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08025 3月16日 晴 稍重 （31中京2）第3日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時50分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

812 カ グ ラ ヒ メ 牝3青鹿54 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 462 ―1：56．6 7．8�

67 ルプレジール 牝3鹿 54
51 ▲岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 21：56．81� 2．0�
79 マーブルサニー 牝3芦 54 藤岡 康太下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 488＋ 21：57．01� 8．5�
55 エ ス ト リ ル 牝3鹿 54 田辺 裕信東堂レーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 21：57．21� 30．7�
33 ラ ヴ ィ テ ス 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也�ノースヒルズ 高橋 康之 新ひだか 土居牧場 432＋ 21：57．3クビ 36．7	
11 ナムラマナナ 牝3青鹿54 吉田 隼人奈村 睦弘氏 荒川 義之 浦河 中島牧場 454－ 41：57．93� 36．0

811 ピクシーメイデン 牝3鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ―1：58．21� 11．5�
44 ア サ ミ ン 牝3鹿 54 松田 大作永野 雄介氏 坂口 智康 新冠 カミイスタット 442－ 2 〃 クビ 14．4�
22 エイシンジョーカー 牝3鹿 54 佐藤 友則�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 444＋12 〃 ハナ 79．5

（笠松）

56 ビ デ ィ ー 牝3黒鹿54 国分 恭介橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 414－ 21：58．62� 47．6�
710 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54 西田雄一郎吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム B474＋ 61：58．92 4．2�
68 ヴィジョニア 牝3栗 54

53 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 芳住 鉄兵 400－ 42：03．3大差 138．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，123，000円 複勝： 29，040，000円 枠連： 8，268，700円
馬連： 28，973，500円 馬単： 16，520，600円 ワイド： 25，470，400円
3連複： 48，154，400円 3連単： 63，021，200円 計： 236，571，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 110円 � 170円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，010円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 10，960円

票 数

単勝票数 計 171230 的中 � 17364（3番人気）
複勝票数 計 290400 的中 � 25031（4番人気）� 112684（1番人気）� 34878（3番人気）
枠連票数 計 82687 的中 （6－8） 13050（2番人気）
馬連票数 計 289735 的中 �� 29351（2番人気）
馬単票数 計 165206 的中 �� 6588（6番人気）
ワイド票数 計 254704 的中 �� 21307（2番人気）�� 5790（11番人気）�� 18045（4番人気）
3連複票数 計 481544 的中 ��� 16709（5番人気）
3連単票数 計 630212 的中 ��� 4167（29番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．2―13．4―13．0―12．9―13．2―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．6―51．0―1：04．0―1：16．9―1：30．1―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ グ ラ ヒ メ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Vindication 初出走

2016．2．22生 牝3青鹿 母 カ グ ラ 母母 Miss Emma 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィジョニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16日まで平地競走

に出走できない。
※カグラヒメ号・ピクシーメイデン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

08026 3月16日 晴 稍重 （31中京2）第3日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時20分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

36 � サンノゼテソーロ 牡3芦 56 津村 明秀了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米

Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

464 ―1：21．8 4．8�
611 コ パ カ テ ィ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：22．43� 18．4�
23 ラッキーバローズ 牡3鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 谷口牧場 430＋ 21：22．61	 13．1�
818 シャイニーブランコ 牡3芦 56

55 ☆川又 賢治小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 442＋ 21：22．7� 10．7�
24 ス キ ッ プ 牡3黒鹿 56

53 ▲岩田 望来�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460± 0 〃 クビ 6．0	
48 トーセンジンライム 牡3青 56

55 ☆横山 武史島川 
哉氏 古賀 史生 新冠 競優牧場 448－ 21：22．8クビ 4．8�
714 ティーフルムーン 牝3鹿 54 吉田 隼人深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 422 ― 〃 クビ 7．3�
817 メイショウウチデ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 460－ 41：23．01	 7．5
713� エターナルブレイズ 牝3鹿 54 田辺 裕信�レッドマジック金成 貴史 愛

Ecurie Des Mon-
ceaux & Sky-
marc Farm Inc

474＋101：23．21� 7．8�
816 リザルトフォンテン 牡3栗 56 丸田 恭介吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 456 ―1：23．3
 91．7�
510 マイネルオニキス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 476＋101：23．4� 124．4�
47 トウカイビアンカ 牝3芦 54 宮崎 北斗内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 440＋ 41：24．14 239．0�
715 スマートサンドラ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心大川 徹氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 428 ―1：24．31	 174．9�
612 ウーレンボル 牝3芦 54

51 ▲斎藤 新西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 408－ 81：24．72� 192．9�
11 トウカイチョウサン 牝3鹿 54 柴山 雄一�チョウサン 蛯名 利弘 日高 竹島 幸治 450＋ 21：25．65 166．6�
12 ヤマニンポルボロン 牝3黒鹿54 田中 健土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 418 ―1：28．3大差 129．5�
59 キョウワソレイユ 牝3栗 54 横山 和生�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 438 ―1：29．79 179．2�

（17頭）
35 ウインシェフィン 牝3鹿 54 荻野 極�ウイン 飯田 雄三 新ひだか 桜井牧場 512 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，644，700円 複勝： 27，638，600円 枠連： 9，043，800円
馬連： 29，541，000円 馬単： 13，256，400円 ワイド： 23，095，800円
3連複： 43，051，900円 3連単： 48，055，400円 計： 210，327，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 490円 � 330円 枠 連（3－6） 6，200円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 1，490円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 25，240円 3 連 単 ��� 107，530円

票 数

単勝票数 差引計 166447（返還計 1574） 的中 � 27551（2番人気）
複勝票数 差引計 276386（返還計 1884） 的中 � 36678（2番人気）� 13246（9番人気）� 21517（8番人気）
枠連票数 差引計 90438（返還計 192） 的中 （3－6） 1129（18番人気）
馬連票数 差引計 295410（返還計 5252） 的中 �� 3107（33番人気）
馬単票数 差引計 132564（返還計 2254） 的中 �� 1252（46番人気）
ワイド票数 差引計 230958（返還計 4646） 的中 �� 2829（33番人気）�� 4032（24番人気）�� 2531（35番人気）
3連複票数 差引計 430519（返還計 14527） 的中 ��� 1279（83番人気）
3連単票数 差引計 480554（返還計 13900） 的中 ��� 324（426番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．3―46．9―58．4―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンノゼテソーロ �
�
父 The Factor �

�
母父 Tale of the Cat 初出走

2016．4．5生 牡3芦 母 Cabaret Starlet 母母 Kalosca 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 ウインシェフィン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンポルボロン号・キョウワソレイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成31年4月16日まで平地競走に出走できない。
トウカイチョウサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月16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 ヴァリアント号・ハートスナッチャー号

第２回 中京競馬 第３日



08027 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

816 トップウイナー 牡3栗 56 藤岡 康太�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B472＋ 21：13．2 4．8�
713 キンショービコー 牡3栗 56 �島 良太礒野日出夫氏 長谷川浩大 新ひだか 三石ファーム 464－ 81：14．37 6．7�
35 デンコウブレイブ 牡3黒鹿 56

55 ☆川又 賢治田中 康弘氏 坂口 智康 新ひだか 田原橋本牧場 460－ 61：14．4� 2．9�
611 タカノオージャ 牡3鹿 56 小崎 綾也山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 484－ 11：14．5� 13．1�
36 リフタスフェルト 牝3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：14．6� 6．0�
48 ウイッチクイーン 牝3鹿 54 中谷 雄太杉山 忠国氏 石坂 正 新ひだか 明治牧場 468＋ 41：15．13 65．8	
47 カシノラウト 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 482－101：15．31� 201．6

612 ジョートラジャ 牡3芦 56 国分 優作上田けい子氏 松下 武士 浦河 斉藤 政志 534＋ 61：15．4クビ 12．2�
12 ルージュオブグレイ 牝3栗 54 荻野 極 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 414± 01：15．72 24．1
24 スズカシニック 牡3鹿 56 義 英真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 真壁 信一 486 ―1：15．8クビ 10．1�
714 ゴッドポッシブル 牡3鹿 56 津村 明秀中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 426 ―1：16．01� 66．8�
11 ペイシャエスティマ 牝3鹿 54 西田雄一郎北所 直人氏 南田美知雄 平取 二風谷ファーム 400－ 21：16．42� 164．1�
23 ヒカルフラッシュ 牡3黒鹿56 佐藤 友則安蒜 一修氏 柄崎 孝 浦河 栄進牧場 468＋ 21：16．71� 85．5�

（笠松）

59 グリーンティー 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史�Basic 田島 俊明 青森 有限会社

ラークヒルズ 426－ 41：16．8� 65．0�
510 ヴァージンビート 牝3鹿 54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 田島 俊明 日高 春木ファーム 486＋ 21：17．11� 41．0�

（15頭）
815 シゲルトルマリン 牝3栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 武藤 善則 新ひだか 福岡 駿弥 442＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，854，200円 複勝： 27，282，000円 枠連： 10，710，300円
馬連： 29，814，700円 馬単： 14，437，700円 ワイド： 24，571，200円
3連複： 42，340，000円 3連単： 51，697，200円 計： 219，707，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 1，240円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 540円 �� 420円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 10，010円

票 数

単勝票数 差引計 188542（返還計 10105） 的中 � 30989（2番人気）
複勝票数 差引計 272820（返還計 20579） 的中 � 41051（2番人気）� 39899（3番人気）� 53401（1番人気）
枠連票数 差引計 107103（返還計 1376） 的中 （7－8） 6689（7番人気）
馬連票数 差引計 298147（返還計 32865） 的中 �� 17618（4番人気）
馬単票数 差引計 144377（返還計 15791） 的中 �� 4306（7番人気）
ワイド票数 差引計 245712（返還計 35227） 的中 �� 11149（4番人気）�� 15078（3番人気）�� 18551（1番人気）
3連複票数 差引計 423400（返還計 88967） 的中 ��� 21120（1番人気）
3連単票数 差引計 516972（返還計103728） 的中 ��� 3744（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．2―12．6―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―36．0―48．6―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップウイナー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2018．7．21 中京2着

2016．4．22生 牡3栗 母 トップアクトレス 母母 トップジョリー 8戦1勝 賞金 13，800，000円
〔競走除外〕 シゲルトルマリン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 グリーンティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非当選馬） 4頭 アーチンガイ号・キシャポッポ号・クリノベロニカ号・サンマルフラッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

08028 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第4競走 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
発走11時20分 （ 芝 ）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：16．2良

57 キングジョーカ 牡4鹿 59 五十嵐雄祐臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋ 23：18．6 8．3�

814 デュアルメジャー �7青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 494＋ 83：18．92 3．7�
45 インペリオーソ 牝4青鹿57 石神 深一吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 466＋ 23：19．43 3．9�
813 ライドオンウインド 牡7栗 60 北沢 伸也名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 508＋ 43：20．03� 20．4�
46 タイセイアプローズ 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 496－ 63：20．31� 8．4	
69 ロードアルバータ �5青鹿60 白浜 雄造 �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 448－103：21．25 3．4

11 ショウナンバリウス 牡4黒鹿59 蓑島 靖典国本 哲秀氏 奥村 武 新冠 ハシモトフアーム 508＋123：21．3� 100．0�
34 � カシマホープスター 牡6黒鹿60 小坂 忠士鹿島 敏裕氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 512＋ 23：22．57 50．2�
58 スマイルメロディー 牝5栗 58 大江原 圭堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 424－ 83：23．13� 133．5
712� ダンスオーレ 牡7鹿 60 小野寺祐太吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 470± 03：24．37 197．2�
33 キクノゼファー 牡4鹿 59 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 476＋ 43：24．4� 35．4�
610 アンヴェイルド 牡8鹿 60 浜野谷憲尚窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－203：26．7大差 58．0�
22 クリノシャガール 牡4鹿 59 田村 太雅栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 棚川 光男 522＋103：27．87 91．3�
711 チェイスダウン 牡6鹿 60 森 一馬畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 484＋ 23：29．8大差 20．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，535，700円 複勝： 15，514，100円 枠連： 7，753，000円
馬連： 22，158，000円 馬単： 12，532，900円 ワイド： 15，899，200円
3連複： 36，197，800円 3連単： 47，760，100円 計： 171，350，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 200円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 1，370円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 560円 �� 510円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 14，220円

票 数

単勝票数 計 135357 的中 � 12953（4番人気）
複勝票数 計 155141 的中 � 15559（5番人気）� 39204（1番人気）� 27563（2番人気）
枠連票数 計 77530 的中 （5－8） 4380（5番人気）
馬連票数 計 221580 的中 �� 10721（6番人気）
馬単票数 計 125329 的中 �� 2591（15番人気）
ワイド票数 計 158992 的中 �� 6632（6番人気）�� 7489（4番人気）�� 19481（1番人気）
3連複票数 計 361978 的中 ��� 16236（4番人気）
3連単票数 計 477601 的中 ��� 2435（38番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．0－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングジョーカ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 Caerleon デビュー 2017．10．21 東京8着

2015．4．16生 牡4鹿 母 キャンディス 母母 Criquette 障害：3戦1勝 賞金 9，000，000円
※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 シゲルレンコン号・ディライトラッシュ号



08029 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第5競走 ��3，300�サラブレッド系障害4歳以上
発走12時10分 （ 芝 ）
4歳以上；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

58 ハルキストン 牡4鹿 61 森 一馬若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 456＋ 43：36．6 2．9�
46 シ ー レ ー ン 牡4鹿 59 白浜 雄造谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 472＋ 23：36．81 5．7�
610 ロードショー 牡4鹿 59 原田 和真鶴見 恵理氏 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 486＋ 43：37．11� 44．1�
712 マイブルーヘブン 牡5鹿 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 484± 0 〃 ハナ 10．8�
57 キズナエンドレス 牝8鹿 58 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 478± 03：37．52� 126．8�
34 トーアツキヒカリ �5鹿 60 石神 深一高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 450－ 83：37．92� 36．1	
45 シゲルボブキャット 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 上村 洋行 新ひだか 三石川上牧場 458－103：38．21� 82．9

814 カレンバッドボーイ 牡9鹿 60 高田 潤鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 482－ 83：39．05 24．0�
33 サンマルホーム 牡9栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 442－ 83：39．74 50．6�
69 ノワールギャルソン 牡7黒鹿62 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 446± 03：40．87 4．0
11 クロフネフリート 牡8鹿 60 草野 太郎平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 536－ 43：41．65 66．0�
22 ピエナクルーズ 牡6鹿 60 西谷 誠本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 458＋ 83：43．210 10．1�
813 レッドライジェル �7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 438－ 23：43．62� 10．6�
711 ジャッカスバーク �8黒鹿60 熊沢 重文 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 546± 03：45．8大差 15．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 16，014，300円 複勝： 24，310，700円 枠連： 8，682，200円
馬連： 27，434，000円 馬単： 14，362，200円 ワイド： 23，248，200円
3連複： 46，999，100円 3連単： 57，982，500円 計： 219，033，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 210円 � 940円 枠 連（4－5） 1，210円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，290円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 15，140円 3 連 単 ��� 54，380円

票 数

単勝票数 計 160143 的中 � 42727（1番人気）
複勝票数 計 243107 的中 � 61027（1番人気）� 29505（3番人気）� 4540（10番人気）
枠連票数 計 86822 的中 （4－5） 5532（4番人気）
馬連票数 計 274340 的中 �� 17794（2番人気）
馬単票数 計 143622 的中 �� 5551（3番人気）
ワイド票数 計 232482 的中 �� 13497（2番人気）�� 2505（30番人気）�� 1379（44番人気）
3連複票数 計 469991 的中 ��� 2327（50番人気）
3連単票数 計 579825 的中 ��� 773（161番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 53．6－3F 40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハルキストン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．7．15 福島2着

2015．5．31生 牡4鹿 母 ベルモントベロニカ 母母 ペ ラ ド ン ナ 障害：11戦3勝 賞金 51，920，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラピッドシップ号
（非抽選馬） 6頭 ウインレーベン号・エルゼロ号・サムライフォンテン号・シゲルヒノクニ号・マックスドリーム号・

ヤマタケジャイアン号

08030 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時45分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

79 タ ウ ィ ー ザ 牡3鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 平山牧場 500＋ 61：55．8 4．6�
33 カガストロング 牡3栗 56 荻野 極香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B468＋ 21：55．9� 4．8�
710 マンノグランプリ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 504－ 21：56．0クビ 3．4�
55 マイネルリッター 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム B534－ 21：57．38 30．1�
56 ルチーフェロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �カナヤマホール

ディングス 高柳 大輔 新ひだか 秋田育成牧場 486＋ 41：58．15 12．1�
11 ハッシュゴーゴー 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 432－ 61：58．42 3．2	
44 テイエムプレミア 牝3青鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 428－ 21：59．03� 107．1

811 エメラルドカット 牝3鹿 54 的場 勇人山上 和良氏 的場 均 浦河 小林 仁 480± 01：59．32 21．7�
68 ロ グ ブ ッ ク 牡3黒鹿56 国分 優作玉井 宏和氏 大根田裕之 平取 川向高橋育

成牧場 482－ 21：59．4クビ 33．9�
812 ブレーヴウィザード 牡3鹿 56 佐藤 友則ライオンレースホース� 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 480－ 62：00．14 172．0

（笠松）

22 バレットタイム 牡3栗 56
55 ☆横山 武史前田 幸治氏 池上 昌和 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 450－ 22：00．84 110．4�
67 シゲルシンジュ 牡3芦 56

55 ☆川又 賢治森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 490－ 82：01．12 85．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，387，100円 複勝： 24，528，300円 枠連： 9，210，900円
馬連： 27，381，200円 馬単： 15，889，100円 ワイド： 23，758，700円
3連複： 40，293，100円 3連単： 62，721，500円 計： 222，169，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 130円 � 130円 枠 連（3－7） 610円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 300円 �� 240円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 183871 的中 � 31912（3番人気）
複勝票数 計 245283 的中 � 41221（4番人気）� 48068（3番人気）� 49119（2番人気）
枠連票数 計 92109 的中 （3－7） 11626（2番人気）
馬連票数 計 273812 的中 �� 18516（6番人気）
馬単票数 計 158891 的中 �� 5558（11番人気）
ワイド票数 計 237587 的中 �� 19815（4番人気）�� 26637（1番人気）�� 17638（6番人気）
3連複票数 計 402931 的中 ��� 26109（4番人気）
3連単票数 計 627215 的中 ��� 5656（25番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．0―12．8―12．8―13．4―13．2―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．3―50．1―1：02．9―1：16．3―1：29．5―1：42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ ウ ィ ー ザ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2018．11．18 京都7着

2016．5．6生 牡3鹿 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 4戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルシンジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 シゲルシンジュ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月16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。



08031 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第7競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走13時15分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

79 ジェットモーション 牡3黒鹿56 福永 祐一�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B514－ 42：16．4 2．5�
33 ウラノメトリア �3鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－ 42：16．5� 3．6�
66 シャイニングデイズ 牡3鹿 56 荻野 琢真杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B474－ 22：16．6� 7．7�
44 マイディアライフ 牡3栗 56 藤岡 康太三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 82：17．77 3．7�
78 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 482－ 42：17．91� 15．3	
810 バトルフリーダム 牡3青鹿56 荻野 極畑佐 博氏 角田 晃一 日高 いとう牧場 480 ―2：18．11 26．8

811 シゲルパパラチア 牡3青 56 佐藤 友則森中 蕃氏 田中 剛 日高 モリナガファーム 442－ 42：18．95 91．1�

（笠松）

11 ダミアンバローズ 牡3黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 502 ―2：19．21� 17．3�
67 テーオースナイパー 牡3鹿 56 国分 恭介小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 458－ 22：19．3クビ 119．4
22 タイセイフィクサー 牡3鹿 56 丸田 恭介田中 成奉氏 奥村 武 新ひだか 広田牧場 484－ 42：20．15 78．0�
55 ブルベアマローネ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希 �ブルアンドベア 石坂 公一 浦河 富田牧場 464－102：20．63 276．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，942，900円 複勝： 21，426，300円 枠連： 6，324，100円
馬連： 29，699，800円 馬単： 16，590，500円 ワイド： 21，420，700円
3連複： 39，501，400円 3連単： 66，552，700円 計： 223，458，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（3－7） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 220円 �� 290円 �� 370円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 219429 的中 � 67729（1番人気）
複勝票数 計 214263 的中 � 50996（1番人気）� 38417（3番人気）� 29293（4番人気）
枠連票数 計 63241 的中 （3－7） 12345（2番人気）
馬連票数 計 296998 的中 �� 57757（1番人気）
馬単票数 計 165905 的中 �� 18452（2番人気）
ワイド票数 計 214207 的中 �� 27580（2番人気）�� 18473（4番人気）�� 13280（5番人気）
3連複票数 計 395014 的中 ��� 32492（2番人気）
3連単票数 計 665527 的中 ��� 16080（7番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．6―14．0―13．4―12．8―12．3―12．3―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．7―36．3―50．3―1：03．7―1：16．5―1：28．8―1：41．1―1：52．8―2：04．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェットモーション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．1．13 京都4着

2016．5．22生 牡3黒鹿 母 トップモーション 母母 プロモーション 4戦1勝 賞金 7，400，000円
※ダミアンバローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

08032 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第8競走 ��
��1，900�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．7
1：53．7

良
不良

55 ヒルノアトラーニ 牡5青鹿57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 522－ 42：02．7 5．6�
77 ア ヴ ァ ン ト 牡5栗 57

56 ☆川又 賢治佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 2．8�
66 ユキノアンビシャス 牡4鹿 57

56 ☆横山 武史井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 484－ 62：03．97 32．8�
11 アルゴセイコウ 牡4黒鹿 57

54 ▲西村 淳也エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 B474＋102：04．0� 3．2�
44 	 エスプリゾーン 牡5栗 57 荻野 極村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 454± 02：04．21
 30．4�
22 トウカイエクレール 牡6鹿 57 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 480－ 42：04．3� 5．8	
810	 フッカツノノロシ 牡6黒鹿57 佐藤 友則福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 516± 02：04．4� 50．7


（笠松）

89 	 ラッシュワールド 牡5栗 57 熊沢 重文小林 哲之氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 478－ 42：05．89 170．4�
78 ダノンオブザイヤー 牡5青鹿57 義 英真�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 492－182：06．65 33．2�
33 グラファイト 牡4青鹿57 田辺 裕信 社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 474－ 82：08．09 8．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，984，000円 複勝： 19，348，800円 枠連： 5，953，200円
馬連： 27，263，900円 馬単： 15，888，800円 ワイド： 19，024，900円
3連複： 35，095，300円 3連単： 62，531，800円 計： 203，090，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 130円 � 490円 枠 連（5－7） 830円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，130円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 27，470円

票 数

単勝票数 計 179840 的中 � 25566（3番人気）
複勝票数 計 193488 的中 � 28181（4番人気）� 50631（1番人気）� 6904（6番人気）
枠連票数 計 59532 的中 （5－7） 5525（2番人気）
馬連票数 計 272639 的中 �� 27706（2番人気）
馬単票数 計 158888 的中 �� 6495（7番人気）
ワイド票数 計 190249 的中 �� 18977（2番人気）�� 4034（12番人気）�� 2587（18番人気）
3連複票数 計 350953 的中 ��� 3894（19番人気）
3連単票数 計 625318 的中 ��� 1650（82番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．1―31．4―45．1―58．6―1：11．1―1：23．3―1：36．4―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノアトラーニ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2017．5．21 東京17着

2014．4．25生 牡5青鹿 母 ハーランズルビー 母母 Smiling Eyes 12戦3勝 賞金 28，350，000円
〔制裁〕 アルゴセイコウ号の騎手西村淳也は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・7番）
〔その他〕 グラファイト号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※エスプリゾーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



08033 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

12 スズカフェスタ 牡4栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 506＋ 61：26．0 24．7�
23 コスモビスティー 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 480－ 21：26．42� 11．9�
713 プ タ ハ 牡4鹿 57 古川 吉洋髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B526－ 41：26．5クビ 11．7�
36 グランセノーテ 牡6栗 57 津村 明秀安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 532＋ 21：26．6� 3．2�
24 ヨキニハカラエ 牡4鹿 57 菱田 裕二 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 496－ 21：26．91� 71．7�
35 ムルシェラゴ 牡4黒鹿57 吉田 隼人�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 538± 01：27．21� 23．9	
714 サトノプライド 牡4栗 57

54 ▲西村 淳也 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 534＋ 8 〃 クビ 7．8

510	 モ ー グ リ 牡7栗 57 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 洞
湖 レイクヴィラファーム 566＋ 81：27．41� 183．4�
11 	 ブライトパス 牝4鹿 55

52 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 ハナ 3．6
816 ブロードアリュール �5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 21：28．03� 6．3�
612 キミワテンマ 牡4鹿 57 福永 祐一浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 506＋121：28．1� 13．9�
59 	 キッズジョリー 牡4栗 57

56 ☆川又 賢治瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 494－181：28．2クビ 91．5�
611	 ラッシュバンガード 牡5栗 57

54 ▲岩田 望来柳内 光子氏 久保田貴士 日高 木村牧場 460－101：28．41� 266．3�
48 キョウワスピネル 牡4栗 57 横山 和生�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 512＋241：28．61� 89．7�
47 	 ヒロノオウカン 牡4青鹿57 水口 優也小野 博郷氏 蛯名 利弘 清水 小野瀬 竜馬 460－ 31：29．66 201．8�
815	 フェイバリットラン 牝5鹿 55

52 ▲大塚 海渡平田 修氏 和田 雄二 日高 ヤナガワ牧場 446－ 21：33．2大差 213．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，972，600円 複勝： 31，650，900円 枠連： 12，250，300円
馬連： 43，144，300円 馬単： 20，461，100円 ワイド： 32，503，800円
3連複： 62，118，600円 3連単： 87，495，400円 計： 316，597，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 720円 � 370円 � 310円 枠 連（1－2） 1，790円

馬 連 �� 9，680円 馬 単 �� 17，900円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 2，950円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 31，330円 3 連 単 ��� 197，000円

票 数

単勝票数 計 269726 的中 � 8733（9番人気）
複勝票数 計 316509 的中 � 10538（9番人気）� 22638（6番人気）� 28685（5番人気）
枠連票数 計 122503 的中 （1－2） 5299（8番人気）
馬連票数 計 431443 的中 �� 3452（33番人気）
馬単票数 計 204611 的中 �� 857（59番人気）
ワイド票数 計 325038 的中 �� 3086（32番人気）�� 2809（34番人気）�� 5742（19番人気）
3連複票数 計 621186 的中 ��� 1487（86番人気）
3連単票数 計 874954 的中 ��� 322（522番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．6―12．8―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．6―47．2―1：00．0―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカフェスタ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．2．10 京都8着

2015．3．27生 牡4栗 母 ディアマンボウ 母母 ラッシュトゥウィン 7戦2勝 賞金 14，500，000円
〔発走状況〕 サトノプライド号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ヒロノオウカン号の騎手水口優也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 モーグリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェイバリットラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月16日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 モーグリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月16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。
（非抽選馬） 5頭 イザベルローズ号・エスプリゾーン号・コールドターキー号・ファインダッシュ号・ミルトシャトル号

08034 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第10競走 ��2，000�
み の

美 濃 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

44 リンディーホップ 牝4青鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 62：01．9 4．8�

33 エテレインミノル 牡5鹿 57 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 498± 02：02．21� 2．7�
55 デルマオギン 牝6鹿 55 佐藤 友則浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 13．5�

（笠松）

78 フィールインラヴ 牡4黒鹿57 丸田 恭介大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 446－ 4 〃 アタマ 9．0�
810 グレンフィナン �4鹿 57 福永 祐一�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B486＋122：02．41� 3．0	
66 ウインイノベーター 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 西園 正都 新ひだか 静内白井牧場 456－ 22：02．82	 13．3

22 ドルフィンマーク �6黒鹿57 柴山 雄一大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B516＋162：03．12 17．7�
89 キョウワベルナルド 牡5鹿 57 田中 健�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 468＋ 22：03．41	 57．8�
11 リリーマイスター 牡4黒鹿57 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 522＋102：04．89 77．2
77 
 アキブレイブ �5黒鹿57 横山 和生石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 456－122：06．410 95．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，756，900円 複勝： 26，388，800円 枠連： 11，191，400円
馬連： 47，352，300円 馬単： 26，274，400円 ワイド： 28，406，500円
3連複： 61，686，900円 3連単： 108，334，600円 計： 334，391，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 130円 � 260円 枠 連（3－4） 670円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 340円 �� 860円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 12，200円

票 数

単勝票数 計 247569 的中 � 40543（3番人気）
複勝票数 計 263888 的中 � 41968（3番人気）� 64457（1番人気）� 19717（6番人気）
枠連票数 計 111914 的中 （3－4） 12874（2番人気）
馬連票数 計 473523 的中 �� 52028（2番人気）
馬単票数 計 262744 的中 �� 11819（6番人気）
ワイド票数 計 284065 的中 �� 23143（3番人気）�� 7916（13番人気）�� 10612（11番人気）
3連複票数 計 616869 的中 ��� 17752（10番人気）
3連単票数 計1083346 的中 ��� 6434（44番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．6―12．4―12．1―12．2―12．5―12．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．2―48．6―1：00．7―1：12．9―1：25．4―1：37．9―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
9－6－4，5，3－10（2，8）7，1
9＝6（4，5）3－10，2，8－（1，7）

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

勝馬の
紹 介

リンディーホップ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2017．12．28 中山10着

2015．2．26生 牝4青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 9戦2勝 賞金 20，359，000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。

追 加 記 事（第 2回中京競馬第 1日第 5競走）
〔その他〕　　ラッキーファインド号は，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。



08035 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第11競走 ��
��1，400�第33回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

中日スポーツ総局賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

815 ハッピーアワー 牡3鹿 56 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社
吉田ファーム 446－ 21：20．9 6．3�

713 グルーヴィット 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486－141：21．0	 6．0�
34 ローゼンクリーガー 牝3青 54 福永 祐一藤田 孟司氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 462＋ 21：21．53 4．4�
22 ショウナンタイガ 牡3鹿 56 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 476－ 21：21．6クビ 72．0�
712 ブリングイットオン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 424－ 21：21．91	 170．9	
610
 ヴァッシュモン 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 英 Gestut Hof

Ittlingen 454± 01：22．0クビ 3．7

59 ダノンジャスティス 牡3鹿 56 小崎 綾也�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 アタマ 13．0�
58 ザイツィンガー 牡3芦 56 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 422－101：22．1� 103．4�
23 スタークォーツ 牝3青鹿54 川又 賢治輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 474－ 41：22．31� 84．6
47 シングルアップ 牡3鹿 56 中谷 雄太 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 536－ 6 〃 アタマ 45．5�
611 ド ゴ ー ル 牡3鹿 56 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 452－161：22．4クビ 8．8�
814 イッツクール 牡3栗 56 松田 大作久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470－ 4 〃 クビ 15．8�
35 ジャカランダシティ 牡3青鹿56 荻野 極吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 466± 01：22．61� 42．8�
46 ジャパンスウェプト 牡3芦 56 藤岡 康太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 434＋ 21：22．7	 11．0�
11  ニューホープ 牡3青鹿56 佐藤 友則吉田 勝利氏 尾島 徹 日高 新生ファーム 432－ 81：26．0大差 260．8�

（笠松） （笠松）

（15頭）

売 得 金
単勝： 98，547，400円 複勝： 138，168，900円 枠連： 56，881，400円
馬連： 332，330，200円 馬単： 109，438，700円 ワイド： 179，509，100円
3連複： 563，316，300円 3連単： 661，596，000円 計： 2，139，788，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 240円 � 170円 枠 連（7－8） 1，380円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 790円 �� 520円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 24，470円

票 数

単勝票数 計 985474 的中 � 123991（4番人気）
複勝票数 計1381689 的中 � 193718（3番人気）� 137391（5番人気）� 225340（2番人気）
枠連票数 計 568814 的中 （7－8） 31873（5番人気）
馬連票数 計3323302 的中 �� 120336（7番人気）
馬単票数 計1094387 的中 �� 17037（20番人気）
ワイド票数 計1795091 的中 �� 56837（9番人気）�� 91362（3番人気）�� 60148（8番人気）
3連複票数 計5633163 的中 ��� 115410（9番人気）
3連単票数 計6615960 的中 ��� 19601（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．2―45．9―57．4―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 3，5（4，10）（7，9，11）（2，13）（6，12）14，15－8＝1 4 3，5（4，10）（2，7，9，11）（6，12，13）（15，14）8＝1

勝馬の
紹 介

ハッピーアワー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．6．3 阪神2着

2016．3．18生 牡3鹿 母 サクセスシルエット 母母 フェアレストケープ 7戦3勝 賞金 77，986，000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。

08036 3月16日 晴 良 （31中京2）第3日 第12競走 ��1，200�
え な

恵 � 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下，30．3．17以降31．3．10まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：10．0
1：08．7

重
重

12 ヤマニンレジスタ 牡4栗 56 藤岡 康太土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 500＋ 81：12．0 5．7�
11 クインズマラクータ 牡5栗 54 西村 淳也亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B524＋ 4 〃 ハナ 14．8�
713 ハングリーベン 牡5鹿 56 丹内 祐次石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 444－ 6 〃 クビ 52．3�
815� ワンダーアマービレ 牝5鹿 53 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 454－ 41：12．21 11．3�
24 スマートアルタイル 牡4栗 55 福永 祐一大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 468＋ 2 〃 ハナ 3．5�
36 モルゲンロート 牡6鹿 56 古川 吉洋武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：12．51� 6．1�
48 コロニアルスタイル 牝5栗 52 横山 武史吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 460－ 61：12．71� 13．8	
47 � セルバンテスカズマ 牡6黒鹿55 荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 540－ 4 〃 クビ 10．3

35 ツウカイウイング 牡4鹿 54 柴山 雄一木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 454－ 8 〃 アタマ 39．6�
59 エトワールブリエ 牝4黒鹿52 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 田中 博康 新ひだか ケイアイファーム 420± 01：12．8クビ 12．7
714� ゼットマックイーン 牡6鹿 54 水口 優也�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 466＋ 61：13．11� 89．6�
510 アイアムジュピター 牡5鹿 54 佐藤 友則堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 502－ 21：13．2� 43．8�

（笠松）

612 ジュエアトゥー �5栗 55 吉田 隼人首藤 徳氏 山内 研二 新ひだか 谷岡牧場 506± 01：13．3	 9．5�
23 イナズママンボ 牝5鹿 51 中谷 雄太小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B460－ 21：13．4� 135．4�
611 メイショウカイモン �8鹿 52 西田雄一郎松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 482＋ 61：13．5クビ 127．3�
816 スズカアーチスト 牝4黒鹿51 丸田 恭介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B466＋101：13．71� 36．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，312，700円 複勝： 67，173，400円 枠連： 24，715，200円
馬連： 101，530，200円 馬単： 40，470，900円 ワイド： 73，434，400円
3連複： 166，708，600円 3連単： 196，989，400円 計： 714，334，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 260円 � 400円 � 1，070円 枠 連（1－1） 3，810円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 4，890円 �� 5，930円

3 連 複 ��� 52，660円 3 連 単 ��� 203，150円

票 数

単勝票数 計 433127 的中 � 60491（2番人気）
複勝票数 計 671734 的中 � 77867（3番人気）� 43843（8番人気）� 14418（11番人気）
枠連票数 計 247152 的中 （1－1） 5025（20番人気）
馬連票数 計1015302 的中 �� 23527（12番人気）
馬単票数 計 404709 的中 �� 5737（14番人気）
ワイド票数 計 734344 的中 �� 16506（10番人気）�� 3810（48番人気）�� 3135（56番人気）
3連複票数 計1667086 的中 ��� 2374（165番人気）
3連単票数 計1969894 的中 ��� 703（651番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．7―12．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンレジスタ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ヤマニンセラフィム デビュー 2017．7．30 小倉5着

2015．3．23生 牡4栗 母 ヤマニンラレーヌ 母母 ヤマニンジュエリー 13戦3勝 賞金 40，365，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シゲルゴホウサイ号・スパイチャクラ号
※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。



（31中京2）第3日 3月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 162頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

237，330，000円
2，590，000円
16，630，000円
1，650，000円
28，130，000円
63，124，250円
6，096，600円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
334，075，500円
452，470，800円
170，984，500円
746，623，100円
316，123，300円
490，342，900円
1，185，463，400円
1，514，737，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，210，821，300円

総入場人員 12，146名 （有料入場人員 11，048名）
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