
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

07025 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

66 アルタグラシア 牝3鹿 54
53 ☆西村 淳也 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋101：54．7 2．5�
78 プリティーチャンス 牝3青鹿 54

53 ☆岩田 望来廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 450＋ 41：55．55 28．0�
79 シンフェイス 牝3青鹿54 菱田 裕二佐々木 勉氏 武 幸四郎 新ひだか タガミファーム 456－ 61：56．03 3．4�
67 マベルロンジュ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新落合 幸弘氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 468－ 41：56．1� 7．3�
22 カ ト ゥ ー ア 牝3鹿 54 藤井勘一郎増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 476＋ 41：56．41� 10．1	
44 ブライトアイズ 牝3栗 54

52 △団野 大成飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 21：56．61� 8．0

811 トーホウビビアン 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 464－ 81：57．23� 23．7�
33 アルソリート 牝3鹿 54 吉田 隼人 Viridian Keiba Club 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋ 21：57．3� 12．0�
55 エリーズタイフーン 牝3芦 54 高倉 稜二口 雅一氏 吉田 直弘 新冠 イワミ牧場 428± 01：57．4� 38．2
810 シュガーミー 牝3芦 54

53 ☆川又 賢治トライスターレーシング 寺島 良 日高 大江牧場 430－141：58．14 54．3�
（10頭）

11 サンマルキャンディ 牝3黒鹿 54
51 ▲亀田 温心相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 14，431，900円 複勝： 22，861，700円 枠連： 4，148，500円
馬連： 23，836，900円 馬単： 11，973，400円 ワイド： 20，227，400円
3連複： 34，629，300円 3連単： 46，071，000円 計： 178，180，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 440円 � 120円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 5，260円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 220円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 30，890円

票 数

単勝票数 差引計 144319（返還計 1765） 的中 � 45500（1番人気）
複勝票数 差引計 228617（返還計 3809） 的中 � 57413（2番人気）� 7593（8番人気）� 58722（1番人気）
枠連票数 差引計 41485（返還計 1094） 的中 （6－7） 10209（1番人気）
馬連票数 差引計 238369（返還計 7485） 的中 �� 3510（19番人気）
馬単票数 差引計 119734（返還計 4793） 的中 �� 1106（31番人気）
ワイド票数 差引計 202274（返還計 8653） 的中 �� 3177（18番人気）�� 29238（1番人気）�� 2538（22番人気）
3連複票数 差引計 346293（返還計 20383） 的中 ��� 5327（18番人気）
3連単票数 差引計 460710（返還計 32052） 的中 ��� 1081（113番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―13．6―12．8―12．0―12．4―12．8―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―39．1―51．9―1：03．9―1：16．3―1：29．1―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルタグラシア �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Candy Ride デビュー 2019．8．31 小倉4着

2017．2．8生 牝3鹿 母 エヴィータアルゼンティーナ 母母 Jealous Wildcat 4戦1勝 賞金 7，450，000円
〔出走取消〕 サンマルキャンディ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。

07026 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

815 オーマイオーマイ 牡3鹿 56
55 ☆西村 淳也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 470＋ 21：26．0 14．7�

48 アスピラール 牡3鹿 56
55 ☆岩田 望来山口 敦広氏 須貝 尚介 新ひだか 城地牧場 486＋ 21：26．42� 20．3�

24 ツキマデトドケ 牡3栗 56 横山 武史�レッドマジック田島 俊明 浦河 栄進牧場 486－ 21：26．72 2．0�
47 マロンジェム 牡3栗 56 吉田 隼人�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482－ 6 〃 クビ 83．5�
36 ストームシップ 牡3栗 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 アラキフアーム 466＋ 81：26．8� 38．3�
816 ガラスノヒトミ 牡3栗 56 高倉 稜野田 善己氏 角居 勝彦 むかわ 市川牧場 464＋ 21：26．9� 6．7	
611 ニシノリーチキング 牡3青鹿 56

54 △団野 大成西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 498－ 8 〃 ハナ 7．2

59 スヴァジルファリ 牡3青 56 菱田 裕二吉田 千津氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 534－181：27．11� 10．4�
713 フジノヤマテソーロ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前田牧場 492－ 2 〃 クビ 20．9�

714 ソルトクリスタル 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 広田牧場 480＋ 21：27．2� 195．7

12 テ ィ ン パ ニ 牡3黒鹿 56
53 ▲山田 敬士池田 草龍氏 粕谷 昌央 新冠 上井農場 B498－ 81：27．3� 113．1�

23 プレミアムレイ 牝3青 54 藤井勘一郎 H.F Association 大竹 正博 日高 門別牧場 466－ 8 〃 アタマ 40．3�
612 ゴールデンブランコ 牡3栗 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 奥村 武 新冠 大栄牧場 456－101：27．4� 145．7�
510 ラ イ ト マ ン 牡3鹿 56 酒井 学吉澤 克己氏 宮本 博 日高 新井 昭二 B500－ 21：27．5� 19．8�
35 サクラシャムロック 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 21：27．92� 17．1�
11 キクノヴィゴ 牡3栗 56 岡部 誠菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか 沖田 哲夫 490＋ 81：29．07 96．2�

（愛知）

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，835，100円 複勝： 29，318，000円 枠連： 5，906，600円
馬連： 29，654，900円 馬単： 13，587，000円 ワイド： 27，304，500円
3連複： 48，083，800円 3連単： 50，197，000円 計： 221，886，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 410円 � 520円 � 140円 枠 連（4－8） 2，520円

馬 連 �� 9，630円 馬 単 �� 18，420円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 670円 �� 850円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 80，510円

票 数

単勝票数 計 178351 的中 � 9689（5番人気）
複勝票数 計 293180 的中 � 15223（7番人気）� 11527（9番人気）� 73760（1番人気）
枠連票数 計 59066 的中 （4－8） 1811（11番人気）
馬連票数 計 296549 的中 �� 2385（28番人気）
馬単票数 計 135870 的中 �� 553（64番人気）
ワイド票数 計 273045 的中 �� 2588（29番人気）�� 10827（4番人気）�� 8399（8番人気）
3連複票数 計 480838 的中 ��� 4798（22番人気）
3連単票数 計 501970 的中 ��� 452（252番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．2―12．0―12．5―13．2―14．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーマイオーマイ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．12．7 阪神7着

2017．3．3生 牡3鹿 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 中京競馬 第３日



07027 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

稍重
重

34 アサカディオネ 牝3栗 54 中井 裕二�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 440－ 81：12．6 1．3�
11 グラナートロート 牝3栗 54

53 ☆西村 淳也 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 452－ 21：13．45 13．8�
22 マーブルレディー 牝3鹿 54 菱田 裕二下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 442＋ 21：13．5� 15．5�
610 ハギノオーロ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 496＋141：13．81� 42．8�
815 ミキノエイトビート 牝3鹿 54 酒井 学谷口 久和氏 大橋 勇樹 日高 浜本牧場 424－ 21：13．9� 81．8�
47 シーハーハー 牝3黒鹿 54

53 ☆岩田 望来長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 472± 01：14．43 4．6	
713 ペプチドサクラ 牝3黒鹿54 吉田 隼人沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 466－ 21：14．5� 21．0

46 ザ ハ ロ ワ 牝3鹿 54 嶋田 純次ホースアディクト天間 昭一 むかわ 桑原牧場 458－10 〃 クビ 514．1�
611 セイレーンズベルン 牝3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 414－ 21：14．6� 49．2�
59 ジ ョ イ 牝3栗 54

53 ☆川又 賢治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 岡本 昌市 442－101：14．7� 371．1
814 トーアコハク 牝3鹿 54 岡部 誠高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 466＋281：14．91� 116．6�

（愛知）

35 ディキシーグロウ 牝3青鹿 54
52 △団野 大成窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 418－ 61：15．0� 46．7�

23 カガジャドール 牝3黒鹿 54
51 ▲服部 寿希香川 憲次氏 大江原 哲 新冠 ハシモトフアーム 464＋121：15．53 353．3�

58 サンマルジョオー 牝3鹿 54 黛 弘人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 390－121：16．13� 362．3�
712 ナガラチェリー 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心 長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 426＋161：17．8大差 109．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，009，500円 複勝： 82，582，100円 枠連： 5，424，800円
馬連： 31，476，500円 馬単： 18，556，500円 ワイド： 28，757，500円
3連複： 48，319，700円 3連単： 78，706，700円 計： 316，833，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 300円 � 200円 枠 連（1－3） 1，020円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 450円 �� 370円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 8，200円

票 数

単勝票数 計 230095 的中 � 137276（1番人気）
複勝票数 計 825821 的中 � 629296（1番人気）� 17608（5番人気）� 31129（3番人気）
枠連票数 計 54248 的中 （1－3） 4110（4番人気）
馬連票数 計 314765 的中 �� 25935（3番人気）
馬単票数 計 185565 的中 �� 12056（4番人気）
ワイド票数 計 287575 的中 �� 16573（4番人気）�� 21373（2番人気）�� 4297（16番人気）
3連複票数 計 483197 的中 ��� 12208（9番人気）
3連単票数 計 787067 的中 ��� 6952（20番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．4―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．6―47．0―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 4（7，10）（1，14）－（2，13）15－11，5，12，3－8，9，6 4 4（1，7）10－（2，14）13（11，15）5－12，3－（8，6，9）

勝馬の
紹 介

アサカディオネ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．10．26 京都2着

2017．4．30生 牝3栗 母 アサカプティット 母母 プティットイル 4戦1勝 賞金 11，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナガラチェリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月7日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07028 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第4競走 ��3，000�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：16．2良

68 レンジストライク 牡5黒鹿60 石神 深一 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524＋ 23：18．4 5．7�

69 � リボンナイト 牡6鹿 60 田村 太雅吉田 勝利氏 村山 明 新冠 ハクツ牧場 450－ 43：18．61� 1．7�
57 � スフバータル 牡7栗 60 草野 太郎�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 522＋ 63：20．08 12．5�
56 � ピースプレイヤー 牡4鹿 59 北沢 伸也飯田 正剛氏 高野 友和 米 Jack Sims 496＋ 63：20．1	 8．5�
710 ブルベアボルド 牡4鹿 59 中村 将之 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 536＋ 6 〃 クビ 56．9	
11 � アーネストホープ 
6栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 482－ 43：20．31� 7．0

22 マンノグランプリ 牡4鹿 59 西谷 誠萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 514± 03：21．36 20．6�
44 スマートウェールズ 牡6黒鹿60 大庭 和弥大川 徹氏 古賀 史生 浦河 杵臼牧場 470－ 43：21．61� 65．3�
711� トキメキジュピター 牡5黒鹿60 小野寺祐太杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 500± 03：23．4大差 345．5
813 ギブアンドテイク 
9栗 60 蓑島 靖典嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 472－ 63：24．03	 66．1�
33 リーチザサミット 
4青鹿59 大江原 圭岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 426－ 83：24．53 62．6�
812 メイショウカマクラ 牡7青鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 540＋243：29．9大差 28．5�
45 タイセイシュラーク 牡5黒鹿60 上野 翔田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 柏木 一則 488± 0 （競走中止） 99．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，370，700円 複勝： 18，677，400円 枠連： 4，899，500円
馬連： 18，732，800円 馬単： 10，483，200円 ワイド： 15，937，300円
3連複： 34，443，800円 3連単： 46，042，600円 計： 165，587，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 110円 � 190円 枠 連（6－6） 760円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 310円 �� 910円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 9，690円

票 数

単勝票数 計 163707 的中 � 22804（2番人気）
複勝票数 計 186774 的中 � 18207（3番人気）� 76625（1番人気）� 17576（5番人気）
枠連票数 計 48995 的中 （6－6） 4975（3番人気）
馬連票数 計 187328 的中 �� 19001（3番人気）
馬単票数 計 104832 的中 �� 5596（4番人気）
ワイド票数 計 159373 的中 �� 13898（3番人気）�� 4032（12番人気）�� 11090（4番人気）
3連複票数 計 344438 的中 ��� 14216（5番人気）
3連単票数 計 460426 的中 ��� 3443（22番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 52．0－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」
1
�
3＝4，9，1－6（10，8）－2＝13＝11，7－12
3－9，10（4，1）（6，8）＝2－7－13＝11＝12

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

勝馬の
紹 介

レンジストライク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．3．2生 牡5黒鹿 母 フィールドサンデー 母母 エンドイットダーリン 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 タイセイシュラーク号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。なお，同馬は競

走中止後に疾病〔急性心不全〕を発症し死亡。
※出走取消馬 エンシュラウド号（疾病〔左前肢跛行〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アーブルルージュ号・シゲルシマダイ号・ジャスパーゲラン号・レヴァンテライオン号



07029 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第5競走 ��3，300�障害4歳以上オープン
発走12時10分 （ 芝 ）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：34．3稍重

610� ルグランフリソン 牡7鹿 60 高田 潤前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 492＋ 43：35．6 9．7�

711 オールマンリバー 牡8黒鹿62 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 512± 03：35．92 17．8�
58 スワーヴポルトス 牡5鹿 60 森 一馬�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 450± 03：36．32� 7．9�
34 トラキアンコード �8芦 60 石神 深一原 	子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 63：36．93� 10．2�
22 プラチナアッシュ �5黒鹿62 白浜 雄造畑佐 博氏 寺島 良 日高 いとう牧場 488＋ 83：37．11� 1．5�
57 クリノサンスーシ 牝7鹿 58 佐久間寛志栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 466± 03：37．95 44．3	
45 マイネルレオーネ 牡8黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406－ 23：38．22 9．7

712
 サダムドミニック �6黒鹿60 田村 太雅大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 462＋223：38．3クビ 131．6�
46 ブレイクスピアー 牡5青鹿60 熊沢 重文前田 葉子氏 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 498＋103：38．93� 29．4�
814 ヒロノタイリク 牡5栗 60 難波 剛健高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 514± 03：39．0� 344．1
33 ワンスインアライフ 牡7鹿 60 北沢 伸也前田 幸治氏 谷 潔 浦河 宮内牧場 494＋183：39．21� 62．6�
11 ドラゴンストーム �8青鹿60 大江原 圭窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 03：40．37 138．6�
69 レッドライジェル �8鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446＋ 43：40．4クビ 40．9�
813 インフルエンサー 牡6鹿 60 草野 太郎中西 功氏 深山 雅史 浦河 中村 雅明 444－ 43：43．8大差 116．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，712，700円 複勝： 23，697，800円 枠連： 5，359，100円
馬連： 22，437，700円 馬単： 13，341，000円 ワイド： 21，230，300円
3連複： 40，681，300円 3連単： 57，705，500円 計： 199，165，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 300円 � 490円 � 280円 枠 連（6－7） 3，690円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 10，950円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 890円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 10，740円 3 連 単 ��� 78，930円

票 数

単勝票数 計 147127 的中 � 12034（4番人気）
複勝票数 計 236978 的中 � 21670（5番人気）� 11650（6番人気）� 23597（3番人気）
枠連票数 計 53591 的中 （6－7） 1124（14番人気）
馬連票数 計 224377 的中 �� 3150（19番人気）
馬単票数 計 133410 的中 �� 913（32番人気）
ワイド票数 計 212303 的中 �� 3501（17番人気）�� 6279（8番人気）�� 3531（16番人気）
3連複票数 計 406813 的中 ��� 2840（36番人気）
3連単票数 計 577055 的中 ��� 530（214番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 53．6－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

�
�

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

勝馬の
紹 介

�ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．8．2 新潟1着

2013．3．21生 牡7鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 障害：6戦2勝 賞金 33，700，000円
〔騎手変更〕 ドラゴンストーム号の騎手上野翔は，第4競走での落馬負傷のため大江原圭に変更。
〔その他〕 ブレイクスピアー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブレイクスピアー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 タイセイアプローズ号・フライクーゲル号・ブルベアセロリ号
（非抽選馬） 2頭 シゲルピーマン号・ジャズファンク号

07030 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第6競走 ��1，900�3歳未勝利
発走12時45分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

57 ド ス ハ ー ツ 牡3黒鹿56 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 470－ 42：02．5 3．2�
45 スマイリースマイル 牡3栗 56 中谷 雄太橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 B506－16 〃 クビ 45．7�
11 キングダムナイツ 牡3鹿 56

54 △団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 446－ 82：02．6� 3．6�
814 マコトナキギツネ 牡3芦 56

55 ☆川又 賢治�ディアマント 高橋 義忠 様似 出口 繁夫 492－ 6 〃 アタマ 7．7�
33 ナリタサーガ 牡3鹿 56 柴山 雄一�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 454－ 42：03．02� 46．9�
813 キーンウィット 牡3栗 56 吉田 隼人水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 486－ 22：03．1クビ 195．3	
34 ゼンダンイワミ 牡3黒鹿56 �島 良太渡邊 善男氏 飯田 雄三 安平 �橋本牧場 492－ 62：04．37 44．7

610 テイルウォーク 牡3黒鹿 56

55 ☆西村 淳也金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：04．51� 4．3�

712 グエルリエーロ 牡3鹿 56 藤井勘一郎�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 464－ 42：04．71	 96．5�
58 サンライズヘルメス 牡3鹿 56

55 ☆岩田 望来松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 478－ 22：05．12� 7．6
22 メイプルスター 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗節 英司氏 大江原 哲 新冠 安達 洋生 478± 02：05．3� 12．2�
711 グラッツィエディオ 牝3栗 54 岡部 誠安原 浩司氏 戸田 博文 新ひだか 岡田牧場 B468＋ 42：06．04 343．1�

（愛知）

46 クレアトゥール 牡3鹿 56
53 ▲亀田 温心 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 456－12 〃 クビ 156．6�
69 ニシノイガッタ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣西山 茂行氏 北出 成人 新冠 村上 欽哉 534－122：09．3大差 340．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，634，300円 複勝： 34，750，300円 枠連： 5，833，700円
馬連： 32，884，100円 馬単： 16，022，100円 ワイド： 28，037，500円
3連複： 47，048，400円 3連単： 57，025，600円 計： 245，236，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 820円 � 150円 枠 連（4－5） 4，720円

馬 連 �� 8，260円 馬 単 �� 16，780円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 310円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 8，390円 3 連 単 ��� 59，740円

票 数

単勝票数 計 236343 的中 � 58428（1番人気）
複勝票数 計 347503 的中 � 76461（1番人気）� 6986（9番人気）� 67773（2番人気）
枠連票数 計 58337 的中 （4－5） 957（17番人気）
馬連票数 計 328841 的中 �� 3083（20番人気）
馬単票数 計 160221 的中 �� 716（46番人気）
ワイド票数 計 280375 的中 �� 2420（28番人気）�� 27126（1番人気）�� 2605（26番人気）
3連複票数 計 470484 的中 ��� 4201（24番人気）
3連単票数 計 570256 的中 ��� 692（182番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―11．6―14．4―13．6―12．3―12．7―13．1―12．8―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．4―30．0―44．4―58．0―1：10．3―1：23．0―1：36．1―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ス ハ ー ツ �
�
父 ウインバリアシオン �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2020．1．26 京都13着

2017．3．25生 牡3黒鹿 母 バーニングラブ 母母 チャーチポイント 4戦1勝 賞金 6，910，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノイガッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月7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〕 グラッツィエディオ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月7日まで平地競走に出走で

きない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



07031 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・左）

若手騎手；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

811 ブラックヒューマー 牝3黒鹿 54
53 ☆岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 62：04．0 10．7�
78 タンジェリンムーン 牝3芦 54

53 ☆斎藤 新 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 クビ 1．8�
33 アンストッパブル 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 472－ 22：04．21� 6．6�
79 スズカペンダント 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心永井 啓弍氏 杉山 晴紀 むかわ 新井牧場 430± 02：04．94 11．8�
67 メイショウヒトハル 牝3黒鹿 54

52 △団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 474－ 22：05．0� 10．1�
810 キクノアオラ 牡3鹿 56 加藤 祥太菊池 五郎氏 今野 貞一 浦河 高村牧場 488＋ 82：05．85 33．7	
55 シセイイワイ 牝3青鹿 54

51 ▲服部 寿希猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 426－12 〃 アタマ 347．9

22 エースインザハート 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗西村 �平氏 大江原 哲 日高 三輪牧場 450＋ 22：06．33 37．3�
66 ニシノコードブルー 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 454－ 22：06．83 81．1
44 アプローズパワー 牝3鹿 54 井上 敏樹吉野 弘司氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 434± 02：07．22� 471．4�
11 トラストバディ 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 480 ―2：12．0大差 4．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，923，400円 複勝： 33，563，500円 枠連： 4，007，100円
馬連： 25，444，400円 馬単： 13，778，900円 ワイド： 22，082，200円
3連複： 33，916，600円 3連単： 57，786，000円 計： 212，502，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 170円 � 110円 � 190円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 320円 �� 860円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 11，980円

票 数

単勝票数 計 219234 的中 � 16387（5番人気）
複勝票数 計 335635 的中 � 31784（3番人気）� 158598（1番人気）� 27366（5番人気）
枠連票数 計 40071 的中 （7－8） 8164（1番人気）
馬連票数 計 254444 的中 �� 25970（4番人気）
馬単票数 計 137789 的中 �� 3976（9番人気）
ワイド票数 計 220822 的中 �� 18196（5番人気）�� 5742（13番人気）�� 21563（4番人気）
3連複票数 計 339166 的中 ��� 14817（9番人気）
3連単票数 計 577860 的中 ��� 3496（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―38．7―51．9―1：04．8―1：17．1―1：29．2―1：40．5―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3
11，10（3，8，7）2，9，5（4，6）－1
11（10，7）（3，8，9）（2，6）5－4＝1

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

勝馬の
紹 介

ブラックヒューマー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 King’s Best デビュー 2019．6．9 阪神4着

2017．3．21生 牝3黒鹿 母 フェリシタス 母母 Embassy 4戦1勝 賞金 6，710，000円
〔制裁〕 ニシノコードブルー号の騎手山田敬士は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔その他〕 トラストバディ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

07032 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

48 グレートバニヤン 牡4鹿 57
56 ☆岩田 望来 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 544＋ 61：24．5 2．3�

612 キタノユウキ 牡5鹿 57
56 ☆斎藤 新河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B554± 0 〃 アタマ 8．0�

11 ミッキーチャイルド 牡5鹿 57 菱田 裕二野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 492＋141：25．35 6．2�
611 ジ ー ニ ー 牡4鹿 57 吉田 隼人ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 504＋141：25．62 9．9�
47 ロークアルルージュ 牡4芦 57 柴山 雄一尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B552－ 2 〃 クビ 10．0	
36 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 462－ 81：25．92 11．9


（独）

59 	 スズカビステー 牡4鹿 57 
島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 伏木田牧場 448－ 21：26．0� 95．9�
816 デルマカミカゼ 牡5黒鹿 57

54 ▲亀田 温心浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 464± 0 〃 ハナ 9．9�
35 �	 ラジオタイソウ 牡5鹿 57 岡部 誠冨士井直哉氏 森 秀行 米 Royal Oak

Farm, LLC 524－ 21：26．1クビ 57．2
（愛知）

24 ハギノフロンティア 5栗 57 岡田 祥嗣日隈 良江氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 516－ 4 〃 クビ 68．5�
12 ニシノダンテ 牡5青鹿57 酒井 学西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 506＋161：26．2クビ 27．4�
23 ジュンノサップ 牡4鹿 57 藤井勘一郎河合 純二氏 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 484± 01：26．83� 194．2�
510 ディーズファンシー 牝4栗 55

54 ☆西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 394＋ 61：27．22� 76．1�
714	 タ ナ ロ ア 牡4鹿 57 加藤 祥太名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 426＋ 21：27．3� 54．0�
815	 テ キ ー ラ 牡4栗 57

55 △団野 大成芹澤 精一氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 532－ 61：27．51� 89．1�
713 アヴォンリー 牝4栗 55

54 ☆川又 賢治田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 466－ 61：27．6� 46．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，125，200円 複勝： 32，245，500円 枠連： 7，313，900円
馬連： 34，835，300円 馬単： 14，152，000円 ワイド： 31，691，300円
3連複： 53，080，500円 3連単： 60，775，100円 計： 255，218，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 210円 � 170円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 410円 �� 340円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 8，940円

票 数

単勝票数 計 211252 的中 � 73391（1番人気）
複勝票数 計 322455 的中 � 94481（1番人気）� 30001（3番人気）� 42281（2番人気）
枠連票数 計 73139 的中 （4－6） 11282（1番人気）
馬連票数 計 348353 的中 �� 27743（2番人気）
馬単票数 計 141520 的中 �� 6496（3番人気）
ワイド票数 計 316913 的中 �� 20205（2番人気）�� 25226（1番人気）�� 8610（7番人気）
3連複票数 計 530805 的中 ��� 16909（2番人気）
3連単票数 計 607751 的中 ��� 4926（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．1―12．0―12．7―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―34．0―46．0―58．7―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレートバニヤン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2018．6．3 阪神5着

2016．3．11生 牡4鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 13戦2勝 賞金 23，800，000円
〔制裁〕 アヴォンリー号の騎手川又賢治は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンマルフラッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07033 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第9競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

22 ハイエストクイーン 牝5黒鹿 55
54 ☆川又 賢治山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 81：54．5 13．3�

33 アラゴネーゼ 牝4芦 55 横山 武史�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 6．6�
66 ワインレッドローズ 牝4黒鹿 55

53 △団野 大成飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 478＋101：55．03 2．4�
77 ハクサンライラック 牝4栗 55 加藤 祥太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 492－ 4 〃 ハナ 14．8�
55 ドゥエルメス 牝4黒鹿55 A．シュタルケ 大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 506－ 61：56．27 4．0�

（独）

78 � エ ナ ホ ー プ 牝6黒鹿 55
54 ☆斎藤 新宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 498－ 81：56．3� 7．2	

44 サイモンオーキッド 牝4鹿 55 岡部 誠澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 01：56．4	 33．6


（愛知）

810 エターナルディーバ 牝4栗 55
54 ☆西村 淳也 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム B442＋ 41：56．93 9．2�

89 ベリッシモファルコ 牝4栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B452－ 21：57．22 109．3
11 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 424－121：58．15 44．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 17，168，500円 複勝： 20，300，600円 枠連： 3，665，200円
馬連： 24，182，600円 馬単： 13，233，200円 ワイド： 21，889，100円
3連複： 32，456，000円 3連単： 52，876，800円 計： 185，772，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 260円 � 160円 � 120円 枠 連（2－3） 2，220円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 850円 �� 440円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 18，330円

票 数

単勝票数 計 171685 的中 � 10298（6番人気）
複勝票数 計 203006 的中 � 13972（6番人気）� 31002（3番人気）� 60464（1番人気）
枠連票数 計 36652 的中 （2－3） 1275（12番人気）
馬連票数 計 241826 的中 �� 7634（9番人気）
馬単票数 計 132332 的中 �� 1691（22番人気）
ワイド票数 計 218891 的中 �� 6064（13番人気）�� 12621（4番人気）�� 18414（2番人気）
3連複票数 計 324560 的中 ��� 11747（7番人気）
3連単票数 計 528768 的中 ��� 2091（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．7―51．5―1：03．3―1：15．4―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイエストクイーン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．9 京都13着

2015．5．6生 牝5黒鹿 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 17戦2勝 賞金 15，600，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07034 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第10競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

発走14時50分 （芝・左）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

68 ジュンライトボルト 牡3鹿 56 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－ 21：34．5 4．5�
69 コスミックエナジー 牝3栗 54 岩田 望来吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋12 〃 クビ 6．9�
57 ラキャラントシス 牝3栗 54 横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 472－ 81：34．6� 29．3�
710 シ ャ レ ー ド 牝3栗 54 岡田 祥嗣寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 ハナ 10．6�
22 シーシーサザン 牝3黒鹿54 斎藤 新吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 ハナ 16．2�
44 ピュアカラー 牝3黒鹿54 A．シュタルケ 	サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 アタマ 11．9


（独）

812 ザ イ ラ 牝3鹿 54 中谷 雄太吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 494＋101：34．7� 47．1�
813 ギ ベ ル テ ィ 牡3黒鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 41：35．01� 2．5�
711 アサケエース 牡3鹿 56 西村 淳也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 428＋ 61：35．32 9．0
11 ウインドラブリーナ 牝3黒鹿54 	島 良太福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 410－ 4 〃 クビ 15．9�
33 
 エイシンハルニレ 牡3鹿 56 岡部 誠吉田 勝利氏 角田 輝也 浦河 栄進牧場 452± 01：35．93� 211．2�

（愛知） （愛知）

56 ジャストナウ 牡3芦 56 菱田 裕二杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 418± 01：36．11� 44．0�
45 マコトジェムチュク 牝3黒鹿54 荻野 琢真�ディアマント 寺島 良 千歳 社台ファーム 406± 01：37．710 122．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，173，500円 複勝： 43，688，300円 枠連： 9，816，800円
馬連： 51，727，200円 馬単： 21，838，300円 ワイド： 43，696，600円
3連複： 77，062，800円 3連単： 92，961，300円 計： 369，964，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 210円 � 560円 枠 連（6－6） 1，780円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，140円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 14，560円 3 連 単 ��� 58，150円

票 数

単勝票数 計 291735 的中 � 50982（2番人気）
複勝票数 計 436883 的中 � 72693（2番人気）� 57676（3番人気）� 16008（9番人気）
枠連票数 計 98168 的中 （6－6） 4256（5番人気）
馬連票数 計 517272 的中 �� 21440（6番人気）
馬単票数 計 218383 的中 �� 5093（10番人気）
ワイド票数 計 436966 的中 �� 17684（4番人気）�� 5133（28番人気）�� 4305（31番人気）
3連複票数 計 770628 的中 ��� 3969（54番人気）
3連単票数 計 929613 的中 ��� 1159（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．3―47．1―59．0―1：10．7―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンライトボルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．21 中京3着

2017．4．27生 牡3鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 7戦2勝 賞金 23，777，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



07035 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第11競走 ��
��1，200�中京スポーツ杯

発走15時25分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下），31．3．2以降2．3．1まで1回以上出走馬；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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ワールドフォーラブ 牝6黒鹿54 吉田 隼人吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 458＋ 81：08．5 4．6�
36 � ズ ア ー 牡6鹿 56 A．シュタルケ 吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 514± 0 〃 クビ 4．9�
（独）

24 ケ ワ ロ ス 牝5鹿 52 高倉 稜 �ニッシンホール
ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 448＋101：08．6� 63．0�

818 ラ ミ エ ル 牝4鹿 54 西村 淳也桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 454＋ 61：08．7� 12．0�
713 シュエットヌーベル 牝6栗 51 岡部 誠 �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 B468＋ 41：08．8	 82．6�
（愛知）

817 ブリングイットオン 牝4鹿 51 荻野 琢真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 446＋ 61：08．9クビ 140．6	

48 キャスパリーグ 牝6鹿 55 岩田 望来杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462＋ 8 〃 クビ 3．5

23 サウンドドゥイット 牡8鹿 53 中谷 雄太増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 458＋ 21：09．0	 55．4�
715 イ キ オ イ 牡8鹿 54 酒井 学西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 460＋ 21：09．1	 63．6�
510 アズマヘリテージ 牝4栗 52 森 裕太朗東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 480＋ 41：09．2	 26．1
612 ラ シ ェ ー ラ 牝4鹿 52 団野 大成 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 452＋ 21：09．3	 10．1�
35 カワキタピリカ 牡7鹿 52 嶋田 純次川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B506－ 2 〃 クビ 98．1�
47 スタークォーツ 牝4青鹿52 川又 賢治輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 486＋ 41：09．4	 21．0�
816 スズカフェラリー 牝5鹿 53 藤井勘一郎永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 436± 0 〃 ハナ 8．5�
11 
 ハーキーステップ 牡4青鹿54 菱田 裕二宮田美恵子氏 浜田多実雄 浦河 金成吉田牧場 486＋ 6 〃 クビ 24．0�
59 サヤカチャン 牝5鹿 52 加藤 祥太瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 458＋ 81：09．5	 27．7�
714 プッシュアゲン 牡7栗 52 黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 514＋ 4 〃 アタマ 107．9�
611 パッションチカ 牝6鹿 50 亀田 温心冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 436－ 4 〃 クビ 314．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，290，300円 複勝： 63，143，400円 枠連： 27，337，700円
馬連： 138，175，100円 馬単： 49，021，300円 ワイド： 88，468，700円
3連複： 236，924，200円 3連単： 250，366，200円 計： 897，726，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 230円 � 1，490円 枠 連（1－3） 1，090円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，650円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 16，710円 3 連 単 ��� 66，310円

票 数

単勝票数 計 442903 的中 � 76604（2番人気）
複勝票数 計 631434 的中 � 107872（2番人気）� 74147（3番人気）� 8298（15番人気）
枠連票数 計 273377 的中 （1－3） 19376（4番人気）
馬連票数 計1381751 的中 �� 101250（2番人気）
馬単票数 計 490213 的中 �� 16550（4番人気）
ワイド票数 計 884687 的中 �� 51084（2番人気）�� 5933（36番人気）�� 5674（40番人気）
3連複票数 計2369242 的中 ��� 10632（43番人気）
3連単票数 計2503662 的中 ��� 2737（183番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．5―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．0―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．0
3 7（4，6）（3，18）（2，9，8）（1，17）14（10，13）（12，16）15－（5，11） 4 7（4，6）（3，18）（2，8）9（1，17）（10，14）（12，13）16，15（5，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワールドフォーラブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．1．7 京都1着

2014．5．11生 牝6黒鹿 母 ユニバーサル 母母 エリモエクセル 24戦4勝 賞金 72，481，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マッスルマサムネ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

07036 3月7日 晴 良 （2中京1） 第3日 第12競走 ��1，600�
か り や

刈 谷 特 別
発走16時00分 （芝・左）

4歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
1：32．3
1：30．3

良
良

816 ナスノシンフォニー 牝5栗 55 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 474＋ 61：33．6 2．5�

36 ショウナンサスケ 牡7鹿 57 菱田 裕二国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 478－ 21：33．81� 12．2�
714 トウカイオルデン 牡5鹿 57 岩田 望来内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 474－141：33．9クビ 16．2�
713� カンパーニャ 牡4栗 57 柴山 雄一村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 450± 0 〃 クビ 5．6�
815 ショーヒデキラ 牡4鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 478－ 41：34．11 11．9�
510 ケ ル ベ ロ ス 牡7黒鹿57 斎藤 新菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 468＋241：34．42 156．1	
47 フジマサディープ 牡4鹿 57 酒井 学藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 496－ 41：34．5� 19．1

48 コスモミローディア 牡4黒鹿57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 452－ 21：34．71 208．6�
611 タニノミステリー �5黒鹿57 	島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 432－ 41：34．8
 72．7
612 セントセシリア 牝4栗 55 中谷 雄太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 398＋ 81：34．9� 199．6�
23 � アルディテッツァ 牡4鹿 57 藤井勘一郎�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 01：35．11� 9．1�
11 ダイシンクイント 牡6黒鹿57 岡部 誠大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 492－ 41：35．2� 36．9�

（愛知）

59 � ショーマノキセキ 牡5鹿 57 加藤 祥太塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 482＋ 61：35．41� 548．8�
24 アドマイヤレオ 牡4鹿 57 A．シュタルケ 近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486－121：35．61� 5．0�

（独）

12 レ オ 牡4芦 57 団野 大成 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 508－ 41：36．45 34．2�

35 � ダノングローリア 牡6鹿 57 西村 淳也�ダノックス 村山 明 新ひだか タイヘイ牧場 466± 01：37．03� 120．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，326，800円 複勝： 51，807，800円 枠連： 16，729，900円
馬連： 70，391，500円 馬単： 28，115，400円 ワイド： 55，394，700円
3連複： 105，728，200円 3連単： 124，606，200円 計： 495，100，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 270円 � 310円 枠 連（3－8） 1，280円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 690円 �� 750円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 24，040円

票 数

単勝票数 計 423268 的中 � 132851（1番人気）
複勝票数 計 518078 的中 � 129709（1番人気）� 42823（4番人気）� 35530（7番人気）
枠連票数 計 167299 的中 （3－8） 10091（4番人気）
馬連票数 計 703915 的中 �� 32842（4番人気）
馬単票数 計 281154 的中 �� 7765（6番人気）
ワイド票数 計 553947 的中 �� 21225（4番人気）�� 19209（7番人気）�� 6701（26番人気）
3連複票数 計1057282 的中 ��� 12387（18番人気）
3連単票数 計1246062 的中 ��� 3757（56番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―11．2―11．0―11．2―11．8―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―23．6―34．8―45．8―57．0―1：08．8―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F36．6

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

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

勝馬の
紹 介

ナスノシンフォニー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．7．22 福島1着

2015．4．15生 牝5栗 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 7戦2勝 賞金 37，041，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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 スキップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（2中京1）第3日 3月7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 166頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

185，730，000円
18，050，000円
1，520，000円
20，600，000円
68，271，500円
6，158，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
286，001，900円
456，636，400円
100，442，800円
503，779，000円
224，102，300円
404，717，100円
792，374，600円
975，120，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，743，174，100円

総入場人員 ０名 （有料入場人員 ０名）

特 記 事 項
第1回中京競馬第3日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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