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07001 3月11日 晴 良 （5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）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000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 ギ ョ ウ ネ ン 牝3栗 54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 424－ 61：26．0 16．1�
816 ジンフィンドール 牝3黒鹿54 江田 照男髙樽さゆり氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 442＋ 21：26．63� 16．1�
815 ド ナ ル ビ ー 牝3黒鹿54 吉田 隼人小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 442－ 21：26．92 4．1�
48 ネオアリシア 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ髙瀬 正志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 408－ 6 〃 クビ 4．0�
24 レインボーウェザー 牝3鹿 54 �島 克駿 TGレーシング 今野 貞一 千歳 社台ファーム 440－101：27．11 19．8�
36 ス プ ル 牝3黒鹿54 幸 英明前田 幸治氏 橋口 慎介 新ひだか タイヘイ牧場 444－ 41：27．31 3．0�
713 ラ プ ン タ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 442－ 21：27．72� 35．9	
611 ヴゼットマシェリ 牝3栗 54 岩田 望来 
社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 424＋ 61：27．8� 7．9�
11 クラシカルタイプ 牝3鹿 54 亀田 温心大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 B444－101：28．11� 197．0�
35 センスオブピース 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和 
サンデーレーシング 安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428 ―1：28．2� 71．2

59 シュトラーセ 牝3栗 54
50 ★古川 奈穂 
サンデーレーシング 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－101：28．3� 84．1�
714 ルナスティール 牝3鹿 54

50 ★河原田菜々大戸 志浦氏 渡辺 薫彦 新ひだか 高橋 修 452－ 41：28．93� 143．7�
47 メイショウアサゴチ 牝3黒鹿 54

51 ▲川端 海翼松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 402－ 61：29．0� 190．7�
612 セツナシュギ 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 辻 牧場 412＋ 21：29．1クビ 158．2�
23 ネ モ フ ィ ラ 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 浦河日成牧場 438－ 81：29．2� 20．4�
12 クレームブリュレ 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 422 ―1：29．62� 100．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，108，400円 複勝： 34，712，100円 枠連： 8，754，100円
馬連： 38，711，700円 馬単： 17，155，500円 ワイド： 43，401，000円
3連複： 66，917，400円 3連単： 63，353，600円 計： 299，113，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 420円 � 460円 � 160円 枠 連（5－8） 2，130円

馬 連 �� 10，910円 馬 単 �� 16，640円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 1，050円 �� 990円

3 連 複 ��� 13，550円 3 連 単 ��� 90，590円

票 数

単勝票数 計 261084 的中 � 12920（5番人気）
複勝票数 計 347121 的中 � 18646（5番人気）� 16535（8番人気）� 73691（2番人気）
枠連票数 計 87541 的中 （5－8） 3178（9番人気）
馬連票数 計 387117 的中 �� 2748（26番人気）
馬単票数 計 171555 的中 �� 773（49番人気）
ワイド票数 計 434010 的中 �� 3696（27番人気）�� 10821（15番人気）�� 11524（11番人気）
3連複票数 計 669174 的中 ��� 3702（42番人気）
3連単票数 計 633536 的中 ��� 507（276番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．1―47．5―1：00．1―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギ ョ ウ ネ ン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．9．4 新潟4着

2020．3．11生 牝3栗 母 タイキオードリー 母母 エ ス カ ニ ア 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 レインボーウェザー号の騎手�島克駿は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

07002 3月11日 晴 良 （5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）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

45 イツモハラペコ 牡3鹿 56 幸 英明小田切 光氏 畑端 省吾 新ひだか 桑嶋 峰雄 468± 01：55．3 1．5�
33 サクセスハチハチ 牡3鹿 56 亀田 温心�タカシマ 北出 成人 平取 坂東牧場 508 ―1：55．61� 5．8�
22 ダンツセリカ 牡3栗 56 和田 翼山元 哲二氏 谷 潔 新冠 村上 欽哉 480± 01：55．7� 96．2�
57 ミヤジシャルマン 牡3黒鹿56 富田 暁曽我 司氏 川村 禎彦 日高 タバタファーム 476－ 21：55．8� 5．0�
46 	 ア ヘ ッ ド 牝3芦 54 
島 克駿前田 葉子氏 中竹 和也 英 North Hills

Co. Ltd 448＋ 21：55．9クビ 10．1�
58 パーティーキング 牡3芦 56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル B470－ 21：56．75 40．9	
711	 リマスタリング 牝3栗 54 吉田 隼人ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 486± 01：57．02 45．3

813 メイショウヤッコ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 木原 一良 新ひだか 水上 習孝 486－ 4 〃 ハナ 250．9�
69 エンシャントヌーン 牡3栗 56

52 ★永島まなみ永見 貴昭氏 小林 真也 新ひだか 岡田スタツド 444－ 61：57．42� 37．8�
610 ロ ッ シ ー ニ 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 松浦牧場 444－ 81：57．82� 111．3
11 クリノトンイ 牝3栗 54

50 ★河原田菜々栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 444－ 21：57．9� 209．7�
712	 シティオブハンター 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 武藤 善則 米 Waymore
LLC B486－ 61：58．32� 78．6�

814 ラヴァドーム 牡3鹿 56
55 ☆小沢 大仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 522 ―1：58．4クビ 28．6�
34 アオシロツルバミ 牝3黒鹿 54

51 ▲石田 拓郎松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 368－102：01．2大差 345．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，509，500円 複勝： 69，729，300円 枠連： 7，112，400円
馬連： 31，062，500円 馬単： 17，017，200円 ワイド： 31，465，800円
3連複： 46，469，300円 3連単： 64，284，200円 計： 293，650，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 710円 枠 連（3－4） 460円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，170円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 11，100円

票 数

単勝票数 計 265095 的中 � 133520（1番人気）
複勝票数 計 697293 的中 � 482865（1番人気）� 41644（4番人気）� 6949（10番人気）
枠連票数 計 71124 的中 （3－4） 11770（2番人気）
馬連票数 計 310625 的中 �� 44517（3番人気）
馬単票数 計 170172 的中 �� 16085（3番人気）
ワイド票数 計 314658 的中 �� 33243（3番人気）�� 6413（11番人気）�� 2240（29番人気）
3連複票数 計 464693 的中 ��� 5849（20番人気）
3連単票数 計 642842 的中 ��� 4197（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．7―37．7―50．6―1：03．1―1：16．0―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．3
1
3
・（5，7，12）（2，3）9（4，6）13，14－1（8，11）－10・（5，7）（2，12，3）6－9（4，13，11）14，8－（1，10）

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

勝馬の
紹 介

イツモハラペコ �
�
父 ファインニードル �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2022．9．18 中京8着

2020．3．17生 牡3鹿 母 イイコトバカリ 母母 ワ ナ 7戦1勝 賞金 9，880，000円
〔発走状況〕 ラヴァドーム号は，発走地点で馬装整備。発走時刻6分遅延。

エンシャントヌーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 ラヴァドーム号の調教師松永昌博は，枠入りの際に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 エンシャントヌーン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アオシロツルバミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月11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〕 ロッシーニ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月11日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 バックトゥザライト号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※アオシロツルバミ号・ロッシーニ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 中京競馬 第１日



07003 3月11日 晴 良 （5中京2） 第1日 第3競走 ��1，200�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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

36 アンスリウム 牝3鹿 54 岩田 望来 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 41：12．8 8．4�

612 マーシヴィガラス 牡3鹿 56 的場 勇人佐藤 好美氏 的場 均 新ひだか 桑嶋 峰雄 476－ 61：12．9� 13．2�
713 ボ ナ ン ザ 牡3鹿 56 幸 英明幅田 京子氏 庄野 靖志 日高 浦新 徳司 480＋ 41：13．11� 1．4�
59 グラスヴィガー 牡3栗 56 中井 裕二半沢� 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 458－ 81：13．41� 56．6�
24 ラクサパーナ 牝3栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 アタマ 20．0�
12 アルファゼウス 牡3鹿 56

52 ★河原田菜々	貴悦 松永 昌博 新冠 松浦牧場 464 ―1：13．61� 74．2

815 イ ナ ホ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 448± 0 〃 クビ 93．0�
48 キタノトパーズ 牝3黒鹿54 山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 日高 クリアファーム 436＋ 21：13．7� 43．3�
816 ヴァルダリス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース杉山 佳明 千歳 社台ファーム 446± 01：14．01� 6．1
510 プロスパーバイオ 牝3鹿 54 菱田 裕二バイオ	 畑端 省吾 日高 沖田牧場 432－ 81：14．42� 262．9�
714 ヴァイキングムーン 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 辻 哲英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 2 〃 クビ 24．3�
23 カシノビルボード 牡3鹿 56 森 裕太朗柏木 務氏 天間 昭一 新冠 浜口牧場 448－ 41：14．82� 158．1�
11 ビヴァアカプルコ 牝3栗 54

53 ☆角田 大和吉田 千津氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492± 01：15．22� 72．1�

35 カガカーニバル 	3栗 56 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 460－101：15．4� 352．4�
611 クリノコンドル 牡3鹿 56 亀田 温心栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 増尾牧場 492 ―1：15．5� 312．0�
47 ア モ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみシミズレーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 438－ 2 〃 アタマ 126．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，746，700円 複勝： 168，138，400円 枠連： 8，579，500円
馬連： 40，419，400円 馬単： 24，972，500円 ワイド： 49，159，200円
3連複： 68，142，900円 3連単： 94，576，600円 計： 490，735，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 200円 � 200円 � 110円 枠 連（3－6） 6，630円

馬 連 �� 6，430円 馬 単 �� 13，740円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 260円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 27，810円

票 数

単勝票数 計 367467 的中 � 34964（3番人気）
複勝票数 計1681384 的中 � 58973（4番人気）� 58921（5番人気）� 1282471（1番人気）
枠連票数 計 85795 的中 （3－6） 1002（13番人気）
馬連票数 計 404194 的中 �� 4870（16番人気）
馬単票数 計 249725 的中 �� 1363（28番人気）
ワイド票数 計 491592 的中 �� 8100（15番人気）�� 52064（2番人気）�� 50822（3番人気）
3連複票数 計 681429 的中 ��� 27225（5番人気）
3連単票数 計 945766 的中 ��� 2465（78番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．8―48．2―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンスリウム �
�
父 リアルスティール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．10．15 新潟3着

2020．1．22生 牝3鹿 母 エクストラペトル 母母 ライラックレーン 5戦1勝 賞金 9，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時50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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アオシロツルバミ号・フェアムーン号・ロッシーニ号
（非抽選馬） 5頭 エコロヴィーガ号・ジューンスパーク号・テイエムサンローズ号・ミオファースト号・メイショウスイセン号

07004 3月11日 晴 良 （5中京2） 第1日 第4競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走11時15分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

36 ベ ル タ ソ 牝3鹿 54 吉田 隼人細川 大輔氏 小崎 憲 浦河 �川 啓一 446 ―1：21．7 9．7�
11 ドーバーホーク 牡3鹿 56 北村 宏司嶋田 賢氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 474＋ 4 〃 クビ 4．8�
611 アイアンムーン 牡3鹿 56 中井 裕二廣崎 双葉氏 武 幸四郎 平取 株式会社

ASK STUD 436 ―1：22．12� 116．5�
12 リ ア ラ イ ズ 牡3鹿 56 富田 暁�GET NEXT 石橋 守 新冠 須崎牧場 496± 01：22．31� 5．2�
24 プリモカヴァロ 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁猪又 晶介氏 飯田 祐史 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 426± 01：22．4� 25．3�

715 モズマーカッシン 牡3黒鹿56 �島 克駿 �キャピタル・システム 高柳 大輔 日高 白井牧場 454－ 41：22．5� 6．1	
47 シゲルノヴァ 牝3鹿 54 和田 翼森中 啓子氏 谷 潔 日高 シンボリ牧場 454＋ 2 〃 クビ 21．6

23 アームテイル 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 430－181：22．71 7．7�
714 コ ロ ル 牝3栗 54 長岡 禎仁 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 472 ―1：23．01	 59．3
35 ウインフィエルテ 牝3青鹿54 松若 風馬�ウイン 加用 正 新ひだか 斉藤スタッド 486－ 41：23．1� 14．7�
48 ウィズダムハート 牝3黒鹿54 秋山真一郎フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 436± 01：23．2	 19．9�
818 リトルココン 牡3栗 56 斎藤 新山口功一郎氏 安田 翔伍 新ひだか 高橋フアーム 478 ―1：23．62� 9．9�
816 ワールドペコ 牝3鹿 54 岩田 望来林 正道氏 清水 久詞 日高 白井牧場 434 ―1：23．7クビ 23．8�
817
 ガルミッシュ 牡3鹿 56 幸 英明前田 幸大氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 476 ― 〃 アタマ 14．3�
713 タガノマカロン 牝3栗 54 菱田 裕二八木 良司氏 藤沢 則雄 新冠 八木牧場 432＋ 21：23．91� 169．4�
510 ビーアイブラック 牝3青鹿54 江田 照男馬場 祥晃氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 444 ―1：24．21	 144．6�
612 グランヴェリア 牡3栗 56

55 ☆角田 大和田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 高昭牧場 486 ―1：25．79 243．8�
59 キタノシェイク 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 三木田牧場 410 ―1：25．8	 273．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，718，800円 複勝： 41，359，100円 枠連： 12，026，100円
馬連： 37，334，400円 馬単： 15，126，600円 ワイド： 43，214，800円
3連複： 61，353，200円 3連単： 55，162，600円 計： 294，295，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 410円 � 190円 � 3，310円 枠 連（1－3） 950円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 14，180円 �� 8，040円

3 連 複 ��� 78，920円 3 連 単 ��� 366，900円

票 数

単勝票数 計 287188 的中 � 23588（5番人気）
複勝票数 計 413591 的中 � 25071（7番人気）� 70258（1番人気）� 2604（14番人気）
枠連票数 計 120261 的中 （1－3） 9777（3番人気）
馬連票数 計 373344 的中 �� 13054（5番人気）
馬単票数 計 151266 的中 �� 2523（9番人気）
ワイド票数 計 432148 的中 �� 11243（6番人気）�� 767（80番人気）�� 1358（70番人気）
3連複票数 計 613532 的中 ��� 583（210番人気）
3連単票数 計 551626 的中 ��� 109（1046番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．0―46．5―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル タ ソ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2020．5．9生 牝3鹿 母 マルハチメイフェア 母母 ベストウーマン 1戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランヴェリア号・キタノシェイク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

11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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アカラレイア号・ウェディングブーケ号・カリンパニ号・メリーコッカー号・ロマンスオーサー号



07005 3月11日 晴 良 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

715 ブライトジュエリー 牝3黒鹿54 �島 克駿西村 清子氏 橋口 慎介 新ひだか 静内フアーム 430 ―2：01．3 17．1�
11 ガ ッ ト ネ ロ 牝3黒鹿54 岩田 望来山口 敦広氏 上村 洋行 新冠 大狩部牧場 472－ 42：02．04 1．7�
23 アーテルナイト 牡3青鹿56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 新ひだか 岡田スタツド 496 ―2：02．42� 10．8�
59 パールテソーロ 牝3黒鹿54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 日高 リョーケンファー
ム株式会社 458± 02：02．71� 11．4�

12 ド ゥ ワ ー 牝3芦 54 幸 英明 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 438－102：02．9� 41．2	
816 クラウドセイル 牡3黒鹿56 北村 宏司�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 486－ 2 〃 アタマ 22．6

48 ヤマカツラナウェイ 牡3栗 56

55 ☆小沢 大仁山田 和夫氏 小栗 実 新ひだか 岡田牧場 498－ 6 〃 クビ 38．8�
510 ナムラマイケル 牡3鹿 56 亀田 温心奈村 睦弘氏 村山 明 様似 猿倉牧場 434＋ 82：03．0クビ 8．8�
818 オフィスバトル 牡3鹿 56 中井 裕二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 500± 02：03．1� 166．5
24 モンテコルノ 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 452－ 8 〃 クビ 5．6�
36 ジューンフリーダム 牡3黒鹿56 富田 暁吉川 潤氏 武 英智 日高 白井牧場 474－102：03．3� 91．7�
817 フェスティヴチャン 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 456± 02：03．4� 152．6�
714 ト ッ プ ガ ン 牡3黒鹿56 斎藤 新芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 428－ 82：04．03� 322．0�
35 ザレットイットビー 牡3青鹿 56

52 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 梅田 智之 新冠 マリオステー
ブル 412＋ 62：04．95 191．2�

713 ミサイルビスケッツ 牝3栗 54
51 ▲石田 拓郎松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム B406－ 62：05．53� 345．0�

47 コンピートバーチェ 牝3黒鹿 54
53 ☆泉谷 楓真首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 482± 02：05．61 544．4�

612 ロードディライト 牡3鹿 56 長岡 禎仁 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 500－ 42：05．7クビ 189．2�
611 メイショウアヤカゼ 牝3芦 54 高倉 稜松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 458－ 82：05．91� 210．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，442，900円 複勝： 46，838，800円 枠連： 11，541，300円
馬連： 37，097，600円 馬単： 20，741，100円 ワイド： 43，131，000円
3連複： 66，157，600円 3連単： 81，520，500円 計： 338，470，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 370円 � 110円 � 350円 枠 連（1－7） 1，050円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，910円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 33，790円

票 数

単勝票数 計 314429 的中 � 14704（6番人気）
複勝票数 計 468388 的中 � 20040（7番人気）� 206828（1番人気）� 21677（5番人気）
枠連票数 計 115413 的中 （1－7） 8466（4番人気）
馬連票数 計 370976 的中 �� 24747（5番人気）
馬単票数 計 207411 的中 �� 4114（14番人気）
ワイド票数 計 431310 的中 �� 21028（5番人気）�� 5370（20番人気）�� 23383（4番人気）
3連複票数 計 661576 的中 ��� 11607（15番人気）
3連単票数 計 815205 的中 ��� 1749（98番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．6―12．7―12．6―12．0―11．9―12．1―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―36．0―48．7―1：01．3―1：13．3―1：25．2―1：37．3―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ブライトジュエリー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2020．4．18生 牝3黒鹿 母 エアパスカル 母母 ラ フ ィ カ 1戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ミサイルビスケッツ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔3走成績による出走制限〕 トップガン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月11日まで平地競走に出走できない。

07006 3月11日 晴 良 （5中京2） 第1日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時35分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

56 ソッコータルマカ 牡3鹿 56 岩田 望来 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 日高 下河辺牧場 B506－ 61：53．6 4．4�
11 メイショウポペット 牝3青鹿 54

53 ☆小沢 大仁松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 484＋ 4 〃 クビ 4．9�
45 � ボールドゾーン 牡3鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 498－101：53．81� 4．1�
33 アルムエアフォルク 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ﨑川美枝子氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452－101：54．01 13．5�

813 メイトースイ 牡3栗 56
52 ★古川 奈穂康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 406－ 41：54．31	 35．9	

57 マテンロウガイ 牡3鹿 56
55 ☆角田 大和寺田千代乃氏 角田 晃一 平取 稲原牧場 516－ 21：54．62 9．4


68 サンデーヒーロー 牡3鹿 56 吉田 隼人山田 裕仁氏 中村 直也 浦河 バンブー牧場 464＋101：54．91
 22．2�
44 インザビギニング 牡3栗 56 �島 克駿�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 8 〃 クビ 4．2�
711 ユアフラッシュ 牝3黒鹿54 富田 暁�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 452－ 41：55．11 179．9
22 � ノイジーアプローチ 牡3鹿 56 斎藤 新ゴドルフィン 手塚 貴久 愛 Godolphin B490± 0 〃 クビ 72．0�
69 ペイシャハヤブサ 牡3青鹿56 高倉 稜北所 直人氏 吉田 直弘 日高 中川 欽一 494＋ 41：55．41	 101．4�
710 スペンサーバローズ 牡3鹿 56 幸 英明猪熊 広次氏 蛯名 正義 浦河 宮内牧場 472－101：55．5	 30．5�
812 マコトヴィクラント 牡3栗 56 丸山 元気�ディアマント �島 一歩 新ひだか 木村 秀則 462－101：56．98 33．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，495，300円 複勝： 43，119，900円 枠連： 7，720，100円
馬連： 38，518，600円 馬単： 17，305，800円 ワイド： 44，120，000円
3連複： 60，378，100円 3連単： 67，714，000円 計： 311，371，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 160円 � 160円 枠 連（1－5） 930円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 470円 �� 510円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 10，150円

票 数

単勝票数 計 324953 的中 � 58780（3番人気）
複勝票数 計 431199 的中 � 58006（4番人気）� 72815（3番人気）� 72908（2番人気）
枠連票数 計 77201 的中 （1－5） 6415（4番人気）
馬連票数 計 385186 的中 �� 23827（6番人気）
馬単票数 計 173058 的中 �� 5528（9番人気）
ワイド票数 計 441200 的中 �� 24033（4番人気）�� 21863（5番人気）�� 26502（3番人気）
3連複票数 計 603781 的中 ��� 26155（3番人気）
3連単票数 計 677140 的中 ��� 4835（18番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―13．4―13．5―12．6―12．8―12．2―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．5―51．0―1：03．6―1：16．4―1：28．6―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ソッコータルマカ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．9．19 中京4着

2020．2．3生 牡3鹿 母 ブライダルブーケ 母母 グローリーティアラ 5戦2勝 賞金 14，920，000円
〔制裁〕 ボールドゾーン号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。



07007 3月11日 晴 良 （5中京2） 第1日 第7競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

22 ブルーゲート 牝4黒鹿 55
52 ▲佐々木大輔石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 434＋ 22：14．2 6．2�

810� タイセイアーサー 牡5芦 58 斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486＋ 42：14．3クビ 35．2�
79 ネイチャーシップ 牡5芦 58 丸山 元気 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 506－ 42：14．4� 2．9�
78 コントゥラット 牡4鹿 57 吉田 隼人牧埜 幸一氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋122：14．71� 3．9�
67 ニジイロノコマ 牝4栗 55

52 ▲水沼 元輝 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 オリオンファーム 472－ 62：15．01� 92．4�
66 フジマサフリーダム 牡4芦 57 勝浦 正樹藤原 正一氏 菊川 正達 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 2 〃 クビ 6．2	
55 ハナビマンカイ 	6芦 58

57 ☆角田 大和廣崎利洋HD� 藤原 英昭 洞
湖 レイクヴィラファーム 456＋ 62：15．21� 73．2

44 マイネルカグラ 牡4鹿 57 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B506－10 〃 ハナ 25．1�
33 マケルナマサムネ 牡5鹿 58

54 ★永島まなみ塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞
湖 レイクヴィラファーム B462－ 4 〃 クビ 4．3�
11 シエラネバダ 	8芦 58 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 518＋182：16．05 61．3
811 ロックグラス 	6鹿 58 和田 翼橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 468＋ 22：16．1� 244．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，152，200円 複勝： 29，709，600円 枠連： 6，122，200円
馬連： 32，841，500円 馬単： 16，094，100円 ワイド： 34，690，800円
3連複： 45，846，100円 3連単： 66，085，200円 計： 258，541，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 580円 � 130円 枠 連（2－8） 9，620円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 12，540円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 380円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 45，980円

票 数

単勝票数 計 271522 的中 � 34725（4番人気）
複勝票数 計 297096 的中 � 41543（4番人気）� 9045（7番人気）� 76575（1番人気）
枠連票数 計 61222 的中 （2－8） 493（16番人気）
馬連票数 計 328415 的中 �� 4215（15番人気）
馬単票数 計 160941 的中 �� 962（32番人気）
ワイド票数 計 346908 的中 �� 6225（13番人気）�� 26249（6番人気）�� 4968（15番人気）
3連複票数 計 458461 的中 ��� 5925（14番人気）
3連単票数 計 660852 的中 ��� 1042（128番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．4―12．9―12．7―12．8―12．6―12．2―11．9―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．1―35．5―48．4―1：01．1―1：13．9―1：26．5―1：38．7―1：50．6―2：02．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーゲート �
�
父 トーセンラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．10．2 中山8着

2019．3．23生 牝4黒鹿 母 イ ン シ ス ト 母母 マ ロ ー ラ 18戦2勝 賞金 23，740，000円

07008 3月11日 晴 良 （5中京2） 第1日 第8競走 1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・左）

若手騎手；負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

57 ジョーコモド 牡4青鹿 58
57 ☆角田 大和上田江吏子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 484－ 42：01．2 5．3�

812 カズカポレイ 牡5鹿 58 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 510± 02：01．3� 2．8�
22 ミニョンルミエール 牝4栗 56

53 ▲佐々木大輔 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー
ブル 442＋ 82：01．72� 4．6�

69 � ヴ ラ デ ィ ア 牡4青 58
56 △小林 凌大小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 478－ 22：01．8� 82．8�

711 テーオーインパクト 牡4栗 58
55 ▲鷲頭 虎太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 510＋ 62：02．12 64．1�

11 � マ イ バ ウ ム 牡5黒鹿 58
55 ▲石田 拓郎栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 470＋ 2 〃 ハナ 253．4	

45 � ワンダーウォール 牡5栗 58
57 ☆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 B474－ 6 〃 アタマ 334．3

710 ロックバウンド 牡4鹿 58 岩田 望来 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：02．41� 3．8�
68 キ ガ サ 牝4栗 56

55 ☆松本 大輝 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 シンカンファーム B426－122：02．61� 40．9
44 ミッキーブンブン 牡4青鹿 58

54 ★永島まなみ野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 512± 02：03．02� 18．2�
33 � チョモランマ 牡5鹿 58

55 ▲水沼 元輝小島 將之氏 加藤 和宏 浦河 大島牧場 534－ 6 〃 クビ 269．0�
813 フリューゲルホルン 牡4黒鹿58 富田 暁前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 520＋122：03．31� 9．1�
56 � コパノキャスター 牡4芦 58

57 ☆泉谷 楓真小林 照弘氏 村山 明 新ひだか 西村牧場 466－142：03．72� 99．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 32，222，500円 複勝： 34，942，900円 枠連： 8，630，900円
馬連： 38，632，000円 馬単： 18，700，100円 ワイド： 38，516，900円
3連複： 58，905，400円 3連単： 79，485，700円 計： 310，036，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 220円 �� 460円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 322225 的中 � 48452（4番人気）
複勝票数 計 349429 的中 � 51153（4番人気）� 100477（1番人気）� 51294（3番人気）
枠連票数 計 86309 的中 （5－8） 13290（2番人気）
馬連票数 計 386320 的中 �� 51316（2番人気）
馬単票数 計 187001 的中 �� 9611（5番人気）
ワイド票数 計 385169 的中 �� 48540（1番人気）�� 18928（5番人気）�� 35327（3番人気）
3連複票数 計 589054 的中 ��� 43040（3番人気）
3連単票数 計 794857 的中 ��� 8437（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―19．3―31．3―45．1―58．4―1：10．3―1：22．8―1：35．6―1：48．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジョーコモド �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．10．9 阪神9着

2019．4．27生 牡4青鹿 母 アディシオン 母母 クリスマスツリー 14戦2勝 賞金 17，620，000円
〔発走状況〕 チョモランマ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 チョモランマ号は，発走調教再審査。



07009 3月11日 晴 良 （5中京2） 第1日 第9競走 ��
��1，200�

い ら ご

伊 良 湖 特 別
発走14時15分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

815 ウナギノボリ 牡4黒鹿58 �島 克駿小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 468＋ 61：11．7 3．1�
24 イルデレーヴ 牡5鹿 58 岩田 望来 �シルクレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム B490－ 61：11．8クビ 5．6�
48 ティントリップ 牝4黒鹿56 幸 英明中村 祐子氏 上原 佑紀 新ひだか ケイアイファーム 476－ 6 〃 クビ 3．9�
713	 ロングファイナリー 
7鹿 58 長岡 禎仁中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 482－ 21：12．01� 23．7�
12 ハクサンライラック 牝7栗 56 斎藤 新河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 508＋ 2 〃 クビ 8．1�
714 メイショウヒヅクリ 牝4黒鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 富田牧場 478＋101：12．21 17．0	
612� スカイナイル 牝5芦 56 角田 大和 �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya

Yoshida 496± 0 〃 ハナ 25．6

510	 ファーストリッキー 
4栗 58 泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 平取 北島牧場 488＋ 21：12．4 412．0�
11 ノックオンウッド 
5黒鹿58 松若 風馬 �シルクレーシング 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 504＋14 〃 アタマ 13．4�
36 ウェーブメジャー 牡5鹿 58 菱田 裕二万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B486＋ 8 〃 クビ 33．8
611 デルマカミカゼ 牡8黒鹿58 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 472＋ 41：12．5クビ 25．7�
35 トウカイファクター 牡4青鹿58 佐々木大輔内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 466＋ 41：12．61 16．3�
59 シンゼンブースター 
7栗 58 富田 暁原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 496± 01：13．23� 268．5�
23 	 エイシンヒビキ 牡5黒鹿58 小沢 大仁酒井 孝敏氏 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 492－ 61：13．41� 266．0�
816 ボルタドマール 牡4鹿 58 丸山 元気今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B520－ 4 〃 ハナ 61．6�
47 サクセスリボーン 牡6黒鹿58 亀田 温心柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 512＋ 21：13．5クビ 155．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，134，300円 複勝： 51，123，800円 枠連： 12，607，000円
馬連： 59，723，000円 馬単： 22，663，600円 ワイド： 60，299，400円
3連複： 90，277，100円 3連単： 98，100，700円 計： 436，928，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（2－8） 830円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 310円 �� 350円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 5，710円

票 数

単勝票数 計 421343 的中 � 108437（1番人気）
複勝票数 計 511238 的中 � 107092（1番人気）� 81712（3番人気）� 92893（2番人気）
枠連票数 計 126070 的中 （2－8） 11755（2番人気）
馬連票数 計 597230 的中 �� 59534（2番人気）
馬単票数 計 226636 的中 �� 12116（2番人気）
ワイド票数 計 602994 的中 �� 51570（1番人気）�� 44976（2番人気）�� 31638（4番人気）
3連複票数 計 902771 的中 ��� 47205（1番人気）
3連単票数 計 981007 的中 ��� 12453（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．2―11．7―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―34．9―46．6―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．8
3 6，8，12，1（2，14）（7，10，11）－（5，13）（4，15）（9，16）3 4 6－8（1，12）2（7，10，14）11（5，13）（4，15）－（9，16）3

勝馬の
紹 介

ウナギノボリ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．9．11 中京1着

2019．4．17生 牡4黒鹿 母 ノ ン キ 母母 シ ェ リ ー ザ 19戦3勝 賞金 46，045，000円
〔制裁〕 ファーストリッキー号の騎手泉谷楓真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

ティントリップ号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。
※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） 1頭 ピンクダイヤ号
（非抽選馬） 3頭 オンリーワンスター号・グレタ号・ゴールドクロス号

07010 3月11日 晴 良 （5中京2） 第1日 第10競走 ��
��2，000�

こ い じ が は ま

恋 路 ケ 浜 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000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
1：57．2
1：56．1

良
良

44 エ ス コ バ ル �5鹿 58 菱田 裕二吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 502－122：01．0 3．2�
11 ヘネラルカレーラ 牝5鹿 56 	島 克駿�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 464－ 2 〃 アタマ 2．8�
22 シンシアリダーリン 牝5鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 452± 02：01．63
 9．0�
33 サマービート �6鹿 58 幸 英明ゴドルフィン 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 6 〃 ハナ 23．1�
77 タイセイドリーマー 牡5栗 58 富田 暁田中 成奉氏 小栗 実 新ひだか グランド牧場 514＋ 6 〃 クビ 23．6�
55 ヴェールランス 牡4鹿 58 斎藤 新 	社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 448＋ 62：01．7
 4．5

66 エコルフリューゲル 牝4栗 56 勝浦 正樹鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 468－102：02．01
 19．4�
88 マッハモンルード 牝5栗 56 岩田 望来 	サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B504＋ 22：02．63
 9．6�
89 アトミックフレア 牝5鹿 56 河原田菜々天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 450＋ 22：02．71 110．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，275，500円 複勝： 42，665，200円 枠連： 8，228，300円
馬連： 54，679，700円 馬単： 27，614，600円 ワイド： 47，371，700円
3連複： 75，193，100円 3連単： 122，228，100円 計： 419，256，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 170円 枠 連（1－4） 450円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 200円 �� 540円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 412755 的中 � 103112（2番人気）
複勝票数 計 426652 的中 � 93697（2番人気）� 118728（1番人気）� 46677（4番人気）
枠連票数 計 82283 的中 （1－4） 13913（1番人気）
馬連票数 計 546797 的中 �� 101136（1番人気）
馬単票数 計 276146 的中 �� 28755（1番人気）
ワイド票数 計 473717 的中 �� 69843（1番人気）�� 19048（8番人気）�� 37863（4番人気）
3連複票数 計 751931 的中 ��� 55086（2番人気）
3連単票数 計1222281 的中 ��� 24178（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―36．6―49．3―1：01．7―1：14．0―1：26．2―1：37．8―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
1，7（2，5，8）9－3，4＝6
1，7（2，8）（3，5，9）－4－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ス コ バ ル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．23 札幌2着

2018．5．2生 �5鹿 母 スマッシュハート 母母 ビーナスライン 10戦3勝 賞金 38，638，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時51分に変更。
※出走取消馬 テーオーソロス号（疾病〔右前挫跖〕のため）



07011 3月11日 晴 良 （5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，58�，牝馬2�減

東京スポーツ新聞社賞（1着）
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 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

48 テイエムアトム 牡5栃栗58 幸 英明竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B536－ 41：23．3 6．8�
815 ラ ヴ ケ リ ー 牝5鹿 56 岩田 望来水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 456－ 21：23．4� 6．0�
510 レイニーデイ 牡5鹿 58 江田 照男大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 高昭牧場 560－ 21：23．51 8．2�
713 イ グ ザ ル ト 牡4黒鹿58 吉田 隼人青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 504－ 4 〃 アタマ 2．6�
59 ライフレッスンズ 牡6鹿 58 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 追分ファーム B502－10 〃 ハナ 79．4�
47 アルファマム 牝4鹿 56 	島 克駿平井 裕氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 470＋ 61：23．7
 8．2	
24 キタノブレイド 牡4黒鹿58 菱田 裕二北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 470＋ 4 〃 クビ 43．4

23 サトノアポロン �5鹿 58 斎藤 新里見 治氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490± 01：23．9
 16．3�
612� フォルツァエフ 牡8鹿 58 松本 大輝大野 照旺氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells B512－ 21：24．21
 114．7�
714 ナンヨープランタン 牡8黒鹿58 泉谷 楓真中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 41：24．3� 107．1
12 ライラボンド 牡4黒鹿58 角田 大和 �YGGホースクラブ 杉浦 宏昭 新ひだか 片岡 博 522＋ 41：24．4� 40．8�
11 ダイシンイナリ 牡6鹿 58 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 6 〃 クビ 201．9�
611 ラフストリーム 牡5鹿 58 秋山 稔樹牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 538＋ 6 〃 同着 10．1�
35 ワ ン ス カ イ 牡6青鹿58 富田 暁平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 506－ 41：24．93 21．9�

816� ララクリュサオル 牡7鹿 58 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 498－ 61：25．22 31．9�

（法942）

36  スマイルミュ 牝5黒鹿56 小沢 大仁田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 畠山牧場 518－111：26．68 328．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 73，012，600円 複勝： 96，486，300円 枠連： 36，449，400円
馬連： 169，025，000円 馬単： 56，923，400円 ワイド： 138，366，200円
3連複： 286，057，100円 3連単： 270，968，900円 計： 1，127，288，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 220円 � 320円 枠 連（4－8） 910円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 700円 �� 990円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 33，110円

票 数

単勝票数 計 730126 的中 � 85177（3番人気）
複勝票数 計 964863 的中 � 137854（2番人気）� 116466（3番人気）� 68916（6番人気）
枠連票数 計 364494 的中 （4－8） 30989（3番人気）
馬連票数 計1690250 的中 �� 73572（6番人気）
馬単票数 計 569234 的中 �� 10681（13番人気）
ワイド票数 計1383662 的中 �� 52146（5番人気）�� 35978（10番人気）�� 22032（16番人気）
3連複票数 計2860571 的中 ��� 31066（21番人気）
3連単票数 計2709689 的中 ��� 5933（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．8―46．7―58．9―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムアトム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー 2020．10．31 東京4着

2018．3．18生 牡5栃栗 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 19戦4勝 賞金 72，969，000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） 2頭 ウインアキレウス号・ノーリス号
（非抽選馬） 1頭 タイセイグラシア号

07012 3月11日 晴 良 （5中京2） 第1日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走16時00分 （芝・左）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

23 � インテグリフォリア 牝5鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470－ 21：35．3 13．3�
714 アドマイヤジェイ 牡4鹿 58 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 3．2�
35 ゴルトファルベン 牡6鹿 58

57 ☆松本 大輝 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 502－101：35．51 18．0�
12 ハッピープリベイル 牡4鹿 58 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 472－141：35．61 47．5�
611 バレエマスター 牡4鹿 58 富田 暁吉田 照哉氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 クビ 5．9�
24 � シュガービート 牡4黒鹿 58

55 ▲佐々木大輔酒井 孝敏氏 土田 稔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 61：35．7	 72．6	

36 コスモノート 
5鹿 58 菱田 裕二ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518＋ 21：35．8	 5．8


47 � ジェットグリッター 牝4黒鹿56 �島 良太成富 直行氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 426± 01：35．9クビ 148．2�
11 イヴィステラ 牝4黒鹿56 �島 克駿佐々木主浩氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 456－ 6 〃 クビ 4．9�
612 ニホンピロポート 牝4鹿 56 幸 英明小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 450± 01：36．0クビ 19．8
816� マイネルエール 
4栗 58

57 ☆秋山 稔樹稲場 澄氏 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 71：36．42	 175．2�
48 ウインドラブリーナ 牝6黒鹿56 松若 風馬福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 438－ 2 〃 ハナ 58．6�
510 ウイングスオブラヴ 
4鹿 58

54 ★永島まなみ太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 460－ 41：36．5	 71．3�
713� エイシンディアデム 牝5鹿 56 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 浦河 栄進牧場 428－ 81：36．6	 404．1�
815 オーロアドーネ 
6栗 58 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 浦河 上山牧場 486＋ 61：36．91	 48．1�
59 � ヒューミリティ 
6栗 58 斎藤 新 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム B452－101：38．07 8．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，191，600円 複勝： 65，205，300円 枠連： 18，659，100円
馬連： 84，503，500円 馬単： 32，835，700円 ワイド： 85，778，000円
3連複： 140，945，100円 3連単： 141，224，300円 計： 621，342，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 350円 � 160円 � 390円 枠 連（2－7） 2，260円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，780円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 11，880円 3 連 単 ��� 69，930円

票 数

単勝票数 計 521916 的中 � 31349（6番人気）
複勝票数 計 652053 的中 � 42085（6番人気）� 137277（1番人気）� 36630（7番人気）
枠連票数 計 186591 的中 （2－7） 6372（11番人気）
馬連票数 計 845035 的中 �� 25712（10番人気）
馬単票数 計 328357 的中 �� 4526（23番人気）
ワイド票数 計 857780 的中 �� 27690（8番人気）�� 7676（28番人気）�� 16916（16番人気）
3連複票数 計1409451 的中 ��� 8891（36番人気）
3連単票数 計1412243 的中 ��� 1464（229番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―36．6―48．4―1：00．2―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

�インテグリフォリア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス

2018．1．27生 牝5鹿 母 パストフォリア 母母 ハッピーパス 4戦1勝 賞金 8，000，000円
初出走 JRA

〔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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 バトルシャイニング号



（5中京2）第1日 3月11日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

206，820，000円
5，570，000円
36，470，000円
1，400，000円
28，330，000円
78，555，000円
4，840，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
450，010，300円
724，030，700円
146，430，400円
662，548，900円
287，150，200円
659，514，800円
1，066，642，400円
1，204，704，400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
計 5，201，032，100円

総入場人員 6，891名 （有料入場人員 6，601名）
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