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07061 3月27日 晴 不良 （4中京2） 第6日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05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

58 ド ラ イ ゼ 牝3栗 54 福永 祐一 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 492 ―1：54．2 25．6�
46 エリザベスミノル 牝3青鹿54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 428－ 41：54．94 3．0�
23 デ ィ ス コ 牝3鹿 54 武 豊 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 日高 荒井ファーム 478－ 21：55．11� 1．9�
815 ク リ ノ ビ ビ 牝3芦 54 松岡 正海栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 444＋ 41：55．2� 207．1�
47 アスタラグローリア 牝3芦 54

51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 424－ 41：55．3クビ 53．1	

22 テーオーシャンス 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心小笹 公也氏 吉岡 辰弥 日高 ヤナガワ牧場 410± 0 〃 ハナ 264．2


35 サクラトップラン 牝3鹿 54 �島 克駿�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 436－ 2 〃 クビ 22．3�
11 メイショウセロジネ 牝3栗 54 高倉 稜松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442－101：55．61� 91．7�
814 ベストフィーチャー 牝3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434± 0 〃 ハナ 134．2
610 メイショウコウヨウ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 410－ 61：56．02� 276．3�
59 ルクスレジーナ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 460± 01：56．63� 21．3�
713 ベ レ ン 牝3芦 54 岩田 康誠椎名 節氏 辻野 泰之 新ひだか グランド牧場 476± 01：57．45 6．8�
34 リメインステディ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 436＋ 21：58．03� 439．2�
712 コルティーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B476－14 〃 ハナ 16．1�
611 サントゥスタッシュ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 466 ―1：58．95 77．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，386，900円 複勝： 80，619，800円 枠連： 12，854，400円
馬連： 56，458，300円 馬単： 31，966，600円 ワイド： 60，232，000円
3連複： 98，139，700円 3連単： 122，812，400円 計： 505，470，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 430円 � 120円 � 110円 枠 連（4－5） 2，510円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 16，620円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 960円 �� 160円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 36，850円

票 数

単勝票数 計 423869 的中 � 13217（7番人気）
複勝票数 計 806198 的中 � 16830（8番人気）� 130753（2番人気）� 436811（1番人気）
枠連票数 計 128544 的中 （4－5） 3954（6番人気）
馬連票数 計 564583 的中 �� 6768（16番人気）
馬単票数 計 319666 的中 �� 1442（37番人気）
ワイド票数 計 602320 的中 �� 8139（17番人気）�� 12965（10番人気）�� 136862（1番人気）
3連複票数 計 981397 的中 ��� 28092（7番人気）
3連単票数 計1228124 的中 ��� 2416（98番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．9―12．3―12．0―13．0―13．4―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―36．9―49．2―1：01．2―1：14．2―1：27．6―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．0
1
3
12（13，14）4（3，5）（1，6）7，2（8，11）10－9，15・（13，14）（12，5，6）3（4，2，1）－（7，8）－10－15，11，9

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

勝馬の
紹 介

ド ラ イ ゼ �
�
父 Gun Runner �

�
母父 Seattle Fitz 初出走

2019．1．17生 牝3栗 母 ジュリエットシアトル 母母 Giulie－Halo 1戦1勝 賞金 5，200，000円

07062 3月27日 晴 不良 （4中京2） 第6日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時35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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

611 ジダイノチョウジ 牡3芦 56 福永 祐一岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 510－ 61：12．2 4．0�
612 ア タ カ ン テ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム B480－101：12．41 3．6�
12 キュートヘスティア 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�杵臼牧場 辻 哲英 浦河 杵臼牧場 446－ 81：12．5� 7．3�
11 コブラクロー 牡3鹿 56 荻野 極山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 570＋ 6 〃 アタマ 5．6�
815 ペイシャブライティ 牡3栗 56 川又 賢治北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育

成牧場 498＋ 41：12．71� 4．0�
23 スズカノアイル 牡3栗 56

54 △小沢 大仁永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 470－ 61：13．23 161．8	
816 ジュンツーポイント 牡3黒鹿56 菊沢 一樹河合 純二氏 勢司 和浩 日高 田端牧場 482＋ 21：13．41� 231．8

510 メイショウベレー 牝3栗 54

51 ▲角田 大和松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村下 明博 434± 01：13．5� 111．6�
35 ブラックラスター 牡3青鹿56 横山 武史田代 洋己氏 鈴木 伸尋 新ひだか 有限会社石川牧場 508－ 61：14．02� 20．8�
47 サザンクロスナイト 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 470＋ 21：14．1� 327．2
48 ワイワイドリーム 牡3鹿 56 丸田 恭介山田 泰司氏 嘉藤 貴行 新ひだか 千代田牧場 544± 01：14．42 352．9�
24 ジューンキララ 牝3鹿 54 �島 克駿吉川 潤氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 420－ 2 〃 アタマ 212．9�
714 ケイツークローナ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹楠本 勝美氏 深山 雅史 新ひだか 斉藤スタッド 464± 01：14．5� 537．2�
36 カンタベリーホープ 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 436－ 21：14．6� 25．8�
59 ペイシャラピッド 牝3鹿 54 松岡 正海北所 直人氏 伊藤 伸一 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 410－141：15．87 404．5�
713 カ マ ン ザ 牡3栗 56

52 ★永島まなみ幅田 昌伸氏 杉山 佳明 日高 サンバマウン
テンファーム 482 ―1：16．32� 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，674，100円 複勝： 52，195，300円 枠連： 13，886，600円
馬連： 54，383，400円 馬単： 24，279，800円 ワイド： 51，590，700円
3連複： 85，584，700円 3連単： 88，100，000円 計： 407，694，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 180円 � 210円 枠 連（6－6） 560円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 320円 �� 500円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 10，730円

票 数

単勝票数 計 376741 的中 � 74379（3番人気）
複勝票数 計 521953 的中 � 119184（1番人気）� 71835（4番人気）� 55269（5番人気）
枠連票数 計 138866 的中 （6－6） 19045（3番人気）
馬連票数 計 543834 的中 �� 58782（1番人気）
馬単票数 計 242798 的中 �� 13483（1番人気）
ワイド票数 計 515907 的中 �� 44429（1番人気）�� 25763（7番人気）�� 18935（10番人気）
3連複票数 計 855847 的中 ��� 29083（6番人気）
3連単票数 計 881000 的中 ��� 5949（29番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．4―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．0―47．4―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジダイノチョウジ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2021．6．27 東京7着

2019．5．13生 牡3芦 母 ラビングトスカーナ 母母 アンファテュエ 9戦1勝 賞金 8，060，000円
〔発走状況〕 ワイワイドリーム号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ワイワイドリーム号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カマンザ号は，「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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キネンビ号・シカゴフットワーク号・ムーンワード号
（非抽選馬） 6頭 ヴェーチェル号・エムアイリーズン号・ケカリネイアウ号・ザビッグマン号・ビップレジアス号・

マテンロウボイス号

第２回 中京競馬 第６日



07063 3月27日 晴 不良 （4中京2） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05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

713 ポルテーニャ 牝3栗 54 岩田 望来�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 21：53．2 2．4�

24 ヒロノアステロイド 牡3栗 56 武 豊サンエイ開発� 梅田 智之 浦河 谷川牧場 558－ 2 〃 クビ 3．3�
11 モ ー ゲ ン 牡3栗 56 �島 克駿宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 タバタファーム 450－ 81：55．5大差 130．0�
816 リュウノイチモンジ 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム B478＋ 21：55．6� 48．6�
12 サンライズコブラ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ松岡 隆雄氏 平田 修 日高 ヤナガワ牧場 484＋121：55．7� 169．0�
59 ロードエメラルド 牡3鹿 56 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 422＋ 81：56．12� 259．1	
714 ピエナカイト 牡3鹿 56 太宰 啓介本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 516－121：56．31� 189．0

612 メイショウクモジ 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 466－10 〃 クビ 78．9�
815 ジューンレインボー 牝3青鹿54 横山 武史吉川 潤氏 武 英智 浦河 高昭牧場 418－ 21：56．5� 4．0�
35 ローズパレード 牝3黒鹿54 荻野 極 �グリーンファーム森田 直行 千歳 社台ファーム 462＋ 41：56．6� 19．7
611 パ ン ケ ー キ 牝3青 54

53 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 416－ 81：56．81� 401．9�
23 ビロングゴールド 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 �丸幸小林牧場 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 464－ 61：57．01� 10．9�
510 メイショウサキガケ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 442± 01：57．1� 79．1�
47 バイタルエリア 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 加野牧場 524 ―1：57．2� 46．9�
48 エクセランソワレ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子藤井 亮輔氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 41：57．3� 284．7�
36 サイレントブラック 牡3黒鹿56 石橋 脩 DMMドリームクラブ� 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 532 ―2：09．2大差 15．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，105，800円 複勝： 44，710，200円 枠連： 10，760，800円
馬連： 50，534，100円 馬単： 24，786，200円 ワイド： 48，366，000円
3連複： 77，627，400円 3連単： 91，554，600円 計： 390，445，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 1，640円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 220円 �� 3，370円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 27，910円

票 数

単勝票数 計 421058 的中 � 136114（1番人気）
複勝票数 計 447102 的中 � 131914（1番人気）� 84498（3番人気）� 3853（13番人気）
枠連票数 計 107608 的中 （2－7） 23140（1番人気）
馬連票数 計 505341 的中 �� 96968（1番人気）
馬単票数 計 247862 的中 �� 21847（3番人気）
ワイド票数 計 483660 的中 �� 72750（2番人気）�� 3178（27番人気）�� 2591（31番人気）
3連複票数 計 776274 的中 ��� 7213（23番人気）
3連単票数 計 915546 的中 ��� 2378（83番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．1―12．8―12．4―13．0―13．0―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．8―49．6―1：02．0―1：15．0―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．2
1
3
16（5，13）（10，14）4（15，7）8（1，3）2（11，12）－（9，6）
16（13，7）（14，4）（3，1）5（8，15）－（10，2，12）－11－9＝6

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

勝馬の
紹 介

ポルテーニャ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．7．17 福島7着

2019．3．1生 牝3栗 母 サンタエヴィータ 母母 エヴィータアルゼンティーナ 7戦1勝 賞金 10，590，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイレントブラック号は，「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 ダンツエスプリ号

07064 3月27日 晴 不良 （4中京2） 第6日 第4競走 1，400�3歳未勝利
発走11時35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

713 アポロプラネット 牡3青鹿56 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 492± 01：25．0 3．8�
612 ゴールデンヨシノ 牡3鹿 56 岩田 康誠清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 438－ 21：25．1� 7．5�
59 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 460－ 81：25．31� 40．3�
816 ダノンマジック 牡3黒鹿56 岩田 望来�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 B434－ 41：25．72� 4．5�
36 キージュピター 牡3鹿 56 丸田 恭介北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 490－ 6 〃 ハナ 51．5�
47 ライブインステラ 牝3青 54 秋山真一郎吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 468－ 41：25．91� 50．4	
815 アーサーズウィーク 牡3鹿 56 横山 武史 
シルクレーシング 新開 幸一 平取 坂東牧場 520－ 81：26．11� 34．7�
714 タイセイクレセント 牡3鹿 56

54 △小沢 大仁田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 482＋ 21：26．2� 22．1�
23 インパチェンス 牡3黒鹿56 �島 克駿吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B494－ 21：26．41 22．5
510 ステラナビゲーター 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 504－ 6 〃 クビ 3．9�
24 マディソンテソーロ 牡3芦 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 454± 01：26．5� 40．6�

48 ド キ 牡3栗 56 福永 祐一中辻 明氏 小手川 準 浦河 鎌田 正嗣 458± 0 〃 クビ 8．3�
35 スピリットサント 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和ニットー商事� 高橋 義忠 浦河 高岸 順一 490－ 21：27．35 39．2�
611 ゼ フ ィ ア ス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大
下河辺牧場 小林 真也 日高 下河辺牧場 396－ 81：27．4クビ 153．9�
11 スーパーショット 牡3栗 56 池添 謙一ロイヤルパーク 岡田 稲男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470 ―1：30．3大差 42．8�
12 ハクサンメモリー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ河﨑 五市氏 高橋 康之 新ひだか 三木田牧場 434＋ 21：30．4クビ 139．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，877，200円 複勝： 52，124，300円 枠連： 11，233，400円
馬連： 51，620，100円 馬単： 22，364，800円 ワイド： 57，373，600円
3連複： 86，744，300円 3連単： 85，825，800円 計： 402，163，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 220円 � 480円 枠 連（6－7） 1，240円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，980円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 13，020円 3 連 単 ��� 49，180円

票 数

単勝票数 計 348772 的中 � 71937（1番人気）
複勝票数 計 521243 的中 � 113203（1番人気）� 60837（4番人気）� 21682（6番人気）
枠連票数 計 112334 的中 （6－7） 7010（4番人気）
馬連票数 計 516201 的中 �� 25701（4番人気）
馬単票数 計 223648 的中 �� 6510（7番人気）
ワイド票数 計 573736 的中 �� 24249（4番人気）�� 7293（19番人気）�� 3945（40番人気）
3連複票数 計 867443 的中 ��� 4993（33番人気）
3連単票数 計 858258 的中 ��� 1265（114番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―12．1―12．6―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．4―46．5―59．1―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロプラネット �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2021．8．21 新潟8着

2019．4．24生 牡3青鹿 母 アポロノカンザシ 母母 Seeknfind 7戦1勝 賞金 9，010，000円
〔発走状況〕 スーパーショット号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーショット号・ハクサンメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月

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〕 インパチェンス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5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。
（非抽選馬） 2頭 ディバインシチー号・バトルシャイニング号



07065 3月27日 晴 重 （4中京2） 第6日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時25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
1：57．2
1：56．1

良
良

714 セントカメリア 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434－ 62：03．8 6．3�

816 ララヴォルシエル 牡3鹿 56 岩田 望来フジイ興産� 辻野 泰之 新ひだか 土田農場 436＋ 22：04．33 3．9�
（法942）

713 ビレッジスター 牡3黒鹿56 横山 武史吉田 和美氏 田中 克典 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 4 〃 クビ 11．0�

48 サトノストロング 牡3黒鹿56 �島 克駿 �サトミホースカンパニー 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470－102：04．51 8．2�
24 サンセットクラウド 牡3芦 56 武 豊前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442± 02：04．61 2．8	
815 エンドロール 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 462± 02：04．7� 38．1

12 ケ イ カ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和桂土地� 庄野 靖志 新ひだか 山際セントラルスタッド 444＋ 82：04．8クビ 21．6�
36 アンブロジアーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 408－ 62：05．33 66．7�

59 イズジョーアーサー 牡3鹿 56 岩田 康誠泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 480－ 22：05．51� 7．5
23 ナ イ キ グ ロ 牡3芦 56 森 裕太朗 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 22：05．6� 205．0�
612 ア レ ナ リ ア 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 424－ 62：06．23� 305．9�

11 メイショウトツカ 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 富田牧場 456－ 22：06．51� 71．8�
47 マジックゲール 牡3黒鹿56 田辺 裕信�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 462－ 62：06．6� 206．9�
35 イロコイザタ 牝3鹿 54

52 △小沢 大仁内田 玄祥氏 牧田 和弥 平取 びらとり牧場 466 ―2：06．7� 238．7�
817 コスモダークナイト 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 浦河 小島牧場 498＋102：06．8� 62．5�
611 サードフォース 牡3栗 56 柴山 雄一寺田 寿男氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B570 ―2：07．01 160．0�
510 クリノモンスター 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 森田 直行 浦河 笹島 政信 470－122：12．3大差 416．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 40，118，200円 複勝： 56，114，300円 枠連： 10，915，100円
馬連： 53，891，700円 馬単： 23，104，600円 ワイド： 57，462，800円
3連複： 84，735，100円 3連単： 88，650，600円 計： 414，992，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 190円 � 320円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，140円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 22，750円

票 数

単勝票数 計 401182 的中 � 50408（3番人気）
複勝票数 計 561143 的中 � 57851（5番人気）� 89426（2番人気）� 41081（6番人気）
枠連票数 計 109151 的中 （7－8） 11822（3番人気）
馬連票数 計 538917 的中 �� 30547（5番人気）
馬単票数 計 231046 的中 �� 6242（10番人気）
ワイド票数 計 574628 的中 �� 30398（5番人気）�� 12478（14番人気）�� 17538（10番人気）
3連複票数 計 847351 的中 ��� 13975（14番人気）
3連単票数 計 886506 的中 ��� 2825（75番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．5―13．0―12．7―12．5―12．4―12．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―37．1―50．1―1：02．8―1：15．3―1：27．7―1：39．9―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

セントカメリア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2021．10．3 中京2着

2019．2．3生 牝3鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 4戦1勝 賞金 8，770，000円
〔制裁〕 イズジョーアーサー号の騎手岩田康誠は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノモンスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月27日まで平地競

走に出走できない。

07066 3月27日 晴 不良 （4中京2） 第6日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：47．6
1：47．6

重
重

711 セブンデイズ 牡4青鹿57 岩田 望来前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 492－ 21：51．3 1．7�
58 � ゾ ロ 牡6栗 57

54 ▲角田 大和北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 21：52．78 190．3�
69 サクララージャン 牡6青鹿 57

54 ▲小林 凌大�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 500＋ 4 〃 アタマ 41．8�
610 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± 01：52．8� 87．3�
57 タガノリバイバー 牝4鹿 55 秋山真一郎八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 21：52．9� 11．9	
813 エコロカナワン 牡4鹿 57 田辺 裕信原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B496± 0 〃 アタマ 8．1

45 � タ イ ガ 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 504－ 21：53．0� 54．2�
22 メイショウキリモン 牡4栗 57

55 △小沢 大仁松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 B460＋ 2 〃 アタマ 57．6�
33 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 B506＋101：53．1クビ 232．5
712 ゴルトファルベン 牡5鹿 57 	島 克駿 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 500－ 61：53．2� 32．2�
11 エニシノウタ 牝4黒鹿55 福永 祐一岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 446＋ 4 〃 クビ 6．0�
46 サムハンター 牡4栗 57

53 ★永島まなみ�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 482＋221：53．41 5．5�
34 � ル リ オ ウ 牡4芦 57 荻野 極大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 498－ 41：54．03� 63．6�
814 イントゥザワールド 牡4鹿 57

54 ▲西塚 洸二石瀬 浩三氏 高橋 文雅 浦河 荻伏三好フ
アーム 446－ 41：54．21� 408．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，397，400円 複勝： 58，059，000円 枠連： 8，173，500円
馬連： 45，646，500円 馬単： 26，256，700円 ワイド： 50，441，900円
3連複： 73，542，800円 3連単： 107，773，400円 計： 410，291，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 2，130円 � 700円 枠 連（5－7） 810円

馬 連 �� 13，470円 馬 単 �� 16，220円

ワ イ ド �� 3，250円 �� 1，160円 �� 23，260円

3 連 複 ��� 44，300円 3 連 単 ��� 176，370円

票 数

単勝票数 計 403974 的中 � 183333（1番人気）
複勝票数 計 580590 的中 � 266788（1番人気）� 3849（12番人気）� 12677（7番人気）
枠連票数 計 81735 的中 （5－7） 7743（4番人気）
馬連票数 計 456465 的中 �� 2625（25番人気）
馬単票数 計 262567 的中 �� 1214（34番人気）
ワイド票数 計 504419 的中 �� 3973（26番人気）�� 11639（12番人気）�� 544（69番人気）
3連複票数 計 735428 的中 ��� 1245（88番人気）
3連単票数 計1077734 的中 ��� 443（366番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．0―12．4―11．8―12．3―12．5―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．2―49．6―1：01．4―1：13．7―1：26．2―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セブンデイズ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 Broken Vow デビュー 2020．12．27 中山3着

2018．3．13生 牡4青鹿 母 ウインガイア 母母 ヴェストリーレディ 16戦1勝 賞金 26，150，000円
〔制裁〕 ゾロ号の騎手角田大和は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）



07067 3月27日 晴 重 （4中京2） 第6日 第7競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：09．9
2：09．7

良
良

12 ダノンセレスタ 牡5青鹿57 田辺 裕信�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 502－ 62：16．1 7．4�
713 ヴィトーリア 牡4黒鹿56 横山 典弘寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 440＋ 22：16．2� 2．2�
714 オメガデラックス �5黒鹿57 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 438－ 42：16．3クビ 93．3�
48 ネイチャーシップ 牡4芦 56

54 ◇藤田菜七子 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 496＋ 2 〃 ハナ 8．5�
47 ケンハービンジャー 牡4鹿 56

53 ▲角田 大和中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 434± 02：16．4� 81．7�

36 テーオーソロス 牡4青鹿 56
54 △小沢 大仁小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 472± 02：16．5� 8．3	

611 オーパンバル 牝4鹿 54 小崎 綾也 �ニッシンホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 4 〃 クビ 64．4


612 ミスカイウラニ 牝4鹿 54 秋山真一郎諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 450＋102：16．81� 125．7�
11 レ ベ ラ ン ス 牡4鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B458± 02：17．01� 7．1
815 サンライズヘルメス 牡5鹿 57 	島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 488± 02：17．21
 10．4�
816 ナムラショウグン 牡5青鹿57 岩田 望来奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 488± 02：18．26 86．8�
24 ブリングトゥライフ 牝4鹿 54 川又 賢治�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 474＋ 22：18．41
 34．9�
23 ナ ミ ブ �6鹿 57 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 22：18．93 351．0�
59 � ウインリベルタ 牡6栗 57 荻野 極�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 42：19．11 247．1�
35 マイネルジャッカル 牡4鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西田雄一郎 清水 小野瀬 竜馬 472－ 22：19．42 15．9�
510 セイウンゴールド 牡4青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 浦河 	川 啓一 488＋ 62：19．5� 19．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，511，500円 複勝： 54，806，000円 枠連： 12，940，800円
馬連： 53，849，200円 馬単： 22，151，000円 ワイド： 60，705，100円
3連複： 87，743，700円 3連単： 88，715，500円 計： 417，422，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 140円 � 1，120円 枠 連（1－7） 450円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 450円 �� 7，100円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 20，810円 3 連 単 ��� 98，190円

票 数

単勝票数 計 365115 的中 � 39079（3番人気）
複勝票数 計 548060 的中 � 60729（4番人気）� 133873（1番人気）� 8788（12番人気）
枠連票数 計 129408 的中 （1－7） 22035（1番人気）
馬連票数 計 538492 的中 �� 40469（2番人気）
馬単票数 計 221510 的中 �� 6155（9番人気）
ワイド票数 計 607051 的中 �� 38392（4番人気）�� 2060（60番人気）�� 5904（31番人気）
3連複票数 計 877437 的中 ��� 3161（67番人気）
3連単票数 計 887155 的中 ��� 655（323番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．7―36．4―49．1―1：01．6―1：14．4―1：26．8―1：39．1―1：51．0―2：03．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンセレスタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Jump Start デビュー 2019．11．24 東京2着

2017．1．26生 牡5青鹿 母 セ レ ス タ 母母 Serata 20戦2勝 賞金 45，886，000円

07068 3月27日 晴 重 （4中京2） 第6日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：06．7
1：06．0

良
良

816 シゲルセンム 牝4黒鹿55 秋山真一郎森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 462＋141：09．8 6．8�
510 ニューアリオン 牡4鹿 57 �島 克駿フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 478－ 21：09．91 24．0�
24 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 530－ 6 〃 アタマ 11．2�
713 ユナイテッドハーツ 牡4鹿 57 丸田 恭介大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 428－ 81：10．21� 56．3�
36 ラ ナ キ ラ 牝4鹿 55 福永 祐一�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋10 〃 アタマ 2．8�
818� ワンダーヘイルネス 	6鹿 57 横山 典弘山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 492＋ 21：10．3クビ 34．7	
48 マイネルチューダ 牡5鹿 57 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 454± 01：10．4
 3．1

23 クリノザウルス 牡4鹿 57 松岡 正海栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 480－ 2 〃 クビ 18．3�
611� レインボークラウド 牝4黒鹿 55

52 ▲角田 大和吉田 安惠氏 石坂 公一 安平 追分ファーム 454＋ 11：10．5� 43．9�
817 スマートルグラン 牝4鹿 55

52 ▲西塚 洸二大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 436＋ 6 〃 ハナ 17．5
715 エコロデイジー 牝4鹿 55

53 △小沢 大仁原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 480＋ 41：10．6クビ 52．0�
11 タツリュウオー 牝4黒鹿 55

54 ☆亀田 温心�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 456＋ 6 〃 クビ 17．2�
612 セレッソフレイム 牝4栗 55

52 ▲服部 寿希三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 450± 01：10．7
 275．4�
47 � バラードインミラノ 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊
Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

418－ 2 〃 クビ 61．9�
59 オリアメンディ 牝4鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 456± 0 〃 ハナ 209．7�
35 ファントムルージュ 牝4鹿 55 岩田 望来�Horse Net 萩原 清 日高 スマイルファーム 448－121：10．91 89．0�
12 アピテソーロ 牡5青鹿57 荻野 極了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム B490－181：11．43 200．2�
714� ヒメノジャッカル 牡5鹿 57 岩田 康誠橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452－ 21：12．04 167．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，844，200円 複勝： 48，910，300円 枠連： 13，624，100円
馬連： 56，522，100円 馬単： 25，644，000円 ワイド： 61，365，700円
3連複： 93，772，100円 3連単： 108，093，600円 計： 443，776，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 280円 � 500円 � 290円 枠 連（5－8） 4，280円

馬 連 �� 9，110円 馬 単 �� 15，510円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 1，530円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 19，680円 3 連 単 ��� 150，130円

票 数

単勝票数 計 358442 的中 � 41784（3番人気）
複勝票数 計 489103 的中 � 47549（3番人気）� 23431（6番人気）� 46390（4番人気）
枠連票数 計 136241 的中 （5－8） 2462（16番人気）
馬連票数 計 565221 的中 �� 4808（29番人気）
馬単票数 計 256440 的中 �� 1240（46番人気）
ワイド票数 計 613657 的中 �� 5368（30番人気）�� 10514（13番人気）�� 6481（25番人気）
3連複票数 計 937721 的中 ��� 3572（59番人気）
3連単票数 計1080936 的中 ��� 522（431番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―11．2―11．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．4―45．6―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．4
3 ・（16，11）（6，8）（10，18）（13，15）（1，17）12（3，9）4－5，14，2，7 4 ・（16，11）（6，8）（10，18）（13，15）（1，17）－（3，12，9）4，5，14（2，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルセンム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．7．18 阪神2着

2018．4．29生 牝4黒鹿 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 13戦2勝 賞金 27，260，000円
〔制裁〕 シゲルセンム号の騎手秋山真一郎は，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：11番・8番）

ユナイテッドハーツ号の騎手丸田恭介は，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：15番）



07069 3月27日 晴 重 （4中京2） 第6日 第9競走 ��
��2，200�

お お か ん ざ く ら

大 寒 桜 賞
発走14時25分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

55 ブラックブロッサム 牡3青 56 横山 武史 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522－ 42：14．1 2．4�

77 サンライズエース 牡3黒鹿56 �島 克駿�ライフハウス 河内 洋 浦河 富田牧場 484－ 22：15．48 6．2�
22 フェーングロッテン 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B478＋ 22：15．6� 10．9�
88 タガノバルコス 牡3鹿 56 秋山真一郎八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 22：16．45 45．5�
33 ジ ル バ ー ン 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース武 英智 千歳 社台ファーム 418－ 82：16．5� 26．0	
44 メイショウゲキリン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504－ 42：17．24 2．3

11 アナザーエデン 牡3鹿 56 荻野 極市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 486－202：19．4大差 85．7�
66 アスクオンディープ 牡3黒鹿56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 B484－ 22：21．6大差 11．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，993，100円 複勝： 44，022，300円 枠連： 発売なし
馬連： 59，906，400円 馬単： 33，830，000円 ワイド： 40，000，500円
3連複： 78，827，500円 3連単： 162，608，000円 計： 469，187，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 300円 �� 500円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 6，140円

票 数

単勝票数 計 499931 的中 � 162884（2番人気）
複勝票数 計 440223 的中 � 128647（2番人気）� 57999（3番人気）� 28415（5番人気）
馬連票数 計 599064 的中 �� 55999（3番人気）
馬単票数 計 338300 的中 �� 21330（4番人気）
ワイド票数 計 400005 的中 �� 38172（3番人気）�� 19950（7番人気）�� 10337（12番人気）
3連複票数 計 788275 的中 ��� 24955（7番人気）
3連単票数 計1626080 的中 ��� 19176（20番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．9―13．0―12．8―12．5―12．0―12．4―11．7―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．0―34．9―47．9―1：00．7―1：13．2―1：25．2―1：37．6―1：49．3―2：01．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックブロッサム 
�
父 キタサンブラック 

�
母父 Orpen デビュー 2022．1．30 中京1着

2019．5．12生 牡3青 母 ポ ー レ ン 母母 On Air 2戦2勝 賞金 16，482，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナザーエデン号・アスクオンディープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

4月27日まで平地競走に出走できない。

07070 3月27日 晴 重 （4中京2） 第6日 第10競走 ��1，900�
す ず か

鈴鹿ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，3．3．27以降4．3．21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

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 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

47 ペルセウスシチー 牡5黒鹿56 横山 武史 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B484－ 21：57．1 4．3�
816 ラヴォラーレ 牡4鹿 54 田辺 裕信 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 522－ 21：57．52� 29．5�
36 ペプチドナイル 牡4鹿 55 武 豊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 524－ 41：58．03 3．5�
24 ベルジュネス �6鹿 54 秋山真一郎岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B464－ 2 〃 クビ 128．4�
510 テイエムマグマ 牡4鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 510＋ 41：58．1クビ 39．6�
612 ナリタフォルテ 牡4鹿 55 岩田 康誠�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 578－ 61：58．42 19．0	
23 ブライトンロック 牡8黒鹿55 勝浦 正樹坂巻 勝彦氏 嘉藤 貴行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：58．6� 62．2

12 メイショウフンジン 牡4黒鹿56 石橋 脩松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 510＋ 2 〃 クビ 10．1�
714 シルヴェリオ 牡5黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B508－ 61：58．92 11．4
11 � エイシンアメンラー 牡5栗 55 柴山 雄一�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 510＋ 81：59．0� 37．6�
713 レプンカムイ 牡4黒鹿55 	島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 478－ 21：59．31� 2．9�
35 チェルアルコ 牝5栗 51 小沢 大仁吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム B518－ 21：59．4� 153．0�
815 スズカパンサー 牡5栗 54 小崎 綾也永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 460－ 81：59．71� 59．7�
59 スズカゴウケツ 牡5鹿 54 池添 謙一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490＋ 2 〃 クビ 50．4�
611 ヴォウジラール �7鹿 55 荻野 極 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 502－122：00．55 201．5�
48 アルーフクライ �8鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482± 02：00．71
 216．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，624，300円 複勝： 83，598，900円 枠連： 25，008，600円
馬連： 129，630，500円 馬単： 50，842，200円 ワイド： 107，759，900円
3連複： 201，469，300円 3連単： 229，895，200円 計： 890，828，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 490円 � 180円 枠 連（4－8） 3，470円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 390円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 30，740円

票 数

単勝票数 計 626243 的中 � 115719（3番人気）
複勝票数 計 835989 的中 � 160373（2番人気）� 33169（7番人気）� 131597（3番人気）
枠連票数 計 250086 的中 （4－8） 5580（11番人気）
馬連票数 計1296305 的中 �� 19364（15番人気）
馬単票数 計 508422 的中 �� 5269（23番人気）
ワイド票数 計1077599 的中 �� 20362（11番人気）�� 77208（3番人気）�� 18741（15番人気）
3連複票数 計2014693 的中 ��� 33411（12番人気）
3連単票数 計2298952 的中 ��� 5422（94番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．1―12．9―12．5―12．2―12．3―12．8―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．2―29．3―42．2―54．7―1：06．9―1：19．2―1：32．0―1：44．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペルセウスシチー �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．14 中山8着

2017．5．14生 牡5黒鹿 母 ローレルオードリー 母母 ア プ レ シ ェ 20戦4勝 賞金 77，916，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 レプンカムイ号の騎手	島克駿は，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10，000円。（被害馬：12番）
※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 アリエノール号・キーフラッシュ号・ゴールドレガシー号・スーパーフェイバー号・ダッチマン号・テリオスベル号・

ハンディーズピーク号

追 加 記 事（第 2回中京競馬第 5日第 3競走）
〔その他〕　　ラスタ号は，競走中に疾病〔左第1指骨剥離骨折〕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。

２レース目



07071 3月27日 晴 重 （4中京2） 第6日 第11競走 ��
��1，200�第52回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

名古屋市長賞・名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 170，000，000円 68，000，000円 43，000，000円 26，000，000円 17，000，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：06．0
1：06．7

良
良
良

12 ナランフレグ 牡6栗 57 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 486－121：08．3 27．8�
59 � ロータスランド 牝5鹿 55 岩田 望来合同会社小林英一

ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &
Dr. Naoya Yoshida 476－ 8 〃 クビ 12．9�

510 キ ル ロ ー ド 	7鹿 57 菊沢 一樹エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B500－ 6 〃 ハナ 225．8�
713 トゥラヴェスーラ 牡7鹿 57 
島 克駿吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 490－ 21：08．4クビ 27．0�
817 メイケイエール 牝4鹿 55 池添 謙一名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 5．2�
47 レシステンシア 牝5鹿 55 横山 武史 	キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 516＋181：08．61 2．2

23 シャインガーネット 牝5栗 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 ハナ 30．0�
612 エイティーンガール 牝6青鹿55 秋山真一郎中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 456± 0 〃 ハナ 128．0�
36 サンライズオネスト 牡5黒鹿57 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 478－ 2 〃 クビ 60．7
715� ファストフォース 牡6黒鹿57 柴山 雄一安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B522＋ 4 〃 同着 204．0�
48 � ジャンダルム 牡7黒鹿57 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited B514＋ 41：08．7クビ 65．0�
818 グレナディアガーズ 牡4鹿 57 福永 祐一 	サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460－ 81：08．8� 5．6�
24 ライトオンキュー 牡7鹿 57 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B518＋ 61：08．9� 80．5�
714 ダイアトニック 牡7鹿 57 岩田 康誠 	シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 474－ 4 〃 クビ 18．4�
11 サ リ オ ス 牡5栗 57 石橋 脩 	シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B550＋ 8 〃 ハナ 10．7�
611 クリノガウディー 牡6栗 57 松岡 正海栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 492－ 21：09．21 64．8�
35 レ イ ハ リ ア 牝4鹿 55 亀田 温心 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 452＋ 61：09．3� 47．2�
816 ダイメイフジ 牡8鹿 57 小沢 大仁宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 530＋ 21：09．4クビ 389．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 770，132，500円 複勝： 822，191，600円 枠連： 401，118，700円 馬連： 1，909，579，200円 馬単： 783，857，200円
ワイド： 1，389，154，300円 3連複： 3，908，042，500円 3連単： 5，699，706，900円 5重勝： 761，320，100円 計： 16，445，103，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 660円 � 420円 � 4，500円 枠 連（1－5） 4，150円

馬 連 �� 13，560円 馬 単 �� 34，720円

ワ イ ド �� 3，490円 �� 40，170円 �� 28，390円

3 連 複 ��� 525，080円 3 連 単 ��� 2，784，560円

5 重 勝
対象競走：中山10R／中京10R／阪神11R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 1，572，040円

票 数

単勝票数 計7701325 的中 � 220889（8番人気）
複勝票数 計8221916 的中 � 333418（9番人気）� 570179（4番人気）� 43882（17番人気）
枠連票数 計4011187 的中 （1－5） 74765（13番人気）
馬連票数 計19095792 的中 �� 109129（35番人気）
馬単票数 計7838572 的中 �� 16932（80番人気）
ワイド票数 計13891543 的中 �� 103943（34番人気）�� 8868（118番人気）�� 12557（105番人気）
3連複票数 計39080425 的中 ��� 5582（439番人気）
3連単票数 計56997069 的中 ��� 1484（2264番人気）
5重勝票数 計7613201 的中 ����� 339

ハロンタイム 12．1―10．3―11．0―11．0―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．4―44．4―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．9
3 ・（7，8）（4，10）（5，15）（1，9，17）（3，11）（13，16）18（2，6）12，14 4 ・（7，8）（4，10）（1，5，15）（9，17）3（13，11，16）（2，6，18）－12，14

勝馬の
紹 介

ナランフレグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．8 東京1着

2016．4．5生 牡6栗 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス 29戦6勝 賞金 330，657，000円
〔制裁〕 ファストフォース号の騎手柴山雄一は，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：5番）
〔その他〕 トゥラヴェスーラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トゥラヴェスーラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年4月27日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ヴェントヴォーチェ号・カイザーメランジェ号

07072 3月27日 晴 重 （4中京2） 第6日 第12競走 ��1，400�
よ っ か い ち

四 日 市 特 別
発走16時25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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 ラフストリーム 牡4鹿 57 秋山 稔樹牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 542＋181：23．5 4．6�
36 ワーズワース 牡4黒鹿57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 504－ 61：23．92� 11．1�
12 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 B504＋ 21：24．0クビ 7．2�
11 マイナーズライト 牡4鹿 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 468＋ 21：24．21� 50．9�
48 � サトノムスタング 牡4黒鹿57 岩田 望来里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket

Farm LLC 476＋ 4 〃 クビ 6．7�
612 キュムロンニンバス 牡4鹿 57 松岡 正海	ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 492－101：24．51	 28．9

510 スカリーワグ 牡4栗 57 藤田菜七子 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 B528＋12 〃 アタマ 8．7�
815 エコロマンボ 牝4鹿 55 岩田 康誠原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 506－101：24．71� 4．3�
24 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± 0 〃 アタマ 43．7
23 
 スズカユース 牝6栗 55 菊沢 一樹永井 啓弍氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 B444－ 4 〃 クビ 164．5�
714 タイキドミニオン 牡4鹿 57 亀田 温心	大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B526＋ 41：24．8クビ 12．6�
611
 コーリンバニラ 牝5芦 55 小沢 大仁伊藤 恵介氏 加藤 和宏 新ひだか 前谷 武志 510＋ 61：25．33 210．4�
713 アオイカツマ 牡4鹿 57 荻野 極新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 61：25．93� 9．8�
47 ペプチドオリバー 牡6栗 57 角田 大和沼川 一彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 490－ 21：26．0� 52．9�
35 マカオンブラン 牡5鹿 57 �島 克駿關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 500＋ 41：26．53 66．1�
59 サ ノ ハ ニ ー 牝5黒鹿55 田辺 裕信佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 B470－181：26．92� 94．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 141，193，900円 複勝： 163，980，100円 枠連： 57，703，000円
馬連： 245，585，400円 馬単： 90，212，100円 ワイド： 229，734，400円
3連複： 393，924，700円 3連単： 431，042，800円 計： 1，753，376，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 330円 � 210円 枠 連（3－8） 1，360円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 860円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 29，980円

票 数

単勝票数 計1411939 的中 � 241742（2番人気）
複勝票数 計1639801 的中 � 227993（2番人気）� 115084（8番人気）� 207640（3番人気）
枠連票数 計 577030 的中 （3－8） 32729（5番人気）
馬連票数 計2455854 的中 �� 68191（11番人気）
馬単票数 計 902121 的中 �� 16491（12番人気）
ワイド票数 計2297344 的中 �� 56971（11番人気）�� 69306（8番人気）�� 45172（15番人気）
3連複票数 計3939247 的中 ��� 43464（23番人気）
3連単票数 計4310428 的中 ��� 10422（67番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．8―12．5―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．1―45．9―58．4―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフストリーム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2020．12．6 中山7着

2018．3．1生 牡4鹿 母 エ ジ ル 母母 One West 7戦3勝 賞金 29，971，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 リスペクタブル号・レジリエンスブルー号
（非抽選馬） 3頭 アマービレ号・チェルシーライオン号・デルマクリスタル号

５レース目



（4中京2）第6日 3月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 186頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

500，790，000円
29，140，000円
6，680，000円
64，860，000円
12，000，000円
79，349，000円
5，781，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
1，333，859，100円
1，561，332，100円
578，219，000円
2，767，606，900円
1，159，295，200円
2，214，186，900円
5，270，153，800円
7，304，778，800円
761，320，100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
5 重 勝
計 22，950，751，900円

総入場人員 5，931名 （有料入場人員 5，553名）



令和4年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，061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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，653，350，000円
13，750，000円
157，880，000円
15，140，000円
215，850，000円
15，000，000円
455，657，000円
30，370，500円
10，185，600円

勝馬投票券売得金
4，524，934，700円
5，952，224，500円
1，687，921，400円
8，446，422，700円
3，574，912，100円
7，469，624，800円
15，138，211，500円
19，264，448，800円
761，320，100円
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�

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
5 重 勝
計 66，820，020，600円

総入場延人員 23，767名 （有料入場延人員 22，178名）
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