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07025 3月19日 晴 不良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

68 ローラスノビリス 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 460＋ 21：53．3 1．6�
811 アルファカリーナ 牝3青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 426－ 41：53．83 2．3�
33 ハーディネス 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �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 490 ―1：54．22� 15．6�
56 タイセイホリデー 牝3栗 54 幸 英明田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 428－ 41：54．3� 42．5�
11 フォンメイリー 牝3栗 54 斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 454－161：54．51� 15．8	
79 トーホウパラダイス 牝3栗 54

52 △小沢 大仁東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 476－ 41：55．24 158．7

55 トヨリュウオー 牝3芦 54 杉原 誠人�しょうじ 大和田 成 新ひだか グローリーファーム 430－ 21：55．52 81．7�
67 クロシェノワール 牝3青鹿54 北村 宏司琴浦 諒氏 青木 孝文 新冠 アサヒ牧場 484－121：55．7� 35．7�
22 スーサンユッセ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子林 進氏 笹田 和秀 浦河 浦河日成牧場 466－ 21：56．01� 156．7
812 フラワースプリング 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ八嶋 長久氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 460－121：56．1� 232．6�
710 エニアグラム 牝3栗 54 �島 克駿合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 438＋ 4 〃 クビ 94．1�
44 アトラクティッド 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 430－ 61：56．41� 163．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，514，500円 複勝： 105，169，800円 枠連： 9，632，400円
馬連： 49，378，300円 馬単： 30，500，000円 ワイド： 49，649，700円
3連複： 75，963，700円 3連単： 145，381，100円 計： 498，189，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 100円 � 100円 � 170円 枠 連（6－8） 130円

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 230円

ワ イ ド �� 110円 �� 330円 �� 380円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，260円

票 数

単勝票数 計 325145 的中 � 158048（1番人気）
複勝票数 計1051698 的中 � 630102（1番人気）� 300420（2番人気）� 26146（4番人気）
枠連票数 計 96324 的中 （6－8） 54386（1番人気）
馬連票数 計 493783 的中 �� 263876（1番人気）
馬単票数 計 305000 的中 �� 96728（1番人気）
ワイド票数 計 496497 的中 �� 228138（1番人気）�� 23109（3番人気）�� 19154（5番人気）
3連複票数 計 759637 的中 ��� 112688（2番人気）
3連単票数 計1453811 的中 ��� 83593（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．4―12．6―12．7―12．7―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．7―50．3―1：03．0―1：15．7―1：28．2―1：40．5

コーナー
通過順位

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

2
4

・（11，8）（1，10）9（3，6，7）－（4，2）－12－5・（11，8）（1，9，10）（3，6，7）－（4，2）12－5
勝馬の
紹 介

ローラスノビリス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2022．2．19 阪神2着

2019．5．16生 牝3鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 2戦1勝 賞金 7，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 スーサンユッセ号・エニアグラム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月19日まで平地

競走に出走できない。

07026 3月19日 晴 不良 （4中京2） 第3日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000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 エコロドラゴン 牡3鹿 56 菅原 明良原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 550± 01：24．8 4．2�
816 リュウノブレイク �3栗 56 江田 照男蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 472－241：25．22� 9．1�
36 エイシンデュエラー 牡3鹿 56 吉田 隼人�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 470－ 21：25．3クビ 9．7�
47 � ドリームアジェンダ 牝3鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Profoal Part-

ners7，LLC 512＋ 41：25．51� 7．1�
815 ジャスティンエース 牡3黒鹿56 C．ルメール 三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 472－ 21：25．71 2．4	
714 フルティージャ 牝3芦 54 石橋 脩 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 442－ 81：25．8� 63．0

612� ヒーセドシーセド 牝3鹿 54 幸 英明ゴドルフィン 坂口 智康 米 Sun Valley

Farm 530－ 61：26．01� 151．0�
12 リーディングラン 牝3栗 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 新冠 松木 加代 482＋ 21：26．1� 85．3�
11 ハジメテノチュウ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 嘉藤 貴行 浦河 ミルファーム 484－ 6 〃 アタマ 490．4
35 カ ル ネ 牡3鹿 56 横山 和生寺田 寿男氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 464－ 61：26．3	 7．9�
23 パパリーヌキャスト 牝3青鹿54 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 新ひだか 有限会社石川牧場 462－121：26．83 306．2�
24 ヘ キ ク ウ 牡3芦 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新ひだか サカイファーム 516－ 61：26．9クビ 22．8�
713 メ タ バ ー ス 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか タガミファーム B492＋ 21：27．75 152．0�
48 チャコワールド 牡3黒鹿56 柴田 未崎中島 俊房氏 
島 一歩 新ひだか 加野牧場 412 ―1：28．33� 350．2�
59 � ワンダフルヘヴン 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心�レッドマジック久保田貴士 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

494＋ 81：28．4� 46．1�
611 メイショウミザオ 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 454± 01：30．110 207．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，115，500円 複勝： 61，575，300円 枠連： 11，128，100円
馬連： 62，398，900円 馬単： 28，001，800円 ワイド： 63，175，500円
3連複： 98，873，100円 3連単： 101，179，600円 計： 468，447，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 290円 � 310円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 540円 �� 560円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 17，860円

票 数

単勝票数 計 421155 的中 � 79950（2番人気）
複勝票数 計 615753 的中 � 122172（2番人気）� 49846（5番人気）� 45017（7番人気）
枠連票数 計 111281 的中 （5－8） 19317（1番人気）
馬連票数 計 623989 的中 �� 30297（6番人気）
馬単票数 計 280018 的中 �� 8886（8番人気）
ワイド票数 計 631755 的中 �� 31140（6番人気）�� 29704（7番人気）�� 9577（18番人気）
3連複票数 計 988731 的中 ��� 17912（13番人気）
3連単票数 計1011796 的中 ��� 4106（54番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．2―11．9―12．3―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．1―46．0―58．3―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エコロドラゴン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2021．7．4 福島12着

2019．3．15生 牡3鹿 母 シータトウショウ 母母 ジェーントウショウ 9戦1勝 賞金 13，090，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウミザオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19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 エンジェルシリカ号・ディバインシチー号

第２回 中京競馬 第３日



07027 3月19日 晴 不良 （4中京2） 第3日 第3競走 1，900�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

47 メイクアリープ 牡3栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 476－ 21：59．6 2．1�
510 タッケンアイ 牡3芦 56 横山 武史竹田 寿氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 528－ 82：00．13 4．0�
612 テーオークレール 牡3鹿 56 松若 風馬小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 476－ 22：00．31� 7．2�
36 アーバンデザイン 牡3栗 56 丹内 祐次 �社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B520＋ 22：00．51 179．0�
12 アカノストロング 牡3鹿 56 �島 克駿�岩切企画 松下 武士 千歳 社台ファーム 498－ 22：00．6� 9．6	
815 エスケイカイザー 牡3黒鹿56 太宰 啓介伊藤 輔則氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 502－ 62：01．13 11．4

48 デ ー ル 牡3鹿 56

53 ▲角田 大和松島 一晃氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 516＋12 〃 クビ 169．0�
23 ムーンシャドウ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人飯塚 知一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 488＋ 42：02．16 264．3�
713 ニューヴァージョン 牡3鹿 56 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 坂口 智康 浦河 有限会社

吉田ファーム 478－ 62：02．31� 13．9
11 ロイエンタール 牡3青鹿56 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 つつみ牧場 502＋ 42：02．4クビ 24．3�
714 ラインメッセージ 牡3鹿 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B488－122：02．61� 106．9�
59 スプレンダーシチー �3栗 56

54 ◇藤田菜七子 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 458＋102：02．7� 158．3�
35 ガ ー レ 牡3青鹿56 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 新ひだか 本桐牧場 480 ―2：03．23 22．0�
611 ブルーバレル 牡3黒鹿56 長岡 禎仁岡田甲子男氏 清水 久詞 浦河 富菜牧場 542 ―2：03．3クビ 340．6�
24 トーホウコマンド 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 450－102：03．51� 433．3�
816 シュバルツヴァイス 牡3鹿 56 杉原 誠人 �フジワラ・ファーム 嘉藤 貴行 新ひだか フジワラフアーム B460－ 62：03．82 453．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，200，800円 複勝： 60，497，800円 枠連： 10，050，800円
馬連： 54，462，200円 馬単： 25，056，600円 ワイド： 55，221，200円
3連複： 86，612，600円 3連単： 94，540，300円 計： 428，642，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 330円 �� 280円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，820円

票 数

単勝票数 計 422008 的中 � 160514（1番人気）
複勝票数 計 604978 的中 � 222794（1番人気）� 72254（3番人気）� 78670（2番人気）
枠連票数 計 100508 的中 （4－5） 13708（1番人気）
馬連票数 計 544622 的中 �� 67778（1番人気）
馬単票数 計 250566 的中 �� 15241（3番人気）
ワイド票数 計 552212 的中 �� 43177（3番人気）�� 52731（1番人気）�� 27199（5番人気）
3連複票数 計 866126 的中 ��� 62471（1番人気）
3連単票数 計 945403 的中 ��� 17917（1番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―11．7―13．4―12．9―12．6―12．4―12．5―12．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．9―30．6―44．0―56．9―1：09．5―1：21．9―1：34．4―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3
2，5，12（6，8，10）（7，14）3（9，13）（1，4，15）（11，16）・（2，5）（12，7）（6，8）10，14，3（13，15）1，9（11，4）＝16

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

勝馬の
紹 介

メイクアリープ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．2．5 中京3着

2019．4．14生 牡3栗 母 スペシャルクイン 母母 ソシアルクイーン 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 アーバンデザイン号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10

番）
ガーレ号の騎手武豊は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

07028 3月19日 晴 重 （4中京2） 第3日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

24 ジューンヨシツネ 牡3栗 56
53 ▲松本 大輝吉川 潤氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 466± 01：10．2 2．5�

612 ディージェーサン 牝3黒鹿54 横山 武史ドリームジャパンホースレーシング 小桧山 悟 浦河 オカモトファーム 410－ 61：10．41� 6．9�
12 ソングフォーユー 牝3鹿 54 西村 淳也三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 B442＋ 21：10．72 4．9�
510� マーナーパス 牡3鹿 56 幸 英明ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Tinnakill

Bloodstock 466± 0 〃 アタマ 36．7�
816 アメトリンルナ 牝3栗 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 秋場牧場 434＋ 81：10．8� 55．0�
714 ハニーチャイル 牝3鹿 54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 482 ―1：10．9クビ 6．5	
48 ショウナンナージャ 牝3青鹿 54

52 △小沢 大仁国本 哲秀氏 池添 兼雄 日高 中原牧場 444＋ 21：11．0� 23．0

713 シェヘラザード 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹フェニックスレーシング 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 476± 0 〃 クビ 258．1�
59 レッドベスティア 牡3栗 56 横山 典弘 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 谷川牧場 B430－ 61：11．1クビ 33．2�
11 イントロバート 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 486＋16 〃 アタマ 175．0�
818 ベ ニ テ マ リ 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 西園 正都 安平 追分ファーム 428－ 21：11．31� 49．5�

36 ララペティアン 牝3栗 54 和田 竜二フジイ興産� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 490＋14 〃 アタマ 6．1�
（法942）

35 ナ ー サ ッ ク 牡3鹿 56 武 豊谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 434 ―1：11．4� 32．7�
23 タガノマリン 牝3鹿 54 	島 克駿八木 良司氏 石坂 公一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 390 ―1：11．5クビ 315．1�
715 カンタベリープリマ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大峰 哲馬氏 伊藤 伸一 浦河 グラストレーニ
ングセンター 388－141：11．82 330．1�

817 トラストアリ 牝3青鹿54 菅原 明良菅波立知子氏 高木 登 新ひだか タイヘイ牧場 426 ―1：11．9クビ 189．5�
47 カネトシマティーニ 牡3鹿 56 吉田 隼人兼松 昌男氏 畑端 省吾 新冠 武田 寛治 B428 ―1：12．43� 248．5�
611 コルドンミノル 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 浦河 笹島 政信 514 ―1：16．4大差 183．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，985，900円 複勝： 65，926，100円 枠連： 13，074，300円
馬連： 65，743，700円 馬単： 28，562，400円 ワイド： 71，272，900円
3連複： 103，157，300円 3連単： 106，103，100円 計： 498，825，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（2－6） 920円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 300円 �� 280円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 4，760円

票 数

単勝票数 計 449859 的中 � 139460（1番人気）
複勝票数 計 659261 的中 � 199197（1番人気）� 87881（3番人気）� 101065（2番人気）
枠連票数 計 130743 的中 （2－6） 10982（3番人気）
馬連票数 計 657437 的中 �� 63446（3番人気）
馬単票数 計 285624 的中 �� 17094（3番人気）
ワイド票数 計 712729 的中 �� 61305（3番人気）�� 66760（2番人気）�� 38557（4番人気）
3連複票数 計1031573 的中 ��� 55740（2番人気）
3連単票数 計1061031 的中 ��� 16135（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．4―11．7―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．4―33．8―45．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジューンヨシツネ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ノボジャック デビュー 2021．9．4 小倉6着

2019．4．28生 牡3栗 母 オールブランニュー 母母 ニューデイダウニング 5戦1勝 賞金 10，070，000円
〔制裁〕 ジューンヨシツネ号の騎手松本大輝は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・

13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コルドンミノル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19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。
（非抽選馬） 4頭 グランプレジール号・トルヴァルツァー号・トーホウクリスタル号・ブエナディオサ号



07029 3月19日 晴 重 （4中京2） 第3日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時10分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

48 シ タ ン 牝3黒鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 406－181：35．5 5．3�
36 コーリングユー 牝3鹿 54 横山 和生�タイヘイ牧場 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 438 ―1：35．71� 7．3�
816 アオイゴールドワン 牡3鹿 56 武 豊新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：35．91� 3．8�
23 エンドロール 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 462＋ 81：36．01� 39．7�
510 ユ リ シ ー ズ �3芦 56

53 ▲角田 大和中西 宏彰氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 456－ 41：36．21� 24．9	
12 マルアズール 牝3鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 408－ 4 〃 ハナ 12．9

714 リーセフィヨルド 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470＋121：36．4� 3．0�
815 グランドゴールド 牡3栗 56

53 ▲松本 大輝田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 440± 0 〃 アタマ 50．9�
713 アメイジングアイル 牝3青鹿54 菊沢 一樹�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 386－ 61：36．71� 49．6
24 ヴ ァ ハ マ 牝3鹿 54 北村 宏司辻 高史氏 小林 真也 新ひだか 沖田 博志 458－221：36．91 61．7�
11 ニ シ ノ コ チ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝西山 茂行氏 和田 勇介 浦河 日進牧場 482＋ 2 〃 アタマ 329．6�
612 エイシングリーマン 牡3鹿 56 幸 英明�栄進堂 吉村 圭司 浦河 栄進牧場 442－ 61：37．11� 29．7�
35 カ イ オ ル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 矢作 芳人 浦河 辻 牧場 440－ 81：37．2� 32．3�
47 タッカーステート 牡3黒鹿56 津村 明秀小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 つつみ牧場 448 ― 〃 ハナ 241．1�
59 アドマイヤカーム 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438 ―1：37．3クビ 14．7�
611 スターファースト 牡3鹿 56 �島 克駿 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 494＋ 61：40．3大差 405．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，694，700円 複勝： 59，603，400円 枠連： 11，164，500円
馬連： 62，445，000円 馬単： 29，355，100円 ワイド： 68，996，000円
3連複： 110，440，300円 3連単： 119，173，300円 計： 502，872，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 240円 � 140円 枠 連（3－4） 1，680円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 960円 �� 350円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 12，580円

票 数

単勝票数 計 416947 的中 � 61983（3番人気）
複勝票数 計 596034 的中 � 82762（3番人気）� 52561（5番人気）� 139618（1番人気）
枠連票数 計 111645 的中 （3－4） 5132（7番人気）
馬連票数 計 624450 的中 �� 21398（7番人気）
馬単票数 計 293551 的中 �� 6616（9番人気）
ワイド票数 計 689960 的中 �� 17109（10番人気）�� 54102（2番人気）�� 28403（5番人気）
3連複票数 計1104403 的中 ��� 36688（4番人気）
3連単票数 計1191733 的中 ��� 6867（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．5―47．1―58．8―1：10．3―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

シ タ ン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．24 阪神3着

2019．4．6生 牝3黒鹿 母 パープルセイル 母母 ガゼルロワイヤル 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スターファースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アクアポリン号・アンブロジアーナ号・ウインエイムハイ号・ウインソフィー号・カフェティアラ号・

ケイツーリタス号・コスモシルバニア号・サザンクロスナイト号・シュホ号・ステラナビゲーター号・
タイセイクレセント号・ダイメイミライ号・バンデルオーラ号・プリティーメモリー号・ミエノアラジン号

07030 3月19日 晴 重 （4中京2） 第3日 第6競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 ナンヨーアイボリー 牝4鹿 55
54 ☆泉谷 楓真中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B420－ 21：22．9 17．2�

24 ビクトリアバローズ 牝4鹿 55
52 ▲角田 大和猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：23．53� 3．5�

12 ジェムフェザー 牝4鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B468＋ 61：23．6� 5．1�
11 ピュアカラー 牝5黒鹿55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：23．8� 23．7�
36 � ジュリエットパール 牝4青鹿55 菅原 明良�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 458－15 〃 アタマ 12．4�
47 ゴットゴーゴー 牝4黒鹿55 和田 竜二後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 14．1	
59 イッツユアタイム 牝4鹿 55 横山 和生 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 21：23．9� 9．6

510 ヤマカツパトリシア 牝5青 55 川須 栄彦山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 21：24．32� 16．1�
611 ヴァルゴスピカ 牝5鹿 55

53 △永野 猛蔵岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 436－10 〃 ハナ 40．0�
815� ルミエールソレイユ 牝6栗 55

52 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 81：24．61� 180．3
612 ケイツーマルカ 牝4鹿 55 横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 500± 01：25．13 4．2�
713� キーフェイス 牝6鹿 55

52 ▲原 優介中島 俊房氏 伊藤 伸一 新冠 中本牧場 444＋ 2 〃 クビ 639．7�
714 ウォーターウキウキ 牝5青鹿55 西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B464＋ 21：25．73� 17．2�
35 � リリージャスパー 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ土井 孝夫氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 446＋ 41：26．12� 339．4�
23 コーンフィールド 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500－ 21：26．2� 48．4�
48 シ ャ ル ド ネ 牝5鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 452－ 21：26．3� 78．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，945，500円 複勝： 60，016，200円 枠連： 13，290，400円
馬連： 73，622，900円 馬単： 28，429，900円 ワイド： 79，574，300円
3連複： 121，811，500円 3連単： 113，279，900円 計： 530，970，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 540円 � 160円 � 220円 枠 連（2－8） 3，650円

馬 連 �� 4，480円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，960円 �� 530円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 71，790円

票 数

単勝票数 計 409455 的中 � 19017（8番人気）
複勝票数 計 600162 的中 � 22204（10番人気）� 116626（1番人気）� 70620（3番人気）
枠連票数 計 132904 的中 （2－8） 2820（18番人気）
馬連票数 計 736229 的中 �� 12708（18番人気）
馬単票数 計 284299 的中 �� 2087（43番人気）
ワイド票数 計 795743 的中 �� 12068（21番人気）�� 10042（27番人気）�� 41155（2番人気）
3連複票数 計1218115 的中 ��� 11505（22番人気）
3連単票数 計1132799 的中 ��� 1144（234番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―46．1―58．3―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーアイボリー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．25 京都14着

2018．4．21生 牝4鹿 母 ナンヨーカノン 母母 ピ ラ ミ マ 15戦2勝 賞金 17，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 プリティユニバンス号



07031 3月19日 曇 重 （4中京2） 第3日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

57 サステナブル 牡4鹿 57 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 武田牧場 B522＋ 61：51．7 5．2�
22 セブンデイズ 牡4青鹿57 戸崎 圭太前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 494± 01：51．8� 2．9�
33 サンライズグリット 牡4栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 464＋121：52．22� 8．2�
610 マンオブカレッジ �4芦 57 横山 和生ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 530＋101：52．62� 3．6�
69 サプライズビュー 牡4鹿 57 横山 武史 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 518＋ 21：52．7� 12．4�
813 タイセイマーベル 牡4栗 57 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B496－ 41：52．91� 8．3	
712 グレンフィナン �7鹿 57 江田 照男�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B496± 01：53．22 128．3

46 ブロフェルド 牡5鹿 57 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 548＋ 21：53．41� 20．3�
45 パ ナ プ リ 牡4黒鹿 57

55 △小沢 大仁畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 452＋ 21：53．5� 86．2�
814	 キクノクライフ 牡4鹿 57 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 498－151：54．24 28．5
711 サイモンルグラン 牡5鹿 57 田辺 裕信澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 514＋ 41：55．05 88．8�
34 	 アイファーラクーン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 424－ 21：55．32 434．2�

58 レオスパンキー 牡4黒鹿57 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン B516＋ 41：56．47 274．8�
11 ジャスティンリーチ �5青鹿 57

54 ▲松本 大輝三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 木戸口牧場 492－ 81：59．8大差 189．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 47，762，700円 複勝： 61，592，300円 枠連： 14，672，600円
馬連： 68，974，700円 馬単： 29，545，300円 ワイド： 67，589，800円
3連複： 108，092，700円 3連単： 117，254，600円 計： 515，484，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 130円 � 200円 枠 連（2－5） 950円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 360円 �� 600円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 計 477627 的中 � 73268（3番人気）
複勝票数 計 615923 的中 � 87543（3番人気）� 148295（1番人気）� 65716（5番人気）
枠連票数 計 146726 的中 （2－5） 11899（5番人気）
馬連票数 計 689747 的中 �� 53508（2番人気）
馬単票数 計 295453 的中 �� 10265（7番人気）
ワイド票数 計 675898 的中 �� 51388（2番人気）�� 27518（7番人気）�� 33528（5番人気）
3連複票数 計1080927 的中 ��� 47866（2番人気）
3連単票数 計1172546 的中 ��� 8891（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．6―12．8―12．2―12．5―12．7―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．6―49．4―1：01．6―1：14．1―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．6
1
3
1（3，5）－7（2，13）（9，14）（8，11）（4，6）－12－10・（3，5）（1，7）（13，11）2（9，6，14）12－10，8，4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サステナブル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2020．11．1 京都1着

2018．5．19生 牡4鹿 母 ベ ネ ラ 母母 ダーケストスター 8戦2勝 賞金 22，530，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャスティンリーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地

競走に出走できない。

07032 3月19日 曇 稍重 （4中京2） 第3日 第8競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

35 シテフローラル 牡4鹿 57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 444－182：02．4 5．1�

610 ハートオブアシティ 牡4青鹿57 幸 英明吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 17．1�
815 スマートワン 牡4青鹿57 C．ルメール 橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 474－102：02．72 6．0�
46 ゲンパチリベロ 牡4芦 57 武 豊平野 武志氏 西田雄一郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 498± 02：02．9� 2．0�
34 コスモホクシン 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 484± 02：03．53� 46．9	
59 アドマイヤベネラ 牡5黒鹿57 坂井 瑠星近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 500－ 8 〃 アタマ 5．0

58 マイネルデステリョ 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 454－ 2 〃 クビ 19．4�
11 レ ナ ト ゥ ス 牡4鹿 57

55 △永野 猛蔵岡田 牧雄氏 松山 将樹 新冠 小泉 学 458－ 42：03．71� 312．3�
712 ピ ナ 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 B474－ 22：03．8クビ 292．0
47 ナイトオブレディ 牝5黒鹿 55

53 △小沢 大仁 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 2 〃 クビ 70．7�

814 フェルマーテ 牝5青鹿 55
52 ▲西塚 洸二�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 476－122：03．9� 24．8�
611 ピ ン シ ェ ル 牡6鹿 57 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞	湖 レイクヴィラファーム 528＋ 82：04．85 104．2�
713
 トーアアネラ 牝4鹿 55 江田 照男高山ランド� 天間 昭一 豊浦トーア牧場 450－ 22：05．54 217．9�
23 グランエクセレント 牡5鹿 57 丸田 恭介田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 530＋22 〃 クビ 296．3�
22 �
 シブヤクロッシング 牡6鹿 57 �島 克駿W．ギャロー氏 鈴木慎太郎 米

Hargus Sexton, San-
dra Sexton & Silver
Fern Farm, LLC

534－142：06．13� 319．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，488，000円 複勝： 79，611，500円 枠連： 14，462，300円
馬連： 75，076，800円 馬単： 40，675，100円 ワイド： 78，528，900円
3連複： 127，359，400円 3連単： 184，826，400円 計： 654，028，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 460円 � 250円 枠 連（3－6） 2，750円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 830円 �� 460円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 23，750円

票 数

単勝票数 計 534880 的中 � 83240（3番人気）
複勝票数 計 796115 的中 � 97204（3番人気）� 39138（6番人気）� 88847（4番人気）
枠連票数 計 144623 的中 （3－6） 4068（10番人気）
馬連票数 計 750768 的中 �� 18278（10番人気）
馬単票数 計 406751 的中 �� 5012（18番人気）
ワイド票数 計 785289 的中 �� 23582（9番人気）�� 46101（4番人気）�� 22942（10番人気）
3連複票数 計1273594 的中 ��� 24291（13番人気）
3連単票数 計1848264 的中 ��� 5642（65番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．5―12．4―12．3―12．1―12．4―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．1―48．5―1：00．8―1：12．9―1：25．3―1：37．5―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シテフローラル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rossini デビュー 2020．10．18 東京2着

2018．4．1生 牡4鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 10戦2勝 賞金 21，470，000円



07033 3月19日 曇 重 （4中京2） 第3日 第9競走 ��1，800�
や は ぎ が わ

矢 作 川 特 別
発走14時25分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス，3．3．20以降4．3．13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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

24 フ ラ ー レ ン 牝5鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 516± 01：51．8 3．6�
612 レガーメペスカ 牡5黒鹿56 小沢 大仁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 508± 01：52．11� 15．6�
816 ファイヴレター 牡5青鹿54 斎藤 新熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 466－ 41：52．2アタマ 176．2�
611 リリーミニスター �5芦 56 �島 克駿土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 474－201：52．62� 12．2�
11 タイセイシェダル 牡4栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 460－ 61：52．7� 7．0�
36 ブルーコンパクタ 牡6鹿 54 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 462± 0 〃 ハナ 23．0	
23 シーオブザムーン 牝6青鹿52 泉谷 楓真 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 474－ 41：52．8� 70．9

510 メイショウミカワ 牡4栗 55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 484－ 2 〃 クビ 2．4�
48 ダンツチョイス 牝7栗 53 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 462－ 41：52．9クビ 16．6�
815 ファーストソリスト 牝4黒鹿52 川又 賢治G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 474± 0 〃 ハナ 101．5�
12 ラブリーエンジェル 牝5栗 53 三浦 皇成長谷川光司氏 鈴木慎太郎 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 21：53．11 65．4�
713	 リファインドマナー 牝4鹿 52 松本 大輝髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 444－ 41：53．42 24．7�
59 ストラテジーマップ �5鹿 54 菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470－181：53．5� 42．7�
47 タイセイアンシェル 牡4鹿 53 菅原 明良田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 木下牧場 418－ 3 〃 クビ 246．6�
35 スズカマクフィ 牝4鹿 53 戸崎 圭太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 432＋ 21：53．6クビ 18．3�
714	 サイモンジルバ 牝7鹿 50 藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 462－ 61：55．5大差 368．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，826，700円 複勝： 86，565，100円 枠連： 22，738，500円
馬連： 113，064，300円 馬単： 46，773，800円 ワイド： 107，441，600円
3連複： 192，244，200円 3連単： 209，709，600円 計： 837，363，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 590円 � 2，910円 枠 連（2－6） 1，210円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 9，130円 �� 24，990円

3 連 複 ��� 101，820円 3 連 単 ��� 325，560円

票 数

単勝票数 計 588267 的中 � 129366（2番人気）
複勝票数 計 865651 的中 � 202538（2番人気）� 32584（8番人気）� 5884（14番人気）
枠連票数 計 227385 的中 （2－6） 14464（6番人気）
馬連票数 計1130643 的中 �� 30708（11番人気）
馬単票数 計 467738 的中 �� 8051（12番人気）
ワイド票数 計1074416 的中 �� 23958（12番人気）�� 2984（60番人気）�� 1085（90番人気）
3連複票数 計1922442 的中 ��� 1416（179番人気）
3連単票数 計2097096 的中 ��� 467（708番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．4―50．1―1：02．1―1：14．5―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ー レ ン �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Vindication デビュー 2019．7．28 札幌4着

2017．3．19生 牝5鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 16戦3勝 賞金 58，803，000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。
（非当選馬） 1頭 ペプチドオリバー号
（非抽選馬） 6頭 クールファイブ号・フォギーデイ号・フランスゴデイナ号・フレイムウィングス号・マイネルイリャルギ号・

リスペクタブル号

07034 3月19日 曇 稍重 （4中京2） 第3日 第10競走 ��
��1，600�

とよはし

豊橋ステークス
発走15時00分 （芝・左）
牝，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，55�

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

11 ディヴィーナ 牝4鹿 55 吉田 隼人佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420± 01：34．3 6．6�
23 ラ イ テ ィ ア 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 424－10 〃 ハナ 8．6�
510 テーオーラフィット 牝4黒鹿55 石橋 脩小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 480－101：34．4� 45．0�
35 	 サマートゥリスト 牝4黒鹿55 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Godolphin 476－ 41：34．61
 3．8�
36 アヴェラーレ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446－ 41：34．7� 5．3�
612 ルチェカリーナ 牝4栗 55 �島 克駿加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 474－ 4 〃 クビ 44．3	
816 ム ジ カ 牝5鹿 55 武 豊ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 454＋ 4 〃 アタマ 21．3

815 タガノディアーナ 牝4青鹿55 和田 竜二八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 41：34．8クビ 20．1�
24 オレンジペコ 牝5栗 55 幸 英明今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B484＋ 2 〃 クビ 171．8�
713 ヒメノカリス 牝5鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B462＋ 61：34．9クビ 4．5
611 ノーブルアース 牝7黒鹿55 松田 大作吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 490＋ 81：35．0� 282．8�
48 ス パ ー ク ル 牝4鹿 55 西村 淳也 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 ハナ 58．9�
47 ビューティフルデイ 牝4鹿 55 三浦 皇成�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 41：35．11 18．0�
59 サルファーコスモス 牝4黒鹿55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：35．41� 13．8�
714 マルカエイペックス 牝5黒鹿55 小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 アタマ 83．9�
12 ピーエムピンコ 牝5黒鹿55 松若 風馬松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 406＋ 41：36．46 87．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，418，600円 複勝： 139，237，300円 枠連： 39，242，100円
馬連： 170，627，200円 馬単： 60，084，300円 ワイド： 156，326，000円
3連複： 277，387，600円 3連単： 270，657，700円 計： 1，196，980，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 320円 � 1，160円 枠 連（1－2） 2，960円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 5，070円 �� 7，040円

3 連 複 ��� 45，210円 3 連 単 ��� 182，360円

票 数

単勝票数 計 834186 的中 � 100723（4番人気）
複勝票数 計1392373 的中 � 174699（4番人気）� 117198（5番人気）� 26335（10番人気）
枠連票数 計 392421 的中 （1－2） 10255（12番人気）
馬連票数 計1706272 的中 �� 54435（8番人気）
馬単票数 計 600843 的中 �� 9084（18番人気）
ワイド票数 計1563260 的中 �� 40089（11番人気）�� 7807（49番人気）�� 5597（62番人気）
3連複票数 計2773876 的中 ��� 4601（128番人気）
3連単票数 計2706577 的中 ��� 1076（556番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．2―46．6―58．3―1：09．7―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ディヴィーナ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．5．22 中京1着

2018．2．24生 牝4鹿 母 ヴィルシーナ 母母 ハルーワスウィート 8戦4勝 賞金 50，642，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ショウリノカンパイ号・ホウオウカトリーヌ号・ミニオンペール号



07035 3月19日 曇 稍重 （4中京2） 第3日 第11競走 ��
��1，400�第36回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時35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 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

11 プ ル パ レ イ 牡3鹿 56 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494＋ 21：20．9 4．6�
23 タイセイディバイン 牡3鹿 56 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 514＋ 21：21．21	 55．1�
714 オタルエバー 牡3黒鹿56 幸 英明住谷幾久子氏 中竹 和也 洞
湖 レイクヴィラファーム 470＋141：21．3� 10．3�
36 � デヴィルズマーブル 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 480－10 〃 クビ 8．1�
48 トウシンマカオ 牡3栗 57 戸崎 圭太�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 452＋ 21：21．51 3．8�
35 � ショウナンハクラク 牡3黒鹿56 坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 英 Tetsuhide

Kunimoto 464－ 8 〃 アタマ 8．0	
24 カジュフェイス 牡3鹿 56 田辺 裕信 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 478－101：21．71 15．9

816 ティーガーデン 牡3黒鹿56 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：21．8クビ 6．4�
59 � エイシンシュトルム 牡3芦 56 石川裕紀人�栄進堂 勢司 和浩 浦河 栄進牧場 486－ 6 〃 クビ 184．6
713 レディバランタイン 牝3鹿 54 C．ルメール 丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470± 01：22．0	 16．7�
12 ヴィアドロローサ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 450＋ 21：22．21� 52．4�
612 ニシノレバンテ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 484＋ 21：22．4	 72．0�
818 ウインバグース 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 472－101：22．82� 117．9�
611 ナ バ ロ ン 牡3鹿 56 川又 賢治�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 474－ 8 〃 アタマ 225．8�
715 ウインマーベル 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B466－ 21：23．22� 42．2�
510 ベルウッドブラボー 牡3鹿 56 丸山 元気鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム B458＋ 21：23．51	 54．6�
817� デ ュ ガ 牡3鹿 56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 492＋101：23．6� 25．9�
47 ナムラリコリス 牝3芦 55 泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 462－121：23．7クビ 141．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 208，383，500円 複勝： 286，983，100円 枠連： 112，126，400円
馬連： 546，382，900円 馬単： 185，109，300円 ワイド： 504，473，100円
3連複： 1，076，267，900円 3連単： 1，061，256，800円 計： 3，980，983，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 870円 � 320円 枠 連（1－2） 3，950円

馬 連 �� 13，970円 馬 単 �� 20，960円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 1，070円 �� 7，730円

3 連 複 ��� 44，260円 3 連 単 ��� 239，540円

票 数

単勝票数 計2083835 的中 � 357668（2番人気）
複勝票数 計2869831 的中 � 489139（2番人気）� 69458（10番人気）� 230314（6番人気）
枠連票数 計1121264 的中 （1－2） 21956（14番人気）
馬連票数 計5463829 的中 �� 30309（39番人気）
馬単票数 計1851093 的中 �� 6621（69番人気）
ワイド票数 計5044731 的中 �� 32670（40番人気）�� 133296（10番人気）�� 17497（63番人気）
3連複票数 計10762679 的中 ��� 18236（132番人気）
3連単票数 計10612568 的中 ��� 3212（685番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．5―11．3―11．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．1―44．4―56．0―1：08．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ル パ レ イ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2021．6．19 東京2着

2019．2．10生 牡3鹿 母 マ イ ジ ェ ン 母母 Mekko Hokte 7戦3勝 賞金 72，590，000円
〔制裁〕 デュガ号の騎手武豊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

オタルエバー号の騎手幸英明は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
エイシンシュトルム号の騎手石川裕紀人は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
ナバロン号の騎手川又賢治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・16番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カイハオン号

07036 3月19日 曇 重 （4中京2） 第3日 第12競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

611 セ イ レ ー ン 牝4栗 55
53 △小沢 大仁浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 400－101：11．7 249．5�

11 トランザクト 牡4鹿 57 内田 博幸�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B506－16 〃 ハナ 12．2�
510 ルヴァンヴェール �5鹿 57 菅原 明良 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B494－ 2 〃 クビ 4．5�
714 シャスティーナ 牝4鹿 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 478－121：12．23 2．4�
612 キ ラ メ キ 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 492－ 21：12．3クビ 27．0�

713 インディペンデント 牡4鹿 57 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 466± 01：12．51 8．2	
816 メ デ ィ シ ス 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 468＋ 6 〃 アタマ 6．3

59 クレイジーリッチ 牡4栗 57 西村 淳也江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 506± 01：12．6� 14．1�
815 ミッキーハロー 牝4鹿 55 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 440－ 61：12．8� 44．0�
48 � クリノパイソン �4鹿 57

56 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 476－ 41：12．9� 35．9
24 � ダイメイソテツ 牡4鹿 57

55 △永野 猛蔵宮本 孝一氏 中野 栄治 えりも 寺井 文秀 514－10 〃 アタマ 71．9�
36 ラブロッソー 牝5青鹿55 幸 英明増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 474－ 81：13．11� 13．4�
35 アーヴィンド �5黒鹿 57

54 ▲角田 大和ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516－ 41：13．31� 131．4�

47 � ハローチュース 牡4鹿 57
54 ▲川端 海翼薪浦 亨氏 和田 雄二 新冠 松浦牧場 B462－ 21：13．72� 361．4�

23 � エレガントオーラ 牝4黒鹿 55
51 ★永島まなみ田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 秋場牧場 402－101：13．91� 267．0�

12 カイトレッド 牝5鹿 55 丸山 元気本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 B472± 0 〃 ハナ 148．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 86，287，900円 複勝： 87，739，300円 枠連： 38，657，200円
馬連： 156，052，600円 馬単： 69，875，700円 ワイド： 137，026，100円
3連複： 247，757，200円 3連単： 290，923，100円 計： 1，114，319，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 24，950円 複 勝 � 2，910円 � 410円 � 190円 枠 連（1－6） 10，460円

馬 連 �� 62，560円 馬 単 �� 202，340円

ワ イ ド �� 14，760円 �� 11，150円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 123，870円 3 連 単 ��� 1，757，660円

票 数

単勝票数 計 862879 的中 � 2766（14番人気）
複勝票数 計 877393 的中 � 6293（13番人気）� 53123（7番人気）� 149904（2番人気）
枠連票数 計 386572 的中 （1－6） 2862（23番人気）
馬連票数 計1560526 的中 �� 1933（74番人気）
馬単票数 計 698757 的中 �� 259（172番人気）
ワイド票数 計1370261 的中 �� 2342（75番人気）�� 3106（63番人気）�� 33279（12番人気）
3連複票数 計2477572 的中 ��� 1500（211番人気）
3連単票数 計2909231 的中 ��� 120（1761番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―11．3―12．2―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．6―33．9―46．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ イ レ ー ン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．1．9 中京3着

2018．3．22生 牝4栗 母 ウインキナウ 母母 ストレイキャット 9戦2勝 賞金 17，300，000円
〔制裁〕 キラメキ号の騎手横山琉人は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・2番）

クレイジーリッチ号の騎手西村淳也は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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。
（非当選馬） 2頭 アウトレイジング号・アピテソーロ号
（非抽選馬） 5頭 トミケンカラバティ号・ドルフィンクエスト号・ファイティング号・レオテソーロ号・ロードサージュ号



（4中京2）第3日 3月19日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 189頭 本 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

247，930，000円
27，440，000円
2，020，000円
32，650，000円
82，894，000円
5，503，500円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
782，624，300円
1，154，517，200円
310，239，600円
1，498，229，500円
601，969，300円
1，439，275，100円
2，625，967，500円
2，814，285，500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 11，227，108，000円

総入場人員 3，755名 （有料入場人員 3，474名）
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