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07085 3月29日 雨 不良 （2中京1） 第8日 第1競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走10時05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� トレーンベアラー 牝3鹿 54 北村 友一吉田 和子氏 石坂 正 米
Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

434－ 61：24．7 3．1�
713 ダ ッ チ マ ン �3青鹿56 松若 風馬小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444± 01：25．55 30．2�
47 マロンジェム 牡3栗 56 田辺 裕信�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B484＋ 21：26．03 43．0�
714 ヒルノアントラ 牡3青鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B472± 0 〃 クビ 3．4�
35 アスピラール 牡3鹿 56 岩田 康誠山口 敦広氏 須貝 尚介 新ひだか 城地牧場 486± 01：26．1クビ 14．5�
24 ファンキーゴールド 牡3黒鹿56 藤岡 佑介増田 和啓氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 16．8	
12 ランバダフレイバー 牡3鹿 56 伊藤 工真尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 430－ 61：26．2クビ 123．1

59 レーニンテソーロ 牡3栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：26．51	 10．5�
36 ナムラサバイバー 牡3芦 56

55 ☆菊沢 一樹奈村 信重氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 464＋ 2 〃 ハナ 145．4�
611 ストームシップ 牡3栗 56 和田 竜二岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 アラキフアーム 472＋ 6 〃 クビ 39．0
816� シルヴァーミリオン 牡3芦 56 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 加

Susan Y. Fore-
man & Craig
C. Cameron

452± 01：26．81
 42．2�
11 � スマートコルザ 牝3栗 54 菱田 裕二大川 徹氏 石坂 正 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

448－ 81：27．75 20．8�
23 アースライザー �3栗 56

53 ▲亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：28．33
 193．0�

510 トーホウルナロッサ 牝3鹿 54 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 484 ― 〃 クビ 98．0�
48 � アスターホルン 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Alexander－Groves

Thoroughbreds 496＋ 21：28．61	 4．3�
（南ア）

612 サイモンサンバ 牝3栗 54 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 472＋141：28．7	 131．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，295，000円 複勝： 46，590，200円 枠連： 8，460，500円
馬連： 47，673，500円 馬単： 21，259，700円 ワイド： 44，963，300円
3連複： 80，687，600円 3連単： 79，683，600円 計： 358，613，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 620円 � 860円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 2，900円 �� 6，500円

3 連 複 ��� 34，110円 3 連 単 ��� 60，930円

票 数

単勝票数 計 292950 的中 � 73395（1番人気）
複勝票数 計 465902 的中 � 90785（2番人気）� 16871（7番人気）� 11772（10番人気）
枠連票数 計 84605 的中 （7－8） 14585（1番人気）
馬連票数 計 476735 的中 �� 7818（18番人気）
馬単票数 計 212597 的中 �� 2576（21番人気）
ワイド票数 計 449633 的中 �� 7870（16番人気）�� 3979（29番人気）�� 1752（46番人気）
3連複票数 計 806876 的中 ��� 1774（84番人気）
3連単票数 計 796836 的中 ��� 948（181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．6―46．9―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トレーンベアラー �
�
父 Carpe Diem �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2019．10．5 京都5着

2017．4．3生 牝3鹿 母 Cabaret Starlet 母母 Kalosca 4戦1勝 賞金 7，800，000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 クレヴァージャッジ号・サノノヴィグラス号・スタニングビスタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07086 3月29日 小雨 不良 （2中京1） 第8日 第2競走 ��1，800�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 5，100，000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

67 キースローガン 牡3栗 56 松山 弘平北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 468± 01：53．0 20．6�
78 タガノキングロード 牡3黒鹿56 和田 竜二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 61：53．31� 2．9�
810 ミッキーウィン 牡3鹿 56 北村 友一野田みづき氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 460－101：53．4� 2．7�
79 レッドレビン 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B494＋ 21：54．35 8．2�
55 アポロファントム 牡3鹿 56 三浦 皇成アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 448－ 61：54．4� 11．6�
66 ハイテイブルース 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 484＋ 61：54．71� 47．6	
44 ウォーターモースト 牡3鹿 56 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 厚真 大川牧場 440－ 2 〃 クビ 10．5

22 ペイシャオータム 牡3栗 56 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新冠 カミイスタット 452 ―1：55．23 100．5�
811 ベルウッドヤワラ 牡3栗 56 松若 風馬鈴木 照雄氏 杉山 晴紀 浦河 市川フアーム B494± 01：55．41 119．4�
33 ハッピークラシック 牡3栗 56 幸 英明会田 裕一氏 中尾 秀正 浦河 丸村村下

ファーム 452＋10 〃 ハナ 56．8
11 スズカサウスソング 牡3鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－ 21：55．5� 7．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，986，700円 複勝： 41，482，000円 枠連： 6，053，400円
馬連： 40，419，200円 馬単： 24，729，200円 ワイド： 35，998，300円
3連複： 61，481，100円 3連単： 82，947，200円 計： 321，097，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 330円 � 120円 � 140円 枠 連（6－7） 1，150円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，010円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 29，740円

票 数

単勝票数 計 279867 的中 � 10839（7番人気）
複勝票数 計 414820 的中 � 20125（7番人気）� 118062（1番人気）� 83756（2番人気）
枠連票数 計 60534 的中 （6－7） 4060（5番人気）
馬連票数 計 404192 的中 �� 11353（11番人気）
馬単票数 計 247292 的中 �� 2383（30番人気）
ワイド票数 計 359983 的中 �� 10172（11番人気）�� 8115（15番人気）�� 46839（1番人気）
3連複票数 計 614811 的中 ��� 18491（7番人気）
3連単票数 計 829472 的中 ��� 2022（115番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―13．3―12．9―13．0―13．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．9―50．2―1：03．1―1：16．1―1：29．2―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F36．9
1
3
7，8－（1，10）（9，11）5－6，3－2＝4・（7，8，10）11（1，9，3）（5，6）－4，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キースローガン �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．9．15 阪神11着

2017．4．27生 牡3栗 母 ヒカルカグヤヒメ 母母 ヒカルトルネード 7戦1勝 賞金 7，100，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ウォーターモースト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウォーターモースト号は，令和2年3月30日から令和2年4月19日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 ベルウッドヤワラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月29日まで平地競走に出走でき

ない。

第１回 中京競馬 第８日



07087 3月29日 曇 不良 （2中京1） 第8日 第3競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走11時05分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

23 ソルトキャピタル 牡3鹿 56 武 豊杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 508± 01：23．7 4．0�
713 ジュビラーテ 牡3栗 56 北村 友一吉澤 克己氏 石坂 正 新ひだか 千代田牧場 476－ 61：23．8� 41．2�
12 マイネルホイッスル 牡3黒鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 61：24．22� 3．9�
715 オメガデラックス �3黒鹿56 岩田 康誠原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 440＋ 81：24．41� 8．3�
48 レッドデュラン 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 418－ 4 〃 クビ 49．1�
36 ポーカークイーン 牝3鹿 54 藤岡 佑介	三嶋牧場 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 432± 01：24．61
 57．4

714 ガ リ レ イ 牡3鹿 56 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 500± 01：24．7クビ 4．3�
612 アチェロイス 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 424－ 4 〃 アタマ 65．7�
35 マイネルサイプレス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新ひだか タツヤファーム 440± 01：25．23 244．1
818 ホイッスルヴォイス 牝3鹿 54 川田 将雅藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：25．3クビ 5．8�
24 ユ リ ア ン ナ 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 418＋ 61：25．72� 294．9�
510 シュトライフリヒト 牡3鹿 56 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 490＋101：25．8� 112．6�
11 ピュリフィアン 牝3鹿 54 秋山真一郎野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 404－ 2 〃 アタマ 22．3�
817 シューラヴァーグ 牝3黒鹿54 国分 優作藤井 亮輔氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 448 ― 〃 クビ 184．6�
59 ニシノカテリーナ 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 大士 新ひだか 下屋敷牧場 444＋ 41：26．01
 33．8�
47 パトローナム 牡3鹿 56 嶋田 純次	ミルファーム 高橋 文雅 新冠 武田牧場 438－ 21：26．1クビ 528．3�
816 トウアトリア 牝3栗 54 菱田 裕二原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 414－ 21：27．05 115．3�
611 パイオニアエース 牡3黒鹿56 松若 風馬杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 420－ 4 〃 クビ 21．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，057，300円 複勝： 44，272，500円 枠連： 9，856，100円
馬連： 46，470，900円 馬単： 19，607，100円 ワイド： 39，570，000円
3連複： 74，455，500円 3連単： 71，722，800円 計： 335，012，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 890円 � 170円 枠 連（2－7） 630円

馬 連 �� 11，950円 馬 単 �� 16，440円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 520円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 12，300円 3 連 単 ��� 77，610円

票 数

単勝票数 計 290573 的中 � 56737（2番人気）
複勝票数 計 442725 的中 � 65323（4番人気）� 9330（9番人気）� 81795（1番人気）
枠連票数 計 98561 的中 （2－7） 12076（2番人気）
馬連票数 計 464709 的中 �� 3012（31番人気）
馬単票数 計 196071 的中 �� 894（49番人気）
ワイド票数 計 395700 的中 �� 2647（34番人気）�� 21349（5番人気）�� 3894（24番人気）
3連複票数 計 744555 的中 ��� 4539（37番人気）
3連単票数 計 717228 的中 ��� 670（237番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．0―47．2―59．4―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．5
3 ・（12，14）－（9，11）（2，10）（1，5，18）－（4，13）3，15－（8，17）－16（7，6） 4 ・（12，14）（9，11）2（5，10，18）1（4，13）（3，15）－（8，17）＝（16，6）－7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ソルトキャピタル �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Vindication デビュー 2019．7．21 中京2着

2017．3．16生 牡3鹿 母 プルーフオブライフ 母母 カ ー リ ア 8戦1勝 賞金 14，720，000円
〔制裁〕 ソルトキャピタル号の騎手武豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウアトリア号・パイオニアエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月

29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 カーテンコール号・ダノンボヌール号

07088 3月29日 晴 不良 （2中京1） 第8日 第4競走 ��2，200�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・左）

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

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

816 メ ラ ー キ 牡3青鹿56 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－ 82：18．6 8．7�
47 デルマラッキーガイ 牡3黒鹿56 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 4．5�
12 アンストッパブル 牡3鹿 56 和田 竜二吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 470－ 22：18．91� 8．6�
713 エ ヒ ト 牡3鹿 56 丸山 元気平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 452－182：19．0� 27．7�
24 ブラックアモーレ 牝3鹿 54 北村 友一�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 460－ 42：19．1� 4．5�
611 マ ブ ル ー ク 牡3青鹿56 三浦 皇成	ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 2 〃 クビ 12．8

510 アイシーブルー 牡3鹿 56 田辺 裕信ディアレストクラブ	 田村 康仁 日高 野島牧場 442－ 22：19．41� 187．2�
59 ゴールデンゴール 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 B492＋ 4 〃 クビ 6．2�

（南ア）

36 ケイティミラクル 牡3黒鹿 56
53 ▲亀田 温心瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 松浦牧場 492－ 22：19．72 20．2

35 ラインストリーム 牡3栗 56 松山 弘平大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B452＋ 2 〃 ハナ 5．3�
815 インディードシチー 牡3栗 56 幸 英明 	友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 下河辺牧場 494± 02：20．01� 63．7�
48 エイシンアイトーン 牡3栗 56 中井 裕二	栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 482＋142：20．2� 316．4�
612 トリプルプレイ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹藤田 好紀氏 寺島 良 浦河 福田牧場 420 ―2：20．3� 243．7�
714 マイネルスタイル 牡3黒鹿56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 42：21．15 173．6�
11 アレグリアシチー 牡3栃栗56 菱田 裕二 	友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 杵臼牧場 424－ 42：21．31� 32．5�
23 ベルウッドアサヒ 牡3鹿 56 嶋田 純次鈴木 照雄氏 武市 康男 新冠 松浦牧場 444± 02：21．51� 285．8�
817 ボンテンマル 牡3鹿 56 丸田 恭介高橋 文男氏 尾形 和幸 新ひだか 前田ファーム 436－ 22：22．88 355．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 37，657，500円 複勝： 64，266，500円 枠連： 11，709，300円
馬連： 66，942，400円 馬単： 26，297，100円 ワイド： 57，165，600円
3連複： 101，182，600円 3連単： 99，155，400円 計： 464，376，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 320円 � 180円 � 270円 枠 連（4－8） 1，920円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，080円 �� 580円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 27，260円

票 数

単勝票数 計 376575 的中 � 34469（6番人気）
複勝票数 計 642665 的中 � 47151（6番人気）� 106271（2番人気）� 58628（5番人気）
枠連票数 計 117093 的中 （4－8） 4709（11番人気）
馬連票数 計 669424 的中 �� 27966（8番人気）
馬単票数 計 262971 的中 �� 4631（19番人気）
ワイド票数 計 571656 的中 �� 19374（8番人気）�� 13123（16番人気）�� 26059（4番人気）
3連複票数 計1011826 的中 ��� 17156（11番人気）
3連単票数 計 991554 的中 ��� 2637（88番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．3―13．6―13．6―12．7―12．3―12．5―12．3―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．9―37．2―50．8―1：04．4―1：17．1―1：29．4―1：41．9―1：54．2―2：06．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
4，9，2，11－7，14，16（8，15）10，5（12，13）（3，6）－1＝17・（4，9）11（2，7，16）15，14，5－（10，1）（8，13，6，3）－12－17

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

勝馬の
紹 介

メ ラ ー キ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．12．15 阪神4着

2017．2．22生 牡3青鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 ボンテンマル号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 アイシーブルー号の騎手田辺裕信は，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）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ボンテンマル号は，令和2年3月30日から令和2年4月19日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 マイネルスタイル号・ベルウッドアサヒ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月29日まで

平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



07089 3月29日 晴 不良 （2中京1） 第8日 第5競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走12時25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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

510 ボナヴィーゴ 牡5黒鹿57 北村 友一吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 506＋141：10．5 6．2�
11 � クリノクノイチ 牝5黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 448± 01：11．03 15．6�
35 セイドアモール 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム 486－ 21：11．21	 6．4�

714 ベルアーシュ 牝5芦 55
52 ▲服部 寿希矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B470＋ 21：11．3
 8．7�

24 � ラカマロネス 牝5鹿 55 L．ヒューイットソン 一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 B454－ 41：11．4クビ 5．1�
（南ア）

815 タガノブディーノ 牝5栗 55 福永 祐一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494＋201：11．61� 42．7	

816� メイショウアワジ 牡6鹿 57 国分 優作松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 490± 01：11．91
 15．2

23 � マリノリヴィエール 牝4黒鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 452± 0 〃 アタマ 42．6�
12 ナ デ ィ ア 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424－ 21：12．21
 37．3�
612 ストームガスト 牡4黒鹿57 松山 弘平�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 462± 0 〃 クビ 5．3
59 イチバンヤリ 牡4黒鹿57 菱田 裕二岡 浩二氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 508－ 41：12．51
 14．9�
611� アメリカンソレイユ 牡4栗 57 酒井 学吉澤 克己氏 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

480＋ 41：12．6
 12．8�
47 � チャリオット 牝4芦 55

52 ▲亀田 温心�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere
Co. Ltd 452－ 41：13．13 192．8�

48 � エターナルブレイズ 牝4鹿 55 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 愛
Ecurie Des Mon-
ceaux & Sky-
marc Farm Inc

474＋ 81：13．31 33．1�
36 メイショウブレナム 牡6栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 490＋ 21：14．15 27．4�
713 ライクアジャーニー 牝5鹿 55 松若 風馬大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 480＋141：14．2� 62．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，214，200円 複勝： 62，455，400円 枠連： 13，377，100円
馬連： 64，950，700円 馬単： 26，036，100円 ワイド： 62，952，000円
3連複： 104，378，500円 3連単： 94，936，300円 計： 464，300，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 350円 � 200円 枠 連（1－5） 2，200円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 580円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 48，030円

票 数

単勝票数 計 352142 的中 � 45212（3番人気）
複勝票数 計 624554 的中 � 85086（3番人気）� 40256（7番人気）� 85728（2番人気）
枠連票数 計 133771 的中 （1－5） 4701（12番人気）
馬連票数 計 649507 的中 �� 10166（26番人気）
馬単票数 計 260361 的中 �� 2493（34番人気）
ワイド票数 計 629520 的中 �� 11062（18番人気）�� 29153（1番人気）�� 13576（10番人気）
3連複票数 計1043785 的中 ��� 11054（13番人気）
3連単票数 計 949363 的中 ��� 1433（133番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．1―11．9―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．0―45．9―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．5
3 ・（5，10）－11，12（4，7，16）（1，6，13）14，2（8，9）15－3 4 ・（5，10）－（4，11）（7，12）（1，16）6（2，14）13（8，9）15－3

勝馬の
紹 介

ボナヴィーゴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2018．1．8 京都2着

2015．1．31生 牡5黒鹿 母 ラッシュラッシーズ 母母 Dance For Fun 15戦2勝 賞金 25，936，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07090 3月29日 晴 不良 （2中京1） 第8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）（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

55 サルサレイア 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 482－ 21：50．7 2．8�
33 ピクシーメイデン 牝4鹿 55 国分 優作ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 61：50．8� 8．4�
44 � ブライトパス 牝5鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482－ 61：51．33 3．7�
66 ベ ル ヴ ォ ワ 牝4鹿 55 L．ヒューイットソン �G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 11：51．51� 9．0�
（南ア）

67 フラッグサルート 牝5鹿 55 武 豊吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438－ 61：51．71 5．4	
78 マ ク ル ー バ 牝5芦 55 丸田 恭介畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 472＋ 41：52．02 103．8

810� メイショウブラボー 牝4青鹿55 菱田 裕二松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 444－ 21：52．1	 9．9�
11 サイモンオーキッド 牝4鹿 55

52 ▲亀田 温心澤田 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 480＋101：52．2� 46．0�

811� クイーンズトゥルー 牝5黒鹿55 松山 弘平 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 41：52．41� 35．4

22 フ ク キ タ ル 牝5黒鹿 55
54 ☆菊沢 一樹佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム B456± 01：52．71	 85．2�

79 エスキシータ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474± 01：52．8� 18．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，569，600円 複勝： 47，848，900円 枠連： 9，790，500円
馬連： 59，902，500円 馬単： 30，337，500円 ワイド： 49，267，600円
3連複： 84，001，100円 3連単： 126，019，100円 計： 442，736，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 180円 � 130円 枠 連（3－5） 1，290円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 420円 �� 200円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 355696 的中 � 98890（1番人気）
複勝票数 計 478489 的中 � 123804（1番人気）� 50321（4番人気）� 104863（2番人気）
枠連票数 計 97905 的中 （3－5） 5872（6番人気）
馬連票数 計 599025 的中 �� 33663（5番人気）
馬単票数 計 303375 的中 �� 11473（6番人気）
ワイド票数 計 492676 的中 �� 27684（4番人気）�� 73254（1番人気）�� 23127（7番人気）
3連複票数 計 840011 的中 ��� 48672（2番人気）
3連単票数 計1260191 的中 ��� 16213（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．7―12．4―12．1―12．3―12．7―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．5―48．9―1：01．0―1：13．3―1：26．0―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サルサレイア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2018．8．12 新潟1着

2016．2．7生 牝4栗 母 サルサクイーン 母母 シーサイドエンゼル 17戦2勝 賞金 37，058，000円
〔制裁〕 メイショウブラボー号の騎手菱田裕二は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔その他〕 フラッグサルート号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



07091 3月29日 晴 重 （2中京1） 第8日 第7競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 カーサデルシエロ 牝5黒鹿55 福永 祐一下河辺俊行氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 438＋ 21：09．4 7．7�
24 ア レ ス 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B448－ 21：09．5� 9．8�
510	 プリヒストリー 
5黒鹿57 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：09．92� 31．3�
48 アングルティール 牝5黒鹿55 三浦 皇成�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B436－ 21：10．0� 1．9�
23 	 プラチナポセイドン 牡4芦 57 丸山 元気�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 16．9�
35 キングドンドルマ 牡5青鹿 57

56 ☆菊沢 一樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 472＋ 41：10．1クビ 82．9	
11 � タニノミッション 牝4鹿 55 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 490－ 21：10．2� 9．0

611 リーゼントアイリス 牝5黒鹿55 田辺 裕信三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 440± 01：10．41� 21．5�
818	 ブラウンローズ 牝6黒鹿55 和田 竜二大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B488＋101：10．71 82．2�
817 トウケイココノエ 牝4芦 55 菱田 裕二木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 534＋18 〃 クビ 234．0
715 ディザイアソング 牝4鹿 55 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 444± 0 〃 アタマ 29．0�
12 エイトマイル 牡4芦 57 松若 風馬 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 494＋ 61：10．9 36．1�
59 ホッコータピタン 牝5栗 55

52 ▲亀田 温心北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460＋ 41：11．0 190．9�
713 シュバルツリッター 
5青鹿57 松山 弘平ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 470－ 41：11．31 20．9�
714� ポンペイワーム 牡4栗 57 北村 友一吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift

Farm LLC 512－ 21：11．72� 34．4�
36 エイカイキャロル 牝4鹿 55 L．ヒューイットソン 二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 466＋101：12．01 16．4�
（南ア）

816	 スズレジーム 牝6鹿 55 柴田 大知森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460＋ 41：12．2 502．8�
612 ゴールデンヘイロー 牡4栗 57 池添 謙一�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム B486－101：12．52 37．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，829，500円 複勝： 73，828，600円 枠連： 19，668，700円
馬連： 82，008，000円 馬単： 37，687，400円 ワイド： 74，891，600円
3連複： 140，107，900円 3連単： 150，246，800円 計： 625，268，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 270円 � 280円 � 640円 枠 連（2－4） 580円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，500円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 19，310円 3 連 単 ��� 91，920円

票 数

単勝票数 計 468295 的中 � 48143（2番人気）
複勝票数 計 738286 的中 � 76412（2番人気）� 74063（3番人気）� 26684（9番人気）
枠連票数 計 196687 的中 （2－4） 25962（2番人気）
馬連票数 計 820080 的中 �� 18806（12番人気）
馬単票数 計 376874 的中 �� 5021（18番人気）
ワイド票数 計 748916 的中 �� 21697（6番人気）�� 7592（24番人気）�� 5547（38番人気）
3連複票数 計1401079 的中 ��� 5441（60番人気）
3連単票数 計1502468 的中 ��� 1185（267番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．6―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーサデルシエロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．3．10 中京1着

2015．3．25生 牝5黒鹿 母 ダイワエルシエーロ 母母 ロンドンブリッジ 18戦2勝 賞金 27，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンヘイロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月29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 スワーヴシャルル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07092 3月29日 晴 重 （2中京1） 第8日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・左）（500万円以下）

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
1：32．3
1：30．3

良
良

46 トロイメント 牝4青 55 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 452－101：36．7 13．9�
22 � カンパーニャ 牡4栗 57 L．ヒューイットソン 村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 454＋ 41：36．91� 4．3�

（南ア）

610 トウカイオルデン 牡5鹿 57 丸山 元気内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 476＋ 21：37．11� 12．7�
813 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 474－ 4 〃 アタマ 6．6�
45 アスクフラッシュ 牡4黒鹿57 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 506＋ 4 〃 クビ 15．0�
34 ナンヨーマーズ 牡6鹿 57 丸田 恭介中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 41：37．31� 165．4	
57 ブランシェット 牝4黒鹿55 和田 竜二�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432± 01：37．72� 52．6

33 ロードマドリード 牡5鹿 57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム B462± 01：37．91 5．8�
11 サンディレクション 牡4鹿 57 国分 優作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：38．21	 27．7�
814 ラインコマンダー 牡4鹿 57 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 458＋181：39．26 129．7
69 オーダードリブン 牡7黒鹿57 秋山真一郎 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 460＋ 41：39．73 40．5�
58 サトノマックス 牡6鹿 57 藤岡 佑介里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B500＋ 81：40．33� 5．0�
711 ジュンサロベツ 牝4黒鹿55 三浦 皇成河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 15．3�
712 サドキンザン 牝4鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 2 （競走中止） 8．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，436，600円 複勝： 72，956，000円 枠連： 12，827，600円
馬連： 89，236，400円 馬単： 35，446，200円 ワイド： 72，173，400円
3連複： 133，506，600円 3連単： 142，163，700円 計： 599，746，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 390円 � 180円 � 350円 枠 連（2－4） 1，970円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 7，760円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，750円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 64，660円

票 数

単勝票数 計 414366 的中 � 23724（7番人気）
複勝票数 計 729560 的中 � 43464（7番人気）� 127152（1番人気）� 49685（6番人気）
枠連票数 計 128276 的中 （2－4） 5031（10番人気）
馬連票数 計 892364 的中 �� 23370（10番人気）
馬単票数 計 354462 的中 �� 3425（35番人気）
ワイド票数 計 721734 的中 �� 17043（14番人気）�� 10399（25番人気）�� 17941（10番人気）
3連複票数 計1335066 的中 ��� 10277（38番人気）
3連単票数 計1421637 的中 ��� 1594（238番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．4―12．0―12．1―11．6―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．4―36．8―48．8―1：00．9―1：12．5―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

トロイメント �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dansili デビュー 2018．7．1 中京2着

2016．4．4生 牝4青 母 ト ラ ウ ム 母母 Tu Eres Mi Amore 15戦2勝 賞金 22，400，000円
〔競走中止〕 サドキンザン号は，4コーナーで後肢を滑らせ騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 サドキンザン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サドキンザン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月29日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



07093 3月29日 晴 重 （2中京1） 第8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（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

66 メイショウボサツ 牡3青鹿56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 462－ 22：17．5 14．3�
55 ディアスティマ 牡3青鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：17．6� 2．1�
11 マイネルインパクト 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 486＋ 22：17．92 9．8�
89 ア カ イ イ ト 牝3青鹿54 横山 典弘岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 494－ 82：18．0クビ 4．1�
33 サトノパシュート 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 ハナ 11．8	
78 リメンバーメモリー 牡3鹿 56 田辺 裕信前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 468－ 22：18．1� 10．6

22 イマジナリーライン 牡3栗 56 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494－ 22：18．41� 11．9�
810	 コ ス モ ク ウ 牡3鹿 56 国分 優作岡田 繁幸氏 上原 博之 米

Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

464± 0 〃 クビ 35．7�
77 ウインベイランダー 牡3芦 56 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 22：18．61
 16．4
44 ディープハーモニー 牡3黒鹿56 酒井 学深見 敏男氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 470＋ 82：18．81
 73．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 58，252，300円 複勝： 75，233，400円 枠連： 11，607，600円
馬連： 100，097，500円 馬単： 49，005，500円 ワイド： 76，192，300円
3連複： 144，072，300円 3連単： 224，631，800円 計： 739，092，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 250円 � 110円 � 190円 枠 連（5－6） 1，320円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，020円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 19，800円

票 数

単勝票数 計 582523 的中 � 32560（7番人気）
複勝票数 計 752334 的中 � 55204（4番人気）� 251031（1番人気）� 81167（3番人気）
枠連票数 計 116076 的中 （5－6） 6764（6番人気）
馬連票数 計1000975 的中 �� 60480（6番人気）
馬単票数 計 490055 的中 �� 10170（13番人気）
ワイド票数 計 761923 的中 �� 42111（5番人気）�� 17612（13番人気）�� 56363（2番人気）
3連複票数 計1440723 的中 ��� 43001（8番人気）
3連単票数 計2246318 的中 ��� 8223（72番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．3―13．0―13．3―13．1―12．8―12．6―12．2―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―36．8―49．8―1：03．1―1：16．2―1：29．0―1：41．6―1：53．8―2：05．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．9
1
3
4（7，9）（3，5）（2，8）6，10－1
4（7，9）（3，5，8）（6，10）（2，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウボサツ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．23 阪神2着

2017．3．20生 牡3青鹿 母 ユメノオーラ 母母 レッダンゴールド 8戦2勝 賞金 21，888，000円

07094 3月29日 晴 不良 （2中京1） 第8日 第10競走 ��
��1，800�

な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．3．23以降2．3．22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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

59 オーヴェルニュ 牡4鹿 55 松山 弘平杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 466± 01：48．9 5．9�
47 エムオーグリッタ 牡6鹿 55 岩田 康誠大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B508＋121：49．11� 19．4�
12 グレートタイム 牡5黒鹿57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484± 01：49．2クビ 2．9�
11 スズカフリオーソ 牡6栗 54 横山 典弘永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B496－ 2 〃 ハナ 13．0�
35 メイショウラケーテ 牡6黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 松永 昌博 新ひだか 稲葉牧場 460± 0 〃 アタマ 98．4	
611 アフターバーナー 	6鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B514－ 61：49．62� 25．6

714 マッスルビーチ 牡4黒鹿56 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 01：49．7� 5．4�
816 テイエムソレイユ 牝5鹿 52 酒井 学竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B484－ 61：49．8� 48．6�
36 メガオパールカフェ 牡9栗 51 加藤 祥太西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 B546＋ 21：50．01
 129．0
48 ゲンパチルシファー 牡4鹿 55 中井 裕二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 492－ 6 〃 クビ 19．3�
713 チャチャチャ 牝4栗 52 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 442＋ 61：50．31� 7．9�
510 クレスコブレイブ 牡6栗 54 �島 良太堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B526± 01：50．72� 28．6�
815� ジ ェ ミ ニ ズ 牡6栗 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 516＋ 81：50．8� 131．6�
23 グレースゼット 牝4芦 52 菱田 裕二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 500－ 61：50．9� 11．2�
612 ロジペルレスト 牡5栗 54 三浦 皇成久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 B518－ 21：51．21 100．5�
24 ノ ー ウ ェ イ 牡5鹿 54 M．デムーロ宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 498－ 41：51．73 31．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，834，100円 複勝： 103，510，100円 枠連： 35，031，100円
馬連： 151，204，500円 馬単： 58，496，300円 ワイド： 117，307，700円
3連複： 252，068，300円 3連単： 275，328，800円 計： 1，056，780，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 370円 � 140円 枠 連（4－5） 1，820円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 10，170円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 480円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 40，620円

票 数

単勝票数 計 638341 的中 � 86166（3番人気）
複勝票数 計1035101 的中 � 114222（3番人気）� 54268（8番人気）� 262868（1番人気）
枠連票数 計 350311 的中 （4－5） 14907（8番人気）
馬連票数 計1512045 的中 �� 19740（23番人気）
馬単票数 計 584963 的中 �� 4313（35番人気）
ワイド票数 計1173077 的中 �� 14532（22番人気）�� 66783（2番人気）�� 30535（9番人気）
3連複票数 計2520683 的中 ��� 33633（15番人気）
3連単票数 計2753288 的中 ��� 4914（119番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―12．7―12．5―12．3―12．3―12．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―35．6―48．1―1：00．4―1：12．7―1：24．9―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

オーヴェルニュ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．17 阪神6着

2016．5．8生 牡4鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 13戦4勝 賞金 56，899，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アポロユッキー号・ヴィジョンオブラヴ号・サクラアリュール号・スペリオルシチー号・タガノヴェローナ号・

ダノンロイヤル号・トワイライトタイム号

追 加 記 事（第 1回中京競馬第 7日第 3競走）
〔その他〕　　シゲルケレス号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「３
走成績による出走制限」の適用を除外。



07095 3月29日 晴 重 （2中京1） 第8日 第11競走 ��
��1，200�第50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 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 3，948，000円 1，128，000円 564，000円
生産者賞
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
1：06．5
1：06．7

良
良
良

816� モズスーパーフレア 牝5栗 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC 494± 01：08．7 32．3�

48 グランアレグリア 牝4鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋12 〃 ハナ 4．1�
23 ダイアトニック 牡5鹿 57 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 472＋ 2 〃 アタマ 9．2�
611 クリノガウディー 牡4栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 494－ 2 （降着） 64．6�
817� シ ヴ ァ ー ジ 牡5栗 57 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B500± 01：09．02 40．0	
47 グルーヴィット 牡4鹿 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B494－ 2 〃 ハナ 40．1

612 セイウンコウセイ 牡7栗 57 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 504± 01：09．1クビ 22．8�
24 ティーハーフ 牡10栗 57 国分 優作ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 8 〃 ハナ 304．2�
11 ステルヴィオ 牡5鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488－ 41：09．31 24．8
36 ダノンスマッシュ 牡5鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 474－ 41：09．72	 4．1�
12 アウィルアウェイ 牝4鹿 55 松山 弘平吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 アタマ 38．1�
59 タワーオブロンドン 牡5鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 61：09．8
 3．8�
714� モズアスコット 牡6栗 57 M．デムーロ �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 494± 01：09．9クビ 9．8�
715 ナックビーナス 牝7青鹿55 田辺 裕信小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 532－ 21：10．32	 57．6�
818 ノ ー ム コ ア 牝5芦 55 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478＋111：10．61
 26．7�
35 ラブカンプー 牝5黒鹿55 酒井 学増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 444＋ 6 〃 クビ 329．2�
713 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿55 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 504＋141：10．92 245．6�
510 アイラブテーラー 牝4黒鹿55 武 豊中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 426－ 81：21．9大差 33．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 559，077，400円 複勝： 604，926，100円 枠連： 276，018，200円 馬連： 1，700，486，100円 馬単： 667，426，700円
ワイド： 1，053，966，000円 3連複： 3，281，420，000円 3連単： 4，558，027，700円 5重勝： 0円 計： 12，701，348，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，230円 複 勝 � 810円 � 210円 � 290円 枠 連（4－8） 2，300円

馬 連 �� 9，150円 馬 単 �� 26，540円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 3，770円 �� 880円

3 連 複 ��� 22，830円 3 連 単 ��� 217，720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 なし不成立 100円

票 数

単勝票数 計5590774 的中 � 138405（9番人気）
複勝票数 計6049261 的中 � 161255（13番人気）� 865321（3番人気）� 564012（4番人気）
枠連票数 計2760182 的中 （4－8） 92622（11番人気）
馬連票数 計17004861 的中 �� 143926（32番人気）
馬単票数 計6674267 的中 �� 18856（82番人気）
ワイド票数 計10539660 的中 �� 74993（41番人気）�� 70327（44番人気）�� 321837（6番人気）
3連複票数 計32814200 的中 ��� 107782（75番人気）
3連単票数 計45580277 的中 ��� 15178（640番人気）
5重勝票数 差引計 0 （返還計855745） 的中なし

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．6―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モズスーパーフレア �
�
父 Speightstown �

�
母父 Belong to Me デビュー 2017．8．19 小倉1着

2015．4．1生 牝5栗 母 Christies Treasure 母母 Roses At Sunset 20戦7勝 賞金 328，825，000円
〔降着〕 クリノガウディー号は，1位〔タイム1分08秒7，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで内側に斜行して「ダイアトニック」号

および「モズスーパーフレア」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため4着
に降着。

〔制裁〕 クリノガウディー号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和2年4月11日から令和2年4月
19日まで騎乗停止。（被害馬：3番・16番）

〔調教再審査〕 アイラブテーラー号は，競走中に前進気勢を欠き入線が遅れたことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キングハート号・ナインテイルズ号・ナランフレグ号

07096 3月29日 晴 不良 （2中京1） 第8日 第12競走 ��
��1，400�

す ず か

鈴 鹿 特 別
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

510 ニューモニュメント 牡4鹿 57 三浦 皇成前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 486－ 21：21．9 6．5�
816 グレートウォリアー 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512－ 81：22．0� 4．2�
612	 デルタバローズ 
5鹿 57 藤岡 佑介猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C. Oxley 512＋12 〃 クビ 7．2�
35 ダンケシェーン 
5栗 57 福永 祐一 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 478－ 21：22．53 6．3�
36 フクノグリュック 牡8鹿 57 田辺 裕信福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B526＋ 41：22．6クビ 33．8	
23 ライトオブピース 牡6鹿 57 丸山 元気前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 61：22．7� 57．1

815 オールウェイズゼア 牡6黒鹿57 国分 優作グリーンスウォード大江原 哲 新ひだか 荒木 貴宏 482＋ 21：22．91� 36．3�
714 ラブリーイレブン 牝5栗 55 池添 謙一吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 452＋ 81：23．0� 12．8�
11 プ タ ハ 牡5鹿 57 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B526－ 61：23．1� 5．7
59 クリノアントニヌス 牡6栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 528－ 2 〃 アタマ 15．5�
713	 イッツリット 牡4栗 57 酒井 学�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

490－ 6 〃 クビ 28．3�
611	� ジャスパーモア 牝5青鹿55 森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 米

Joseph Duffel,
Richard Reed &
Tiffany Zammit

512－ 21：23．2クビ 154．5�
24 ク ラ シ コ 牡8鹿 57 L．ヒューイットソン 林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B512＋141：23．41� 19．6�

（南ア）

47 サンタナブルー 牡8黒鹿57 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 488＋ 6 〃 クビ 131．8�
48 ポルタメント 牡4栗 57 松若 風馬前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 464－ 61：23．93 17．4�
12 ス カ ル バ ン 牡6鹿 57 松山 弘平椎名 節氏 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 502－ 21：24．64 51．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 127，627，600円 複勝： 179，669，800円 枠連： 53，297，600円
馬連： 283，903，200円 馬単： 101，957，300円 ワイド： 211，615，600円
3連複： 458，811，400円 3連単： 506，958，900円 計： 1，923，841，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 180円 � 240円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，050円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 22，610円

票 数

単勝票数 計1276276 的中 � 156258（4番人気）
複勝票数 計1796698 的中 � 200937（4番人気）� 290234（1番人気）� 179542（5番人気）
枠連票数 計 532976 的中 （5－8） 42653（1番人気）
馬連票数 計2839032 的中 �� 186001（1番人気）
馬単票数 計1019573 的中 �� 27161（3番人気）
ワイド票数 計2116156 的中 �� 101533（1番人気）�� 50064（9番人気）�� 74376（5番人気）
3連複票数 計4588114 的中 ��� 83341（4番人気）
3連単票数 計5069589 的中 ��� 16254（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―33．9―45．2―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．7
3 4（8，12）（1，13）（11，16）（5，15）（2，9）14（7，10）3，6 4 4（8，12）（1，16，13）（5，11，15）9（2，7，14，10）3，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ニューモニュメント �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．9．23 阪神6着

2016．4．6生 牡4鹿 母 ア ン ナ ー タ 母母 シアーリーズン 11戦3勝 賞金 40，435，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グトルフォス号・テイエムグッドマン号・ププッピドゥ号
（非抽選馬） 5頭 サンビショップ号・スズカゴーディー号・ドゥリトル号・ビッグデータ号・ランパク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（2中京1）第8日 3月29日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 181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

426，490，000円
21，950，000円
7，070，000円
53，620，000円
12，000，000円
73，424，500円
5，579，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
1，091，837，800円
1，417，039，500円
467，697，700円
2，733，294，900円
1，098，286，100円
1，896，063，400円
4，916，172，900円
6，411，822，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 20，032，214，400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8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。



令和2年度 第1回中京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，325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

1，909，990，000円
21，170，000円
170，530，000円
17，920，000円
224，860，000円
14，000，000円
545，014，000円
43，185，500円
12，720，000円

勝馬投票券売得金
3，700，001，300円
5，185，438，700円
1，271，825，300円
7，261，301，700円
3，171，167，500円
5，516，801，000円
12，085，750，100円
16，237，994，200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
計 54，430，279，800円

総入場延人員 ０名 （有料入場延人員 ０名）

特 記 事 項
第 1回中京競馬は，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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