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07025 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3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

45 メイショウミナヅキ 牝3鹿 54 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 464－101：54．7 16．6�
58 ネフェルタリ 牝3黒鹿54 C．ルメール �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 472－ 21：55．33� 5．6�
33 ワイドアウェイク 牝3栗 54 �島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 5．3�
711 メ イ セ キ ム 牝3鹿 54 池添 謙一青山 洋一氏 平田 修 安平 追分ファーム 428± 01：56．47 26．0�
814 ナムラコマチ 牝3鹿 54 戸崎 圭太奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新ひだか 八田ファーム 426＋ 41：56．5� 20．6�
813 アイリスクォーツ 牝3栗 54 西村 淳也 	キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：56．6クビ 27．7

34 プレアヴィヒア 牝3栗 54 福永 祐一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 クビ 1．7�
610 バライロノキセキ 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 456－ 61：57．23� 53．0�
57 エスケイダンサー 牝3芦 54 国分 優作伊藤 輔則氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 410－ 61：57．41� 194．3
69 エルフバローズ 牝3鹿 54

51 ▲角田 大和猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 富田牧場 460＋ 21：58．88 14．6�
11 エ オ ウ ィ ン 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ダイリン 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 448 ―1：59．22� 150．6�
46 セカンドワルツ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462± 01：59．3� 134．4�
712 ルピナスアイ 牝3栗 54

52 △山田 敬士大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464－ 41：59．93� 254．4�
22 メイショウコチカゼ 牝3栗 54

51 ▲西谷 凜松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 522－182：04．1大差 77．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，219，500円 複勝： 102，045，700円 枠連： 9，861，500円
馬連： 38，401，600円 馬単： 21，842，600円 ワイド： 40，893，500円
3連複： 65，172，000円 3連単： 89，729，900円 計： 393，166，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 1，060円 � 500円 � 330円 枠 連（4－5） 6，400円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 11，380円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 890円 �� 550円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 55，310円

票 数

単勝票数 計 252195 的中 � 12085（5番人気）
複勝票数 計1020457 的中 � 23062（7番人気）� 53415（3番人気）� 89411（2番人気）
枠連票数 計 98615 的中 （4－5） 1194（12番人気）
馬連票数 計 384016 的中 �� 5483（16番人気）
馬単票数 計 218426 的中 �� 1439（30番人気）
ワイド票数 計 408935 的中 �� 7197（15番人気）�� 11694（9番人気）�� 19979（4番人気）
3連複票数 計 651720 的中 ��� 6860（23番人気）
3連単票数 計 897299 的中 ��� 1176（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―38．3―51．3―1：03．8―1：16．7―1：29．8―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
5（9，11）3（4，6，13）－（7，8，14，10）－2－1－12
5，11（3，13）（7，8）（9，4）10（14，1）－（2，6）－12

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

勝馬の
紹 介

メイショウミナヅキ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．11．1 京都6着

2018．3．11生 牝3鹿 母 シンメイスバル 母母 ハイウェイトゥグローリー 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 メイショウコチカゼ号は，競走中に疾病〔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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルピナスアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月20日まで平地競走

に出走できない。

07026 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時15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
1：08．5

稍重
重

816 ヒ ヤ 牡3鹿 56 川田 将雅山口 正行氏 �島 一歩 日高 若林 順一 448＋ 21：13．3 2．4�
714 サウンドウイッシュ 牡3黒鹿56 加藤 祥太増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 490＋ 41：13．4� 10．7�
35 テーオールソー 牡3青鹿56 福永 祐一小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 510＋ 21：13．61� 3．8�
11 リオンキング 牡3鹿 56 池添 謙一中野 和子氏 石橋 守 新ひだか 西村牧場 478＋ 41：13．7クビ 3．3�
48 ジオヴィグラス 牡3栗 56 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 浦河 笹地牧場 454 ―1：14．02 77．2�
510 テンシノエア 牝3鹿 54 秋山真一郎�浜本牧場 小林 真也 日高 浜本牧場 424＋ 41：14．31� 46．0	
612 カ ラ ハ リ �3鹿 56 勝浦 正樹手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 412－141：14．4クビ 31．9

815 クリノバラライカ 牡3栗 56 幸 英明栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 522 ―1：14．61� 77．0�
12 オープンセサミ 牡3鹿 56 菱田 裕二飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B452－ 41：14．91� 96．5�
611 カシノフォワード �3鹿 56

54 △泉谷 楓真柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 436－ 4 〃 アタマ 20．0
59 ノボインパクト 牝3鹿 54 西村 淳也�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 432－ 21：15．0� 76．9�
47 タックスリファンド 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹フィールドレーシング 武井 亮 新ひだか 北洋牧場 B496－ 41：15．1� 56．6�
24 アルドゥマン 牡3栗 56 荻野 極上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 432－ 2 〃 ハナ 157．5�
713 キーパイレーツ 牡3青鹿 56

54 △山田 敬士北前孔一郎氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 拓樹 462± 0 〃 ハナ 101．1�
36 モンギンゴー �3栗 56

55 ☆斎藤 新和田 正道氏 和田正一郎 新ひだか 神垣 道弘 460＋ 21：15．3� 361．2�
23 ム カ ル ナ ス 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂中村 智幸氏 高柳 大輔 新ひだか ケイアイファーム 410 ―1：17．1大差 207．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，561，800円 複勝： 31，689，900円 枠連： 6，838，200円
馬連： 32，069，600円 馬単： 15，445，100円 ワイド： 33，568，400円
3連複： 48，443，100円 3連単： 55，920，700円 計： 248，536，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 130円 枠 連（7－8） 1，070円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 330円 �� 200円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，570円

票 数

単勝票数 計 245618 的中 � 80750（1番人気）
複勝票数 計 316899 的中 � 84605（1番人気）� 36508（4番人気）� 67161（2番人気）
枠連票数 計 68382 的中 （7－8） 4949（4番人気）
馬連票数 計 320696 的中 �� 23295（4番人気）
馬単票数 計 154451 的中 �� 7546（7番人気）
ワイド票数 計 335684 的中 �� 25036（4番人気）�� 50365（1番人気）�� 14313（6番人気）
3連複票数 計 484431 的中 ��� 30110（2番人気）
3連単票数 計 559207 的中 ��� 7277（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．2―12．8―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．9―48．7―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ヤ �
�
父 パ ド ト ロ ワ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．11．14 阪神2着

2018．4．21生 牡3鹿 母 ゴールドピアース 母母 ミュゲルージュ 4戦1勝 賞金 10，670，000円
・・・〔制裁〕 ムカルナス号の騎手古川奈穂は，3コーナーで左あぶみ革の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。

〔3走成績による出走制限〕 ノボインパクト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月20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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カイラス号・カワキタオペラ号・キタノオーシャン号・キンバ号・ヒカリノミチ号・ビスケットチャン号

第２回 中京競馬 第３日



07027 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第3競走 1，900�3歳未勝利
発走10時45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
1：55．9
1：53．7

重
不良

55 アスターナランハ 牡3黒鹿56 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B466－ 62：04．0 1．3�
33 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 城戸 義政�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 452± 02：05．610 13．1�
88 ウォーロード 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹プレミアムレースホース 和田 勇介 安平 �橋本牧場 482－12 〃 クビ 65．4�
11 マテンロウドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲角田 大和寺田千代乃氏 角田 晃一 新冠 川島牧場 494± 02：05．7� 3．6�
77 ワンダースパイン 牡3黒鹿56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 藤春 修二 490＋ 42：06．23 65．1�
22 ラ ン ツ ァ 牡3黒鹿56 �島 克駿	ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 474＋ 62：06．52 55．0

44 コ タ 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B462－ 22：06．7� 16．9�
66 フクシマブリリオ 牝3鹿 54 加藤 祥太西本 資史氏 杉山 佳明 浦河 成隆牧場 402－ 82：06．91� 41．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 24，385，300円 複勝： 49，791，400円 枠連： 発売なし
馬連： 29，626，600円 馬単： 22，823，500円 ワイド： 23，790，500円
3連複： 37，936，500円 3連単： 106，691，000円 計： 295，044，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 � 460円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 240円 �� 930円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 計 243853 的中 � 149428（1番人気）
複勝票数 計 497914 的中 � 382487（1番人気）� 22143（3番人気）� 5977（7番人気）
馬連票数 計 296266 的中 �� 52118（2番人気）
馬単票数 計 228235 的中 �� 27036（2番人気）
ワイド票数 計 237905 的中 �� 30364（2番人気）�� 6052（9番人気）�� 1623（21番人気）
3連複票数 計 379365 的中 ��� 6605（11番人気）
3連単票数 計1066910 的中 ��� 9860（27番人気）

ハロンタイム 7．5―11．5―11．7―13．6―13．3―13．3―13．7―14．1―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―19．0―30．7―44．3―57．6―1：10．9―1：24．6―1：38．7―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．4
1
3
・（7，8）－1－5－4－2－6，3
8－7（1，5）（4，3）（2，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスターナランハ 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2020．8．8 新潟5着

2018．2．16生 牡3黒鹿 母 ライブリハート 母母 シ ラ ー 9戦1勝 賞金 13，920，000円
〔制裁〕 フォルテベローチェ号の調教師清水久詞は，業務上の注意義務（規制薬物の施用）を怠り，出走取消となったことについて

過怠金100，000円。
※出走取消馬 フォルテベローチェ号（事故のため）

07028 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時15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

36 インディペンデント 牡3鹿 56 菱田 裕二高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 466－ 21：26．0 7．0�
59 アルーリングギフト 牡3栗 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 21：26．21� 2．7�
47 ミスズメジャー 牡3栗 56 福永 祐一永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 464＋ 41：26．62 6．7�
11 � ロングボウマン 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-

nership 474－ 41：26．7� 11．7�
510 イ ワ ナ 牡3鹿 56 幸 英明越村 哲男氏 久保田貴士 日高 新井 昭二 476± 01：26．91	 41．7�
12 マサカウマザンマイ 牡3鹿 56 西村 淳也鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B466－ 81：27．0� 31．5	
23 トペコンヒーロ 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 478－ 41：27．1� 32．6

714 ナンノコレシキ 牝3黒鹿54 C．ルメール 宮城 寛也氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 61：27．31	 2．8�
713 ブルーガーデニア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹桜井 欣吾氏 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 482－16 〃 ハナ 30．8�
35 ラストチケット 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心 吉澤ホールディングス 小林 真也 浦河 カケハムポニークラブ B482＋ 61：27．51� 132．9�
611 セイショウディープ 牡3栗 56 加藤 祥太岩崎 暉男氏 本間 忍 日高 Wing Farm 478－ 81：27．71	 241．9�
48 イデアエスクロー 牡3鹿 56 原田 和真益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 466－ 41：28．65 143．0�
815 メイレンシュタイン 牡3栗 56 荻野 極 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 41：29．02� 65．3�
816 パスオーバー 牡3黒鹿56 藤井勘一郎宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 B492＋ 61：29．42� 198．4�
24 モントレージャック 牡3栗 56

53 ▲西谷 凜 グリーンファーム加用 正 日高 新井 昭二 492－101：29．5クビ 394．3�
612 ヤマニンドラセナ 牡3鹿 56 藤懸 貴志土井 肇氏 長谷川浩大 新冠 錦岡牧場 508－101：32．0大差 406．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，054，100円 複勝： 38，283，400円 枠連： 7，530，800円
馬連： 40，923，100円 馬単： 20，049，700円 ワイド： 38，065，800円
3連複： 62，655，800円 3連単： 73，431，200円 計： 311，993，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 150円 � 170円 枠 連（3－5） 850円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 440円 �� 630円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 12，050円

票 数

単勝票数 計 310541 的中 � 35021（4番人気）
複勝票数 計 382834 的中 � 41979（4番人気）� 71002（2番人気）� 59182（3番人気）
枠連票数 計 75308 的中 （3－5） 6847（4番人気）
馬連票数 計 409231 的中 �� 31747（2番人気）
馬単票数 計 200497 的中 �� 6484（9番人気）
ワイド票数 計 380658 的中 �� 22372（4番人気）�� 14847（6番人気）�� 22600（3番人気）
3連複票数 計 626558 的中 ��� 20589（6番人気）
3連単票数 計 734312 的中 ��� 4416（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．0―47．4―1：00．3―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．6
3 ・（1，8）9（2，13）6，16（7，15）（5，10，14）11，12－3－4 4 ・（1，8）（2，9）（6，13）7（10，15）（5，14，16）11－3，12＝4

勝馬の
紹 介

インディペンデント �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．1．9 中山4着

2018．4．6生 牡3鹿 母 フェスティヴマロン 母母 ア ロ ー ム 3戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンドラセナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月20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。
（非当選馬） 3頭 イトザクラ号・エルニド号・ケプチャン号



07029 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第5競走 ��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 ブロンズレッド 牡3栗 56 西村 淳也下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 528 ―1：09．1 28．8�
611 フ ミ ロ ア 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 428＋ 21：09．2� 7．7�
59 プラチナムレイアー 牡3芦 56 福永 祐一岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：09．51� 3．8�
817 スカーレットジンク 牡3芦 56 C．ルメール�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 458± 0 〃 ハナ 2．2�
510 ヒ キ ガ ネ 牡3青鹿 56

54 △泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 山野牧場 456－ 21：09．71� 6．1�
12 ジョイフルラブ 牝3鹿 54 菱田 裕二堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 454± 0 〃 ハナ 35．1	
36 ウキウキホリデー 牝3芦 54

52 △山田 敬士 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 470＋ 8 〃 アタマ 47．1

47 ア ラ ハ バ キ 牡3鹿 56 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 克典 日高 長谷川牧場 434＋ 41：09．91� 65．5�
23 ジュンワンポイント 牝3鹿 54 藤井勘一郎河合 純二氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 428－10 〃 ハナ 24．7
816 プレイラピーダ 牝3栗 54 �島 良太田上 雅春氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 478－ 41：10．11 54．0�
612 ニシノイルマーレ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 フクオカファーム 478＋ 6 〃 ハナ 45．2�
713 プラクルアン 牝3黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430 ―1：10．52� 49．7�
48 エラディケイター 牡3鹿 56 藤岡 康太加藤 誠氏 田中 剛 浦河 浦河育成牧場 478－ 81：10．6� 136．3�
24 ニューフィー 牝3鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 酒井牧場 418－181：10．92 337．1�
715 ア レ ッ サ 牝3黒鹿 54

51 ▲角田 大和 �シルクレーシング 宮本 博 平取 坂東牧場 410＋ 61：11．0クビ 172．3�
818 ウォーターリリー 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 460－161：11．1� 57．2�
35 ブラーブサージュ 牡3鹿 56 国分 優作岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 454＋ 21：11．31� 224．0�
714 フェアリーテイル 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 440± 01：11．62 200．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，384，400円 複勝： 45，750，500円 枠連： 10，404，900円
馬連： 40，704，700円 馬単： 20，068，100円 ワイド： 44，893，300円
3連複： 66，514，800円 3連単： 73，391，300円 計： 336，112，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 680円 � 220円 � 170円 枠 連（1－6） 4，490円

馬 連 �� 9，150円 馬 単 �� 20，220円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 1，490円 �� 640円

3 連 複 ��� 10，600円 3 連 単 ��� 105，150円

票 数

単勝票数 計 343844 的中 � 9522（6番人気）
複勝票数 計 457505 的中 � 13445（7番人気）� 54786（4番人気）� 84508（2番人気）
枠連票数 計 104049 的中 （1－6） 1795（14番人気）
馬連票数 計 407047 的中 �� 3444（24番人気）
馬単票数 計 200681 的中 �� 744（53番人気）
ワイド票数 計 448933 的中 �� 3537（29番人気）�� 7628（13番人気）�� 19175（6番人気）
3連複票数 計 665148 的中 ��� 4705（28番人気）
3連単票数 計 733913 的中 ��� 506（284番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロンズレッド �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．2．18生 牡3栗 母 ヘリテージゴールド 母母 ビューティフルゴールド 1戦1勝 賞金 5，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルアミスター号
（非抽選馬） 2頭 インバシオン号・オマツリサンバ号

07030 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

611 シ ャ ン ブ ル 牝3青鹿54 川田 将雅 �CHEVAL AT-
TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 466－ 82：01．7 12．1�

23 コーラスケイト 牝3鹿 54 荻野 極大塚 亮一氏 新谷 功一 浦河 杵臼牧場 518 ―2：01．91� 154．5�
817 イフィゲニア 牝3栗 54

51 ▲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 500－ 42：02．0クビ 5．4�

36 エイカイステラ 牝3鹿 54 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444＋ 22：02．21� 2．7�
714 ミスフィガロ 牝3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 400－ 42：02．52 3．2�
510 カレンプリマドーナ 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新鈴木 隆司氏 橋口 慎介 新ひだか 平野牧場 408－122：02．82 290．3	
612 エニシノウタ 牝3黒鹿54 藤岡 康太岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 440± 0 〃 クビ 33．6

47 サツキハピネス 牝3黒鹿54 幸 英明小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 438－ 6 〃 クビ 10．5�
35 ラヴィエント 牝3鹿 54 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 466± 02：03．01� 18．7�
12 フューチャーポップ 牝3鹿 54 池添 謙一山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 有限会社 大

作ステーブル 412－ 22：03．21� 13．9
11 スマイルフェアリー 牝3青 54 戸崎 圭太飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 440－ 2 〃 クビ 49．2�
24 オスタークラング 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 22：03．3クビ 146．3�
713 ダリアテソーロ 牝3芦 54

52 △泉谷 楓真了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 新ひだか 幌村牧場 436－ 62：03．4� 110．1�

48 ヴィッカース 牝3黒鹿54 秋山真一郎吉田 照哉氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 472± 02：03．61� 133．6�
816 ド ラ グ 牝3黒鹿 54

51 ▲西谷 凜�三嶋牧場 小林 真也 浦河 三嶋牧場 404 ―2：03．81� 548．4�
59 ユ ペ ー ル 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心�G1レーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－142：03．9� 260．0�

715 プレリュード 牝3黒鹿 54
50 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋ 2 〃 クビ 330．9�
818 ブラックジュエリー 牝3青鹿 54

50 ★古川 奈穂�飛野牧場 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 418－ 82：04．64 190．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，022，100円 複勝： 51，695，900円 枠連： 9，778，100円
馬連： 41，384，900円 馬単： 17，971，300円 ワイド： 42，222，000円
3連複： 60，836，900円 3連単： 68，892，100円 計： 329，803，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 390円 � 3，380円 � 260円 枠 連（2－6） 19，130円

馬 連 �� 71，110円 馬 単 �� 91，690円

ワ イ ド �� 15，360円 �� 930円 �� 10，630円

3 連 複 ��� 98，970円 3 連 単 ��� 768，410円

票 数

単勝票数 計 370221 的中 � 24459（5番人気）
複勝票数 計 516959 的中 � 35685（5番人気）� 3373（13番人気）� 60272（4番人気）
枠連票数 計 97781 的中 （2－6） 396（28番人気）
馬連票数 計 413849 的中 �� 451（68番人気）
馬単票数 計 179713 的中 �� 147（114番人気）
ワイド票数 計 422220 的中 �� 690（57番人気）�� 12298（9番人気）�� 999（48番人気）
3連複票数 計 608369 的中 ��� 461（149番人気）
3連単票数 計 688921 的中 ��� 65（1015番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．6―12．4―12．5―12．6―12．3―11．8―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．1―49．5―1：02．0―1：14．6―1：26．9―1：38．7―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．8
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ン ブ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．11．28 阪神6着

2018．4．14生 牝3青鹿 母 クラリネット 母母 Legs Lawlor 4戦1勝 賞金 6，640，000円



07031 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第7競走 1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

56 ミラクルチューン 牝5黒鹿 55
52 ▲秋山 稔樹ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 武 牧場 486＋ 41：12．9 3．5�

22 サ ツ キ マ ス 牝4鹿 55 西村 淳也越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 450± 01：13．0� 15．3�
11 ワンモアエフォート 牡4栗 57

56 ☆斎藤 新内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 504＋ 2 〃 クビ 9．9�
44 メイショウオオヅツ 牡7鹿 57 �島 克駿松本 和子氏 河内 洋 千歳 社台ファーム B538－ 61：13．53 17．2�
33 カクカクシカジーカ 牝6芦 55

51 ★古川 奈穂芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 430－ 21：13．81� 64．7�
68 � エ ナ ホ ー プ 牝7黒鹿 55

53 △泉谷 楓真宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 502± 01：13．9� 31．9�
710 サンライズミリオン �4黒鹿57 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 524＋261：14．11� 6．0	
69 � グランディール 牡5鹿 57

55 △山田 敬士ライオンレースホース
 清水 英克 平取 スガタ牧場 576－ 41：14．2クビ 103．1�
812 タマモゼーゼマン 牡4鹿 57

54 ▲西谷 凜タマモ
 武 英智 新ひだか 曾我 博 B476－ 21：14．41� 18．2�
57 ノーブルプルート 牝7鹿 55 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 B496± 0 〃 ハナ 7．5
813 アンクルテイオウ 牡5鹿 57 菱田 裕二塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：14．82� 3．7�
45 エクスチェンジ 牝4栗 55 加藤 祥太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 480－ 21：14．9� 24．1�
711� コハルビヨリ 牝5鹿 55 国分 優作飯田 良枝氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：15．0� 39．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，142，300円 複勝： 30，980，100円 枠連： 8，653，000円
馬連： 34，601，000円 馬単： 15，274，300円 ワイド： 31，594，400円
3連複： 51，100，900円 3連単： 58，838，800円 計： 255，184，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 290円 � 290円 枠 連（2－5） 1，730円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 710円 �� 520円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 30，550円

票 数

単勝票数 計 241423 的中 � 55102（1番人気）
複勝票数 計 309801 的中 � 59833（1番人気）� 24526（6番人気）� 25296（5番人気）
枠連票数 計 86530 的中 （2－5） 3874（7番人気）
馬連票数 計 346010 的中 �� 10350（10番人気）
馬単票数 計 152743 的中 �� 2545（18番人気）
ワイド票数 計 315944 的中 �� 11440（6番人気）�� 16389（2番人気）�� 5089（19番人気）
3連複票数 計 511009 的中 ��� 5755（19番人気）
3連単票数 計 588388 的中 ��� 1396（79番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．9―12．1―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．6―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルチューン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シーキングザダイヤ デビュー 2018．10．6 京都4着

2016．4．29生 牝5黒鹿 母 シンワウォッカ 母母 ビーマイプリンセス 15戦1勝 賞金 17，850，000円
［他本会外：1戦1勝］

07032 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時40分（番組第9競走を順序変更） （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

88 スズカブルグ 牡7栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 二風谷ファーム 500－ 81：54．5 3．8�
44 マイネルイリャルギ 牡4鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 514± 0 〃 アタマ 2．0�
89 オ オ ゾ ラ 牡5鹿 57 �島 良太平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 564± 01：55．03 38．8�
11 メイショウシャガ 牡4黒鹿 57

54 ▲角田 大和松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502－ 21：55．21� 10．8�
33 トモジャチャーリー 牡5鹿 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 502－ 4 〃 クビ 18．3�
55 � プ ロ ー ス 牡5栗 57 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B512＋ 21：55．73 104．2	
66 ミストラルウインド 牡4青鹿 57

54 ▲秋山 稔樹島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 464－ 21：55．8クビ 20．3�

22 ナムラアイアイサー 牡5栗 57
55 △山田 敬士奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 484＋ 21：56．01� 100．6�

77 リンガスウォリアー 牡4栗 57 C．ルメール 伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 B464－ 81：56．53 3．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，738，600円 複勝： 36，286，100円 枠連： 6，203，700円
馬連： 34，826，500円 馬単： 24，914，000円 ワイド： 29，516，100円
3連複： 49，715，500円 3連単： 118，339，400円 計： 334，539，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 110円 � 410円 枠 連（4－8） 430円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，440円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 14，670円

票 数

単勝票数 計 347386 的中 � 71799（3番人気）
複勝票数 計 362861 的中 � 45980（3番人気）� 160398（1番人気）� 11382（7番人気）
枠連票数 計 62037 的中 （4－8） 10949（2番人気）
馬連票数 計 348265 的中 �� 57285（2番人気）
馬単票数 計 249140 的中 �� 22991（3番人気）
ワイド票数 計 295161 的中 �� 42059（2番人気）�� 4591（17番人気）�� 5585（14番人気）
3連複票数 計 497155 的中 ��� 9464（13番人気）
3連単票数 計1183394 的中 ��� 5846（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―38．1―51．2―1：03．8―1：16．3―1：28．8―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．2．11 京都13着

2014．2．24生 牡7栗 母 ハ ナ マ ル 母母 パーティプラザ 9戦3勝 賞金 30，850，000円



07033 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第9競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走14時15分（番組第8競走を順序変更） （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

510 ホワイトロッジ 牝4鹿 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428＋ 61：21．3 5．2�

817 メイショウゲンセン 牝4青鹿55 藤岡 康太松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 420－16 〃 アタマ 20．9�
612 ピュアカラー 牝4黒鹿55 �島 克駿 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 458－ 21：21．51� 15．3�
48 ジーナスイート 牝6芦 55 池添 謙一 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 438－14 〃 クビ 7．1�
35 � レッドルピナス 牝4鹿 55 幸 英明 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 408－29 〃 ハナ 22．4	
715 ヴィルトゥオシタ 牝4鹿 55 西村 淳也�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 ハナ 69．0

816 マサノアッレーグラ 牝6芦 55 C．ルメール 中村 時子氏 辻 哲英 日高 道見牧場 506± 01：21．71 4．2�
714 リーディングパート 牝4鹿 55 荻野 極 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 426＋ 8 〃 クビ 24．1�
818� フォーチュンリング 牝6鹿 55

53 △山田 敬士岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：21．8� 29．4
47 コスミックエナジー 牝4栗 55 福永 祐一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－101：21．9クビ 3．1�
611 ソーユーフォリア 牝4黒鹿55 菱田 裕二濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 456± 01：22．0� 24．5�
11 ホープホワイト 牝4青鹿55 藤井勘一郎 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B448－101：22．2� 37．8�
23 � ユウチャファスト 牝4鹿 55

54 ☆斎藤 新長谷川祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか チャンピオンズファーム 442＋ 21：22．3� 68．2�
24 � レイジングリヴァー 牝4黒鹿55 国分 優作岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 的場牧場 454－131：22．62 123．4�
713� パルスレート 牝5鹿 55

52 ▲秋山 稔樹坂本 守孝氏 鈴木慎太郎 安平 ノーザンファーム 466± 01：22．7� 243．6�
59 � カーテンジュエル 牝5栗 55 勝浦 正樹垣本 栄一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 438－23 〃 ハナ 112．4�
12 サリーバランセ 牝5栗 55

53 △泉谷 楓真黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 470－141：22．8クビ 132．5�
36 イッツアワターン 牝4黒鹿 55

54 ☆亀田 温心田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 428－ 21：22．9� 296．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，729，800円 複勝： 51，432，700円 枠連： 13，755，600円
馬連： 56，583，600円 馬単： 23，617，600円 ワイド： 51，450，800円
3連複： 92，735，400円 3連単： 102，257，800円 計： 427，563，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 530円 � 330円 枠 連（5－8） 1，030円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 8，050円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，310円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 23，030円 3 連 単 ��� 116，380円

票 数

単勝票数 計 357298 的中 � 54747（3番人気）
複勝票数 計 514327 的中 � 75669（3番人気）� 21900（6番人気）� 38985（5番人気）
枠連票数 計 137556 的中 （5－8） 10294（4番人気）
馬連票数 計 565836 的中 �� 7947（21番人気）
馬単票数 計 236176 的中 �� 2198（26番人気）
ワイド票数 計 514508 的中 �� 7791（20番人気）�� 10316（11番人気）�� 3655（36番人気）
3連複票数 計 927354 的中 ��� 3020（69番人気）
3連単票数 計1022578 的中 ��� 637（351番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．4―11．3―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．2―45．6―56．9―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．7
3 11，17（1，5，16）（7，10）8－15（6，14）－（2，3，9，18）（12，13）4 4 11，17（1，5，16）（7，10）8（6，15）14－（2，3，9）（12，18）4，13

勝馬の
紹 介

ホワイトロッジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hard Spun デビュー 2020．1．11 京都2着

2017．1．30生 牝4鹿 母 サ マ リ ー ズ 母母 ミスアドーラブル 8戦2勝 賞金 19，910，000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 クーファイザナミ号

07034 3月20日 晴 良 （3中京2） 第3日 第10競走 ��2，000�
あ つ た

熱 田 特 別
発走14時50分 （芝・左）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

89 キタノインパクト 牡5鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 500－ 22：01．8 1．8�
33 シルバータイド 牝4黒鹿55 川田 将雅ワタナベホールディ

ングス� 高野 友和 洞�湖 レイクヴィラファーム 516－ 82：02．12 3．5�
44 アマネセール �5青鹿57 福永 祐一 �シルクレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 9．6�
22 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 戸崎 圭太薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 62：02．31 9．6�
11 ショウナンダイキチ 牡4栗 57 斎藤 新国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 492＋ 22：02．51 104．1	
55 アウステルリッツ �7黒鹿57 西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 ハナ 17．3

77 インペリアルフィズ 牡7栗 57 �島 克駿 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B474－102：02．6	 30．6�
78 フェスティヴスーリ 牡4黒鹿57 藤井勘一郎臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 476－ 22：03．45 83．5�
66 フェルマーテ 牝4青鹿55 幸 英明�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 470－102：03．72 10．3
810 シャイニーコースト �4栗 57 国分 優作小林 昌志氏 菊川 正達 平取 清水牧場 472＋142：06．9大差 209．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，129，500円 複勝： 70，086，600円 枠連： 8，198，700円
馬連： 54，775，200円 馬単： 34，760，100円 ワイド： 40，257，400円
3連複： 68，354，300円 3連単： 152，139，500円 計： 467，701，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（3－8） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 150円 �� 330円 �� 470円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 391295 的中 � 170504（1番人気）
複勝票数 計 700866 的中 � 393741（1番人気）� 103265（2番人気）� 40007（5番人気）
枠連票数 計 81987 的中 （3－8） 23169（1番人気）
馬連票数 計 547752 的中 �� 151476（1番人気）
馬単票数 計 347601 的中 �� 62260（1番人気）
ワイド票数 計 402574 的中 �� 87872（1番人気）�� 27053（4番人気）�� 17452（7番人気）
3連複票数 計 683543 的中 ��� 59636（3番人気）
3連単票数 計1521395 的中 ��� 50233（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―37．6―50．3―1：03．0―1：15．1―1：26．6―1：38．2―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キタノインパクト �
�
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 2018．10．7 東京4着

2016．1．12生 牡5鹿 母 ボンバルリーナ 母母 レッドキャット 7戦2勝 賞金 23，238，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャイニーコースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月20日まで平地

競走に出走できない。



07035 3月20日 曇 良 （3中京2） 第3日 第11競走 ��
��1，400�第35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 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 ルークズネスト 牡3鹿 56 幸 英明窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 510＋101：20．1 7．6�
34 グレナディアガーズ 牡3鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 アタマ 1．8�
713 モントライゼ 牡3鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：20．52	 4．4�
35 サ ル ビ ア 牝3栗 54 池添 謙一岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 アタマ 20．8�
47 インフィナイト 牝3黒鹿54 藤井勘一郎 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 61：20．6	 34．3�
58 ファルヴォーレ 牡3芦 56 秋山真一郎杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 450＋ 21：20．7クビ 29．5	
815 ヴィジュネル 牡3青鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 6 〃 クビ 36．7

46 ニシノアジャスト 牡3青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 526＋ 41：20．8	 39．0�
610 ロードマックス 牡3鹿 56 福永 祐一 �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 442± 01：21．0
 11．6
712� ショックアクション 牡3鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 496－ 41：21．1	 17．4�
814 アスコルターレ 牡3黒鹿57 �島 克駿 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 432－20 〃 クビ 30．6�
59 フォイアーロート 牡3青鹿56 中井 裕二吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466－ 41：21．2	 76．9�
611 ラ ン グ ロ ワ 牝3青鹿54 秋山 稔樹ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 418－101：21．62	 183．8�
23  トーセンウォーリア 牡3鹿 56 菱田 裕二島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 494－ 21：22．13 156．3�
22 ホーキーポーキー 牝3栗 54 城戸 義政�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 450＋ 21：22．31� 264．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 154，216，300円 複勝： 182，578，300円 枠連： 56，111，600円
馬連： 395，019，900円 馬単： 142，570，400円 ワイド： 259，951，700円
3連複： 674，809，600円 3連単： 837，032，400円 計： 2，702，290，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 160円 � 110円 � 130円 枠 連（1－3） 710円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 290円 �� 530円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 6，600円

票 数

単勝票数 計1542163 的中 � 161712（3番人気）
複勝票数 計1825783 的中 � 213574（3番人気）� 585543（1番人気）� 330815（2番人気）
枠連票数 計 561116 的中 （1－3） 61117（2番人気）
馬連票数 計3950199 的中 �� 431125（2番人気）
馬単票数 計1425704 的中 �� 57358（5番人気）
ワイド票数 計2599517 的中 �� 228779（2番人気）�� 108933（4番人気）�� 326658（1番人気）
3連複票数 計6748096 的中 ��� 460703（1番人気）
3連単票数 計8370324 的中 ��� 91902（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―33．7―45．1―56．2―1：07．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルークズネスト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．21 中京2着

2018．3．11生 牡3鹿 母 ヴ ィ ラ 母母 サミットヴィル 5戦2勝 賞金 62，115，000円

07036 3月20日 曇 良 （3中京2） 第3日 第12競走 ��1，800�
や は ぎ が わ

矢 作 川 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス，2．3．20以降3．3．14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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

12 ダノングリスター �5鹿 55 西村 淳也�ダノックス 寺島 良 千歳 社台ファーム B492－ 41：53．7 17．9�
23 � コパノリッチマン 牡4栃栗54 藤井勘一郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 516－ 6 〃 アタマ 40．5�
11 � コスモセイリュウ 牡4鹿 54 荻野 極 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 486－ 81：53．8� 97．9�
48 メイショウヨソユキ 牝5黒鹿53 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 450－ 41：53．9	 10．1�
47 クリノキングボス 牡4栗 54 国分 優作栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B472－ 21：54．32 115．6	
35 グッドヘルスバイオ 牡5芦 53 
島 克駿バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 476－ 21：54．51� 41．0

714 シーシーサザン 牝4黒鹿52 斎藤 新吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 446－ 41：54．6	 36．3�
713 キンノマサカリ 牡4黒鹿55 C．ルメール 岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－16 〃 クビ 4．8�
816 ショウナンナデシコ 牝4栗 54 幸 英明国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 486－ 21：54．81 4．5
611 ヴェラアズール 牡4青 55 福永 祐一 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502－ 21：55．01 2．8�
612 ダ ッ チ マ ン �4青鹿55 藤岡 康太小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 444－ 4 〃 ハナ 13．4�
510 サンティーニ �6栗 56 戸崎 圭太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 476－ 61：55．1クビ 15．1�
24 プチティラン 牡5鹿 53 
島 良太 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 478＋ 21：55．2� 144．6�
815 メイショウドヒョウ 牡4栗 54 泉谷 楓真松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：55．3	 36．8�
59 シャルロッテミノル 牝5鹿 52 秋山 稔樹吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 526＋ 21：56．68 87．5�
36 タガノペルマネンテ 牝4黒鹿52 藤懸 貴志八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋161：57．23� 36．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，875，200円 複勝： 84，088，200円 枠連： 21，102，000円
馬連： 109，017，400円 馬単： 39，618，100円 ワイド： 89，647，700円
3連複： 171，905，500円 3連単： 195，220，000円 計： 765，474，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 570円 � 1，080円 � 2，030円 枠 連（1－2） 11，110円

馬 連 �� 33，130円 馬 単 �� 50，270円

ワ イ ド �� 8，220円 �� 11，320円 �� 19，720円

3 連 複 ��� 153，120円 3 連 単 ��� 913，120円

票 数

単勝票数 計 548752 的中 � 24501（7番人気）
複勝票数 計 840882 的中 � 41370（7番人気）� 20459（11番人気）� 10476（13番人気）
枠連票数 計 211020 的中 （1－2） 1471（28番人気）
馬連票数 計1090174 的中 �� 2550（67番人気）
馬単票数 計 396181 的中 �� 591（108番人気）
ワイド票数 計 896477 的中 �� 2825（65番人気）�� 2046（73番人気）�� 1171（94番人気）
3連複票数 計1719055 的中 ��� 842（265番人気）
3連単票数 計1952200 的中 ��� 155（1493番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．5―13．0―12．3―12．4―12．6―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．5―50．5―1：02．8―1：15．2―1：27．8―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングリスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．21 京都9着

2016．2．5生 �5鹿 母 ファイブスター 母母 スターリーロマンス 15戦3勝 賞金 37，513，000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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 ヴィーダ号・キャベンディッシュ号・ジャッジ号・ゼヒニオヨバズ号・ファイヴレター号・ペイシャムートン号・

ボルサリーノ号・マンハッタンロック号・メイショウオトワ号



（3中京2）第3日 3月20日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

221，920，000円
3，020，000円
24，000，000円
1，720，000円
27，980，000円
69，375，000円
4，957，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
519，458，900円
774，708，800円
158，438，100円
907，934，100円
398，954，800円
725，851，600円
1，450，180，300円
1，931，884，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，867，410，700円

総入場人員 1，824名 （有料入場人員 1，672名）
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