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07073 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7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

816 エバンタイユドール 牝3栗 54
51 ▲山田 敬士井上 久光氏 大江原 哲 日高 サンバマウン

テンファーム 498－ 21：55．5 11．3�
36 シ ェ ー ン 牝3芦 54

52 △団野 大成�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464＋ 21：56．03 4．8�

510 ユースフルラヴ 牝3黒鹿54 黛 弘人吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 408－ 41：56．21� 23．4�
48 スマートラミア 牝3鹿 54

53 ☆川又 賢治大川 徹氏 石坂 公一 日高 いとう牧場 488＋ 61：56．3� 15．4�
713 カ リ カ ン テ 牝3青鹿54 柴山 雄一吉田 和美氏 加藤士津八 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：57．15 41．9�
714 サンマルキャンディ 牝3黒鹿54 菱田 裕二相馬 勇氏 大根田裕之 浦河 アイオイファーム 488＋ 8 〃 ハナ 9．7	
35 ラナウェリナ 牝3鹿 54 荻野 極ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 498－ 4 〃 ハナ 14．7

612 スズカスペクトル 牝3栗 54 藤井勘一郎永井 啓弍氏 武 英智 日高 藤本ファーム B444－161：57．95 14．4�
23 トルネードフラッグ 牝3鹿 54

53 ☆西村 淳也 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 458－12 〃 アタマ 2．5�
12 メイショウアイノテ 牝3青鹿54 加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 452－ 6 〃 アタマ 79．2
47 トーホウビビアン 牝3鹿 54 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 450－141：58．11� 169．2�
815 ユ キ ネ エ 牝3黒鹿54 松若 風馬杉野 公彦氏 浜田多実雄 浦河 ディアレスト

クラブ 424－ 41：58．84 96．3�
24 アマノエリザベート 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 474＋ 41：59．01� 99．9�

59 ク ロ リ 牝3鹿 54
51 ▲亀田 温心 �二風谷ファーム 松永 昌博 平取 二風谷ファーム 448－ 21：59．1クビ 42．2�

11 エコロブラッサム 牝3鹿 54 吉田 隼人原村 正紀氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 460＋ 21：59．41� 8．2�
611 アンジュドーレ 牝3鹿 54 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 432－ 62：04．6大差 138．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，114，400円 複勝： 33，021，900円 枠連： 6，328，300円
馬連： 31，463，600円 馬単： 15，017，400円 ワイド： 30，999，600円
3連複： 52，913，400円 3連単： 49，847，300円 計： 236，705，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 280円 � 180円 � 730円 枠 連（3－8） 1，410円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，180円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 13，520円 3 連 単 ��� 71，000円

票 数

単勝票数 計 171144 的中 � 12042（5番人気）
複勝票数 計 330219 的中 � 29965（5番人気）� 57477（2番人気）� 9472（9番人気）
枠連票数 計 63283 的中 （3－8） 3457（6番人気）
馬連票数 計 314636 的中 �� 11406（7番人気）
馬単票数 計 150174 的中 �� 2029（18番人気）
ワイド票数 計 309996 的中 �� 11766（5番人気）�� 2422（36番人気）�� 4171（23番人気）
3連複票数 計 529134 的中 ��� 2934（44番人気）
3連単票数 計 498473 的中 ��� 509（242番人気）

ハロンタイム 13．2―11．2―13．5―13．5―12．4―12．5―13．3―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．4―37．9―51．4―1：03．8―1：16．3―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エバンタイユドール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．14 東京14着

2017．5．24生 牝3栗 母 エレガントソング 母母 ラスティングソング 8戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 ユースフルラヴ号の騎手黛弘人は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・7番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンジュドーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月28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〕 ユキネエ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月28日まで平地競走に出走できない。

07074 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時20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
1：32．3
1：30．3

良
良

611 ヴ ィ デ ィ ア 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：34．2 2．3�
35 プティシュシュ 牝3青鹿 54

52 △団野 大成小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 440± 01：34．3� 3．0�
713 スターズプレミア 牡3鹿 56

55 ☆西村 淳也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 456－ 81：34．72� 7．1�
36 トーホウゴールデン 牡3栗 56 �島 克駿東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 434－ 21：34．8� 8．5�
59 マコトイスカンダル 牡3鹿 56 松若 風馬�ディアマント �島 一歩 日高 ヤナガワ牧場 452－ 61：35．01� 80．0	
816 マイネルチューダ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 442－ 6 〃 クビ 12．6

714 ノブフランクリン 牝3鹿 54 高田 潤前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 412－ 41：35．53 52．3�
510 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 460－ 81：35．6� 17．6�
815 クイーンズバラッド 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 智康 浦河 宮内牧場 454 ― 〃 ハナ 185．8
12 ドミナシオン 牡3栗 56 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 492± 01：36．02� 41．3�
48 ラッキーゾーン 牡3黒鹿56 丸田 恭介小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 456－ 2 〃 ハナ 224．3�
47 トーセンシュバリエ 牡3黒鹿56 黛 弘人島川 �哉氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 444－ 61：36．21� 308．7�
11 ジャポネスク 牝3黒鹿54 城戸 義政�ミルファーム 高橋 祥泰 新冠 石郷岡 雅樹 410± 01：36．62� 99．0�
24 アイガーテソーロ 牡3鹿 56 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 山際牧場 488－ 21：36．91� 44．1�
23 ブルベアモル 牡3鹿 56 加藤 祥太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 杵臼牧場 448 ―1：37．11� 287．7�
612 ゴーゴールーラー 牝3黒鹿54 高倉 稜上山 牧氏 渡辺 薫彦 浦河 高昭牧場 418 ―1：38．16 406．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，817，000円 複勝： 32，956，800円 枠連： 5，430，400円
馬連： 31，817，600円 馬単： 15，119，200円 ワイド： 28，580，800円
3連複： 46，993，000円 3連単： 53，031，200円 計： 238，746，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（3－6） 330円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 180円 �� 380円 �� 340円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，230円

票 数

単勝票数 計 248170 的中 � 83127（1番人気）
複勝票数 計 329568 的中 � 91367（1番人気）� 74942（2番人気）� 41719（3番人気）
枠連票数 計 54304 的中 （3－6） 12471（1番人気）
馬連票数 計 318176 的中 �� 63897（1番人気）
馬単票数 計 151192 的中 �� 14834（1番人気）
ワイド票数 計 285808 的中 �� 49945（1番人気）�� 16575（3番人気）�� 19561（2番人気）
3連複票数 計 469930 的中 ��� 39848（1番人気）
3連単票数 計 530312 的中 ��� 11867（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―35．6―47．2―59．1―1：10．8―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ デ ィ ア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．8．25 新潟6着

2017．4．18生 牝3鹿 母 ピクシーホロウ 母母 ラインレジーナ 3戦1勝 賞金 7，100，000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。
（非抽選馬） 7頭 キタノエクセル号・サンアバディーン号・ダイナナフェアリー号・テイエムプリジャン号・テレーザ号・

メイショウカイコウ号・ユラヒメ号

第１回 中京競馬 第７日



07075 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時50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
1：09．7
1：08．7

稍重
重

48 ワルツフォーデビー 牡3栗 56
55 ☆西村 淳也風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 440± 01：12．9 2．6�

36 アールウェルス 牡3栗 56 高倉 稜前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 522＋ 61：13．11� 10．8�
24 ジョーフォレスト 牡3栗 56 藤井勘一郎上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 480＋ 21：13．2� 6．3�
12 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 420－ 41：13．3� 15．0�
713 リ タ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心 �ニッシンホール
ディングス 牧浦 充徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 446＋ 4 〃 クビ 9．9�

510 ピュアプリンセス 牝3栗 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B456＋ 41：14．04 37．7	
714 ペイシャハミング 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 梅田牧場 428－ 21：14．21 16．7

815 ラインプレジャー 牡3鹿 56 �島 克駿大澤 繁昌氏 長谷川浩大 浦河 中脇 満 470－ 81：14．73 20．9�
47 ダイユウライラック 牝3青鹿 54

53 ☆森 裕太朗大友 靖岐氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 450＋ 4 〃 アタマ 213．3�
612 サンドストーム 牡3黒鹿 56

54 △団野 大成古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 426－ 41：14．8� 3．7
816 アスピラシオン 牝3芦 54

51 ▲服部 寿希髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 大江牧場 354－ 61：15．22� 386．8�
59 イトシキオモイ 牝3鹿 54 吉田 隼人岡 浩二氏 松永 幹夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 41：15．3クビ 83．2�
23 シゲルケレス 牡3鹿 56

55 ☆川又 賢治森中 蕃氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 474－ 81：15．51� 127．7�
35 ホープブロッサム 牝3栃栗54 柴山 雄一 �愛馬レーシングクラブ 池上 昌和 浦河 富田牧場 B472－ 11：15．71	 195．2�
611 ラインキャロット 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 424－12 〃 アタマ 121．3�
11 タガノハナブサ 牝3鹿 54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428－ 81：17．08 69．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，698，000円 複勝： 34，461，500円 枠連： 4，956，600円
馬連： 30，946，200円 馬単： 14，620，600円 ワイド： 27，277，000円
3連複： 47，542，700円 3連単： 54，766，000円 計： 235，268，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 260円 � 180円 枠 連（3－4） 1，920円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 610円 �� 440円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 13，270円

票 数

単勝票数 計 206980 的中 � 62453（1番人気）
複勝票数 計 344615 的中 � 87350（1番人気）� 26817（5番人気）� 45263（3番人気）
枠連票数 計 49566 的中 （3－4） 1995（8番人気）
馬連票数 計 309462 的中 �� 15323（5番人気）
馬単票数 計 146206 的中 �� 4140（7番人気）
ワイド票数 計 272770 的中 �� 11596（5番人気）�� 16766（2番人気）�� 5019（18番人気）
3連複票数 計 475427 的中 ��� 10264（9番人気）
3連単票数 計 547660 的中 ��� 2992（29番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．2―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．0―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワルツフォーデビー �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．6．1 阪神5着

2017．3．18生 牡3栗 母 デジタルゴールド 母母 グ ラ マ ラ ス 10戦1勝 賞金 9，850，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノハナブサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月28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〕 シゲルケレス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 インプルソ号・ザサンアップライト号・ザハロワ号
（非抽選馬） 1頭 フレアリボン号

07076 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7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

33 メイショウジザイ 牡4鹿 59 山本 康志松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 518＋ 23：18．2 2．6�
34 マ ー ニ 牡4黒鹿59 三津谷隼人岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 460－ 6 〃 クビ 31．6�
711 コウユーホクト 牡5鹿 60 大江原 圭加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 502± 03：19．05 3．0�
22 ウインスラーヴァ 牡5鹿 60 上野 翔�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 480－103：19．63� 9．6�
11 � 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 520－ 23：20．02� 20．4	
57 ザ メ イ ダ ン 牡4黒鹿59 江田 勇亮大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 480± 03：20．21� 22．2

46 ベストサポーター 牡7青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 B516－103：20．62 23．9�
813 ディオーネプリンス 牡4鹿 59 熊沢 重文齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 474－10 〃 アタマ 20．5�
712 オブリゲーション 牡7鹿 60 小坂 忠士�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 490＋103：21．77 16．7
814 ハイドロフォイル 	7鹿 60 高田 潤 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 506－ 23：22．02 10．2�
58 � ターゲリート 牡7黒鹿60 石神 深一�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 23：22．95 77．1�
610 オレンジオレンジ 牝4鹿 57 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 456＋103：23．64 91．3�
69 エクセレントミスズ 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 470＋ 43：26．5大差 29．5�
45 
 リ モ ン デ ィ 牡6鹿 60 小野寺祐太吉田 和美氏 黒岩 陽一 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 554＋ 2 （競走中止） 80．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，745，400円 複勝： 21，940，400円 枠連： 6，140，200円
馬連： 23，246，800円 馬単： 10，933，800円 ワイド： 21，170，000円
3連複： 41，015，500円 3連単： 44，248，100円 計： 184，440，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 450円 � 130円 枠 連（3－3） 4，390円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 6，780円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 190円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 29，450円

票 数

単勝票数 計 157454 的中 � 47263（1番人気）
複勝票数 計 219404 的中 � 56236（1番人気）� 7235（9番人気）� 54045（2番人気）
枠連票数 計 61402 的中 （3－3） 1082（16番人気）
馬連票数 計 232468 的中 �� 4186（16番人気）
馬単票数 計 109338 的中 �� 1208（25番人気）
ワイド票数 計 211700 的中 �� 3128（20番人気）�� 37480（1番人気）�� 3413（17番人気）
3連複票数 計 410155 的中 ��� 6010（13番人気）
3連単票数 計 442481 的中 ��� 1089（80番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 55．5－3F 41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウジザイ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．2．17 東京10着

2016．5．19生 牡4鹿 母 ホーマンソレイユ 母母 ノースオブダンジグ 障害：5戦1勝 賞金 18，080，000円
〔競走中止〕 リモンディ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目5号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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 アマゾニカ号



07077 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第5競走 ��3，330�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3：37．4良

45 ノワールギャルソン 牡8黒鹿64 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 448＋ 23：38．2 22．1�
46 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 404－ 23：39．37 19．8�
22 シングルアップ 牡4鹿 59 森 一馬 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 540＋ 43：39．51� 5．4�
69 フライクーゲル 牡4鹿 59 小野寺祐太水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 488± 03：39．6� 23．8�
57 マイネルアトゥー 牡7青鹿62 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 43：40．02� 2．9	
814 オールマンリバー 牡8黒鹿62 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 512± 03：40．53 4．0

34 クリノサンスーシ 牝7鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 464－ 2 〃 クビ 49．4�
33 アグネスフォルテ �7栗 60 中村 将之畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 438－ 63：41．13� 19．0�
813	 ビ ー ハ グ �8黒鹿60 山本 康志岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 476± 03：41．2� 97．8
58 ボ ナ パ ル ト 牡6鹿 62 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 528＋183：41．3クビ 8．0�
711 デュアルメジャー �8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 492－ 8 〃 ハナ 80．1�
11 ジャズファンク 牡8鹿 60 田村 太雅市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 23：41．83 32．5�
712 エムアイグランツ 牡4黒鹿59 金子 光希岩崎 充利氏 青木 孝文 日高 細川牧場 502－143：42．01� 16．5�
610 シゲルボブキャット 牡6栗 62 植野 貴也森中 蕃氏 上村 洋行 新ひだか 三石川上牧場 468＋143：42．95 30．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，291，700円 複勝： 24，688，300円 枠連： 6，706，200円
馬連： 26，223，700円 馬単： 12，716，400円 ワイド： 23，735，800円
3連複： 47，684，500円 3連単： 49，212，900円 計： 208，259，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 580円 � 300円 � 250円 枠 連（4－4） 13，220円

馬 連 �� 11，690円 馬 単 �� 28，900円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 2，610円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 39，080円 3 連 単 ��� 225，810円

票 数

単勝票数 計 172917 的中 � 6236（8番人気）
複勝票数 計 246883 的中 � 9872（7番人気）� 21809（4番人気）� 27845（3番人気）
枠連票数 計 67062 的中 （4－4） 393（28番人気）
馬連票数 計 262237 的中 �� 1738（40番人気）
馬単票数 計 127164 的中 �� 330（93番人気）
ワイド票数 計 237358 的中 �� 2036（35番人気）�� 2340（31番人気）�� 3235（21番人気）
3連複票数 計 476845 的中 ��� 915（122番人気）
3連単票数 計 492129 的中 ��� 158（684番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 52．4－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノワールギャルソン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．11．15 東京2着

2012．5．6生 牡8黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 障害：11戦4勝 賞金 63，280，000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） 6頭 スリーコーズライン号・タイセイアプローズ号・ダノンロッソ号・テイエムコンドル号・ナイトジュレップ号・

ファイアプルーフ号
（非抽選馬） 2頭 シゲルスズキ号・ヤマタケジャイアン号

07078 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第6競走 1，900�3歳未勝利
発走12時45分 （ダート・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
1：55．9
1：53．7

重
不良

813 ウェイトゥザトップ 牡3栗 56
55 ☆斎藤 新吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 482－ 62：01．6 6．5�

56 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 56
54 △団野 大成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 496－ 6 〃 アタマ 3．0�
57 アグードイメル 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 482－ 82：02．13 7．0�
33 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± 02：02．73� 4．3�
812 ナリタサーガ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 452－ 22：03．01� 13．6�
11 スカイテラス 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 464＋ 2 〃 クビ 7．7

68 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± 02：03．1� 14．9�

22 メイショウルイス 牡3黒鹿 56
55 ☆森 裕太朗松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石川上牧場 504 ―2：03．31� 63．7�

711 ハートフルオブラブ 牡3黒鹿56 松若 風馬江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 456－ 82：04．36 13．9
44 アルファライン 牡3黒鹿56 �島 克駿田原 邦男氏 小島 茂之 新冠 秋田牧場 462－ 4 〃 クビ 98．3�
45 ラニーノーズ 牡3黒鹿56 加藤 祥太伊藤 良兵氏 坂口 智康 新ひだか 乾 皆雄 486＋ 42：04．51 186．8�
69 グエルリエーロ 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 466＋ 22：06．6大差 87．6�
710 サンライズキャノン 牡3黒鹿56 荻野 極松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 536 ―2：11．0大差 74．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，268，000円 複勝： 36，730，300円 枠連： 6，026，300円
馬連： 29，434，200円 馬単： 14，975，500円 ワイド： 28，133，600円
3連複： 44，709，600円 3連単： 51，959，500円 計： 235，237，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 120円 � 160円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 370円 �� 540円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 10，190円

票 数

単勝票数 計 232680 的中 � 28223（3番人気）
複勝票数 計 367303 的中 � 46371（4番人気）� 94607（1番人気）� 52978（3番人気）
枠連票数 計 60263 的中 （5－8） 8926（2番人気）
馬連票数 計 294342 的中 �� 20470（3番人気）
馬単票数 計 149755 的中 �� 4321（7番人気）
ワイド票数 計 281336 的中 �� 19498（3番人気）�� 12373（5番人気）�� 24373（2番人気）
3連複票数 計 447096 的中 ��� 18210（3番人気）
3連単票数 計 519595 的中 ��� 3695（13番人気）

ハロンタイム 7．5―11．2―11．7―13．7―13．3―12．9―13．0―13．0―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．7―30．4―44．1―57．4―1：10．3―1：23．3―1：36．3―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェイトゥザトップ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2019．11．2 京都3着

2017．4．14生 牡3栗 母 トップライナーⅡ 母母 To the Hunt 5戦1勝 賞金 9，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンライズキャノン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月28日まで平地

競走に出走できない。



07079 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

22 � スマッシングハーツ 牡4鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502－251：24．8 3．3�

69 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 B552－ 21：25．11� 2．5�

711 サウンドカナロア 牡4鹿 57
56 ☆川又 賢治増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B472＋ 1 〃 アタマ 106．6�

610 ペイシャリルキス �4鹿 57
54 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 476＋ 21：25．2	 23．6�

814 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 494＋ 2 〃 クビ 9．1�
813 コパノカーリング 牡4鹿 57

54 ▲亀田 温心小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 464＋ 41：25．41
 5．0�

712 ミッキーマラン 牡5芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 478－ 61：25．5� 26．6	
45 ブルベアパンサー 牡6栗 57 �島 克駿 
ブルアンドベア 石坂 公一 新ひだか 三石川上牧場 496＋301：26．13	 88．9�
58 カーリングストーン 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム B466－101：26．31
 22．3�
34 メイショウヨソユキ 牝4黒鹿 55

53 △団野 大成松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 434－ 21：26．62 60．6
11 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 B550－ 21：27．02	 15．2�
33 � 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 478－ 41：27．53 146．4�
46 ロンリーウェイ 牡4青鹿57 井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484＋ 5 〃 クビ 123．9�
57 クリスタルバローズ 牡4鹿 57

56 ☆西村 淳也猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 シンユウフアーム B482＋ 21：28．13	 79．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，909，900円 複勝： 37，339，600円 枠連： 6，485，300円
馬連： 35，949，300円 馬単： 18，187，400円 ワイド： 31，478，700円
3連複： 54，098，800円 3連単： 70，045，500円 計： 284，494，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 140円 � 1，620円 枠 連（2－6） 590円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 340円 �� 4，320円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 31，110円

票 数

単勝票数 計 309099 的中 � 74369（2番人気）
複勝票数 計 373396 的中 � 54819（3番人気）� 93617（1番人気）� 3810（12番人気）
枠連票数 計 64853 的中 （2－6） 8417（2番人気）
馬連票数 計 359493 的中 �� 47102（2番人気）
馬単票数 計 181874 的中 �� 12601（2番人気）
ワイド票数 計 314787 的中 �� 27420（2番人気）�� 1726（36番人気）�� 2015（33番人気）
3連複票数 計 540988 的中 ��� 3734（37番人気）
3連単票数 計 700455 的中 ��� 1632（98番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．1―12．5―12．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．8―48．3―1：00．8―1：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．5
3 11（10，14）（5，8，9，13，7）（1，3，12，2）（4，6） 4 11（10，14）（5，13）（8，9）7（3，12，2）（1，4，6）

勝馬の
紹 介

�スマッシングハーツ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼネラリスト

2016．4．25生 牡4鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス 7戦1勝 賞金 8，850，000円
初出走 JRA

07080 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第8競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時45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
1：58．3
1：56．1

良
良

710 シーリアスラブ 牡4鹿 57
55 △団野 大成吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468＋ 22：02．5 14．8�

56 � ス テ ィ ー ン 牡4鹿 57
56 ☆川又 賢治ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 478± 02：02．6	 9．5�

69 マイネルミュトス 牡4青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 476± 0 〃 アタマ 4．3�

813 シルバースミス 牝4芦 55
54 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 500＋26 〃 ハナ 14．8�

711 サンライズアキレス 牡4芦 57 
島 克駿松岡 隆雄氏 新谷 功一 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 22：02．7� 60．6	
11 カ ラ テ 牡4黒鹿57 黛 弘人小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 500－ 82：02．8クビ 19．0

44 グレルグリーン 牡4黒鹿57 松若 風馬斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 470＋222：02．9	 23．9�
45 ケルンキングダム �4鹿 57 熊沢 重文谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 416－ 8 〃 アタマ 112．1�
33  サンマルフラッシュ 牡4黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム 462＋ 42：03．43 185．7
57 クラヴィーア 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472± 02：03．5� 40．5�

68 スカーフェイス 牡4鹿 57 吉田 隼人�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 444＋ 42：03．81	 3．9�
22 エイシンオズ 牝4栗 55 荻野 極�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 428－ 52：05．07 98．2�
812 エリンズロマーネ 牝5栗 55 秋山真一郎吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 498－ 82：32．6大差 2．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，033，600円 複勝： 33，753，400円 枠連： 6，922，100円
馬連： 34，121，300円 馬単： 16，327，800円 ワイド： 28，370，500円
3連複： 49，532，700円 3連単： 61，294，400円 計： 255，355，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 300円 � 260円 � 160円 枠 連（5－7） 2，730円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 10，680円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 830円 �� 630円

3 連 複 ��� 7，660円 3 連 単 ��� 59，010円

票 数

単勝票数 計 250336 的中 � 13498（5番人気）
複勝票数 計 337534 的中 � 25270（5番人気）� 30244（4番人気）� 67599（2番人気）
枠連票数 計 69221 的中 （5－7） 1959（11番人気）
馬連票数 計 341213 的中 �� 4889（20番人気）
馬単票数 計 163278 的中 �� 1146（38番人気）
ワイド票数 計 283705 的中 �� 4349（20番人気）�� 8872（9番人気）�� 11973（5番人気）
3連複票数 計 495327 的中 ��� 4844（26番人気）
3連単票数 計 612944 的中 ��� 753（197番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―12．7―13．1―13．1―12．5―12．3―11．8―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―36．5―49．6―1：02．7―1：15．2―1：27．5―1：39．3―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
3，13－（1，6）5，8，10－11，12（2，7）－（4，9）
3，13（1，6）8（5，10）（11，12，7）9（2，4）

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

勝馬の
紹 介

シーリアスラブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mtoto デビュー 2019．2．10 京都5着

2016．5．1生 牡4鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 10戦2勝 賞金 16，550，000円
〔その他〕 エリンズロマーネ号は，競走中に疾病〔鼻出血及び心房細動〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 エリンズロマーネ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月28日まで出走できない。



07081 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7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）

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
1：47．6
1：47．6

重
重

77 � リーガルマインド 牡4鹿 57 川田 将雅畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 460＋ 61：54．2 3．0�
22 スターリーパレード 牡4鹿 57

55 △団野 大成 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B498－ 21：54．94 6．7�
55 ト ゥ ル ボ ー 牡4栗 57 吉田 隼人�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B490－ 81：55．0� 15．6�
33 タニノシェクハンド 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 482＋ 4 〃 ハナ 55．9�
11 � メイショウカンキ 牡6鹿 57 酒井 学松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 486＋261：55．21� 19．0�
810 ヤマニンマヒア 牡4黒鹿 57

56 ☆西村 淳也土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 458－ 2 〃 アタマ 2．0	
44 ショウナンサニー 牡6鹿 57

54 ▲亀田 温心国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 476＋ 2 〃 ハナ 49．8

78 � シゲルヒラコー 牡4栗 57 藤井勘一郎森中 蕃氏 谷 潔 新冠 カミイスタット 464－ 2 〃 クビ 19．5�
66 サンレイファイト 牡4栗 57 城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 468－ 41：55．3クビ 16．1�
89 ユキノアンビシャス 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 492± 01：55．51� 43．9
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，402，600円 複勝： 31，669，800円 枠連： 4，701，800円
馬連： 30，790，000円 馬単： 17，495，100円 ワイド： 28，124，400円
3連複： 46，451，300円 3連単： 77，408，900円 計： 262，043，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 200円 � 210円 枠 連（2－7） 980円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 440円 �� 540円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 12，100円

票 数

単勝票数 計 254026 的中 � 67487（2番人気）
複勝票数 計 316698 的中 � 61059（2番人気）� 38564（3番人気）� 35715（4番人気）
枠連票数 計 47018 的中 （2－7） 3687（3番人気）
馬連票数 計 307900 的中 �� 16213（5番人気）
馬単票数 計 174951 的中 �� 6008（7番人気）
ワイド票数 計 281244 的中 �� 17018（4番人気）�� 13349（6番人気）�� 9618（8番人気）
3連複票数 計 464513 的中 ��� 8741（13番人気）
3連単票数 計 774089 的中 ��� 4636（35番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．6―13．2―13．0―12．4―12．5―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―38．9―52．1―1：05．1―1：17．5―1：30．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リーガルマインド �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ノーザンテースト

2016．4．19生 牡4鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム 7戦1勝 賞金 11，350，000円
初出走 JRA

07082 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第10競走 ��
��2，200�

く ま の

熊 野 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

22 ニューポート 牡4黒鹿56 吉田 隼人馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446－ 62：15．6 3．0�
44 メイショウロセツ 牡5黒鹿57 西村 淳也松本 好雄氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 506－ 2 〃 クビ 15．3�
56 ジャーミネイト 牡6鹿 57 川又 賢治 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 0 〃 アタマ 49．1�
68 ドリームスピリット 牡5鹿 57 菱田 裕二落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 504－ 82：15．7クビ 29．6�
33 セントレオナード 牡4鹿 56 秋山真一郎 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 460＋ 22：15．8� 5．4�
811 ツクバソヴァール 牡4黒鹿56 柴田 大知細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 486－ 22：15．9	 21．8	
79 クラサーヴィツァ 牝4栗 54 藤井勘一郎椎名 節氏 武井 亮 洞
湖 レイクヴィラファーム 448－ 2 〃 ハナ 45．2

710 デュアライズ 牡4黒鹿56 荻野 極高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 アタマ 3．1�
55 ジャストアジゴロ 牡4黒鹿56 �島 克駿原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 アタマ 12．1�
812 ハンターバレー 牡4栗 56 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 486－ 2 〃 ハナ 17．2
11 モ イ 牝4黒鹿54 団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 388＋ 82：16．0クビ 23．0�
67 フォーラウェイ 牡7鹿 57 酒井 学 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454－ 22：16．1	 19．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，082，600円 複勝： 47，865，600円 枠連： 8，932，800円
馬連： 56，375，300円 馬単： 25，508，200円 ワイド： 46，213，400円
3連複： 83，698，600円 3連単： 99，960，800円 計： 403，637，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 400円 � 930円 枠 連（2－4） 3，270円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 2，020円 �� 6，440円

3 連 複 ��� 22，510円 3 連 単 ��� 105，480円

票 数

単勝票数 計 350826 的中 � 91788（1番人気）
複勝票数 計 478656 的中 � 109532（1番人気）� 27031（5番人気）� 10368（12番人気）
枠連票数 計 89328 的中 （2－4） 2113（17番人気）
馬連票数 計 563753 的中 �� 13270（12番人気）
馬単票数 計 255082 的中 �� 3479（18番人気）
ワイド票数 計 462134 的中 �� 10258（12番人気）�� 5889（24番人気）�� 1802（59番人気）
3連複票数 計 836986 的中 ��� 2788（84番人気）
3連単票数 計 999608 的中 ��� 687（390番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―25．5―38．0―51．1―1：04．2―1：16．8―1：29．2―1：41．4―1：53．0―2：04．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューポート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．7．22 函館4着

2016．2．13生 牡4黒鹿 母 ハッピーパレード 母母 メインスルー 14戦3勝 賞金 48，574，000円



07083 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第11競走 ��
��1，400�名 鉄 杯

発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着
馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

名古屋鉄道株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

11 ダイメイフジ 牡6鹿 58 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 528－ 21：23．1 28．9�
22 テーオージーニアス 牡5鹿 58 川田 将雅小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 51：23．63 2．6�
711 サ ヴ ィ 牡6黒鹿57 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：23．81	 4．7�
610 ニホンピロタイド 牡5青鹿57 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 502＋ 21：24．33 41．4�
712 マルカソレイユ 牝6栗 55 西村 淳也日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 アタマ 14．7�
814 ナムラミラクル 牡7芦 57 秋山真一郎奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム B488± 01：24．4クビ 19．3�
813 ビックリシタナモー 牡6黒鹿57 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 518＋201：24．5
 13．4	
58 アシャカダイキ 牝6鹿 55 斎藤 新吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 ハナ 50．1

34 ド リ ュ ウ 牡5栗 57 M．デムーロ�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 446＋ 4 〃 クビ 5．5�
45 タムロミラクル 牡8青鹿58 �島 克駿谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 472－ 21：24．6クビ 131．7
69 ヒロブレイブ 牡7鹿 57 藤井勘一郎石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 492± 0 〃 アタマ 52．5�
57 バ イ ラ 牡5鹿 56 吉田 隼人杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 510－ 2 〃 クビ 16．9�
33 マリームーン 牝5栃栗55 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 492＋ 21：24．81	 12．1�
46 エ イ コ ー ン 牡5鹿 57 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 484＋251：25．43� 21．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，084，800円 複勝： 73，891，300円 枠連： 25，625，700円
馬連： 149，968，100円 馬単： 54，976，300円 ワイド： 92，327，700円
3連複： 235，180，000円 3連単： 269，068，100円 計： 956，122，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，890円 複 勝 � 550円 � 140円 � 170円 枠 連（1－2） 4，010円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 2，400円 �� 410円

3 連 複 ��� 6，080円 3 連 単 ��� 64，670円

票 数

単勝票数 計 550848 的中 � 15235（10番人気）
複勝票数 計 738913 的中 � 24017（10番人気）� 167055（1番人気）� 120541（2番人気）
枠連票数 計 256257 的中 （1－2） 4944（16番人気）
馬連票数 計1499681 的中 �� 33954（14番人気）
馬単票数 計 549763 的中 �� 4020（39番人気）
ワイド票数 計 923277 的中 �� 20451（15番人気）�� 9216（29番人気）�� 63126（2番人気）
3連複票数 計2351800 的中 ��� 29010（18番人気）
3連単票数 計2690681 的中 ��� 3016（221番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．8―47．6―59．4―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．5
3 1，11，12（2，3）－14，7（8，10）13－（9，6）4，5 4 1－（11，12）（2，3）14（8，7，10）13（4，9，6）－5

勝馬の
紹 介

ダイメイフジ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．11．20 京都2着

2014．3．27生 牡6鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 35戦7勝 賞金 194，586，000円

07084 3月28日 曇 稍重 （2中京1） 第7日 第12競走 ��
��1，400�

お か ざ き

岡 崎 特 別
発走16時00分 （芝・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 3，050，000
3，050，000

円
円 1，500，000円

付 加 賞 266，000円 76，000円 19，000
19，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

33 スイーズドリームス 牡6鹿 57 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510＋ 21：20．8 3．9�
79 � コスモエスパーダ 牡4青 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 静内酒井牧場 480－ 21：20．9	 13．6�
67 トーセンリスト 牝4栗 55 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 436－14 〃 クビ 12．5�
810� マジックバローズ 牡5鹿 57 西村 淳也猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 460－ 4 〃 同着 7．2�
22 ハーフバック 牝4黒鹿55 高倉 稜本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 470＋ 21：21．0クビ 6．1	
44 イーサンパンサー 牡4栗 57 酒井 学国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 462－ 61：21．1	 2．2

811 メイショウツバキ 牝5黒鹿55 
島 克駿松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 460－ 21：21．2� 75．9�
55 サヤカチャン 牝5鹿 55 加藤 祥太瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 460＋ 21：21．51� 74．1�
78 � ケンデスティニー 牡5栗 57 松若 風馬中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

490－ 6 〃 クビ 46．6
66 コパノピエール 牡6鹿 57 亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 498± 01：21．6	 32．5�
11 ラニカイサンデー 牡6鹿 57 菱田 裕二横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 476－ 81：21．7	 41．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，995，200円 複勝： 53，135，500円 枠連： 11，050，800円
馬連： 69，387，200円 馬単： 31，762，900円 ワイド： 52，025，200円
3連複： 98，495，800円 3連単： 140，921，100円 計： 499，773，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 220円 �
�

230円
170円 枠 連（3－7） 2，550円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 410円 ��
��

470円
270円

��
��

910円
630円

3 連 複 ���
���

3，630円
2，140円 3 連 単 ���

���
17，430円
11，090円

票 数

単勝票数 計 429952 的中 � 87197（2番人気）
複勝票数 計 531355 的中 �

�
112968
60152

（2番人気）
（3番人気）

� 40275（5番人気）� 35343（6番人気）

枠連票数 計 110508 的中 （3－7） 3347（12番人気）
馬連票数 計 693872 的中 �� 22272（8番人気）
馬単票数 計 317629 的中 �� 5375（18番人気）
ワイド票数 計 520252 的中 ��

��
19978
7959
（8番人気）
（17番人気）

��
��

16770
11969

（9番人気）
（12番人気）

�� 33421（4番人気）

3連複票数 計 984958 的中 ��� 10098（23番人気）��� 17378（12番人気）
3連単票数 計1409211 的中 ��� 2927（117番人気） ��� 4610（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．3―45．7―57．2―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイーズドリームス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．2．4 東京4着

2014．4．29生 牡6鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 22戦3勝 賞金 64，354，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2中京1）第7日 3月28日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 163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

221，540，000円
8，210，000円
21，110，000円
1，210，000円
25，630，000円
68，736，000円
6，134，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
333，443，200円
461，454，400円
99，306，500円
549，723，300円
247，640，600円
438，436，700円
848，315，900円
1，021，763，800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 4，000，084，400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7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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