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07001 3月13日 雨 不良 （3中京2） 第1日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走9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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

815 アウリガテソーロ 牡3青鹿 56
53 ▲秋山 稔樹了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B506＋ 61：25．1 74．9�
24 エイシンギアアップ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 508± 01：25．2� 1．8�
11 サイレントナイト 牡3黒鹿56 岩田 望来大塚 亮一氏 矢野 英一 むかわ 新井牧場 480－ 61：25．62� 7．2�
47 マックスウォリアー 牡3鹿 56 藤懸 貴志岡田 牧雄氏 平田 修 新ひだか 岡田スタツド 514－ 6 〃 クビ 15．2�
48 ヤマニンバルトロ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 484－ 21：26．13 175．2�
36 フォートレスヒル 牡3栗 56 浜中 俊谷口 悦一氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 482－ 61：26．2アタマ 11．3	
611 ゴースフロイデ 牡3芦 56 松田 大作林 正道氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 524 ― 〃 クビ 9．9

23 シーピーエフペット �3黒鹿56 菊沢 一樹新井原 博氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 422－101：26．3� 151．0�
713 ミツカネジュピター 牡3鹿 56 黛 弘人小山田 満氏 本間 忍 新ひだか 坂本 健一 494－ 4 〃 ハナ 97．3�
12 エクレウステソーロ 牡3青鹿 56

53 ▲泉谷 楓真了德寺健二ホール
ディングス� 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 444＋ 21：26．51� 84．4

510 マクシミリアン 牡3栗 56 太宰 啓介�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 446－ 21：26．71� 14．3�
35 シゲルカイチョウ 牡3栗 56 松山 弘平森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 下屋敷牧場 484＋201：26．8� 8．9�
816 マスケティアーズ 牡3黒鹿 56

54 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 464－ 61：27．01� 35．4�
714 サクラプロモーター 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 434－ 81：27．31� 86．6�
59 オラクトゥール 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 武 英智 千歳 社台ファーム 476 ―1：27．51� 46．8�

612 チキウボウエイグン 牡3黒鹿56 北村 友一三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 436＋201：29．4大差 35．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，001，200円 複勝： 35，599，100円 枠連： 9，420，900円
馬連： 42，757，400円 馬単： 18，758，300円 ワイド： 39，160，800円
3連複： 67，912，900円 3連単： 72，113，800円 計： 308，724，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，490円 複 勝 � 1，050円 � 110円 � 160円 枠 連（2－8） 2，510円

馬 連 �� 6，860円 馬 単 �� 23，760円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 5，510円 �� 270円

3 連 複 ��� 12，540円 3 連 単 ��� 137，220円

票 数

単勝票数 計 230012 的中 � 2456（11番人気）
複勝票数 計 355991 的中 � 4675（11番人気）� 127419（1番人気）� 53273（2番人気）
枠連票数 計 94209 的中 （2－8） 2900（10番人気）
馬連票数 計 427574 的中 �� 4825（22番人気）
馬単票数 計 187583 的中 �� 592（55番人気）
ワイド票数 計 391608 的中 �� 4270（25番人気）�� 1618（46番人気）�� 44883（1番人気）
3連複票数 計 679129 的中 ��� 4059（39番人気）
3連単票数 計 721138 的中 ��� 381（353番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．1―12．3―12．8―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．5―46．8―59．6―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アウリガテソーロ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2020．10．4 中山13着

2018．2．23生 牡3青鹿 母 チェストケリリー 母母 Santa Rosalia 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 シーピーエフペット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ミツカネジュピター号の騎手黛弘人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・6番）

マックスウォリアー号の騎手藤懸貴志は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チキウボウエイグン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13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 イワナ号・モントレージャック号

07002 3月13日 雨 不良 （3中京2） 第1日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時15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

711 マリオンエール 牝3鹿 54 松山 弘平サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 456＋ 21：53．1 1．4�
44 ラブカプチーノ 牝3芦 54 嘉藤 貴行増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 504－ 21：54．05 8．6�
56 トウカイベルシナル 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 434± 01：54．85 7．3�
812 シゲルカンリショク 牝3栗 54

52 △山田 敬士森中 蕃氏 田中 清隆 新冠 中央牧場 536－ 2 〃 クビ 62．1�
710 カフェリリー 牝3芦 54 岩田 望来西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 494＋ 21：55．01 40．4�
57 エスジーリカチャン 牝3黒鹿54 藤岡 康太後藤 貞夫氏 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 436± 01：55．1� 13．3�
68 ジーノカロリーナ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 398－ 41：55．52� 27．2	
33 ラトゥールレディー 牝3鹿 54 吉田 隼人田畑 利彦氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B466－ 61：55．81� 7．5

11 ジューンゴゼン 牝3芦 54 国分 優作吉川 潤氏 坂口 智康 新ひだか 高橋フアーム 450－ 61：56．22� 81．8�
69 ストリキングレディ 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真�辻牧場 吉岡 辰弥 浦河 辻 牧場 452－ 41：56．94 135．4
22 バ ー ク リ ー 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 木田 晶範 454－ 61：57．75 113．6�
813 アイフレンズ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 442－101：58．76 175．5�

45 ラブエターナル 牝3鹿 54 菊沢 一樹オールラブクラブ 加藤 和宏 新ひだか 上村 清志 416± 01：59．65 287．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，079，100円 複勝： 68，453，300円 枠連： 6，983，900円
馬連： 28，236，500円 馬単： 18，540，800円 ワイド： 24，944，500円
3連複： 41，153，800円 3連単： 65，213，800円 計： 275，605，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 290円 �� 200円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，990円

票 数

単勝票数 計 220791 的中 � 119491（1番人気）
複勝票数 計 684533 的中 � 511873（1番人気）� 24634（4番人気）� 48114（2番人気）
枠連票数 計 69839 的中 （4－7） 10136（3番人気）
馬連票数 計 282365 的中 �� 33836（3番人気）
馬単票数 計 185408 的中 �� 14972（3番人気）
ワイド票数 計 249445 的中 �� 21610（3番人気）�� 37573（1番人気）�� 8207（10番人気）
3連複票数 計 411538 的中 ��� 26586（3番人気）
3連単票数 計 652138 的中 ��� 11825（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―37．1―50．2―1：02．8―1：15．4―1：28．2―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マリオンエール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 オペラハウス デビュー 2020．9．12 中京2着

2018．2．13生 牝3鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 7戦1勝 賞金 13，200，000円
〔その他〕 ラブエターナル号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイフレンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競走に

出走できない。

第２回 中京競馬 第１日



07003 3月13日 雨 不良 （3中京2） 第1日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走10時45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

12 エレボアブランシュ 牝3芦 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 428－ 21：25．5 4．5�
36 スマートワン 牡3青鹿 56

53 ▲泉谷 楓真橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 462－ 61：25．71� 2．9�
818 ピ ナ 牝3鹿 54 松若 風馬畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 470± 0 〃 ハナ 7．2�
35 ヴ ァ ト レ ニ �3鹿 56 中井 裕二野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 450 ―1：25．9� 73．6�
23 エリカステラ 牝3鹿 54 岩田 望来三木 正浩氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 420－ 41：26．22 4．9�
713 ニューアリオン 牡3鹿 56

53 ▲松本 大輝フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 472－ 4 〃 アタマ 17．0	
714 プリンスゼンナン 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和窪田 康志氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 472＋ 41：26．73 39．0

24 クリスバーグ 牝3鹿 54 森 裕太朗大戸 志浦氏 石坂 公一 新ひだか 高橋 修 456－ 41：27．01� 62．4�
510 リリーホワイト 牝3栗 54 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 浦河 杵臼牧場 442＋ 8 〃 ハナ 97．2
817 リ ツ ィ タ ル 牝3栗 54 浜中 俊永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 392－ 21：27．21� 16．1�
47 スウィフティー 牝3栗 54 藤懸 貴志�G1レーシング 平田 修 安平 追分ファーム B468＋10 〃 ハナ 157．6�
612 ノーブルアリーナ 牡3青鹿 56

55 ☆亀田 温心吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 中島牧場 472－ 41：27．3� 56．6�
48 メイショウマグワシ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 斉藤英牧場 392－181：27．62 29．3�
611 ホウオウナビゲータ 牡3黒鹿56 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 516 ―1：28．13 19．0�
59 ココネージュ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行田端 修氏 清水 英克 日高 タバタファーム 440＋ 61：29．05 211．9�
11 ヤマニンココット 牝3青鹿54 黛 弘人土井 肇氏 池上 昌和 浦河 廣田 光夫 450 ― 〃 クビ 303．0�
816 ナムラフォレスタ 牝3青鹿54 太宰 啓介奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 414－ 41：29．85 26．5�
715 マツヨイヒメ 牝3栗 54 川又 賢治吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 454＋181：39．7大差 162．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，096，800円 複勝： 36，215，900円 枠連： 9，871，000円
馬連： 41，655，200円 馬単： 16，422，700円 ワイド： 37，210，400円
3連複： 61，654，000円 3連単： 63，885，600円 計： 293，011，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 140円 � 190円 枠 連（1－3） 720円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 380円 �� 490円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 7，010円

票 数

単勝票数 計 260968 的中 � 45707（2番人気）
複勝票数 計 362159 的中 � 56951（3番人気）� 77477（1番人気）� 41649（4番人気）
枠連票数 計 98710 的中 （1－3） 10545（1番人気）
馬連票数 計 416552 的中 �� 42371（1番人気）
馬単票数 計 164227 的中 �� 7536（2番人気）
ワイド票数 計 372104 的中 �� 25853（1番人気）�� 18862（5番人気）�� 23552（3番人気）
3連複票数 計 616540 的中 ��� 33160（2番人気）
3連単票数 計 638856 的中 ��� 6603（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―47．4―59．9―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．1
3 ・（3，6）16（2，8，17，18）（5，10，14）（7，13，9）－（1，4）（15，12）11 4 ・（3，6）（2，8，16）（5，10，17，18）14（7，13）（1，4）（9，12）－11－15

勝馬の
紹 介

エレボアブランシュ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2020．9．19 中京5着

2018．4．4生 牝3芦 母 ラダームブランシェ 母母 アーデルハイト 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 クリスバーグ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ココネージュ号・ヤマニンココット号・ナムラフォレスタ号・マツヨイヒメ号は，「タイムオーバーによ

る出走制限」のため，令和3年4月13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 エラディケイター号・ショウナンガニアン号・ハローマイキー号

07004 3月13日 雨 不良 （3中京2） 第1日 第4競走 1，900�3歳未勝利
発走11時15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

66 ニホンピロクリフ 牡3黒鹿56 森 裕太朗小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450－ 41：59．9 2．5�
810 ランカンカン �3栗 56 菊沢 一樹橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 508＋ 62：00．0� 6．3�
78 ホウオウヴォーヌ 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 474－ 42：00．1クビ 6．6�
22 アルシオーネ 牡3鹿 56 川又 賢治安原 浩司氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 500－ 22：00．63 3．2�
77 タガノスカウター 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 504＋ 42：01．13 20．7�

55 ハイラブハンター 牡3鹿 56
53 ▲西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 490＋ 62：02．16 29．9�

33 デ シ レ ー 牝3栗 54
53 ☆亀田 温心椎名 節氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 438＋ 22：02．2� 14．6	

11 ロクネンニクミ 牡3栗 56
54 △山田 敬士藤本 彰氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム B530＋ 6 〃 ハナ 15．1


44 ワンダーウォール 牡3栗 56
53 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド 472－ 62：04．1大差 61．7�
89 アイグローリー �3鹿 56

52 ★永島まなみライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 谷口牧場 460－ 82：04．31 59．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 24，228，100円 複勝： 22，734，300円 枠連： 4，824，700円
馬連： 30，566，200円 馬単： 16，978，800円 ワイド： 26，199，000円
3連複： 39，680，400円 3連単： 69，465，000円 計： 234，676，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 5，470円

票 数

単勝票数 計 242281 的中 � 75269（1番人気）
複勝票数 計 227343 的中 � 74581（1番人気）� 28453（4番人気）� 31614（3番人気）
枠連票数 計 48247 的中 （6－8） 4480（3番人気）
馬連票数 計 305662 的中 �� 25544（3番人気）
馬単票数 計 169788 的中 �� 8918（4番人気）
ワイド票数 計 261990 的中 �� 21603（3番人気）�� 31342（2番人気）�� 7094（12番人気）
3連複票数 計 396804 的中 ��� 20395（4番人気）
3連単票数 計 694650 的中 ��� 9192（11番人気）

ハロンタイム 7．4―11．7―12．2―13．2―12．8―12．2―12．2―12．5―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―19．1―31．3―44．5―57．3―1：09．5―1：21．7―1：34．2―1：46．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロクリフ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サイレントディール デビュー 2021．1．24 中京10着

2018．5．19生 牡3黒鹿 母 ニホンピロディール 母母 ニホンピロブリュレ 5戦1勝 賞金 6，910，000円



07005 3月13日 雨 不良 （3中京2） 第1日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12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
1：58．3
1：56．1

良
良

67 タマモネックタイ 牡3鹿 56
53 ▲泉谷 楓真タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 472－ 42：08．0 6．3�

55 パソロブレス 牡3黒鹿56 松山 弘平 �グリーンファーム杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 498－ 22：08．21� 2．6�
79 エリカブライト 牝3鹿 54 北村 友一三木 正浩氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448± 02：08．73 3．9�
44 ウォリアープライド 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446－102：09．23 7．6�
810 デルマキッショウ 牝3鹿 54 岩田 望来浅沼 廣幸氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 476＋ 62：09．3� 7．2�
78 ヒルノアローザ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 496－ 42：09．72� 15．1	
33 シュアーウィナー 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 472＋ 22：10．12� 46．2

811 ハーツオブシャカ 牡3鹿 56 松若 風馬 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 480 ―2：10．63 22．8�
66 ノボリスターリー 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁原田 豊氏 平田 修 千歳 社台ファーム 528＋ 22：11．87 72．0�
22 タガノフラッデル 牝3黒鹿54 藤岡 康太八木 秀之氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 22：11．9クビ 48．8
11 アヴァンツァーレ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 502 ―2：14．2大差 34．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，364，200円 複勝： 29，781，100円 枠連： 5，501，200円
馬連： 34，255，300円 馬単： 18，642，000円 ワイド： 32，488，700円
3連複： 48，699，300円 3連単： 73，035，300円 計： 266，767，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 160円 � 110円 � 130円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 290円 �� 450円 �� 180円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 7，030円

票 数

単勝票数 計 243642 的中 � 30934（3番人気）
複勝票数 計 297811 的中 � 35274（3番人気）� 88188（1番人気）� 57682（2番人気）
枠連票数 計 55012 的中 （5－6） 5748（3番人気）
馬連票数 計 342553 的中 �� 30446（2番人気）
馬単票数 計 186420 的中 �� 5801（7番人気）
ワイド票数 計 324887 的中 �� 27373（2番人気）�� 15669（4番人気）�� 54079（1番人気）
3連複票数 計 486993 的中 ��� 45138（1番人気）
3連単票数 計 730353 的中 ��� 7523（14番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―13．1―13．3―13．2―12．5―12．6―12．6―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―37．0―50．3―1：03．5―1：16．0―1：28．6―1：41．2―1：54．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
7，8，5（2，4）9（3，10）－（6，11）＝1
7，8，5（4，9）（2，10）－（3，11）－6＝1

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

勝馬の
紹 介

タマモネックタイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．8 新潟14着

2018．5．21生 牡3鹿 母 タマモピアス 母母 ダイヤモンドピアス 6戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アヴァンツァーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競

走に出走できない。

07006 3月13日 小雨 不良 （3中京2） 第1日 第6競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時35分 （ダート・左）

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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

59 ヴァルキュリア 牝4鹿 55
52 ▲松本 大輝 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478＋261：24．8 4．1�

23 ベ ル ヴ ォ ワ 牝5鹿 55
52 ▲秋山 稔樹�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：25．22� 19．3�
47 ハートウォーミング 牝5青鹿 55

52 ▲角田 大和ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 21：25．41� 6．7�

36 ダイヤレイジング 牝5栗 55 岩田 望来三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 454－ 21：25．5アタマ 3．5�
24 サンキーウエスト 牝4青鹿55 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 442－ 21：25．6� 7．6	
35 ラブロッソー 牝4青鹿55 北村 友一増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 476－12 〃 クビ 20．2

714 ヘ ラ イ ア 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470± 01：25．91� 8．7�
815� ファストーゾ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 498－ 41：26．0� 12．3�
612 ディアコニア 牝4青鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466－ 81：26．21� 21．7
816� エ ナ ホ ー プ 牝7黒鹿55 高倉 稜宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 502＋ 31：26．3クビ 40．3�
12 � リネンフリー 牝4黒鹿 55

53 △山田 敬士戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム 434± 01：26．4� 222．0�
510� ジャストポケット 牝4鹿 55

52 ▲泉谷 楓真�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 村下農場 508－ 41：26．5� 152．6�
11 クイーンズテイスト 牝5黒鹿 55

54 ☆亀田 温心 �社台レースホース辻 哲英 千歳 社台ファーム 472－ 61：26．7� 36．2�
48 � ショーコーズ 牝6栗 55 菊沢 一樹吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 446－ 61：26．8� 231．5�
611 アルタグラシア 牝4鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－101：26．9クビ 32．0�
713� リッカウィンドウ 牝5芦 55

52 ▲西谷 凜立花 幸雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 酒井 亨 418＋ 61：28．28 350．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，308，200円 複勝： 40，027，200円 枠連： 7，392，900円
馬連： 42，297，200円 馬単： 17，419，000円 ワイド： 39，949，000円
3連複： 67，359，400円 3連単： 70，191，900円 計： 312，944，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 240円 � 450円 � 310円 枠 連（2－5） 1，510円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 8，930円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 970円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 53，560円

票 数

単勝票数 計 283082 的中 � 55027（2番人気）
複勝票数 計 400272 的中 � 48777（3番人気）� 21173（7番人気）� 33380（5番人気）
枠連票数 計 73929 的中 （2－5） 3779（7番人気）
馬連票数 計 422972 的中 �� 5196（26番人気）
馬単票数 計 174190 的中 �� 1462（36番人気）
ワイド票数 計 399490 的中 �� 5228（26番人気）�� 10843（9番人気）�� 6618（17番人気）
3連複票数 計 673594 的中 ��� 5019（32番人気）
3連単票数 計 701919 的中 ��� 950（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．1―47．2―59．9―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルキュリア �
�
父 Tapit �

�
母父 War Front デビュー 2020．2．15 京都1着

2017．4．1生 牝4鹿 母 ピースアンドウォー 母母 More Oats Please 2戦2勝 賞金 13，600，000円
〔発走状況〕 ベルヴォワ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。

リネンフリー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ベルヴォワ号は，発走調教再審査。



07007 3月13日 小雨 不良 （3中京2） 第1日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （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
1：47．6
1：47．6

重
重

44 ポ ポ ラ リ タ 牝4鹿 55 松若 風馬 �YGGホースクラブ 牧田 和弥 浦河 浦河小林牧場 520－ 41：52．2 22．1�
77 チュウワジョーダン �4黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 438－ 61：52．94 2．2�
89 レッドレビン 牡4鹿 57

56 ☆富田 暁 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B510＋ 21：53．22 2．5�
22 ジェイケイエース 牡5鹿 57 北村 友一小谷野次郎氏 鈴木慎太郎 新冠 村上 欽哉 540－ 21：53．62� 5．7�
810� シンゼンウイング �4黒鹿 57

54 ▲角田 大和原 陽子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 470－ 61：53．7� 27．8�
33 メイショウアゴニカ 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 B492＋ 21：54．23 23．0	
11 � インペリアルエア �6黒鹿 57

54 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 480－ 41：54．3クビ 135．9

78 � ユウヒノプリンス �4栗 57 岩部 純二坂田 行夫氏 天間 昭一 日高 新井 昭二 478－131：54．4� 145．5�
66 マテラサンオウ 牡5黒鹿57 吉田 隼人大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 450＋ 21：54．82� 11．7�
55 � フ ル ゴ リ ラ 牡4栗 57 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 534－121：57．0大差 76．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，652，900円 複勝： 23，711，700円 枠連： 5，390，400円
馬連： 29，150，700円 馬単： 16，215，300円 ワイド： 22，954，000円
3連複： 39，866，100円 3連単： 75，884，000円 計： 234，825，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 250円 � 110円 � 110円 枠 連（4－7） 2，330円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 680円 �� 720円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 16，210円

票 数

単勝票数 計 216529 的中 � 7820（5番人気）
複勝票数 計 237117 的中 � 11385（5番人気）� 60351（2番人気）� 88760（1番人気）
枠連票数 計 53904 的中 （4－7） 1788（6番人気）
馬連票数 計 291507 的中 �� 10038（7番人気）
馬単票数 計 162153 的中 �� 1619（19番人気）
ワイド票数 計 229540 的中 �� 6850（7番人気）�� 6385（12番人気）�� 55749（1番人気）
3連複票数 計 398661 的中 ��� 20322（3番人気）
3連単票数 計 758840 的中 ��� 3393（47番人気）

ハロンタイム 13．4―12．4―13．6―12．7―11．1―11．7―12．5―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．8―39．4―52．1―1：03．2―1：14．9―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．3
1
3
3，7－（4，10）（1，9）－2（6，8）－5・（3，7，9）－4－10，5，1，2－（8，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ ポ ラ リ タ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．7．18 阪神12着

2017．4．30生 牝4鹿 母 ト シ ザ ユ カ 母母 ソルトレイクブルー 4戦1勝 賞金 7，600，000円
［他本会外：1戦1勝］

07008 3月13日 小雨 不良 （3中京2） 第1日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （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
1：08．5

稍重
重

11 � ワールドイズマイン 牝5鹿 55 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 452－121：11．1 5．9�

44 � ラカマロネス 牝6鹿 55 松山 弘平一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 B460－ 81：11．42 15．7�
710 セントクリーガー 牝4鹿 55

52 ▲角田 大和中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 494－ 61：11．6� 10．0�
22 � サトノソレイユ 牝5鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 英
Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

484－ 81：11．81	 12．5�
56 � カ ク シ ン 牡4黒鹿 57

54 ▲松本 大輝風早 信昭氏 森 秀行 米
Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

510± 01：12．12 9．0�
45 ピュアプリンセス 牝4栗 55

53 △山田 敬士田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 480－101：12．2� 64．8	
711 ミヤコシスター 牝4鹿 55 藤懸 貴志若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 470± 0 〃 アタマ 165．9

33 キ ラ ー ビ ー 牡4鹿 57 黛 弘人中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 B450＋ 61：12．62
 147．7�
812 ジューンステータス 牡5青鹿57 吉田 隼人吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 B500＋101：12．81	 3．4�
57 タガノブディーノ 牝6栗 55

51 ★永島まなみ八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494－101：13．0� 8．0

813 クィーンアドバンス 牝4青 55 菊沢 一樹柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 476－ 61：13．21	 146．6�
69 メ シ ア ン 牝4栗 55

52 ▲秋山 稔樹 KAJIMOTOホー
ルディングス� 和田 勇介 新ひだか 金 球美 468＋161：13．3� 5．6�

68 �� ヒ ロ ミ 牡6黒鹿 57
56 ☆亀田 温心了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

B502＋ 61：13．72
 9．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，227，000円 複勝： 48，354，900円 枠連： 8，934，700円
馬連： 50，838，400円 馬単： 20，714，900円 ワイド： 45，775，600円
3連複： 70，879，000円 3連単： 80，996，600円 計： 357，721，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 370円 � 400円 枠 連（1－4） 4，000円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 8，600円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，440円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 18，030円 3 連 単 ��� 105，990円

票 数

単勝票数 計 312270 的中 � 42236（3番人気）
複勝票数 計 483549 的中 � 60704（4番人気）� 32763（7番人気）� 29263（9番人気）
枠連票数 計 89347 的中 （1－4） 1727（19番人気）
馬連票数 計 508384 的中 �� 8152（27番人気）
馬単票数 計 207149 的中 �� 1805（46番人気）
ワイド票数 計 457756 的中 �� 7883（25番人気）�� 8252（24番人気）�� 4380（36番人気）
3連複票数 計 708790 的中 ��� 2947（78番人気）
3連単票数 計 809966 的中 ��� 554（436番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．3―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．2―46．3―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．9
3 1（4，8）－12（2，5，9）（6，13）11－10－3＝7 4 1（4，8）（2，12）（10，5，6）9（11，13）－3＝7

勝馬の
紹 介

�ワールドイズマイン �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Empire Maker デビュー 2018．9．22 中山11着

2016．2．22生 牝5鹿 母 Media Madness 母母 Batique 14戦2勝 賞金 25，050，000円



07009 3月13日 曇 不良 （3中京2） 第1日 第9競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （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
1：32．3
1：30．3

良
良

58 マリノジュリア 牝5黒鹿55 松若 風馬�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 450－ 21：39．9 19．9�
22 ハローキャンディ 牝4鹿 55 小牧 太中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 438＋ 4 〃 クビ 30．7�
33 サトノヴィーナス 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B478＋ 81：40．21� 4．6�
11 ヤマニンマヒア 牡5黒鹿 57

54 ▲角田 大和土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 458＋ 41：40．3クビ 5．5�
610 カガジャスティス 牡4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 522＋ 8 〃 クビ 22．5�
813 ヒメノカリス 牝4鹿 55 岩田 望来 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：40．4クビ 7．8

711 スピリトゥス 牝4黒鹿55 松田 大作	桑田牧場 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 414＋ 81：40．61� 112．6�
69 プティシュシュ 牝4青鹿 55

52 ▲泉谷 楓真小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 444－ 21：40．7クビ 11．7�
34 グ ラ ニ ー タ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 	社台レースホース今野 貞一 千歳 社台ファーム 462＋ 41：41．23 8．6
45 ディーイストワール 牡5鹿 57 北村 友一嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 458－ 61：41．62� 65．3�
46 ダイシンクイント 牡7黒鹿 57

54 ▲松本 大輝大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 498＋121：41．92 38．3�
712 ア ミ ー ク ス 牝4鹿 55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B462＋121：42．0クビ 4．9�
814 ハリウッドヒルズ 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋241：42．42� 21．2�

57 リーガルマナー 	4鹿 57 中井 裕二吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム B486－ 2 〃 クビ 9．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，583，900円 複勝： 49，416，700円 枠連： 11，183，300円
馬連： 61，124，300円 馬単： 21，859，900円 ワイド： 53，654，300円
3連複： 87，828，200円 3連単： 97，409，300円 計： 416，059，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 500円 � 770円 � 190円 枠 連（2－5） 7，030円

馬 連 �� 22，840円 馬 単 �� 38，300円

ワ イ ド �� 5，320円 �� 2，100円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 43，080円 3 連 単 ��� 315，270円

票 数

単勝票数 計 335839 的中 � 13469（8番人気）
複勝票数 計 494167 的中 � 23349（8番人気）� 14252（12番人気）� 86793（1番人気）
枠連票数 計 111833 的中 （2－5） 1232（23番人気）
馬連票数 計 611243 的中 �� 2074（62番人気）
馬単票数 計 218599 的中 �� 428（117番人気）
ワイド票数 計 536543 的中 �� 2570（61番人気）�� 6659（29番人気）�� 5287（33番人気）
3連複票数 計 878282 的中 ��� 1529（157番人気）
3連単票数 計 974093 的中 ��� 224（1036番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．4―11．7―12．5―13．1―13．2―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．2―46．9―59．4―1：12．5―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F53．0―3F40．5

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

勝馬の
紹 介

マリノジュリア �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2018．11．17 福島1着

2016．2．6生 牝5黒鹿 母 クラウンアルテミス 母母 ドリームスケイプ 14戦2勝 賞金 21，020，000円

07010 3月13日 曇 不良 （3中京2） 第1日 第10競走 ��
��1，400�

しょうりゅう

昇竜ステークス
発走14時50分 （ダート・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1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

33 カレンロマチェンコ 牡3鹿 56 松若 風馬鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 460－ 21：23．6 7．5�
711 デュアリスト 牡3栗 57 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 498＋121：23．7	 2．4�
56 
 アイリッシュセンス 牡3鹿 56 松山 弘平 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 476＋ 61：23．8	 31．1�
710 ルーチェドーロ 牡3栗 56 中井 裕二ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B496± 0 〃 ハナ 20．7�
57 サ ヴ ァ 牡3黒鹿56 吉田 隼人藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 518＋101：24．54 4．9	
44 スペクタクル 牡3栗 56 富田 暁佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 492－ 61：24．6	 34．3

22 ブラックアーメット 牡3黒鹿56 岩田 望来窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 510＋ 21：24．7クビ 23．7�
11 バ ク シ ン 牡3鹿 56 斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 7．9�
68 
 サトノムスタング 牡3黒鹿56 藤岡 康太里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket

Farm LLC 466－ 41：25．65 9．7
812 ミコブラック 牝3青鹿54 高倉 稜古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 496＋241：25．8� 175．2�
45 ショウナンバサロ 牡3芦 56 浜中 俊国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 478＋ 21：25．9	 67．1�
813 ゼンノアンジュ 牝3鹿 54 太宰 啓介大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 490－ 81：26．43 12．2�
69 リ メ ス 牡3栗 56 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 460－ 21：27．57 36．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，895，200円 複勝： 61，671，000円 枠連： 13，039，700円
馬連： 80，816，100円 馬単： 31，628，200円 ワイド： 64，432，500円
3連複： 125，144，500円 3連単： 136，223，600円 計： 558，850，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 140円 � 590円 枠 連（3－7） 960円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，650円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 48，550円

票 数

単勝票数 計 458952 的中 � 48906（3番人気）
複勝票数 計 616710 的中 � 72383（3番人気）� 155140（1番人気）� 19272（11番人気）
枠連票数 計 130397 的中 （3－7） 10491（3番人気）
馬連票数 計 808161 的中 �� 62697（2番人気）
馬単票数 計 316282 的中 �� 8598（7番人気）
ワイド票数 計 644325 的中 �� 37509（3番人気）�� 5917（35番人気）�� 11171（17番人気）
3連複票数 計1251445 的中 ��� 11291（27番人気）
3連単票数 計1362236 的中 ��� 2034（160番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．7―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．0―45．7―58．4―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンロマチェンコ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2020．8．16 小倉4着

2018．4．7生 牡3鹿 母 カレンステイシー 母母 カ レ ン マ マ 6戦3勝 賞金 33，294，000円



07011 3月13日 曇 不良 （3中京2） 第1日 第11競走 ��
��1，400�中京スポーツ杯

発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

47 イッツクール 牡5栗 57 富田 暁久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 B482－ 41：23．2 8．6�

815 アイムポッシブル 牝4黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B466－ 21：23．41� 10．2�
36 エピックアン 牡6芦 57 松若 風馬 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B512＋ 21：23．93 19．8�
24 ホッコーライデン 牡7黒鹿57 斎藤 新北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 530＋ 21：24．0クビ 25．1�
11 ハッピーゴラッキー 牝5鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 21：24．21� 30．9	
23 プロスパラスデイズ 	6鹿 57 太宰 啓介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 4 〃 アタマ 10．7

12 ソーラーフレア 牡6鹿 57 中井 裕二ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466± 0 〃 クビ 121．3�
612
 ドウドウキリシマ 牡5栗 57 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B490＋ 2 〃 ハナ 2．7�
714 エアコンヴィーナ 牝6黒鹿55 浜中 俊 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 468＋ 21：24．51� 25．0
713 ププッピドゥ 牝5栗 55 亀田 温心岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 496＋ 61：24．82 40．1�
611 ラ ー ジ ヒ ル 牡5鹿 57 伊藤 工真�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 B480± 01：25．11� 60．3�
59 シホノレジーナ 牝4栗 55 松田 大作村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞湖 レイクヴィラファーム 504－ 81：25．2� 9．9�
510 ペイシャエヴァー 牡7鹿 57 高倉 稜北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 B500＋ 2 〃 ハナ 38．3�
35 ワイドカント 牡4栗 57 吉田 隼人幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 520＋101：25．52 4．8�
48 ヨドノビクトリー 牡7鹿 57 角田 大和海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 504± 01：25．6� 35．8�
816�
 スマートドレイク 牡5鹿 57 川又 賢治大川 徹氏 村山 明 加

Anderson Farms Ont.
Inc., Rod Ferguson Farms
Ltd & Donald Ferguson

518± 01：25．92 244．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，938，200円 複勝： 86，222，600円 枠連： 33，503，600円
馬連： 182，187，700円 馬単： 63，356，700円 ワイド： 127，173，900円
3連複： 290，852，100円 3連単： 308，468，700円 計： 1，151，703，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 320円 � 370円 � 520円 枠 連（4－8） 4，400円

馬 連 �� 6，730円 馬 単 �� 14，160円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 2，040円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 35，860円 3 連 単 ��� 225，440円

票 数

単勝票数 計 599382 的中 � 55239（3番人気）
複勝票数 計 862226 的中 � 74798（3番人気）� 61529（6番人気）� 41169（7番人気）
枠連票数 計 335036 的中 （4－8） 5897（19番人気）
馬連票数 計1821877 的中 �� 20964（23番人気）
馬単票数 計 633567 的中 �� 3355（49番人気）
ワイド票数 計1271739 的中 �� 13964（25番人気）�� 16185（20番人気）�� 9973（35番人気）
3連複票数 計2908521 的中 ��� 6082（114番人気）
3連単票数 計3084687 的中 ��� 992（669番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．8―11．4―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．7―45．1―57．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イッツクール �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2018．6．16 阪神9着

2016．4．10生 牡5栗 母 タキオンメーカー 母母 タ ッ キ ー ナ 21戦3勝 賞金 72，398，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 プロスパラスデイズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 プロスパラスデイズ号は，発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 3頭 サトノユニゾン号・ボンボンショコラ号・メイショウラビエ号

07012 3月13日 晴 不良 （3中京2） 第1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，2勝クラス；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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

22 プリマヴィスタ 牡4栗 56 吉田 隼人加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 02：19．8 17．9�

66 エレヴァルアスール 牡5黒鹿57 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B506－ 42：20．33 3．1�
77 ビーマイオーシャン 牡4青鹿56 北村 友一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B494＋102：21．79 1．9�
55 マ ス ラ オ �7栗 57 伊藤 工真 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 452－122：22．97 137．0�
44 ナ ミ ブ �5鹿 57 黛 弘人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 42：23．43 40．2	
33 レッドクーゲル 牡5栗 57 岩田 望来 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 444＋ 22：23．93 13．8

11 ブラックジェイド 牡7黒鹿57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B530－202：24．32	 9．6�
88 
 ブルーエクセレンス 牡5青鹿57 松山 弘平ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 22：25．04 6．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 43，059，800円 複勝： 36，291，900円 枠連： 発売なし
馬連： 61，453，000円 馬単： 29，344，400円 ワイド： 39，597，600円
3連複： 74，614，300円 3連単： 162，074，600円 計： 446，435，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 200円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 450円 �� 380円 �� 160円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 10，480円

票 数

単勝票数 計 430598 的中 � 19211（6番人気）
複勝票数 計 362919 的中 � 28936（6番人気）� 96900（2番人気）� 102887（1番人気）
馬連票数 計 614530 的中 �� 25943（9番人気）
馬単票数 計 293444 的中 �� 4599（19番人気）
ワイド票数 計 395976 的中 �� 18679（9番人気）�� 22921（5番人気）�� 80810（1番人気）
3連複票数 計 746143 的中 ��� 58362（3番人気）
3連単票数 計1620746 的中 ��� 11204（37番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―11．8―13．3―13．1―12．3―12．1―12．5―12．9―13．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―25．1―36．9―50．2―1：03．3―1：15．6―1：27．7―1：40．2―1：53．1―2：06．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プリマヴィスタ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．12．28 中山5着

2017．2．23生 牡4栗 母 サンヴァンサン 母母 ル ミ ネ ン ス 12戦3勝 賞金 36，110，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーエクセレンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地

競走に出走できない。



（3中京2）第1日 3月13日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 158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

203，260，000円
8，020，000円
23，330，000円
1，210，000円
22，790，000円
64，297，500円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
383，434，600円
538，479，700円
116，046，300円
685，338，000円
289，881，000円
553，540，300円
1，015，644，000円
1，274，962，200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 4，857，326，100円

総入場人員 1，474名 （有料入場人員 1，334名）
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