
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

07061 3月28日 小雨 良 （3中京2） 第6日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05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

35 マテンロウルビー 牝3鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 442－ 21：55．7 5．5�
816 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 426－ 81：56．12 6．9�
47 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 502－ 21：57．05 4．5�
24 ハイボールコパ 牝3黒鹿 54

52 △泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 むかわ 市川牧場 450＋ 21：57．1� 3．2�
59 イ ポ ラ ニ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹国田 正忠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 468－161：57．63 29．5�
815 メイショウホオズキ 牝3鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 472－16 〃 クビ 9．8	
713 フ ー ジ ャ オ 牝3栗 54 �島 克駿
ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478－121：57．81� 14．9�
612 ビジンクライマー 牝3鹿 54 森 裕太朗岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 スウィング

フィールド牧場 448＋ 21：58．33 81．9�
611 スワンダフル 牝3鹿 54 中井 裕二下河邉 博氏 竹内 正洋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 460± 0 〃 クビ 226．7
12 ルージュフェリーク 牝3黒鹿54 松山 弘平 
東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 450－ 21：58．83 10．3�
510 ホワイトアイ 牝3鹿 54 幸 英明窪田 康志氏 久保田貴士 様似 猿倉牧場 458－ 41：59．75 31．7�
714 レ ヴ カ 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂
ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436＋ 62：00．12� 117．5�

11 アオイナギサ 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 436－ 62：00．31� 204．6�

48 エクラサンザレ 牝3芦 54
51 ▲小沢 大仁後藤 英成氏 菊川 正達 様似 中脇 一幸 B430－ 82：00．4クビ 165．4�

23 カミノエミニー 牝3栗 54 黛 弘人村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 山春牧場 B446＋ 82：00．72 307．9�
36 ル テ ィ レ 牝3鹿 54 池添 謙一
G1レーシング 田中 博康 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―2：01．02 31．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，104，700円 複勝： 49，008，700円 枠連： 10，320，900円
馬連： 51，808，100円 馬単： 21，892，900円 ワイド： 47，867，900円
3連複： 78，749，200円 3連単： 80，878，900円 計： 370，631，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 220円 � 160円 枠 連（3－8） 1，400円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 790円 �� 490円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 20，330円

票 数

単勝票数 計 301047 的中 � 43170（3番人気）
複勝票数 計 490087 的中 � 69392（3番人気）� 51493（5番人気）� 86339（2番人気）
枠連票数 計 103209 的中 （3－8） 5711（6番人気）
馬連票数 計 518081 的中 �� 18638（7番人気）
馬単票数 計 218929 的中 �� 3811（16番人気）
ワイド票数 計 478679 的中 �� 15152（9番人気）�� 25875（4番人気）�� 17374（5番人気）
3連複票数 計 787492 的中 ��� 19311（6番人気）
3連単票数 計 808789 的中 ��� 2884（53番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．9―14．0―12．8―12．7―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．9―51．9―1：04．7―1：17．4―1：30．3―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウルビー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．6．27 阪神3着

2018．1．23生 牝3鹿 母 ラシンティランテ 母母 アドマイヤキラメキ 8戦1勝 賞金 9，480，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルティレ号は，「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〕 エクラサンザレ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月28日まで平地競走に出走でき

ない。

07062 3月28日 曇 良 （3中京2） 第6日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時35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

611 ノ ー リ ス 牡3黒鹿56 田辺 裕信榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 524－121：23．8 3．3�
36 キャロライナリーパ 牝3黒鹿54 福永 祐一野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448± 01：24．22� 5．7�
48 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 498－101：24．62� 4．1�
24 コスモノアゼット 牡3鹿 56 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 61：25．02� 2．8�
510 フォックススリープ 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B468－ 41：25．53 39．6	
23 ケ プ チ ャ ン 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 468－101：25．92� 130．7

815 モンキャドー 牡3鹿 56 松若 風馬 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470－ 21：26．0� 71．0�
714 シャトワイエー 牝3栃栗54 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 436－ 81：26．42� 362．2�
59 キタノオーシャン 牡3鹿 56 国分 恭介北所 直人氏 高木 登 浦河 谷川牧場 456± 01：26．71� 162．2
35 マルティウス 牡3黒鹿56 幸 英明太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 456 ―1：27．02 122．1�
11 フィッツカラルド 牡3芦 56 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 530＋ 4 〃 ハナ 26．8�
713 オビワンエンペラー �3鹿 56

53 ▲小沢 大仁�富士開発 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 B526－ 81：27．53 195．8�
816 ジェミニテソーロ 牡3黒鹿56 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 矢野牧場 480＋ 21：28．03 14．2�
47 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 478－ 61：28．42� 223．3�
12 ビスケットチャン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 清水 英克 新ひだか 中田 浩美 474＋ 61：29．99 489．2�
612 モンガイフシュツ 牡3栗 56 嶋田 純次江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 山田 昇史 486＋201：32．3大差 396．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，442，600円 複勝： 53，250，100円 枠連： 7，995，500円
馬連： 54，462，600円 馬単： 27，243，700円 ワイド： 44，409，900円
3連複： 80，345，900円 3連単： 109，463，600円 計： 416，613，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（3－6） 1，280円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 440円 �� 260円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 394426 的中 � 93782（2番人気）
複勝票数 計 532501 的中 � 111438（3番人気）� 82269（4番人気）� 112834（2番人気）
枠連票数 計 79955 的中 （3－6） 4839（6番人気）
馬連票数 計 544626 的中 �� 31437（6番人気）
馬単票数 計 272437 的中 �� 8443（11番人気）
ワイド票数 計 444099 的中 �� 24269（6番人気）�� 47062（3番人気）�� 30495（5番人気）
3連複票数 計 803459 的中 ��� 45449（4番人気）
3連単票数 計1094636 的中 ��� 10561（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．8―46．7―59．1―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 ・（11，8）（6，10）（16，4）7，1－5（3，9）－14，13－15，2＝12 4 ・（11，8）（6，10）（16，4）（7，1）－5，3，9－14－（13，15）＝2＝12

勝馬の
紹 介

ノ ー リ ス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2020．10．24 東京3着

2018．3．20生 牡3黒鹿 母 マストバイアイテム 母母 ビッグマリーン 6戦1勝 賞金 11，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェミニテソーロ号・ヤマニンバルトロ号・ビスケットチャン号・モンガイフシュツ号は，

「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〕 キタノオーシャン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ストリキングレディ号・ファインヒューズ号・ブレーヴトライ号・ブートニエール号・マスクトライ号・

ラキエスヴィブロ号

第２回 中京競馬 第６日



07063 3月28日 曇 良 （3中京2） 第6日 第3競走 ��1，900�3歳未勝利
発走11時05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

710 マンインザミラー 牡3鹿 56 浜中 俊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋102：03．4 4．3�
55 ダンツソアラ 牡3芦 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 466－ 4 〃 クビ 34．0�
811 ヴ ェ ラ ー ト �3栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 500－ 62：03．61� 4．9�
79 � ジョイアスチャント 牡3栗 56 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 米

Teneri Farm, Bernardo A. Cal-
deron, Kenneth L. Ramsey &
Sarah K. Ramsey

530＋ 22：03．7クビ 2．5�
67 ラインポラリス 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 480± 02：03．8� 7．2�
812 カフジドラド 牡3栃栗 56

52 ★古川 奈穂加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 534 ―2：04．22� 21．2	
11 ブッカープライズ 牡3栗 56 和田 竜二 
社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 420－ 82：04．3クビ 19．4�
22 テイエムユキマイ 牝3芦 54

51 ▲秋山 稔樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 熊谷 武 434± 02：04．4	 13．3�
68 シャンデトワール 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ星野 男氏 林 徹 千歳 社台ファーム 420－ 82：06．010 212．5�
44 トライアンドゴール 牡3鹿 56 中井 裕二藤沼 利夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 406± 02：09．0大差 213．4�
56 � トニーヒアロ 牝3栗 54 吉田 隼人トニー倶楽部 森 秀行 米 Saddle Creek

Farms Inc. 510＋ 22：09．74 46．2�
33 � モズトレジャー 牝3栗 54 菱田 裕二 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Siena

Farms LLC 474＋ 22：11．7大差 19．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，230，400円 複勝： 45，647，700円 枠連： 7，781，200円
馬連： 44，269，100円 馬単： 21，570，200円 ワイド： 42，869，000円
3連複： 68，453，000円 3連単： 87，259，600円 計： 350，080，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 730円 � 180円 枠 連（5－7） 1，630円

馬 連 �� 10，390円 馬 単 �� 15，890円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 490円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 18，530円 3 連 単 ��� 112，360円

票 数

単勝票数 計 322304 的中 � 59922（2番人気）
複勝票数 計 456477 的中 � 73393（2番人気）� 12223（9番人気）� 72859（3番人気）
枠連票数 計 77812 的中 （5－7） 3688（7番人気）
馬連票数 計 442691 的中 �� 3299（28番人気）
馬単票数 計 215702 的中 �� 1018（51番人気）
ワイド票数 計 428690 的中 �� 3531（29番人気）�� 24584（5番人気）�� 3297（31番人気）
3連複票数 計 684530 的中 ��� 2770（54番人気）
3連単票数 計 872596 的中 ��� 563（296番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―12．6―14．3―13．5―12．9―12．7―12．6―12．2―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．9―31．5―45．8―59．3―1：12．2―1：24．9―1：37．5―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マンインザミラー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2021．1．31 東京4着

2018．3．3生 牡3鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 2戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トライアンドゴール号・トニーヒアロ号・モズトレジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和3年4月28日まで平地競走に出走できない。

07064 3月28日 曇 良 （3中京2） 第6日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時35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

714� コスモアディラート 牡3鹿 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 和田正一郎 豪 Mr G Harvey 474＋101：21．5 5．5�
35 シュライエン 牝3黒鹿54 川田 将雅�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 6 〃 アタマ 6．5�
47 マテンロウアレス 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B482± 01：21．92� 2．0�
817 ショウナンガニアン 牡3鹿 56 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 442± 01：22．1� 29．4�
59 マジックビューティ 牝3鹿 54 和田 竜二 �コスモヴューファーム 西園 正都 浦河 宮内牧場 456＋12 〃 クビ 13．3	
23 スマートワン 牡3青鹿 56

54 △泉谷 楓真橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 7．9

510 マリノアズラ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 478－ 4 〃 クビ 56．6�
11 ゼンノミチザネ 牡3鹿 56 藤岡 佑介大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 434－ 61：22．2クビ 94．7�
24 グランドレグルス 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 458－ 21：22．3� 132．2
715 タッシーベリンダ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心吉岡 輝美氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 480＋101：22．72� 49．9�
611 デ ィ キ シ ー 牝3鹿 54 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 432 ― 〃 ハナ 23．8�
713 エアミアーニ 牡3鹿 56 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 438 ―1：22．91 21．0�
48 ベストシンガー 牝3鹿 54 松山 弘平石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B448± 01：23．0� 30．9�
36 リ ボ ー ン 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 404 ―1：23．1� 175．5�
818 エースピード 牝3栗 54 中井 裕二�高橋ファーム 羽月 友彦 新ひだか 畠山牧場 430 ―1：23．31� 297．3�
816 キングスフィリア 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416 ―1：23．61� 98．3�
12 ルーマーミル 	3黒鹿56 田辺 裕信ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－14 〃 ハナ 180．6�
612 ブリリアントマイア 牝3青鹿54 
島 克駿鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 508 ―1：30．3大差 315．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，715，100円 複勝： 64，864，400円 枠連： 12，207，300円
馬連： 65，298，600円 馬単： 28，413，800円 ワイド： 59，886，300円
3連複： 100，196，900円 3連単： 111，632，600円 計： 486，215，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（3－7） 1，180円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 560円 �� 240円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 437151 的中 � 62743（2番人気）
複勝票数 計 648644 的中 � 98254（2番人気）� 79844（3番人気）� 214324（1番人気）
枠連票数 計 122073 的中 （3－7） 7992（4番人気）
馬連票数 計 652986 的中 �� 25981（6番人気）
馬単票数 計 284138 的中 �� 6305（9番人気）
ワイド票数 計 598863 的中 �� 23781（5番人気）�� 69811（1番人気）�� 54864（2番人気）
3連複票数 計1001969 的中 ��� 62575（1番人気）
3連単票数 計1116326 的中 ��� 8719（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．0―11．4―11．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．1―45．5―57．0―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．0
3 3，5（2，8）（7，9）（4，14）10（11，18）17（6，15）13，16，12－1 4 3，5（2，7，8，9）（4，14）10，11（17，18）（6，15）＝13（12，16，1）

勝馬の
紹 介

�コスモアディラート �
�
父 Snitzel �

�
母父 Hurricane Sky デビュー 2021．2．7 東京3着

2018．10．30生 牡3鹿 母 River Serenade 母母 Ride The Rapids 3戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリリアントマイア号は，「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 ウプサラ号・ハローマイキー号・メイショウシルト号
（非抽選馬） 1頭 マイネルアミスター号



07065 3月28日 小雨 良 （3中京2） 第6日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時25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

710 プレイイットサム 牡3芦 56 藤岡 佑介ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 508－162：03．0 3．6�
22 ケンアンビシャス 牡3黒鹿56 幸 英明中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 478－ 22：03．21� 9．1�
44 カレンルシェルブル 牡3鹿 56 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 492－ 62：03．41� 5．4�
79 テ イ デ 牡3鹿 56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468 ―2：03．82� 3．0�
68 ペドラフォルカ 牝3鹿 54 M．デムーロ下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 442＋14 〃 ハナ 4．5�
67 ビューティーウェイ 牝3栗 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422－ 22：04．01� 27．0	
33 トーホウロッキー 牡3栗 56

52 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 486＋102：04．21� 66．7

11 コスモジェニー 牝3芦 54 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 22：04．41� 113．6�
812 ラッキーパラダイス 牡3青鹿56 菱田 裕二孫 頌欣氏 平田 修 千歳 社台ファーム 498－ 22：04．5� 280．8
56 トミケンフルミネ 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 日高大洋牧場 464－ 4 〃 クビ 363．4�
811 エイシンディーデイ 牡3栗 56 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 478＋ 22：04．71 15．9�
55 エルブルスシチー 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 富田牧場 478± 02：06．5大差 185．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，299，800円 複勝： 44，502，900円 枠連： 9，000，200円
馬連： 47，308，400円 馬単： 22，471，900円 ワイド： 39，420，800円
3連複： 65，576，600円 3連単： 86，349，800円 計： 350，930，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 210円 � 150円 枠 連（2－7） 900円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 480円 �� 300円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 10，320円

票 数

単勝票数 計 362998 的中 � 79232（2番人気）
複勝票数 計 445029 的中 � 88222（1番人気）� 46029（5番人気）� 80109（3番人気）
枠連票数 計 90002 的中 （2－7） 7694（4番人気）
馬連票数 計 473084 的中 �� 24205（7番人気）
馬単票数 計 224719 的中 �� 6830（12番人気）
ワイド票数 計 394208 的中 �� 20467（7番人気）�� 36374（1番人気）�� 18304（8番人気）
3連複票数 計 655766 的中 ��� 22374（7番人気）
3連単票数 計 863498 的中 ��� 6064（32番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．9―13．0―12．4―12．7―12．5―12．0―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―37．3―50．3―1：02．7―1：15．4―1：27．9―1：39．9―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プレイイットサム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．24 中山2着

2018．3．8生 牡3芦 母 ナリタカサブランカ 母母 ロングディライト 2戦1勝 賞金 7，500，000円

07066 3月28日 雨 良 （3中京2） 第6日 第6競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

24 ゴーゴーレイワ 牝4黒鹿55 幸 英明上山 牧氏 畑端 省吾 浦河 小林 仁 476＋101：11．8 12．0�
714 サウンドワイズ 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 480＋ 2 〃 アタマ 6．1�
23 � クリノクノイチ 牝6黒鹿55 森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 462－ 21：11．9クビ 7．9�
59 セントクリーガー 牝4鹿 55

53 △泉谷 楓真中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 492－ 21：12．32� 3．3�
713 タガノブディーノ 牝6栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 21：12．51� 6．9�
47 ミヤコシスター 牝4鹿 55 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 468－ 21：12．6クビ 75．0�
35 エヌワイパフューム 牝5鹿 55 吉田 隼人サンアンドコム 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B522± 01：12．81� 42．7	
48 アテンフェアリー 牝5黒鹿55 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 478± 0 〃 アタマ 74．8

11 オメガドーヴィル 牝5青鹿55 和田 竜二原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 410－ 61：12．9� 4．9�
611 エ ル メ ー ム 牝4鹿 55 松若 風馬�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 472－ 81：13．43 108．2
12 � プラットフォーマー 牝4鹿 55 池添 謙一中村 政夫氏 新谷 功一 安平 追分ファーム 446－ 61：13．5クビ 10．3�
36 � リュクスレジェンド 牝4鹿 55

51 ★古川 奈穂田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 440± 01：13．6	 83．1�
815 メイショウゼッケイ 牝5栗 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 430＋ 81：14．23� 24．0�
510 メイショウハナグシ 牝5鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 新冠 八木 明広 470－ 4 〃 ハナ 101．1�
612 タ ン レ イ 牝5芦 55 井上 敏樹長島 利治氏 高橋 文雅 新ひだか 藤沢牧場 446＋ 21：14．3クビ 122．0�
816� ステラディウス 牝4芦 55

52 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 むかわ 市川牧場 478＋101：15．36 136．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，556，800円 複勝： 50，251，500円 枠連： 12，537，900円
馬連： 50，527，600円 馬単： 20，495，800円 ワイド： 49，373，700円
3連複： 77，616，700円 3連単： 81，447，900円 計： 371，807，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 280円 � 230円 � 240円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 8，910円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 990円 �� 780円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 62，610円

票 数

単勝票数 計 295568 的中 � 19674（7番人気）
複勝票数 計 502515 的中 � 44337（6番人気）� 58736（4番人気）� 56598（5番人気）
枠連票数 計 125379 的中 （2－7） 13260（3番人気）
馬連票数 計 505276 的中 �� 10350（18番人気）
馬単票数 計 204958 的中 �� 1724（40番人気）
ワイド票数 計 493737 的中 �� 10906（17番人気）�� 12798（15番人気）�� 16634（9番人気）
3連複票数 計 776167 的中 ��� 7433（25番人気）
3連単票数 計 814479 的中 ��� 943（216番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．5―11．9―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．2―47．1―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．6
3 ・（4，7）（2，3，14）11（1，8，12）（5，10，16）15（6，9）－13 4 ・（4，7）（2，14）3，11（1，8）（5，10，12）（6，9）16（13，15）

勝馬の
紹 介

ゴーゴーレイワ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2019．9．8 阪神6着

2017．6．9生 牝4黒鹿 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 19戦2勝 賞金 28，660，000円
〔発走状況〕 ステラディウス号は，枠入り不良。



07067 3月28日 雨 稍重 （3中京2） 第6日 第7競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：09．9
2：09．7

良
良

45 タイセイモンストル 牡4鹿 56
52 ★古川 奈穂田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482± 02：16．3 8．5�

69 タイミングハート 牡4黒鹿56 浜中 俊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 442－ 4 〃 ハナ 7．5�
813 シトラスクーラー �8鹿 57

54 ▲秋山 稔樹�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 460－ 22：16．4クビ 32．0�
711 プレイリードリーム 牡5鹿 57 吉田 隼人田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 458＋ 4 〃 ハナ 6．4�
57 ダノンレガーロ 牡4鹿 56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 470＋242：16．71� 2．5�
46 サンライズヘルメス 牡4鹿 56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 482＋ 4 〃 クビ 4．4	
34 � ウインエアフォルク 牡4鹿 56

52 ★永島まなみ成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 464－ 82：16．8	 15．2

814 ペルソナデザイン 牡5鹿 57 和田 竜二�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 490－ 22：16．9� 33．7�
33 ロックグラス 牡4鹿 56 幸 英明橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 462－ 42：17．0� 42．6�
610 ダノンアポロン 牡6鹿 57 松山 弘平�ダノックス 村山 明 日高 オリオンファーム 498＋122：17．1クビ 35．2
22 
 ヘルスチェック 牝4鹿 54 �島 克駿ゴドルフィン 吉田 直弘 英 Landseer

Stud 476± 02：17．31� 29．0�
712 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 458＋ 62：17．51� 114．9�
58 ブルベアカロリー 牡4鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 488－ 22：19．09 74．8�
11 
� リ ョ ー ケ ン 牡6鹿 57 嶋田 純次了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 愛 Swordle-
stown Little 480＋ 12：19．1クビ 241．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，480，500円 複勝： 49，577，800円 枠連： 9，902，000円
馬連： 54，050，800円 馬単： 22，943，000円 ワイド： 50，302，400円
3連複： 77，529，000円 3連単： 91，270，700円 計： 391，056，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 350円 � 210円 � 580円 枠 連（4－6） 940円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 960円 �� 3，350円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 23，070円 3 連 単 ��� 92，030円

票 数

単勝票数 計 354805 的中 � 33116（5番人気）
複勝票数 計 495778 的中 � 35701（5番人気）� 72109（3番人気）� 19501（8番人気）
枠連票数 計 99020 的中 （4－6） 8158（3番人気）
馬連票数 計 540508 的中 �� 13046（10番人気）
馬単票数 計 229430 的中 �� 2972（20番人気）
ワイド票数 計 503024 的中 �� 13943（10番人気）�� 3773（38番人気）�� 6437（22番人気）
3連複票数 計 775290 的中 ��� 2520（75番人気）
3連単票数 計 912707 的中 ��� 719（298番人気）

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

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―37．1―50．2―1：03．6―1：16．6―1：28．4―1：40．7―1：52．9―2：04．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイモンストル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．1．12 京都4着

2017．2．4生 牡4鹿 母 ラブアクチュアリー 母母 ワイドウインダム 11戦2勝 賞金 21，990，000円
〔制裁〕 タイセイモンストル号の騎手古川奈穂は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

シトラスクーラー号の騎手秋山稔樹は，決勝線手前で内側に斜行したことについて令和3年4月10日から令和3年4月11日
まで騎乗停止。（被害馬：4番・7番）

※出走取消馬 エスポワールミノル号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

07068 3月28日 雨 稍重 （3中京2） 第6日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時55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

810� アンセッドヴァウ �4栗 57 �島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 米 Mike G.
Rutherford 454－ 21：52．5 1．9�

67 タガノキングロード 牡4黒鹿57 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486＋ 41：52．6	 6．0�

33 ジェイエルフラッグ 牝5青鹿 55
54 ☆亀田 温心橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 440－ 41：54．5大差 50．6�

79 
 ルーラーザクイーン 牝4鹿 55
51 ★永島まなみサイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 446－ 4 〃 クビ 19．1�
811
 クリノウマーベラス �4鹿 57 和田 翼栗本 守氏 大橋 勇樹 新ひだか 千代田牧場 538＋ 21：54．6	 26．3�
44 チュウワジョーダン �4黒鹿 57

55 △泉谷 楓真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 434－ 41：54．7クビ 2．6�
11 ネオボーゲン 牡4鹿 57 松若 風馬西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 大滝 康晴 430－ 21：54．8� 67．0	
22 
 ユウヒノプリンス �4栗 57

55 △山田 敬士坂田 行夫氏 天間 昭一 日高 新井 昭二 482＋ 4 〃 同着 218．8

55 アマノエリザベート 牝4栗 55

52 ▲小沢 大仁中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 478＋ 21：55．54 63．5�

78 ドノスティア �4黒鹿 57
54 ▲秋山 稔樹村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 526－ 41：56．56 27．4�

66 
 ディーププリモ 牡5鹿 57
53 ★古川 奈穂ライオンレースホース 根本 康広 登別 登別上水牧場 486－ 2 （競走中止） 63．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，521，100円 複勝： 48，117，100円 枠連： 7，318，400円
馬連： 42，084，300円 馬単： 26，043，300円 ワイド： 34，506，600円
3連複： 63，078，900円 3連単： 125，647，400円 計： 376，317，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 330円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 320円 �� 970円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 295211 的中 � 121590（1番人気）
複勝票数 計 481171 的中 � 247828（1番人気）� 45065（3番人気）� 17948（6番人気）
枠連票数 計 73184 的中 （6－8） 9141（2番人気）
馬連票数 計 420843 的中 �� 52695（2番人気）
馬単票数 計 260433 的中 �� 22449（3番人気）
ワイド票数 計 345066 的中 �� 31664（2番人気）�� 8691（9番人気）�� 4219（22番人気）
3連複票数 計 630789 的中 ��� 10762（12番人気）
3連単票数 計1256474 的中 ��� 8412（30番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―13．5―13．0―11．9―12．1―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．9―50．9―1：02．8―1：14．9―1：27．3―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アンセッドヴァウ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Lion Heart デビュー 2020．1．25 京都6着

2017．4．20生 �4栗 母 Country Cafe 母母 Pretty ’n Smart 11戦2勝 賞金 22，010，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ディーププリモ号は，最後の直線コースで，内側に斜行した「ユウヒノプリンス」号に触れてつまずき，騎手が落馬したた
め競走中止。

〔制裁〕 ユウヒノプリンス号の騎手山田敬士は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和3年4月10日から令和3年4月
18日まで騎乗停止。（被害馬：6番）
ルーラーザクイーン号の騎手永島まなみは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・4番）



07069 3月28日 雨 重 （3中京2） 第6日 第9競走 ��
��2，200�

お お か ん ざ く ら

大 寒 桜 賞
発走14時25分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

814 マカオンドール 牡3芦 56 松山 弘平關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484± 02：15．6 3．4�
610 グレアリングアイ 牡3鹿 56 田辺 裕信�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550＋ 22：15．81� 22．1�
22 ワイドエンペラー 牡3鹿 56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 494－ 6 〃 ハナ 11．1�
711 バ ジ オ ウ 牡3鹿 56 浜中 俊鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 468＋ 42：15．9� 4．0�
46 ア ナ レ ン マ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 追分ファーム 460－102：17．17 8．6�
712 キ ゾ ク 牡3栗 56 幸 英明西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 490－ 42：19．1大差 160．7	
33 タイセイドリーマー 牡3栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 490－ 22：19．2クビ 57．9

58 テイエムタツマキ 牡3青鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 490－ 22：19．94 60．1�
11 セ ル ヴ ァ ン 牡3鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 22：20．0� 62．7
57 ウィンドリッパー 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480± 02：21．17 9．6�
69 マテンロウエール 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 ハナ 12．0�
813 タマモネックタイ 牡3鹿 56 泉谷 楓真タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 472± 02：22．58 70．4�
45 グラティトゥー 牡3黒鹿56 �島 克駿ライオンレースホース� 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 42：24．110 6．3�
34 アドマイヤハレー 牡3青鹿56 池添 謙一近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 448－10 （競走中止） 20．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，759，600円 複勝： 81，460，400円 枠連： 15，564，700円
馬連： 85，723，700円 馬単： 32，841，200円 ワイド： 75，196，300円
3連複： 126，936，000円 3連単： 144，094，800円 計： 615，576，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 570円 � 340円 枠 連（6－8） 1，430円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 870円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 12，220円 3 連 単 ��� 53，960円

票 数

単勝票数 計 537596 的中 � 124206（1番人気）
複勝票数 計 814604 的中 � 180843（1番人気）� 29654（9番人気）� 55085（6番人気）
枠連票数 計 155647 的中 （6－8） 8377（4番人気）
馬連票数 計 857237 的中 �� 16303（17番人気）
馬単票数 計 328412 的中 �� 3982（26番人気）
ワイド票数 計 751963 的中 �� 12550（20番人気）�� 23024（8番人気）�� 5911（33番人気）
3連複票数 計1269360 的中 ��� 7790（43番人気）
3連単票数 計1440948 的中 ��� 1936（186番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．2―13．0―13．0―12．8―12．4―12．5―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．5―34．7―47．7―1：00．7―1：13．5―1：25．9―1：38．4―1：50．7―2：02．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マカオンドール �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Darshaan デビュー 2020．6．21 阪神4着

2018．3．18生 牡3芦 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 8戦2勝 賞金 31，544，000円
〔競走中止〕 アドマイヤハレー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィンドリッパー号・マテンロウエール号・タマモネックタイ号・グラティトゥー号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和3年4月28日まで平地競走に出走できない。

07070 3月28日 雨 重 （3中京2） 第6日 第10競走 ��1，900�
す ず か

鈴鹿ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，2．3．28以降3．3．21まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

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
1：55．9
1：53．7

重
不良

23 ド ス ハ ー ツ 牡4黒鹿54 小沢 大仁大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 462－ 81：57．3 7．5�
713 サンライズホープ 牡4鹿 55 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 540＋ 21：57．51� 4．9�
612 シャンパンクーペ 牡5鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B528－ 41：57．6� 11．3�
714� エイシンアメンラー 牡4栗 55 池添 謙一�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 496＋ 21：57．8� 5．4�
816� フ ラ テ ッ リ 牡6栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 石坂 公一 豪

China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

570＋ 2 〃 アタマ 3．6�
510 エクスパートラン 牡6青鹿54 松若 風馬	キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 472－ 4 〃 ハナ 56．7

59 パキュートハート 牡6鹿 53 和田 翼中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 524＋ 61：58．11� 55．6�
24 ウラノメトリア 	5鹿 55 吉田 隼人 	サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 504± 01：58．31� 13．4�
47 ゲンパチルシファー 牡5鹿 56 藤岡 佑介平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 524＋ 61：58．4� 11．5
611
 アイアムレジェンド 牡5鹿 55 和田 竜二	グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490－ 4 〃 アタマ 14．4�
36 メイショウソテツ 牡5青 54 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 赤田牧場 B512＋ 21：59．25 28．1�
48 ア ノ 牡5栗 53 山田 敬士武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 B448＋ 81：59．51� 137．0�
12 カフジジュピター 牡5鹿 55 黛 弘人加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 6 〃 クビ 57．1�
11 シールドヴォルト 牡5鹿 54 国分 恭介飯田 正剛氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 444± 01：59．71� 35．6�
815 フラワーストリーム 	6鹿 53 秋山 稔樹花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B458－ 62：00．23 185．3�
35 アドラメレク 牡7黒鹿54 �島 克駿�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋162：00．41� 121．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，135，200円 複勝： 75，377，000円 枠連： 26，731，100円
馬連： 117，805，300円 馬単： 43，515，600円 ワイド： 90，164，200円
3連複： 177，483，700円 3連単： 190，253，600円 計： 775，465，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 190円 � 280円 枠 連（2－7） 650円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，040円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 7，580円 3 連 単 ��� 42，110円

票 数

単勝票数 計 541352 的中 � 57624（4番人気）
複勝票数 計 753770 的中 � 98418（4番人気）� 107711（3番人気）� 63337（5番人気）
枠連票数 計 267311 的中 （2－7） 31565（2番人気）
馬連票数 計1178053 的中 �� 36373（6番人気）
馬単票数 計 435156 的中 �� 6277（20番人気）
ワイド票数 計 901642 的中 �� 28474（6番人気）�� 22221（11番人気）�� 19972（15番人気）
3連複票数 計1774837 的中 ��� 17561（24番人気）
3連単票数 計1902536 的中 ��� 3275（140番人気）

ハロンタイム 7．3―10．9―11．1―13．3―12．6―12．4―12．3―12．6―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．2―29．3―42．6―55．2―1：07．6―1：19．9―1：32．5―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ス ハ ー ツ �
�
父 ウインバリアシオン �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2020．1．26 京都13着

2017．3．25生 牡4黒鹿 母 バーニングラブ 母母 チャーチポイント 17戦4勝 賞金 63，555，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アルコレーヌ号・ヴィーヴァバッカス号・ギガバッケン号・グトルフォス号・ジェミニズ号

２レース目



07071 3月28日 雨 重 （3中京2） 第6日 第11競走 ��
��1，200�第51回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，57�，牝馬2�減

名古屋市長賞・名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．7
1：06．5
1：06．7

良
良
良

714 ダノンスマッシュ 牡6鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 31：09．2 6．0�
816 レシステンシア 牝4鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 クビ 2．9�
59 インディチャンプ 牡6鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 61：09．3クビ 6．3�
713 トゥラヴェスーラ 牡6鹿 57 �島 克駿吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 476－ 61：09．4	 138．4�
24 
 モズスーパーフレア 牝6栗 55 松若 風馬 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 498－ 21：09．5� 13．5	
817 サウンドキアラ 牝6鹿 55 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 462＋ 61：09．6	 23．8

48 エイティーンガール 牝5青鹿55 酒井 学中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 452＋ 2 〃 クビ 85．4�
715 マルターズディオサ 牝4青鹿55 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 452＋ 2 〃 アタマ 31．5�
612 セイウンコウセイ 牡8栗 57 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 504＋ 41：09．7クビ 88．0
818 ミッキーブリランテ 牡5鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：09．8	 50．3�
35 ダイメイフジ 牡7鹿 57 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 532＋10 〃 ハナ 164．2�
36 ダノンファンタジー 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 470－ 61：10．01 24．2�
47 アストラエンブレム �8鹿 57 杉原 誠人 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 486± 01：10．1� 157．8�
510 ラウダシオン 牡4鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512± 0 〃 アタマ 7．1�
611 カ ツ ジ 牡6鹿 57 中井 裕二 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 21：10．2	 113．0�
11 アウィルアウェイ 牝5鹿 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：10．41 114．1�
23 ライトオンキュー 牡6鹿 57 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 41：10．93 6．5�
12 レッドアンシェル 牡7青鹿57 池添 謙一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B480＋ 41：11．32� 39．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 584，337，100円 複勝： 711，361，600円 枠連： 364，159，500円 馬連： 1，784，210，100円 馬単： 656，072，000円
ワイド： 1，142，727，600円 3連複： 3，384，208，500円 3連単： 4，756，680，000円 5重勝： 825，733，400円 計： 14，209，489，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 140円 � 190円 枠 連（7－8） 710円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 430円 �� 680円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 9，770円

5 重 勝
対象競走：中山10R／中京10R／阪神11R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 64，223，700円

票 数

単勝票数 計5843371 的中 � 768201（2番人気）
複勝票数 計7113616 的中 � 787693（5番人気）� 1546790（1番人気）� 889883（3番人気）
枠連票数 計3641595 的中 （7－8） 393636（4番人気）
馬連票数 計17842101 的中 �� 1365684（1番人気）
馬単票数 計6560720 的中 �� 226291（5番人気）
ワイド票数 計11427276 的中 �� 696872（2番人気）�� 408839（6番人気）�� 661176（3番人気）
3連複票数 計33842085 的中 ���1152903（1番人気）
3連単票数 計47566800 的中 ��� 352659（7番人気）
5重勝票数 計8257334 的中 ����� 9

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンスマッシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．9．2 新潟2着

2015．3．6生 牡6鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 21戦10勝 賞金 584，353，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔その他〕 ライトオンキュー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ライトオンキュー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月28日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイラブテーラー号・ウォーターエデン号・クリノガウディー号・メイショウグロッケ号

07072 3月28日 雨 重 （3中京2） 第6日 第12競走 ��1，400�
よ っ か い ち

四 日 市 特 別
発走16時25分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

510� ロードアブソルート 牡5鹿 57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 442－ 41：23．8 3．6�
11 � ポンペイワーム 牡5栗 57 吉田 隼人吉田 和美氏 畑端 省吾 米 Spendthrift

Farm LLC 534＋ 61：23．9クビ 4．7�
59 カ イ ア ワ セ 牝4栗 55 酒井 学内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 440－ 2 〃 クビ 45．8�
714 スズカカナロア 牡5鹿 57 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 494－ 21：24．0� 2．9�
48 アメージングラン 牡4鹿 57 幸 英明深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 512± 01：24．21 8．0�
35 カ ム カ ム 牡7鹿 57 松若 風馬共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 472－ 6 〃 アタマ 29．8	
47 パイロジェン 	5栗 57 菱田 裕二ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446± 0 〃 クビ 28．6

24 デュアラブル 牝5栗 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 500＋141：24．3クビ 17．3�
815 マカオンブラン 牡4鹿 57 中井 裕二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502－ 61：24．51
 35．0�
612� コールドターキー 牡6栗 57 黛 弘人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B466－101：24．6
 186．9
12 デルマカルヴァドス 牡6鹿 57 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B516＋141：24．7
 56．2�
36 プ レ ゼ ン ス 	7黒鹿57 池添 謙一 �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 B504＋ 2 〃 クビ 108．4�
816 イワネコゴシキ 牡5青鹿57 亀田 温心丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 516＋ 41：24．91� 108．9�
611 フクノワイルド 牡5鹿 57 浜中 俊佐藤 範夫氏 上村 洋行 青森 ワールドファーム 502± 01：25．0クビ 24．0�
713 ブラックカード 牡7黒鹿57 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B468± 01：25．42
 96．1�
23 マーキュリーセブン 牡4黒鹿57 �島 克駿ライオンレースホース� 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B456± 0 〃 アタマ 36．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 118，249，600円 複勝： 144，886，800円 枠連： 45，975，200円
馬連： 237，284，400円 馬単： 97，731，000円 ワイド： 192，775，700円
3連複： 378，169，100円 3連単： 484，432，400円 計： 1，699，504，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 210円 � 950円 枠 連（1－5） 980円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，790円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 14，500円 3 連 単 ��� 57，730円

票 数

単勝票数 計1182496 的中 � 257533（2番人気）
複勝票数 計1448868 的中 � 244791（2番人気）� 199800（3番人気）� 29662（12番人気）
枠連票数 計 459752 的中 （1－5） 36307（4番人気）
馬連票数 計2372844 的中 �� 179377（3番人気）
馬単票数 計 977310 的中 �� 31801（7番人気）
ワイド票数 計1927757 的中 �� 102531（4番人気）�� 17032（32番人気）�� 14339（34番人気）
3連複票数 計3781691 的中 ��� 19553（40番人気）
3連単票数 計4844324 的中 ��� 6083（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．5―59．8―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．3
3 ・（4，7）（1，10，15）（2，8，9）6（13，11）3（12，14）（5，16） 4 4（7，10，15）（1，8，9）2（6，11）（3，13）（12，14）（5，16）

勝馬の
紹 介

�ロードアブソルート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dubawi

2016．4．8生 牡5鹿 母 パーフェクトトリビュート 母母 Perfect Spirit 10戦2勝 賞金 30，142，000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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ドゥリトル号
（非抽選馬） 8頭 イバル号・グレートバニヤン号・コマノゼニト号・ストームガスト号・タイトロープウィン号・タツオウカランブ号・

ダンケシェーン号・ダンシングサンダー号

５レース目



（3中京2）第6日 3月28日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

421，810，000円
24，660，000円
6，940，000円
53，100，000円
12，000，000円
72，463，500円
5，533，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
1，086，832，500円
1，418，306，000円
529，493，900円
2，634，833，000円
1，021，234，400円
1，869，500，400円
4，678，343，500円
6，349，411，300円
825，733，400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
5 重 勝
計 20，413，688，400円

総入場人員 1，939名 （有料入場人員 1，633名）



令和3年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 988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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，537，390，000円
16，660，000円
141，340，000円
14，390，000円
185，990，000円
12，000，000円
404，321，500円
28，206，000円
9，484，800円

勝馬投票券売得金
3，584，576，900円
5，462，030，400円
1，271，418，300円
7，012，976，100円
3，057，898，300円
5，422，799，500円
11，493，066，500円
16，671，589，900円
825，733，400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
5 重 勝
計 54，802，089，300円

総入場延人員 10，186名 （有料入場延人員 9，186名）
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