．6

重
重

33 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 B504＋ 21：54．8 3．4�
11 � ビヨンドザシーン 牡4黒鹿57 斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 462＋ 6 〃 クビ 5．3�
22 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 466－ 41：55．01� 21．0�
69 � 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 496＋ 21：55．31� 4．2�
45 エナジーボーイ �4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 434± 0 〃 クビ 40．2�
44 ロイヤルダンス 牡4青鹿57 荻野 極上野 直樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 506± 01：55．4� 10．0	
812 セイシェルノユウヒ 牡5芦 57 森 裕太朗宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 482± 01：55．61 40．4

711� トロワシャルム �5青鹿 57

54 ▲西塚 洸二村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464－101：55．7� 8．6�
57 オーホンブリック 牡4鹿 57

54 ▲角田 大和�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ B514＋ 8 〃 ハナ 15．1

56 サウザンドスマイル 牝5鹿 55 富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 41：56．01� 8．2�

68 メイショウカムロ 牡5鹿 57
54 ▲川端 海翼松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 466＋14 〃 アタマ 32．9�

710 タイセイポジション 牡4栗 57
56 ☆亀田 温心田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：57．48 148．8�

813 ハイスピリッツ 牝4黒鹿55 川又 賢治岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 472－ 62：00．0大差 209．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，465，500円 複勝： 35，199，900円 枠連： 6，939，900円
馬連： 35，906，100円 馬単： 16，415，900円 ワイド： 39，626，900円
3連複： 59，870，500円 3連単： 72，331，700円 計： 291，756，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 180円 � 360円 枠 連（1－3） 1，190円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，080円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 15，030円

票 数

単勝票数 計 254655 的中 � 58771（1番人気）
複勝票数 計 351999 的中 � 66965（1番人気）� 54589（3番人気）� 19663（8番人気）
枠連票数 計 69399 的中 （1－3） 4506（4番人気）
馬連票数 計 359061 的中 �� 23204（1番人気）
馬単票数 計 164159 的中 �� 5804（2番人気）
ワイド票数 計 396269 的中 �� 22584（2番人気）�� 9099（13番人気）�� 9476（12番人気）
3連複票数 計 598705 的中 ��� 11095（7番人気）
3連単票数 計 723317 的中 ��� 3487（10番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―13．7―13．4―13．1―12．6―12．3―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―38．3―51．7―1：04．8―1：17．4―1：29．7―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
・（4，7）11，3（8，13）（2，5，6）（1，9）10－12・（4，7）（11，3）8（2，13）（5，6）（1，9）（10，12）

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

勝馬の
紹 介

ランカンカン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2020．7．5 函館4着

2018．3．4生 �4栗 母 ニュアージュドール 母母 ゴールドレリック 13戦2勝 賞金 19，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイスピリッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月26日まで平地競走

に出走できない。

07056 3月26日 雨 重 （4中京2） 第5日 第8競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

815 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 520＋ 21：24．2 4．7�
816� ゼンノミチザネ 牡4鹿 57 吉田 隼人大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 448－ 21：24．52 3．9�
611 ジェムフェザー 牝4鹿 55 西村 淳也 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B468± 0 〃 クビ 3．1�
36 メ ン デ ィ 牡6鹿 57

54 ▲西塚 洸二 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 520－ 61：24．7� 37．9�
612 エストレラブレイン 牡4栗 57 富田 暁エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 530± 0 〃 クビ 15．8	
713 サノノヒーロー �4青 57

54 ▲小林 凌大佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 472＋ 21：24．91� 18．6

510 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 482－ 41：25．0� 7．0�
12 マーベラスアゲン 牡6鹿 57

54 ▲水沼 元輝浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 484± 01：25．31� 101．6�
48 � サトノパーシヴァル 牡5青鹿57 木幡 育也 �サトミホースカンパニー 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 460－ 21：25．72� 125．0
35 � アウトレイジング 牡4青鹿57 菱田 裕二三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 424＋ 21：25．8� 58．6�
59 � アスクドンキバック 牡4栗 57

54 ▲原 優介廣崎 智子氏 梅田 智之 平取 清水牧場 460－ 11：25．9� 52．8�
11 � カネトシディーバ 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ兼松 昌男氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 466－14 〃 アタマ 27．9�
47 トレジャーシップ 牡5鹿 57 松田 大作山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 61：26．21� 210．9�
714 マルティウス 牡4黒鹿57 黛 弘人太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 464＋ 41：27．37 93．6�
24 � ファイティング �5栗 57 岩部 純二田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 484＋ 61：27．61� 74．9�
23 アウリガテソーロ 牡4青鹿 57

56 ☆秋山 稔樹了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B502＋ 6 〃 アタマ 15．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，039，300円 複勝： 50，932，700円 枠連： 11，772，200円
馬連： 48，787，400円 馬単： 22，429，300円 ワイド： 57，041，500円
3連複： 85，844，600円 3連単： 96，143，500円 計： 404，990，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（8－8） 750円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 310円 �� 350円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 320393 的中 � 54243（3番人気）
複勝票数 計 509327 的中 � 84729（3番人気）� 89034（2番人気）� 98350（1番人気）
枠連票数 計 117722 的中 （8－8） 12083（3番人気）
馬連票数 計 487874 的中 �� 50208（1番人気）
馬単票数 計 224293 的中 �� 9768（4番人気）
ワイド票数 計 570415 的中 �� 48184（1番人気）�� 41274（2番人気）�� 39498（3番人気）
3連複票数 計 858446 的中 ��� 44418（1番人気）
3連単票数 計 961435 的中 ��� 8428（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―47．4―59．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダースティング �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2021．4．4 阪神1着

2018．2．10生 牡4鹿 母 ワンダーノンブーレ 母母 ワンダーステラ 7戦2勝 賞金 15，900，000円
〔制裁〕 ワンダースティング号の騎手高倉稜は，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：10番・9番・5番・4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 キングスバレイ号



07057 3月26日 雨 重 （4中京2） 第5日 第9競走 ��1，900�
て ん ぱ く が わ

天 白 川 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

34 ス レ イ マ ン 牡4栗 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 536＋ 61：58．9 1．7�
22 ダッシュダクラウン �4青鹿57 富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B456＋ 41：59．21� 7．2�
610 ショウナンアーチー 牡4鹿 57 西村 淳也国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 504＋ 41：59．51� 11．8�
813	 フランスゴデイナ 牡4栗 57 古川 吉洋稻井田有司氏 森 秀行 米

Betz, Kidder, B
& K Canetti &
Jim Betz

480－ 6 〃 クビ 6．1�
45 	 ルーチェット 牝4鹿 55 斎藤 新前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 460± 01：59．92� 13．1�
33 フォルツァンド 牡4鹿 57 菱田 裕二 	カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 518± 0 〃 クビ 24．4

712 オ ノ リ ス 牡7黒鹿57 藤井勘一郎 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 526＋ 82：00．0クビ 30．6�
57 フレイムウィングス �5青鹿57 秋山真一郎ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 8 〃 アタマ 37．5�
11 ウォーロード 牡4黒鹿57 秋山 稔樹プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 
橋本牧場 484＋ 62：00．32 26．1
711 ミッションレール 牡4鹿 57 荻野 極 	スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 484＋12 〃 ハナ 51．8�
58 ヤマニンスプレモ 牡6青鹿57 角田 大和土井 肇氏 茶木 太樹 新冠 錦岡牧場 484－ 62：01．36 177．0�
814 クリノキングボス 牡5栗 57 国分 優作栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B478－ 62：01．61� 337．2�
46 シ ャ ー レ 牝5鹿 55 酒井 学	GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 466－122：03．310 262．5�
69 エイカイステラ 牝4鹿 55 松田 大作二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460－ 6 〃 ハナ 19．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，932，000円 複勝： 73，601，200円 枠連： 12，384，200円
馬連： 63，366，000円 馬単： 32，973，500円 ワイド： 69，419，700円
3連複： 108，896，200円 3連単： 146，519，200円 計： 552，092，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 220円 枠 連（2－3） 420円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 270円 �� 410円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 449320 的中 � 203301（1番人気）
複勝票数 計 736012 的中 � 290885（1番人気）� 90277（2番人気）� 55491（5番人気）
枠連票数 計 123842 的中 （2－3） 22575（1番人気）
馬連票数 計 633660 的中 �� 83423（1番人気）
馬単票数 計 329735 的中 �� 36149（1番人気）
ワイド票数 計 694197 的中 �� 72517（1番人気）�� 42915（3番人気）�� 25243（6番人気）
3連複票数 計1088962 的中 ��� 45968（2番人気）
3連単票数 計1465192 的中 ��� 24149（2番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―11．8―13．7―13．2―12．5―12．1―11．9―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．4―30．2―43．9―57．1―1：09．6―1：21．7―1：33．6―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス レ イ マ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bertolini デビュー 2021．1．31 中京3着

2018．3．4生 牡4栗 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 6戦3勝 賞金 33，513，000円

07058 3月26日 小雨 稍重 （4中京2） 第5日 第10競走 ��
��2，200�

く ま の

熊 野 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

55 イクスプロージョン 牡4鹿 56 西村 淳也近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B478＋ 42：14．0 2．6�
33 ロワンディシー 牡4鹿 56 秋山真一郎松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 442－ 42：14．1� 3．1�
44 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 478－ 22：14．31� 7．1�
22 タイセイコマンド 牡4鹿 56 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B490± 02：14．72 9．1�
88 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 476＋ 22：15．01	 23．1�
89 オータムヒロイン 牝4鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 4 〃 アタマ 8．9�
77 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 488－ 22：15．1� 21．7	
66 マリノソフィア 牝5黒鹿55 黛 弘人矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 456－142：15．2	 10．9

11 モ イ 牝6黒鹿55 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 422＋ 82：16．26 65．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，947，000円 複勝： 41，770，100円 枠連： 7，848，400円
馬連： 49，837，400円 馬単： 25，106，100円 ワイド： 46，332，700円
3連複： 75，687，800円 3連単： 121，960，600円 計： 403，490，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 150円 枠 連（3－5） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 180円 �� 300円 �� 350円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，290円

票 数

単勝票数 計 349470 的中 � 106933（1番人気）
複勝票数 計 417701 的中 � 102243（1番人気）� 100855（2番人気）� 56557（3番人気）
枠連票数 計 78484 的中 （3－5） 14542（1番人気）
馬連票数 計 498374 的中 �� 92985（1番人気）
馬単票数 計 251061 的中 �� 22360（1番人気）
ワイド票数 計 463327 的中 �� 76306（1番人気）�� 37097（2番人気）�� 29906（4番人気）
3連複票数 計 756878 的中 ��� 98943（1番人気）
3連単票数 計1219606 的中 ��� 38447（1番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．3―12．9―12．6―12．1―11．6―11．6―11．3―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―25．0―37．3―50．2―1：02．8―1：14．9―1：26．5―1：38．1―1：49．4―2：01．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イクスプロージョン 
�
父 オルフェーヴル 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．28 阪神7着

2018．3．4生 牡4鹿 母 ファシネイション 母母 グローリアスデイズ 13戦3勝 賞金 44，424，000円



07059 3月26日 雨 重 （4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 476，000円 136，000円 68，000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 ケイアイターコイズ 牡6芦 57 西村 淳也 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 534＋ 61：23．0 2．7�
69 ディサーニング 	7鹿 57 角田 大河ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：23．1クビ 13．4�
814
 ロンドンテソーロ 牡6栗 57 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments B524＋ 6 〃 ハナ 7．5�

711 ヴァニラアイス 牝6鹿 54 吉田 隼人�ヒダカファーム高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 472－ 4 〃 ハナ 3．2�
45 トウカイエトワール 牡5栗 57 荻野 極内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 516＋ 41：23．2� 17．1	
33 メイショウオーパス 牡7黒鹿59 富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 516－ 2 〃 アタマ 74．0

712 スペクタクル 牡4栗 57 秋山真一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 496－ 4 〃 同着 15．2�
34 ロードラズライト 	7青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム B458± 01：23．51� 35．7�
22 ブランクエンド 牡6鹿 57 斎藤 新諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－ 41：23．6� 75．0
57 イーサンパンサー 牡6栗 57 古川 吉洋国本 勇氏 鈴木慎太郎 浦河 東栄牧場 482＋ 41：23．7� 17．1�
813 アディラート 牡8黒鹿59 酒井 学安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B508＋ 61：24．23 35．9�
46 ガ ゼ ボ 牡7青 57 松田 大作吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 542－ 61：24．41� 46．8�
58 フ ォ ー テ 牡5黒鹿57 岡田 祥嗣寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B524＋121：24．82� 17．8�
610 スズカフェスタ 牡7栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 512＋ 41：26．07 33．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 65，782，300円 複勝： 82，107，200円 枠連： 38，382，000円
馬連： 182，429，700円 馬単： 67，860，200円 ワイド： 145，945，200円
3連複： 312，415，000円 3連単： 360，328，700円 計： 1，255，250，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 290円 � 250円 枠 連（1－6） 990円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 760円 �� 600円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 19，130円

票 数

単勝票数 計 657823 的中 � 193014（1番人気）
複勝票数 計 821072 的中 � 208021（1番人気）� 58980（4番人気）� 74316（3番人気）
枠連票数 計 383820 的中 （1－6） 30028（2番人気）
馬連票数 計1824297 的中 �� 94455（2番人気）
馬単票数 計 678602 的中 �� 22795（3番人気）
ワイド票数 計1459452 的中 �� 50031（7番人気）�� 64600（2番人気）�� 13666（32番人気）
3連複票数 計3124150 的中 ��� 38597（14番人気）
3連単票数 計3603287 的中 ��� 13651（40番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―11．6―11．7―11．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．3―45．9―57．6―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイターコイズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．17 東京1着

2016．2．26生 牡6芦 母 ケイアイデイジー 母母 ケイアイギャラリー 24戦5勝 賞金 119，929，000円
〔制裁〕 ロンドンテソーロ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過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番・

1番）
※出走取消馬 ボスジラ号（疾病〔疝痛〕のため）・レシプロケイト号（疾病〔感冒〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アスコルターレ号・メイショウアリソン号

07060 3月26日 雨 重 （4中京2） 第5日 第12競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・左）

牝；負担重量は，55�
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
1：57．2
1：56．1

良
良

11 ヘッズオアテールズ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋102：02．7 3．6�

810 シンシアリダーリン 牝4鹿 55
52 ▲角田 大河�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 444＋10 〃 ハナ 2．6�

811 レットミーアウト 牝5黒鹿55 斎藤 新 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B472－122：02．81 30．0�

78 トーセンメラニー 牝4黒鹿 55
52 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 22：03．43� 9．6	
79 テリオスマナ 牝4黒鹿55 西村 淳也鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 454－ 2 〃 クビ 7．3

66 グッドラベリング 牝4栗 55

52 ▲角田 大和青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 438± 02：03．71� 36．8�
22 � フォーチュンリング 牝7鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：03．91� 51．2�
33 ヒットザシーン 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大 �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 484－ 22：04．0クビ 7．3

44 サトノヴィーナス 牝5鹿 55
54 ☆亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋ 62：04．21� 25．1�

67 � グリュレーヴ 牝4芦 55
54 ☆泉谷 楓真飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 486＋ 42：04．3� 55．9�

55 アドマイヤハイジ 牝4鹿 55 荻野 極近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 422＋122：05．04 12．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，595，700円 複勝： 59，980，800円 枠連： 15，509，100円
馬連： 85，093，400円 馬単： 34，844，000円 ワイド： 74，242，800円
3連複： 126，956，100円 3連単： 165，449，000円 計： 615，670，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 130円 � 480円 枠 連（1－8） 520円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，410円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 535957 的中 � 119004（2番人気）
複勝票数 計 599808 的中 � 116505（2番人気）� 152260（1番人気）� 20338（9番人気）
枠連票数 計 155091 的中 （1－8） 22920（1番人気）
馬連票数 計 850934 的中 �� 123554（1番人気）
馬単票数 計 348440 的中 �� 21241（2番人気）
ワイド票数 計 742428 的中 �� 88118（1番人気）�� 12074（19番人気）�� 17133（13番人気）
3連複票数 計1269561 的中 ��� 28398（10番人気）
3連単票数 計1654490 的中 ��� 9025（34番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―13．6―13．5―11．8―11．2―11．4―11．4―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―38．6―52．1―1：03．9―1：15．1―1：26．5―1：37．9―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘッズオアテールズ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Orpen デビュー 2021．1．5 中京3着

2018．1．30生 牝4鹿 母 テスタオクローチェ 母母 Shiver Stream 7戦2勝 賞金 19，970，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（4中京2）第5日 3月26日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 169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

207，400，000円
8，130，000円
23，500，000円
1，490，000円
26，630，000円
71，691，000円
4，647，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
434，968，200円
621，847，800円
149，235，100円
708，995，400円
319，813，200円
697，443，400円
1，170，442，500円
1，421，083，300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 5，523，828，900円

総入場人員 3，314名 （有料入場人員 3，081名）
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