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08049 3月23日 曇 良 （31中京2）第5日 第1競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

713 ノンライセンス 牝3黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 松永 幹夫 平取 船越 伸也 458＋ 21：26．8 4．6�
23 ヴィヴァンフィーユ 牝3栗 54 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 480－ 61：27．33 6．1�
47 サルトアトランテ 牝3鹿 54

51 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 2 〃 クビ 3．5�

612 カルカリーナ 牝3栗 54 岩崎 翼山口 敦広氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 428 ―1：27．51� 255．8�
12 プリマヴォルタ 牝3鹿 54 津村 明秀ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 422± 01：27．71 9．7	
510 ホームアゲイン 牝3鹿 54 �島 克駿飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 424－ 21：27．8� 8．1

611 ハニーディスタフ 牝3栗 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 490－ 21：27．9� 5．7�
35 クイーンブロッサム 牝3栗 54 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B438± 01：28．53� 36．9�
714 ハ ル イ ロ 牝3鹿 54 荻野 極吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 476－ 41：29．24 138．0
59 バイカマロン 牝3栗 54

53 ☆横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新ひだか ニシケンフアーム 466 ―1：29．3� 86．1�
816 サンクビジュー 牝3黒鹿54 松若 風馬水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 448－ 21：29．51 12．7�
815 マナツノユキ 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹澤田 孝之氏 菊沢 隆徳 様似 様似堀牧場 448－141：29．92� 252．0�
11 ムーランブラン 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子村上 卓史氏 黒岩 陽一 日高 白井牧場 440－141：30．22 61．0�
24 サ ユ リ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士諸岡 慶氏 石毛 善彦 日高 北田 剛 436－ 8 〃 アタマ 193．0�
48 メイショウハクト 牝3鹿 54 藤井勘一郎松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 506－ 81：31．37 26．5�

（15頭）
36 ジューンハルジオン 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 16，600，600円 複勝： 30，569，100円 枠連： 7，312，800円
馬連： 33，615，000円 馬単： 15，686，000円 ワイド： 26，291，300円
3連複： 51，537，700円 3連単： 56，632，000円 計： 238，244，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 190円 � 130円 枠 連（2－7） 2，030円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 660円 �� 380円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 13，250円

票 数

単勝票数 計 166006 的中 � 28268（2番人気）
複勝票数 計 305691 的中 � 48531（2番人気）� 35978（4番人気）� 71094（1番人気）
枠連票数 計 73128 的中 （2－7） 2783（9番人気）
馬連票数 計 336150 的中 �� 12725（10番人気）
馬単票数 計 156860 的中 �� 3160（15番人気）
ワイド票数 計 262913 的中 �� 9648（9番人気）�� 18774（1番人気）�� 13679（4番人気）
3連複票数 計 515377 的中 ��� 18905（5番人気）
3連単票数 計 566320 的中 ��� 3097（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．8―48．6―1：01．8―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．2
3 ・（5，8，11）（7，13）（2，16）（10，14）3，15（9，12）－1＝4 4 ・（5，11）8（7，13）（2，14）（3，16）10（12，15）9，1＝4
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ノンライセンス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2019．3．9 中京4着

2016．4．7生 牝3黒鹿 母 サマーリガード 母母 リーガルジョイ 2戦1勝 賞金 5，750，000円
〔出走取消〕 ジューンハルジオン号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔発走状況〕 サルトアトランテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウハクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月23日まで平地競

走に出走できない。

08050 3月23日 曇 良 （31中京2）第5日 第2競走 1，900�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

若手騎手，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
1：57．7
1：53．7

良
不良

510 ローザノワール 牝3青鹿 54
51 ▲藤田菜七子渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 462＋142：02．5 9．5�

47 セブンティサン 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 416± 02：02．6� 24．8�
713 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 506－ 42：03．23� 2．7�

23 ブラックアンバー 牡3黒鹿 56
53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 508－102：03．3� 11．8�

11 ビービーオネスト 牡3黒鹿 56
53 ▲岩田 望来�坂東牧場 加用 正 日高 新井 昭二 512－ 4 〃 クビ 10．8	

612 ミッキーバラード 牝3鹿 54 義 英真野田みづき氏 高橋 康之 日高 白井牧場 B478－102：04．04 24．6

816 ヒュミドール 牡3鹿 56 岩崎 翼�サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 478－122：04．21� 96．5�
611 ペイシャラトゥール 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 488＋ 2 〃 ハナ 41．4�
12 エイシンゴエモン 牡3栗 56

55 ☆横山 武史�栄進堂 安田 翔伍 浦河 栄進牧場 488－162：04．3クビ 5．6
48 タイセイスキャット 牡3鹿 56 �島 克駿田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 444－ 82：04．4� 8．2�
24 タガノファジョーロ 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B444＋ 42：04．71� 195．2�

36 トウカイソフィア 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 432－ 8 〃 アタマ 232．4�

59 ローザジルベルト 牡3鹿 56
53 ▲斎藤 新 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 438－ 22：04．8� 39．7�

35 エルラティオ 牡3青鹿 56
53 ▲三津谷隼人�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 22：05．11� 359．3�
815 ヘニーストライカー 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治�ターフ・スポート寺島 良 浦河 中島牧場 B504＋ 42：05．63 6．9�
714 サスクェハンナ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也吉田 和美氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 448－122：09．4大差 133．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，598，700円 複勝： 32，128，800円 枠連： 8，096，200円
馬連： 28，499，300円 馬単： 13，596，800円 ワイド： 24，852，900円
3連複： 45，016，500円 3連単： 48，606，100円 計： 219，395，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 360円 � 520円 � 150円 枠 連（4－5） 3，060円

馬 連 �� 9，230円 馬 単 �� 17，700円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 930円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 12，440円 3 連 単 ��� 98，700円

票 数

単勝票数 計 185987 的中 � 15617（5番人気）
複勝票数 計 321288 的中 � 19711（7番人気）� 12720（8番人気）� 78866（1番人気）
枠連票数 計 80962 的中 （4－5） 2049（16番人気）
馬連票数 計 284993 的中 �� 2392（34番人気）
馬単票数 計 135968 的中 �� 576（66番人気）
ワイド票数 計 248529 的中 �� 2024（36番人気）�� 7008（10番人気）�� 5560（13番人気）
3連複票数 計 450165 的中 ��� 2712（45番人気）
3連単票数 計 486061 的中 ��� 357（345番人気）

ハロンタイム 7．4―11．6―12．4―14．3―13．2―12．2―13．1―13．2―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．0―31．4―45．7―58．9―1：11．1―1：24．2―1：37．4―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ローザノワール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2018．6．17 函館6着

2016．2．27生 牝3青鹿 母 ダノンスズラン 母母 パルムドールⅡ 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サスクェハンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月23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。
（非当選馬） 1頭 サクセスファイター号

第２回 中京競馬 第５日



08051 3月23日 曇 良 （31中京2）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：10．0
1：08．7

重
重

12 � エ ル ズ リ ー 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 米 Springlan
d Farm 512－ 61：13．5 6．5�

11 シェルトファータ 牝3栗 54
51 ▲斎藤 新水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 422－ 61：13．6� 32．6�

24 クーファピーカブー 牝3栗 54 �島 克駿大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 454＋ 21：13．7� 22．3�
612 ク リ ー 牡3鹿 56 幸 英明サン 安達 昭夫 日高 滝本 健二 474－ 81：14．23 6．3�
713 タマモキャペリン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 444－ 4 〃 クビ 21．1�
48 � トライレグナム 牡3栗 56 義 英真 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米
Taylor Bros Prop.LLC, Pollock
Farms, Patrick Payne & Bay-
sore Stables LLC

482－ 81：14．3クビ 14．3	
36 ク レ イ ヴ 牡3黒鹿 56

54 △菊沢 一樹水上 行雄氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋ 21：14．4� 80．1


816 ウォーターマゼラン 牡3芦 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 482＋ 4 〃 クビ 5．2�
714 ペイシャカノープス 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 440－ 21：14．61� 26．8�
59 ダイリュウボーラー 牡3青鹿56 藤岡 康太大野 龍氏 橋口 慎介 新冠 樋渡 志尚 420± 01：14．7クビ 36．0
23 メイショウメイリン 牡3黒鹿 56

53 ▲西村 淳也松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 460＋ 41：14．8� 2．8�
611 タガノスミカ 牝3栗 54

51 ▲団野 大成八木 良司氏 池添 学 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 440－ 21：15．0� 349．0�

510� ブライトンテソーロ 牡3黒鹿56 津村 明秀了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox

Stud Limited 472－ 21：15．63� 13．9�
35 � アールマティーニ 牝3鹿 54 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Brereton

C. Jones 472－ 41：15．91� 32．6�
815� クロスオブヴァロー 牡3鹿 56 秋山真一郎 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 英 D. J. and

Mrs Deer B458－ 81：16．21� 48．5�
47 � アースプレリュード 牡3鹿 56 黛 弘人 �グリーンファーム武井 亮 米 Summer Hill

Farm LLC B498± 01：16．3� 198．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，869，600円 複勝： 38，824，600円 枠連： 10，227，800円
馬連： 38，306，100円 馬単： 18，410，000円 ワイド： 34，131，100円
3連複： 60，462，900円 3連単： 64，901，500円 計： 290，133，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 1，020円 � 540円 枠 連（1－1） 9，230円

馬 連 �� 10，150円 馬 単 �� 18，860円

ワ イ ド �� 3，490円 �� 2，250円 �� 6，620円

3 連 複 ��� 42，100円 3 連 単 ��� 174，920円

票 数

単勝票数 計 248696 的中 � 30290（4番人気）
複勝票数 計 388246 的中 � 45586（4番人気）� 8928（11番人気）� 18196（8番人気）
枠連票数 計 102278 的中 （1－1） 858（29番人気）
馬連票数 計 383061 的中 �� 2922（36番人気）
馬単票数 計 184100 的中 �� 732（65番人気）
ワイド票数 計 341311 的中 �� 2521（41番人気）�� 3949（27番人気）�� 1316（61番人気）
3連複票数 計 604629 的中 ��� 1077（125番人気）
3連単票数 計 649015 的中 ��� 269（566番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．3―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．7―48．0―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エ ル ズ リ ー �
�
父 Graydar �

�
母父 Henny Hughes デビュー 2019．3．9 中京4着

2016．3．31生 牝3栗 母 Miss Luna 母母 In Her Glory 2戦1勝 賞金 5，750，000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。
（非抽選馬） 1頭 ステラインアテーザ号

08052 3月23日 曇 良 （31中京2）第5日 第4競走 2，000�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

817 ウインメルシー 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 454－ 82：02．2 6．4�

36 ジャストマリッジ 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 422 ―2：02．52 75．1�

611 テ メ ノ ス 牝3栗 54 幸 英明�G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム 476－ 62：02．81� 1．8�
11 ビッグバジェット 牝3鹿 54 藤井勘一郎吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 12．8�
47 ヴィオラピューロ 牝3栗 54 �島 克駿西岡 透氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 460＋ 22：02．9� 29．7�
23 レンジャーガール 牝3鹿 54 藤岡 康太戸賀 智子氏 河内 洋 日高 Shall Farm 428＋ 22：03．21� 13．0	
48 ヴィクトワールメイ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 斉藤スタッド 422－ 42：03．3クビ 14．7

35 プチティアレ 牝3黒鹿 54

51 ▲斎藤 新落合 幸弘氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 446－102：03．4� 32．8�
510 レッドアウローラ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 クビ 21．0�
12 ビクトリアスマイル 牝3黒鹿54 荻野 極 KRジャパン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 406＋ 42：03．5クビ 245．0
59 ハッピークラッカー 牝3芦 54 難波 剛健�下河辺牧場 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 492 ― 〃 同着 73．3�
714 ウインアミーリア 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 42：03．92� 32．2�
24 エガオノメガミ 牝3鹿 54 荻野 琢真國分 純氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 ハナ 7．7�
818 ミサトテスコ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 424－ 8 〃 ハナ 463．2�
715 ク ド シ ュ 牝3鹿 54 義 英真武田 茂男氏 藤沢 則雄 浦河 中神牧場 428－ 42：04．32� 437．9�
612 ドリームウィング 牝3黒鹿 54

51 ▲亀田 温心松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 416－ 4 〃 ハナ 37．7�
816 ビップセーラ 牝3栗 54 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 464± 02：05．25 146．6�
713 ジュルビアン 牝3黒鹿54 小崎 綾也 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 474－ 22：05．41� 181．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，043，200円 複勝： 33，638，500円 枠連： 9，020，400円
馬連： 33，965，500円 馬単： 16，726，900円 ワイド： 31，171，700円
3連複： 48，951，800円 3連単： 59，745，400円 計： 260，263，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 1，530円 � 120円 枠 連（3－8） 7，710円

馬 連 �� 32，020円 馬 単 �� 49，390円

ワ イ ド �� 9，290円 �� 400円 �� 3，890円

3 連 複 ��� 19，610円 3 連 単 ��� 173，950円

票 数

単勝票数 計 270432 的中 � 33521（2番人気）
複勝票数 計 336385 的中 � 42982（2番人気）� 3369（13番人気）� 106565（1番人気）
枠連票数 計 90204 的中 （3－8） 906（26番人気）
馬連票数 計 339655 的中 �� 822（60番人気）
馬単票数 計 167269 的中 �� 254（112番人気）
ワイド票数 計 311717 的中 �� 802（64番人気）�� 22748（3番人気）�� 1935（42番人気）
3連複票数 計 489518 的中 ��� 1872（62番人気）
3連単票数 計 597454 的中 ��� 249（497番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．1―13．0―12．9―12．6―12．2―11．2―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―37．0―50．0―1：02．9―1：15．5―1：27．7―1：38．9―1：50．1

コーナー
通過順位

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

2
4

・（17，7）（2，16）5（1，6，10）－14，3（8，18）（4，11）（13，9）15－12
17，7，2，16（5，10）1，6（3，14）（8，11）（13，18，9）15，4－12

勝馬の
紹 介

ウインメルシー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．1．26 中京3着

2016．4．28生 牝3鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔その他〕 ジュルビアン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジュルビアン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年4月23日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ビップセーラ号・ミサトテスコ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年5月23日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーレア号
（非抽選馬） 1頭 クロティルド号



08053 3月23日 曇 良 （31中京2）第5日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時05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
1：06．7
1：06．5

良
良

818 シセイタイガ 牡3青鹿56 菱田 裕二猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ
ファーム 450－ 41：08．6 10．5�

24 エイトマイル 牡3芦 56
53 ▲西村 淳也 Him Rock Racing

ホールディングス� 西園 正都 日高 タバタファーム 486± 0 〃 クビ 3．2�
11 メイクアンシー 牡3青鹿56 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 452＋ 61：08．91� 16．6�
35 � トップソリスト 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 450－ 21：09．0� 4．8�
12 ファビュラスギフト 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 ハナ 19．4�
714 ノーリミッツ 牡3黒鹿56 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 432＋ 21：09．42� 34．0	
611 ウインカーマイン 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 416－ 21：09．5クビ 91．1

23 メイショウフェイト 牡3黒鹿56 小崎 綾也松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 本巣 敦 464＋ 2 〃 クビ 226．5�
48 � デルマカトリーナ 牝3鹿 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 438－ 4 〃 ハナ 13．1�
59 レディポワソン 牝3鹿 54 酒井 学近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか カタオカフアーム 502＋101：09．6クビ 86．9
816 クールリアル 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 沖田 博志 464－ 8 〃 クビ 37．6�
47 サ ラ マ ー 牝3栗 54 藤岡 康太畑佐 博氏 寺島 良 新ひだか 沖田 博志 458－ 21：09．7クビ 6．9�
713 リーチザサミット 牡3青鹿56 的場 勇人岡田 牧雄氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 434－10 〃 クビ 15．6�
715 リリーエンデヴァー 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 追分ファーム 462＋ 41：10．02 140．5�
612 ピュアヒカリ 牡3鹿 56 丸山 元気鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 424－181：10．95 8．6�
510 サイレントクララ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 498 ―1：11．11	 126．0�
817 フォーエバーワン 牝3栗 54 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 444－ 21：11．41� 187．4�
36 トモノマウイ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子共田 義夫氏 浜田多実雄 洞
湖 レイクヴィラファーム 496＋261：14．6大差 43．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，822，900円 複勝： 36，038，100円 枠連： 11，961，500円
馬連： 39，463，000円 馬単： 18，771，000円 ワイド： 34，972，000円
3連複： 64，590，900円 3連単： 71，674，300円 計： 300，293，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 340円 � 180円 � 580円 枠 連（2－8） 1，380円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 690円 �� 3，580円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 16，630円 3 連 単 ��� 95，870円

票 数

単勝票数 計 228229 的中 � 17268（5番人気）
複勝票数 計 360381 的中 � 25833（5番人気）� 63590（2番人気）� 13560（10番人気）
枠連票数 計 119615 的中 （2－8） 6713（4番人気）
馬連票数 計 394630 的中 �� 18165（4番人気）
馬単票数 計 187710 的中 �� 3405（11番人気）
ワイド票数 計 349720 的中 �� 13641（4番人気）�� 2418（43番人気）�� 4995（20番人気）
3連複票数 計 645909 的中 ��� 2912（55番人気）
3連単票数 計 716743 的中 ��� 542（311番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．1―11．1―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．9―45．0―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シセイタイガ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バ ゴ デビュー 2018．7．29 新潟3着

2016．2．14生 牡3青鹿 母 シセイカナタ 母母 シセイハルカ 8戦1勝 賞金 11，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トモノマウイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月23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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインアイルビータ号・サノノドラゴン号・フォークアート号

08054 3月23日 曇 良 （31中京2）第5日 第6競走 1，600�サラブレッド系3歳
発走12時35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
1：32．3
1：30．7

良
良

35 ショーヒデキラ 牡3鹿 56
55 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 468－ 81：33．7 5．6�

815 ファムファタル 牝3鹿 54 丸山 元気�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 484＋ 41：33．91� 9．0�
816 ミッキーバディーラ 牝3鹿 54 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 464－ 61：34．21� 2．1�
23 ハーフバック 牝3黒鹿54 �島 克駿本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 468± 01：34．41� 3．7�
11 カウムディー 牝3黒鹿54 菱田 裕二加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 458－ 81：34．82� 20．1�
12 クリノカリビアン 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424± 01：35．01� 367．0	
48 ル ル ド 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム B424－ 21：35．21� 46．7


612 トーセングラート 牝3鹿 54 黛 弘人島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム 448－ 21：35．41� 78．0�

59 レークサイド 牡3鹿 56 津村 明秀本間 茂氏 �島 一歩 むかわ 上水牧場 464－ 2 〃 ハナ 24．4
611 ハードエイム 牡3栗 56

53 ▲斎藤 新新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 436－ 41：35．5クビ 56．2�
714 セ レ ブ リ ス 牝3黒鹿54 荻野 極安原 浩司氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 452＋ 41：36．13� 163．0�
24 コールドストーン 牡3黒鹿56 小崎 綾也臼井義太郎氏 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 B472＋ 2 〃 ハナ 146．0�
36 エイシントドロキ 牝3栗 54 藤岡 康太�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 422＋ 81：36．2� 17．4�
713 ノーブルルーナ 牝3黒鹿54 柴山 雄一吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 420－ 41：36．41� 321．9�
510 アレグレユミティー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 矢野牧場 B444＋ 61：36．5クビ 341．8�
47 オプタートゥム 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人田上 雅春氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 412－10 〃 ハナ 461．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，316，600円 複勝： 21，164，400円 枠連： 7，705，200円
馬連： 26，872，000円 馬単： 13，965，800円 ワイド： 21，184，300円
3連複： 39，628，100円 3連単： 55，096，200円 計： 204，932，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 180円 � 120円 枠 連（3－8） 420円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，860円

ワ イ ド �� 500円 �� 280円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 12，930円

票 数

単勝票数 計 193166 的中 � 27278（3番人気）
複勝票数 計 211644 的中 � 38667（2番人気）� 22729（4番人気）� 56696（1番人気）
枠連票数 計 77052 的中 （3－8） 14183（2番人気）
馬連票数 計 268720 的中 �� 8855（7番人気）
馬単票数 計 139658 的中 �� 2710（12番人気）
ワイド票数 計 211843 的中 �� 9992（5番人気）�� 20671（2番人気）�� 14423（4番人気）
3連複票数 計 396281 的中 ��� 18599（3番人気）
3連単票数 計 550962 的中 ��� 3088（29番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―11．8―12．2―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―34．2―46．0―58．2―1：10．0―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショーヒデキラ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2018．10．6 東京5着

2016．3．15生 牡3鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 7戦1勝 賞金 10，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジョーダンケルク号・ビームフラッシュ号



08055 3月23日 曇 良 （31中京2）第5日 第7競走 1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時05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

48 ジ ョ ワ イ ユ 牝5鹿 55 荻野 極�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 460－ 21：25．1 14．0�

35 クインズラミントン 牡5鹿 57
54 ▲木幡 育也亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 480－ 21：25．41� 8．7�

815 ブライトエンパイア 牡4鹿 57
54 ▲斎藤 新杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 442± 0 〃 ハナ 3．5�

12 キタノユウキ 牡4鹿 57 藤岡 康太河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B536± 01：25．61� 8．2�
713 ロードキング 牡6鹿 57

56 ☆川又 賢治市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B496＋ 8 〃 ハナ 8．8�

612 グラドゥアーレ 牡5栗 57 丸山 元気 	シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 5．4

714 サンライズナイト 牡4黒鹿57 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B496± 01：25．7� 16．7�
510 メイショウアテン 牝5鹿 55

52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 470－ 61：25．8クビ 66．2�
816 テイエムヨハネス 牡4栗 57 酒井 学竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 506－ 4 〃 クビ 8．1
23 ヨキニハカラエ 牡4鹿 57 �島 克駿 �キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 496± 01：25．9� 79．6�
47 ス ト リ 牡4黒鹿57 松若 風馬金山 敏也氏 松下 武士 安平 �橋本牧場 486＋101：26．0クビ 29．4�
36 ヴィーナスフローラ 牝5栗 55 井上 敏樹大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 81：26．1� 21．3�
24 フクノクオリア 	5黒鹿57 黛 弘人福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B498－ 81：26．31� 156．8�
11 
 ヒルノアルゲーロ 牡4栗 57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 502－ 41：26．51� 44．0�
611 レンズフルパワー 牡7鹿 57 柴山 雄一田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 510－ 21：26．71� 33．4�
59 ホ ノ ル ア 牡5黒鹿57 岩崎 翼守内ひろ子氏 西橋 豊治 新ひだか 中橋 清 478＋ 41：26．91� 79．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，567，500円 複勝： 36，044，900円 枠連： 11，638，200円
馬連： 41，040，500円 馬単： 16，710，000円 ワイド： 35，276，000円
3連複： 65，682，400円 3連単： 71，465，500円 計： 303，425，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 300円 � 230円 � 160円 枠 連（3－4） 2，160円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 550円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 26，460円

票 数

単勝票数 計 255675 的中 � 14569（7番人気）
複勝票数 計 360449 的中 � 26105（7番人気）� 39368（3番人気）� 70430（1番人気）
枠連票数 計 116382 的中 （3－4） 4157（13番人気）
馬連票数 計 410405 的中 �� 8532（15番人気）
馬単票数 計 167100 的中 �� 1579（32番人気）
ワイド票数 計 352760 的中 �� 8368（8番人気）�� 16750（3番人気）�� 19207（1番人気）
3連複票数 計 656824 的中 ��� 13842（3番人気）
3連単票数 計 714655 的中 ��� 1958（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．4―47．7―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ ワ イ ユ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．11．19 東京7着

2014．5．16生 牝5鹿 母 チリースタート 母母 Snow Bride 17戦2勝 賞金 26，450，000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。
（非抽選馬） 1頭 イザベルローズ号

08056 3月23日 晴 良 （31中京2）第5日 第8競走 ��2，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：09．9
2：09．9

良
良

66 イペルラーニオ 牡4鹿 56
53 ▲西村 淳也 �キャロットファーム 西村 真幸 新冠 コスモヴューファーム B490＋122：11．2 36．0�

33 アールスター 牡4鹿 56 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 510－ 42：11．3� 2．5�
22 � ダノンクライム 牡5芦 57 丸山 元気�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 526＋ 22：11．62 4．7�
44 プルンクザール 牡4栗 56 秋山真一郎水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 466＋ 62：12．34 5．1�
88 ブラゾンダムール 牡4黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 478－ 42：12．83 5．8	
11 インヴィクタ 牡5黒鹿57 藤井勘一郎佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 02：13．22� 4．4

55 タガノシャルドネ 牡5鹿 57 	島 克駿八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－ 2 〃 ハナ 52．2�
77 マルターズゲイル 牡6青鹿 57

54 ▲木幡 育也藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 B480－ 62：16．9大差 144．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 29，967，400円 複勝： 32，015，700円 枠連： 発売なし
馬連： 37，207，200円 馬単： 20，865，900円 ワイド： 23，325，500円
3連複： 41，133，500円 3連単： 94，469，400円 計： 278，984，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 670円 � 140円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 22，450円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 2，270円 �� 280円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 82，120円

票 数

単勝票数 計 299674 的中 � 6647（6番人気）
複勝票数 計 320157 的中 � 8017（7番人気）� 73012（1番人気）� 61709（2番人気）
馬連票数 計 372072 的中 �� 4268（12番人気）
馬単票数 計 208659 的中 �� 697（35番人気）
ワイド票数 計 233255 的中 �� 3273（14番人気）�� 2388（19番人気）�� 24792（2番人気）
3連複票数 計 411335 的中 ��� 4704（13番人気）
3連単票数 計 944694 的中 ��� 834（156番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．1―12．6―12．5―12．7―11．8―12．0―12．0―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．4―34．5―47．1―59．6―1：12．3―1：24．1―1：36．1―1：48．1―1：59．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イペルラーニオ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．12．23 阪神8着

2015．3．2生 牡4鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 15戦2勝 賞金 16，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルターズゲイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年4月23日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 エスピリトゥオーゾ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

追 加 記 事（第 2回中京競馬第 1日第 1競走）
〔その他〕　　ミアフィリア号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕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。



08057 3月23日 晴 良 （31中京2）第5日 第9競走 1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：48．9
1：47．8

重
重

34 サ ニ ー レ イ 牝4鹿 55 小崎 綾也橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B452－ 61：54．8 2．2�
22 メ ヌ エ ッ ト 牝5芦 55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 456－ 21：54．9� 10．3�
712 アルセナーレ 牝6鹿 55 丸山 元気 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 528－ 6 〃 ハナ 12．3�
46 � レンブランサ 牝4栗 55

54 ☆川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 438＋121：55．0� 7．5�
813 メイショウバーズ 牝6鹿 55 黛 弘人松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 21：55．1クビ 9．3	
610 クリノヴィクトリア 牝5栗 55

54 ☆横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 436± 01：55．41� 5．5

57 シェパーズポーズ 牝4黒鹿 55

52 ▲亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500－ 21：55．82� 46．7�
69 ハ ン ド リ ー 牝4栗 55

52 ▲山田 敬士大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B438－181：56．01� 153．3
33 ヴ ィ グ ー ル 牝4鹿 55 幸 英明サイプレスホール

ディングス合同会社 渡辺 薫彦 平取 坂東牧場 464－ 41：56．1� 15．4�
711 エバーパッション 牝6青鹿55 丸田 恭介宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 454－ 21：56．31� 64．7�
814 サンマルメジャール 牝7鹿 55

52 ▲藤田菜七子相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 466－ 61：57．04 34．5�
11 レッドアマポーラ 牝4青鹿55 柴山 雄一紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 464＋ 21：57．21� 79．3�
45 ブリスフルデイズ 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：59．3大差 16．3�
58 オンディーヌ 牝4鹿 55

53 △菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 大平牧場 508－141：59．51� 148．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，046，100円 複勝： 33，659，000円 枠連： 12，369，200円
馬連： 42，188，600円 馬単： 20，884，200円 ワイド： 33，684，700円
3連複： 64，450，300円 3連単： 87，654，300円 計： 319，936，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 250円 � 270円 枠 連（2－3） 980円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 470円 �� 660円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 14，400円

票 数

単勝票数 計 250461 的中 � 87139（1番人気）
複勝票数 計 336590 的中 � 83149（1番人気）� 29591（5番人気）� 27071（6番人気）
枠連票数 計 123692 的中 （2－3） 9708（4番人気）
馬連票数 計 421886 的中 �� 26859（4番人気）
馬単票数 計 208842 的中 �� 9399（3番人気）
ワイド票数 計 336847 的中 �� 19295（3番人気）�� 13065（7番人気）�� 5387（19番人気）
3連複票数 計 644503 的中 ��� 11142（15番人気）
3連単票数 計 876543 的中 ��� 4412（36番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．6―12．8―12．1―12．3―12．9―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．9―50．7―1：02．8―1：15．1―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4F52．0―3F39．7
1
3
12－5（3，8，10）4，6，2（1，7，13）（9，11）14
12（5，10）－3－8，4（2，6）－7－（1，13）（9，11，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ ニ ー レ イ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．9．24 阪神6着

2015．3．22生 牝4鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 8戦2勝 賞金 18，700，000円

08058 3月23日 晴 良 （31中京2）第5日 第10競走 ��1，600�
か り や

刈 谷 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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．7

良
良

24 ダノンディーヴァ 牝5黒鹿55 丸山 元気�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468－ 21：33．8 2．3�
36 ジョーアラビカ 牡5芦 57 松若 風馬上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 510－ 21：34．12 11．2�
11 セイイーグル �5鹿 57 菱田 裕二吉澤 克己氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 440－10 〃 ハナ 81．6�
12 マイネルプリンチペ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 460－101：34．2クビ 11．3�
23 オーダードリブン 牡6黒鹿57 川又 賢治 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 12．0	
815 サトノマックス 牡5鹿 57 藤岡 康太里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 クビ 4．2

510 ダイシンカレラ 牡7黒鹿57 酒井 学大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 486－ 21：34．3� 46．3�
48 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 幸 英明 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 466－ 61：34．5� 9．3�
816 スワーヴノートン 牡5鹿 57 津村 明秀�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 474－ 21：34．82 17．5
611 ファイブフォース 牝5鹿 55 丸田 恭介�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482＋ 21：34．9� 53．5�
35 コ ス タ ネ ラ 牝4栗 55 藤井勘一郎 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 440± 01：35．22 21．7�
47 ベルアーシュ 牝4芦 55 	島 克駿矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 472－ 21：35．41
 259．6�
713 ルックアットミー 牝5鹿 55 伴 啓太髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 486－141：35．5� 37．9�
59 プローシブル 牡4栗 57 黛 弘人伊東 純一氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 490－101：35．71
 159．0�
612 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿57 横山 和生西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 486－ 61：35．8� 74．8�
714� ミルトシャトル 牡4栗 57 中谷 雄太永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木村 秀則 458－ 61：36．01
 117．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，911，700円 複勝： 47，996，100円 枠連： 20，325，600円
馬連： 65，312，200円 馬単： 30，634，700円 ワイド： 46，778，500円
3連複： 97，845，800円 3連単： 127，277，800円 計： 469，082，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 250円 � 1，290円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 570円 �� 2，690円 �� 5，580円

3 連 複 ��� 16，520円 3 連 単 ��� 56，680円

票 数

単勝票数 計 329117 的中 � 114431（1番人気）
複勝票数 計 479961 的中 � 120501（1番人気）� 47529（4番人気）� 6688（12番人気）
枠連票数 計 203256 的中 （2－3） 20543（2番人気）
馬連票数 計 653122 的中 �� 42434（3番人気）
馬単票数 計 306347 的中 �� 12518（5番人気）
ワイド票数 計 467785 的中 �� 22575（4番人気）�� 4337（32番人気）�� 2058（51番人気）
3連複票数 計 978458 的中 ��� 4442（52番人気）
3連単票数 計1272778 的中 ��� 1628（175番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．1―47．6―59．4―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ダノンディーヴァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．10 京都3着

2014．5．15生 牝5黒鹿 母 ダノンプリマドンナ 母母 ゴーカロライナ 20戦3勝 賞金 46，239，000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。
（非当選馬） 2頭 アイアムヒメ号・サンライズローリエ号



08059 3月23日 晴 良 （31中京2）第5日 第11競走 ��1，800�
な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�
減

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．9
1：47．8

重
重

12 � アイファーイチオー 牡5栗 57 藤井勘一郎中島 稔氏 上村 洋行 新ひだか 静内山田牧場 510± 01：53．0 11．1�
36 メイショウワザシ 牡4栗 57 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 538＋ 41：53．1� 4．7�
815 ブライトンロック 牡5黒鹿57 柴山 雄一坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 81：53．31� 9．8�
59 � ヒストリーメイカー 牡5黒鹿57 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 538－ 21：53．4� 7．1�
611 ナンヨープルートー 牡5鹿 57 酒井 学中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 512＋ 21：53．5クビ 6．9�
35 ミッキーポジション 牡4鹿 57 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 486－101：53．6� 16．7�
11 タガノヴェローナ 牝5芦 55 古川 吉洋八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 8 〃 アタマ 15．4	
510 シンゼンドリーム 牡6黒鹿57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 486＋14 〃 ハナ 24．5

713 コンセギール 牡7黒鹿57 横山 武史前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510± 01：53．7� 224．9�
23 テイエムディラン 牡4黒鹿57 松田 大作竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 480＋ 2 〃 アタマ 22．2�
48 タマモアタック 牡7鹿 57 富田 暁タマモ 武 英智 新ひだか 岡田牧場 486＋ 21：53．91� 120．7�
24 スズカフリオーソ 牡5栗 57 	島 克駿永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 494＋ 61：54．21
 3．9�
816 スマートボムシェル 牡7栗 57 松若 風馬大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 ハナ 71．7�
714 エジステンツァ 牡5鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488＋ 41：55．37 21．1�
47 ディグニファイド �7栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B538＋ 21：56．47 239．5�
612 シュナウザー 牡6黒鹿57 幸 英明村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 クビ 47．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，518，900円 複勝： 69，337，700円 枠連： 39，079，500円
馬連： 157，944，500円 馬単： 57，036，700円 ワイド： 90，953，000円
3連複： 245，131，100円 3連単： 282，395，300円 計： 991，396，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 360円 � 210円 � 290円 枠 連（1－3） 1，310円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 2，510円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 12，350円 3 連 単 ��� 72，010円

票 数

単勝票数 計 495189 的中 � 35548（6番人気）
複勝票数 計 693377 的中 � 45576（7番人気）� 93859（2番人気）� 62014（5番人気）
枠連票数 計 390795 的中 （1－3） 23073（4番人気）
馬連票数 計1579445 的中 �� 40640（11番人気）
馬単票数 計 570367 的中 �� 6821（22番人気）
ワイド票数 計 909530 的中 �� 21041（13番人気）�� 9098（35番人気）�� 22070（10番人気）
3連複票数 計2451311 的中 ��� 14886（40番人気）
3連単票数 計2823953 的中 ��� 2843（242番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．5―13．0―12．7―11．9―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―37．4―50．4―1：03．1―1：15．0―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．0
1
3
6，2－（9，13）（3，8）4（1，10，11）－16（5，15）－14，12，7・（6，2，9）（13，11）（8，10）（3，4）1（15，14）（16，12，5，7）

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

勝馬の
紹 介

�アイファーイチオー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 デ ヒ ア

2014．3．20生 牡5栗 母 アイファーペガサス 母母 アストライアー 23戦3勝 賞金 55，343，000円
初出走 JRA

※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 コパノマリーン号・テーオーフォース号・トワイライトタイム号・マジカルスペル号

08060 3月23日 晴 良 （31中京2）第5日 第12競走 ��2，200�
く ま の

熊 野 特 別
発走16時00分 （芝・左）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．9

良
良

22 レッドレオン 牡4青鹿56 中谷 雄太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：12．7 6．1�
812 アグネスリバティ 牡6黒鹿57 川又 賢治渡辺公美子氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 488＋12 〃 クビ 33．7�
67 コ ー カ ス 牡5鹿 57 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 22：13．02 14．0�
11 アンネリース 牝5鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 476－122：13．1� 14．5�
55 スクエアフォールド �6鹿 57 横山 武史 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 476－ 42：13．31 7．1	
33 トーホウアルテミス 牝4栗 54 松若 風馬東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 482＋102：13．4� 6．7

811 エーティーサンダー 牡6青鹿57 酒井 学荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 528＋ 22：13．5クビ 7．6�
56 マイネルスフェーン 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 62：13．6� 65．5�
79 ゼ ー ゲ ン 牡4青鹿56 藤岡 康太�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋10 〃 クビ 3．4
710 サトノシャーク 牡5鹿 57 丸山 元気 �サトミホースカンパニー 田中 博康 千歳 社台ファーム B528－ 42：13．7� 24．0�
68 パルクデラモール 牝4鹿 54 津村 明秀�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 02：14．23 6．9�
44 メイショウヤマホコ 牡9黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 478± 02：14．94 108．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，766，600円 複勝： 72，403，600円 枠連： 17，462，700円
馬連： 83，443，000円 馬単： 34，476，100円 ワイド： 61，364，800円
3連複： 118，481，700円 3連単： 152，433，100円 計： 584，831，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 930円 � 390円 枠 連（2－8） 2，100円

馬 連 �� 9，300円 馬 単 �� 15，360円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 1，600円 �� 5，090円

3 連 複 ��� 39，380円 3 連 単 ��� 217，970円

票 数

単勝票数 計 447666 的中 � 58254（2番人気）
複勝票数 計 724036 的中 � 103788（3番人気）� 17381（10番人気）� 47047（8番人気）
枠連票数 計 174627 的中 （2－8） 6422（13番人気）
馬連票数 計 834430 的中 �� 6949（37番人気）
馬単票数 計 344761 的中 �� 1683（66番人気）
ワイド票数 計 613648 的中 �� 4831（37番人気）�� 10089（24番人気）�� 3064（45番人気）
3連複票数 計1184817 的中 ��� 2256（114番人気）
3連単票数 計1524331 的中 ��� 507（646番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．8―12．9―12．0―11．9―12．1―11．4―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―23．8―35．8―48．6―1：01．5―1：13．5―1：25．4―1：37．5―1：48．9―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドレオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．1．8 京都1着

2015．1．30生 牡4青鹿 母 レッドエルザ 母母 Belva 5戦3勝 賞金 39，891，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（31中京2）第5日 3月23日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

183，220，000円
7，780，000円
19，190，000円
1，510，000円
19，770，000円
74，367，000円
4，706，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
337，029，800円
483，820，500円
155，199，100円
627，856，900円
277，764，100円
463，985，800円
942，912，700円
1，172，350，900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 4，460，919，800円

総入場人員 12，660名 （有料入場人員 11，715名）
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