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07025 3月18日 小雨 重 （5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 5，500，000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

44 ノボリクレバー 牝3栗 54
52 △角田 大河原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 480＋ 21：51．8 6．0�

11 グラングスト 牝3栗 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 540－ 21：52．33 1．6�
68 カフェノワール 牝3鹿 54 菅原 明良石川 達絵氏 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 450＋ 21：53．04 7．0�
56 ノーブルマルシェ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 橋本牧場 446± 01：53．21� 18．4�
22 アルフェニン 牝3芦 54 �島 克駿�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 B462－ 21：53．73 76．3	
45 カワカミエレガンス 牝3栗 54

50 ★永島まなみ �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 406－ 41：54．33� 154．6

57 アルマケルブ 牝3鹿 54 小崎 綾也コウトミックレーシング 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 450－ 41：54．51 163．9�

33 ララオーベルジュ 牝3黒鹿 54
53 ☆松本 大輝フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 458－ 21：54．92� 137．6�

（法942）

69 アズライトムーン 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442－101：56．28 5．3
711 メイケイアラジン 牝3鹿 54 富田 暁名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 458 ―1：57．26 25．0�
710 ラッキーザクラ 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅岡田 勇氏 茶木 太樹 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：57．84 338．4�
812 ビッグヒップ 牝3黒鹿 54

53 ☆角田 大和フィールドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 432－ 41：59．8大差 36．4�
（12頭）

813 ビクトリーキャッチ 牝3芦 54
51 ▲佐々木大輔 �コスモヴューファーム 鈴木慎太郎 新冠 コスモヴューファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，232，600円 複勝： 82，973，700円 枠連： 6，666，800円
馬連： 31，499，600円 馬単： 19，058，500円 ワイド： 31，596，300円
3連複： 54，378，600円 3連単： 74，801，700円 計： 327，207，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 120円 � 110円 � 170円 枠 連（1－4） 300円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 160円 �� 460円 �� 260円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 262326 的中 � 34826（3番人気）
複勝票数 計 829737 的中 � 100459（2番人気）� 511668（1番人気）� 47986（4番人気）
枠連票数 計 66668 的中 （1－4） 16957（2番人気）
馬連票数 計 314996 的中 �� 74779（1番人気）
馬単票数 計 190585 的中 �� 15554（3番人気）
ワイド票数 計 315963 的中 �� 64662（1番人気）�� 13971（6番人気）�� 28330（3番人気）
3連複票数 計 543786 的中 ��� 60551（2番人気）
3連単票数 計 748017 的中 ��� 10842（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．4―50．3―1：02．2―1：14．9―1：27．5―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F36．9
1
3
・（4，9）（2，6，11）8（3，12）1，5，7，10・（4，1）9（2，6）（11，8）3，12（7，5）－10

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

勝馬の
紹 介

ノボリクレバー �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．9．24 中京5着

2020．3．14生 牝3栗 母 スウィングダンス 母母 サンデーミッチー 4戦1勝 賞金 8，900，000円
〔出走取消〕 ビクトリーキャッチ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 ビッグヒップ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイケイアラジン号・ラッキーザクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

18日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ビッグヒップ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年4月18日まで出走できない。
※出走取消馬 ヴィラーゴスリーブ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

07026 3月18日 小雨 重 （5中京2） 第3日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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

24 アスクエピソード 牡3鹿 56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 平取 株式会社
ASK STUD 464－ 61：11．4 2．3�

35 トリプルウイナー 牡3鹿 56
52 ★永島まなみ Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 タバタファーム 432＋ 2 〃 クビ 8．3�
612 サンエスペランス 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 勝太 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 田中 春美 458－ 21：12．03� 93．4�
611 フォーサイティド 牝3鹿 54 �島 克駿飯田 正剛氏 茶木 太樹 新ひだか 千代田牧場 492± 01：12．1� 6．4�
510 サンライズプライド 牡3栗 56 岩田 康誠�ライフハウス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：12．31� 2．8�
59 グレイスカリヨン 牝3黒鹿54 柴田 善臣田畑 利彦氏 堀内 岳志 浦河 秋場牧場 448 ―1：13．15 85．5	
713 ケ レ ス 牝3黒鹿54 小崎 綾也畑佐 博氏 相沢 郁 新冠 細川農場 430－ 8 〃 ハナ 621．3

816 マテンロウブルース 牡3青鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 金成吉田牧場 444－ 41：13．42 732．8�
36 テイエムシャイン 牡3栗 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新ひだか グランド牧場 514 ―1：13．5クビ 71．7�
12 ケイツークローン �3青鹿 56

55 ☆秋山 稔樹楠本 勝美氏 清水 英克 安平 ゼットステーブル 468＋ 41：13．6	 118．9
11 フ ァ リ ガ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和寺田 寿男氏 笹田 和秀 浦河 有限会社
吉田ファーム 406－ 21：13．7クビ 60．9�

815 スターライトテール 牡3黒鹿56 丸山 元気荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 512＋101：13．8	 81．7�
23 ディーエスエンスー 牡3栗 56 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 460－12 〃 ハナ 17．7�
48 メイショウコクフウ �3鹿 56

55 ☆松本 大輝松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 418 ―1：14．01� 117．9�
47 デルマウッチャリ 牝3栗 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 406± 01：14．31	 637．5�
714 サンライズグレート 牡3鹿 56 北村 友一�ライフハウス 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 B460＋18 〃 クビ 17．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，573，800円 複勝： 32，480，500円 枠連： 6，459，900円
馬連： 32，498，400円 馬単： 16，743，700円 ワイド： 33，644，500円
3連複： 54，199，500円 3連単： 60，014，800円 計： 263，615，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 220円 � 1，130円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，260円 �� 4，150円

3 連 複 ��� 13，420円 3 連 単 ��� 43，720円

票 数

単勝票数 計 275738 的中 � 92542（1番人気）
複勝票数 計 324805 的中 � 78071（1番人気）� 37511（4番人気）� 5165（9番人気）
枠連票数 計 64599 的中 （2－3） 7280（3番人気）
馬連票数 計 324984 的中 �� 24126（4番人気）
馬単票数 計 167437 的中 �� 8019（5番人気）
ワイド票数 計 336445 的中 �� 21340（4番人気）�� 2518（28番人気）�� 1968（34番人気）
3連複票数 計 541995 的中 ��� 3027（37番人気）
3連単票数 計 600148 的中 ��� 995（121番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．3―47．2―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスクエピソード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．9．3 札幌2着

2020．3．25生 牡3鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 5戦1勝 賞金 11，780，000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） 2頭 イチザブレーヴ号・エコロヴィーガ号
（非抽選馬） 5頭 グリーンオーブ号・コウユーアツイキミ号・コトノサンショ号・ダリ号・フェアリープト号

第２回 中京競馬 第３日



07027 3月18日 雨 重 （5中京2） 第3日 第3競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

815 レッドダンルース 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 61：51．5 2．8�
714 ショーヘーフェイス 牡3芦 56 菅原 明良 STレーシング 荒川 義之 新冠 森永 聡 560± 01：51．81� 11．6�
611 ロングウッド 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－121：52．12 5．3�
713 ジョウショーパワー 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ熊田 義孝氏 中尾 秀正 新冠 五丸農場 456－ 61：52．2� 8．4�
510 タイセイウォリアー 牡3鹿 56 武 豊田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 484＋ 41：52．83� 4．1�
12 ナイトアクアリウム 牡3芦 56 幸 英明 �グリーンファーム杉山 佳明 千歳 社台ファーム 494＋ 21：53．22� 7．8	
59 ティエラサンタ 牡3鹿 56 岩田 望来 
社台レースホース西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：53．41� 28．2�
24 タイムトラベラー 牡3栗 56 水口 優也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 折手牧場 454－ 61：54．14 67．7�
47 イ ロ ゴ ノ ミ 牡3鹿 56 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 平取 びらとり牧場 458－10 〃 クビ 124．8
23 マンオブグリット 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 550＋121：54．52 25．7�
48 ヴィレイメル 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 新ひだか 田湯牧場 492 ― 〃 アタマ 247．9�
11 キタノクーヴェル 牡3黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔北所 直人氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 422－ 21：54．71� 191．2�
36 エルクリード 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 502＋24 〃 アタマ 254．0�
816 トウケイチョウテン 牡3栗 56 松若 風馬木村 信彦氏 辻 哲英 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456 ―1：55．23 280．2�
35 クレシューズ 牡3黒鹿56 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 442－ 8 〃 アタマ 50．9�
612 イチザブレーヴ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子奈良﨑孝一郎氏 根本 康広 熊本 奈良﨑 孝
一郎 456＋ 31：55．51� 321．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，879，500円 複勝： 39，737，300円 枠連： 7，376，000円
馬連： 34，230，600円 馬単： 17，776，400円 ワイド： 39，298，600円
3連複： 54，617，400円 3連単： 59，062，400円 計： 281，978，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 250円 � 170円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 610円 �� 330円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 10，560円

票 数

単勝票数 計 298795 的中 � 85329（1番人気）
複勝票数 計 397373 的中 � 103625（1番人気）� 30659（6番人気）� 57048（3番人気）
枠連票数 計 73760 的中 （7－8） 10784（1番人気）
馬連票数 計 342306 的中 �� 17652（6番人気）
馬単票数 計 177764 的中 �� 6239（7番人気）
ワイド票数 計 392986 的中 �� 16158（8番人気）�� 32794（2番人気）�� 10957（13番人気）
3連複票数 計 546174 的中 ��� 16982（8番人気）
3連単票数 計 590624 的中 ��� 4052（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．5―50．2―1：02．8―1：15．3―1：27．8―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドダンルース �
�
父 リアルスティール �

�
母父 Galileo デビュー 2023．3．5 阪神3着

2020．1．23生 牡3鹿 母 アイリッシュシー 母母 Fire Lily 2戦1勝 賞金 6，900，000円
※イチザブレーヴ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07028 3月18日 雨 重 （5中京2） 第3日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

48 トリオンファルマン 牝3鹿 54 �島 克駿�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420＋ 22：04．7 3．5�

715 セレスティアリティ 牝3栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 450－ 22：05．23� 3．7�
816 ノレッジビューティ 牝3鹿 54 坂井 瑠星�ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 438＋ 82：05．3クビ 7．4�
12 ヴ ェ ロ ス 牝3青 54

53 ☆角田 大和�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 470＋ 2 〃 クビ 26．7�
35 ラ ム ケ イ 牝3鹿 54 幸 英明平井 裕氏 吉岡 辰弥 日高 白井牧場 500－ 42：05．72 60．8	
47 ツージーフェイス 牝3栗 54 富田 暁 STレーシング 四位 洋文 新冠 ハクレイファーム 454± 02：05．8� 6．5

611 ハイグッドミネルバ 牝3鹿 54 和田 翼服部 新平氏 谷 潔 新ひだか へいはた牧場 B446－ 4 〃 ハナ 257．8�
510 メ ロ パ ー ル 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真村上 稔氏 本田 優 新冠 佐藤牧場 430－ 42：05．9� 355．2�
713 レインボーロード 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 370 ― 〃 クビ 185．5
817 チュウワモーニング 牝3黒鹿54 小崎 綾也中西 忍氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 22：06．0� 16．9�
612 リリーバローズ 牝3黒鹿54 岩田 望来猪熊 広次氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 434± 02：06．31� 9．0�
714 リ ノ メ リ ア 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみライオンレースホース� 石坂 公一 えりも エクセルマネジメント 462 ― 〃 クビ 95．0�
24 ワイズメアリー 牝3鹿 54 武 豊新谷 正子氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 458－142：07．68 10．5�
36 プロフェッショナル 牝3鹿 54 岩田 康誠川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 藤原牧場 494＋182：07．7� 65．0�
59 グッデイドリーム 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅辻子 依旦氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 438 ―2：07．8� 326．4�
11 サクラアザレア 牝3青 54 斎藤 新�さくらコマース斎藤 誠 新ひだか 谷岡牧場 470 ―2：08．22� 36．9�
23 メ グ ス タ ス 牝3栗 54 松若 風馬 �キャロットファーム 森田 直行 安平 ノーザンファーム 422± 02：08．3� 40．8�
818 ゼ ロ ラ イ ン 牝3黒鹿54 菅原 明良ザ・ヒルズ 橋口 慎介 新ひだか チャンピオンズファーム 420－ 42：09．47 203．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，684，000円 複勝： 39，970，400円 枠連： 9，707，300円
馬連： 37，767，000円 馬単： 15，564，500円 ワイド： 42，865，600円
3連複： 63，717，800円 3連単： 59，142，800円 計： 299，419，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 150円 � 210円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 390円 �� 630円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 306840 的中 � 68961（1番人気）
複勝票数 計 399704 的中 � 62814（2番人気）� 80757（1番人気）� 42069（4番人気）
枠連票数 計 97073 的中 （4－7） 14095（1番人気）
馬連票数 計 377670 的中 �� 28750（1番人気）
馬単票数 計 155645 的中 �� 6097（1番人気）
ワイド票数 計 428656 的中 �� 29754（2番人気）�� 16893（6番人気）�� 18432（5番人気）
3連複票数 計 637178 的中 ��� 20047（2番人気）
3連単票数 計 591428 的中 ��� 3364（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．4―12．8―12．1―12．6―12．5―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―37．6―50．4―1：02．5―1：15．1―1：27．6―1：40．0―1：52．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

トリオンファルマン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2022．12．4 中京3着

2020．4．11生 牝3鹿 母 ラ ト ナ プ ラ 母母 Bon Jovi Girl 2戦1勝 賞金 7，300，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 プリマウェイ号・ルージュサクシード号



07029 3月18日 小雨 重 （5中京2） 第3日 第5競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走12時05分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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
1：06．2
1：05．8

良
良

36 ソノママソノママ 牝3鹿 54
53 ☆泉谷 楓真幅田 京子氏 奥村 豊 日高 サンバマウン

テンファーム 448 ―1：10．8 39．8�
35 スカプラリオ 牝3鹿 54 田中 健小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 B464－ 21：11．33 6．6�
59 オータムクイーン 牝3鹿 54 菅原 明良ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 41：11．4� 4．0�
24 マルヨクレハ 牝3芦 54 幸 英明野村 春行氏 梅田 智之 新冠 大狩部牧場 490＋ 61：11．61	 56．7�
611 レオプルミエール 牡3栗 56

53 ▲水沼 元輝�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 432 ― 〃 ハナ 234．7�
12 スマイルモネ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 436－ 61：11．7クビ 13．1	

816 エイシンテムジン 牡3鹿 56 松若 風馬平井 克彦氏 今野 貞一 浦河 栄進牧場 472－ 2 〃 ハナ 7．7

715 ラビアンムーン 牝3鹿 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 嘉藤 貴行 浦河 辻 牧場 454＋ 61：11．8
 25．7�
714 メ ル ク ー ア 牝3鹿 54

52 △角田 大河 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 81：11．91 100．8�

510 キセキニャン 牝3栗 54 斎藤 新 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小林 真也 浦河 宮内牧場 428－ 8 〃 ハナ 231．2

23 カ リ ン パ ニ 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 真歌田中牧場 378＋ 21：12．21
 145．2�

713 ハクサンセーブル 牝3黒鹿54 的場 勇人河﨑 五市氏 粕谷 昌央 浦河 中村 雅明 482 ―1：12．3クビ 226．8�
818 ステラヴェスパー 牝3青鹿54 �島 克駿吉田 照哉氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 430± 01：13．25 5．7�
817 リーゼントミニー 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂三浦 大輔氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 418 ―1：13．83� 48．7�
11 エクレアヒカリ 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和李 柱坤氏 角田 晃一 日高 白井牧場 508＋ 41：14．65 215．3�
612 ヴァラエタル 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太 Viridian Keiba Club 藤原 英昭 新ひだか タイヘイ牧場 408 ―1：15．02� 88．9�
47 ルミノルシファー 牝3栗 54 岩田 康誠尾上 松壽氏 田島 俊明 登別 青藍牧場 402 ―1：15．95 83．0�
48 ライクアフラワー 牡3黒鹿56 菱田 裕二大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 472－161：16．01 3．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，015，400円 複勝： 40，294，600円 枠連： 10，226，200円
馬連： 39，714，000円 馬単： 18，870，900円 ワイド： 47，911，600円
3連複： 65，609，100円 3連単： 68，570，700円 計： 322，212，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，980円 複 勝 � 650円 � 220円 � 170円 枠 連（3－3） 17，720円

馬 連 �� 19，080円 馬 単 �� 57，060円

ワ イ ド �� 4，540円 �� 3，560円 �� 500円

3 連 複 ��� 25，660円 3 連 単 ��� 241，320円

票 数

単勝票数 計 310154 的中 � 6219（8番人気）
複勝票数 計 402946 的中 � 12278（8番人気）� 49317（4番人気）� 77174（2番人気）
枠連票数 計 102262 的中 （3－3） 447（29番人気）
馬連票数 計 397140 的中 �� 1613（35番人気）
馬単票数 計 188709 的中 �� 248（97番人気）
ワイド票数 計 479116 的中 �� 2584（35番人気）�� 3302（27番人気）�� 26861（5番人気）
3連複票数 計 656091 的中 ��� 1917（64番人気）
3連単票数 計 685707 的中 ��� 206（506番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―11．6―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．1―46．7―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソノママソノママ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2020．5．27生 牝3鹿 母 ワイドロスメルタ 母母 シャドウリング 1戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 ハクサンセーブル号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァラエタル号・ルミノルシファー号・ライクアフラワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和5年4月18日まで平地競走に出走できない。
エクレアヒカリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年5月18日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノサクセス号・シャイニーヤマト号・ベルビューポイント号

07030 3月18日 小雨 不良 （5中京2） 第3日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時35分 （ダート・左）

牝；負担重量は，56�
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
1：47．6
1：47．6

重
重

22 ア レ マ ー ナ 牝4鹿 56
55 ☆角田 大和 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B484＋ 21：51．6 20．1�

11 ドゥライトアルディ 牝4鹿 56 岩田 望来安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B488－10 〃 クビ 3．5�
812 フォーランマリア 牝4鹿 56 菱田 裕二 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 416＋ 41：51．81 13．8�
56 バ レ ス ト ラ 牝4黒鹿 56

52 ★古川 奈穂 XIAOジャパン 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 472－ 21：51．9� 6．8�
79 � ミスカイウラニ 牝5鹿 56

52 ★永島まなみ諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456± 01：52．43 7．1�
55 サンマルソムニア 牝4鹿 56

55 ☆秋山 稔樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 440－10 〃 ハナ 141．9	
67 ラ ピ ド ゥ ス 牝4鹿 56 �島 克駿�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 492± 01：52．5	 7．9

33 ジョイフルダンサー 牝5鹿 56 亀田 温心大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 8 〃 クビ 9．5�
68 フォンメイリー 牝4栗 56

53 ▲川端 海翼 �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 B462± 01：52．81	 35．4

44 グッドインパクト 牝5鹿 56
53 ▲鷲頭 虎太杉立健次郎氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：53．11	 93．0�

710 タマモタップダンス 牝4栗 56
53 ▲佐々木大輔タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 490－ 41：53．31
 4．3�

811 マリーナドンナ 牝4鹿 56 斎藤 新 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B450－ 81：55．9大差 19．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，304，100円 複勝： 36，091，600円 枠連： 7，351，100円
馬連： 37，025，000円 馬単： 15，230，900円 ワイド： 42，394，900円
3連複： 58，772，300円 3連単： 62，974，000円 計： 288，143，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 510円 � 190円 � 340円 枠 連（1－2） 2，870円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 3，160円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 75，340円

票 数

単勝票数 計 283041 的中 � 11236（9番人気）
複勝票数 計 360916 的中 � 15825（8番人気）� 62116（1番人気）� 25504（7番人気）
枠連票数 計 73511 的中 （1－2） 1980（16番人気）
馬連票数 計 370250 的中 �� 10115（12番人気）
馬単票数 計 152309 的中 �� 1665（37番人気）
ワイド票数 計 423949 的中 �� 8715（19番人気）�� 3360（33番人気）�� 10149（16番人気）
3連複票数 計 587723 的中 ��� 4292（42番人気）
3連単票数 計 629740 的中 ��� 606（306番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―37．1―50．1―1：01．9―1：14．4―1：27．5―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―3F37．2
1
3
8－3，10（2，7）6，1，11－（4，12）9，5
8（3，11）7（2，10，1）（6，12）（4，9，5）

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

勝馬の
紹 介

ア レ マ ー ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．8．15 小倉7着

2019．4．5生 牝4鹿 母 フロアクラフト 母母 リッチダンサー 15戦2勝 賞金 24，070，000円
〔3走成績による出走制限〕 マリーナドンナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月18日まで平地競走に出走できな

い。



07031 3月18日 小雨 不良 （5中京2） 第3日 第7競走 ��1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・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
1：54．7
1：53．7

重
不良

22 インテンスフレイム 牡5黒鹿58 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522－ 41：57．4 2．2�

77 シ ャ ン バ ラ 牡4黒鹿58 武 豊�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506－ 41：57．71� 2．4�

810 アーバンデザイン 牡4栗 58 坂井 瑠星 �社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B512－ 61：58．34 7．3�
33 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 504－ 61：58．4クビ 50．0�
11 レ イ メ イ 牡4鹿 58

54 ★古川 奈穂岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 480＋101：58．61� 54．6	

89 ウインアラジン 牡4栗 58
57 ☆角田 大和�ウイン 寺島 良 新ひだか 桜井牧場 490－10 〃 クビ 7．6


44 セイウンガレオン 牡4黒鹿 58
54 ★永島まなみ西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 534＋ 41：58．7� 41．5�

55 サパテアール 牡4青鹿58 幸 英明 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B518± 01：59．01� 34．7�
78 エコロカナワン 牡5鹿 58 菅原 明良原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B496－141：59．32 23．9
66 リュウセイグン 牡5栗 58 菱田 裕二二口 雅一氏 堀内 岳志 浦河 坂本 晴美 520－ 61：59．72� 151．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，762，100円 複勝： 43，824，300円 枠連： 5，761，700円
馬連： 35，207，500円 馬単： 17，935，900円 ワイド： 32，899，000円
3連複： 49，788，300円 3連単： 86，714，700円 計： 302，893，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（2－7） 220円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 120円 �� 240円 �� 230円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，510円

票 数

単勝票数 計 307621 的中 � 107082（1番人気）
複勝票数 計 438243 的中 � 101068（2番人気）� 193089（1番人気）� 42272（3番人気）
枠連票数 計 57617 的中 （2－7） 19992（1番人気）
馬連票数 計 352075 的中 �� 124738（1番人気）
馬単票数 計 179359 的中 �� 29577（1番人気）
ワイド票数 計 328990 的中 �� 99457（1番人気）�� 27396（3番人気）�� 27981（2番人気）
3連複票数 計 497883 的中 ��� 93712（1番人気）
3連単票数 計 867147 的中 ��� 41616（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．9―13．3―12．4―12．8―12．2―12．3―11．7―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．3―30．2―43．5―55．9―1：08．7―1：20．9―1：33．2―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インテンスフレイム �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Dubawi デビュー 2020．6．20 阪神3着

2018．2．19生 牡5黒鹿 母 ティップトップ 母母 ア ド ニ ー タ 28戦2勝 賞金 54，268，000円

07032 3月18日 曇 重 （5中京2） 第3日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走13時40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
1：19．2
1：19．0

良
良

817 メイショウソラフネ 牡4黒鹿 58
56 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 444± 01：22．4 7．6�

11 ナ バ ロ ン 牡4鹿 58 荻野 極�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 B498＋ 41：23．14 12．9�
47 アスクオンディープ �4黒鹿 58

57 ☆角田 大和廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 490＋ 2 〃 ハナ 17．0�
713 フローレンスハニー 牝4芦 56 亀田 温心 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 432＋101：23．31	 14．1�
48 ヴェールアンレーヴ 牝4鹿 56 武 豊 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 448－ 21：23．4
 4．2	
23 アドマイヤアリエル 牝6鹿 56

53 ▲小林 勝太近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458－101：23．82
 103．8

612� デヴィルズマーブル �4鹿 58 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 476－ 81：23．9
 7．9�
59 サザンステート 牡4黒鹿58 幸 英明窪田 芳郎氏 上原 佑紀 平取 坂東牧場 476＋ 8 〃 ハナ 51．7�
35 � スタニングスター 牝4鹿 56 坂井 瑠星 �社台レースホース田村 康仁 英 Teruya

Yoshida 440－101：24．0
 39．8
24 ド リ ア ー ド 牝5青鹿 56

52 ★永島まなみ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476－ 41：24．21
 6．4�

611 パ ノ テ ィ ア 牡5黒鹿58 丸山 元気野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534＋ 2 〃 アタマ 20．4�

816� デンジャーマン 牡5鹿 58 島 良太浦野 和由氏 高橋 康之 日高 白瀬 盛雄 424－ 6 〃 ハナ 410．7�
714 サトノレギオン 牡4芦 58 菅原 明良里見 治氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 502＋ 4 〃 ハナ 6．2�
12 カ ッ コ ヨ カ 牡4鹿 58

56 ◇藤田菜七子西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 476＋161：24．62
 154．7�
715 ジャンカルド �5鹿 58 富田 暁 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 アタマ 49．1�
36 シ タ ン 牝4黒鹿56 岩田 康誠 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 416＋101：24．7
 15．4�
818 ミッキーハロー 牝5鹿 56 北村 友一野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 462＋101：25．76 31．6�
510� ステラレギア 牝4青鹿 56

53 ▲佐々木大輔 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 根本 康広 日高 アイズスタッド株式会社 408－ 61：26．12
 243．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，838，100円 複勝： 53，954，900円 枠連： 13，063，200円
馬連： 51，557，900円 馬単： 19，824，000円 ワイド： 59，161，500円
3連複： 92，284，100円 3連単： 84，513，800円 計： 412，197，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 260円 � 400円 � 560円 枠 連（1－8） 3，440円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 8，800円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，810円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 21，790円 3 連 単 ��� 116，930円

票 数

単勝票数 計 378381 的中 � 39779（4番人気）
複勝票数 計 539549 的中 � 60789（3番人気）� 34275（8番人気）� 23210（9番人気）
枠連票数 計 130632 的中 （1－8） 2937（17番人気）
馬連票数 計 515579 的中 �� 9283（16番人気）
馬単票数 計 198240 的中 �� 1688（29番人気）
ワイド票数 計 591615 的中 �� 11137（13番人気）�� 8433（20番人気）�� 5359（41番人気）
3連複票数 計 922841 的中 ��� 3175（83番人気）
3連単票数 計 845138 的中 ��� 524（427番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．0―11．7―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―46．8―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラフネ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．1．23 中京5着

2019．5．27生 牡4黒鹿 母 メイショウデイム 母母 メイショウカガヤキ 9戦2勝 賞金 22，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕ミッキーハロー号・ステラレギア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月18日

まで平地競走に出走できない。



07033 3月18日 曇 不良 （5中京2） 第3日 第9競走 ��
��1，800�

や と み

弥 富 特 別
発走14時15分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス，R4．3．19以降R5．3．12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 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

36 ラ ル フ 牡5栗 56 武 豊�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 500＋ 61：50．2 23．9�
59 タイセイエピソード 牡4栗 55 松若 風馬田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 476＋ 21：50．3� 11．1�
47 � フランスゴデイナ 牡5栗 56 岩田 望来稻井田有司氏 森 秀行 米

Betz, Kidder, B
& K Canetti &
Jim Betz

492＋ 21：50．4クビ 5．8�
816 アイスヴィスタ 牝6芦 52 角田 大河村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 482－ 21：50．82� 123．5�
611 アースライザー 	6栗 54 岩田 康誠 �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 B486± 0 〃 ハナ 43．1�
713 ミエノナイスガイ 牡4鹿 54 菅原 明良里見美惠子氏 上原 佑紀 浦河 谷川牧場 B470－ 2 〃 クビ 212．1	
12 ヴィンテージボンド 牡4黒鹿57 幸 英明 
サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 492± 01：51．01
 2．1�
48 ミッションレール 牡5鹿 55 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 480± 0 〃 ハナ 35．8�
11 シュルレアリスト 牡5鹿 54 �島 克駿�G1レーシング 中村 直也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 61：51．42� 77．3
510 ロジカルガール 牝7栗 52 秋山 稔樹平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：51．5� 435．1�
24 マイネルレンカ 牡9黒鹿54 菱田 裕二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 470± 01：51．6� 349．6�
23 � マ ジ ッ ク 牡5黒鹿56 亀田 温心 �カナヤマホール

ディングス 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 504－ 41：51．7 15．7�
815 シゲルバクハツ 牡5栗 58 秋山真一郎森中 啓子氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 504－ 81：51．8クビ 7．8�
35 � ブーケドフルール 牝5青鹿52 佐々木大輔村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 420－ 81：52．12 496．2�
714� メリディアン 牝6鹿 51 泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム B442＋ 21：52．41 107．7�
612 カネトシブルーム 牡4芦 57 国分 優作兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 510－ 21：53．67 5．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，875，800円 複勝： 62，548，100円 枠連： 10，822，600円
馬連： 60，870，800円 馬単： 28，251，600円 ワイド： 64，014，800円
3連複： 91，331，000円 3連単： 109，638，800円 計： 477，353，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 570円 � 290円 � 260円 枠 連（3－5） 10，110円

馬 連 �� 9，760円 馬 単 �� 24，720円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 1，550円 �� 770円

3 連 複 ��� 14，150円 3 連 単 ��� 177，420円

票 数

単勝票数 計 498758 的中 � 16660（7番人気）
複勝票数 計 625481 的中 � 25753（7番人気）� 58418（5番人気）� 67525（4番人気）
枠連票数 計 108226 的中 （3－5） 829（27番人気）
馬連票数 計 608708 的中 �� 4830（26番人気）
馬単票数 計 282516 的中 �� 857（56番人気）
ワイド票数 計 640148 的中 �� 7133（23番人気）�� 10499（17番人気）�� 22295（9番人気）
3連複票数 計 913310 的中 ��� 4838（47番人気）
3連単票数 計1096388 的中 ��� 448（448番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．6―12．5―12．4―12．4―12．2―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―36．0―48．5―1：00．9―1：13．3―1：25．5―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3
・（2，6）16（4，7）8，12，3（9，11）14，1，10（5，13）15・（2，6）（16，7）（4，8，9，12）（3，14）（11，1）（5，10）13－15

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

勝馬の
紹 介

ラ ル フ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2020．8．22 小倉8着

2018．3．17生 牡5栗 母 ロサモスカータ 母母 ローザロバータ 23戦3勝 賞金 59，123，000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 リファインドマナー号
（非抽選馬） 3頭 トレデマンド号・メイショウフォイル号・レオカクテル号

07034 3月18日 曇 重 （5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14時50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，56�

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

710 アヴェラーレ 牝5鹿 56 菅原 明良 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450± 01：37．2 4．9�
44 メイショウホシアイ 牝5栗 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 486± 01：37．3� 7．8�
22 ドロップオブライト 牝4黒鹿56 幸 英明岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 442－ 2 〃 アタマ 24．3�
67 ブライトオンベイス 牝4鹿 56 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか 岡田牧場 438＋ 2 〃 アタマ 35．7�
11 	 サマートゥリスト 牝5黒鹿56 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Godolphin 474＋ 21：37．72� 2．9	
68 シ ャ ン ブ ル 牝5青鹿56 角田 大河 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 484－ 61：37．91� 29．3

812 ノワールドゥジェ 牝5青 56 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：38．0クビ 11．1�
33 シュアーヴアリア 牝5黒鹿56 岩田 康誠ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B484－ 8 〃 クビ 69．0�
55 パーソナルハイ 牝4鹿 56 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 470－ 6 〃 アタマ 9．4
56 クロスマジェスティ 牝4鹿 56 柴田 善臣辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 480＋ 21：38．21 72．5�
811 タガノパッション 牝5鹿 56 武 豊八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 4 〃 クビ 4．9�
79 アルーリングウェイ 牝4黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：38．51
 18．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 52，239，200円 複勝： 60，830，500円 枠連： 13，847，700円
馬連： 73，710，600円 馬単： 30，004，500円 ワイド： 68，797，500円
3連複： 111，045，000円 3連単： 129，727，900円 計： 540，202，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 290円 � 460円 枠 連（4－7） 2，260円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，890円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 14，300円 3 連 単 ��� 69，870円

票 数

単勝票数 計 522392 的中 � 85175（2番人気）
複勝票数 計 608305 的中 � 101775（3番人気）� 51917（5番人気）� 29318（7番人気）
枠連票数 計 138477 的中 （4－7） 4729（8番人気）
馬連票数 計 737106 的中 �� 20600（9番人気）
馬単票数 計 300045 的中 �� 4364（21番人気）
ワイド票数 計 687975 的中 �� 20808（10番人気）�� 9242（21番人気）�� 8156（23番人気）
3連複票数 計1110450 的中 ��� 5824（51番人気）
3連単票数 計1297279 的中 ��� 1346（234番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．0―49．5―1：02．1―1：14．3―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

アヴェラーレ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2020．10．31 東京1着

2018．3．29生 牝5鹿 母 アルビアーノ 母母 Antics 12戦4勝 賞金 73，347，000円



07035 3月18日 曇 重 （5中京2） 第3日 第11競走 ��
��1，400�第37回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

中日スポーツ総局賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

46 タマモブラックタイ 牡3鹿 56 幸 英明タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 524＋ 21：22．6 27．2�
22 カルロヴェローチェ 牡3鹿 56 武 豊大野 照旺氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498－10 〃 ハナ 2．9�
34 サウザンサニー 牡3鹿 56 松若 風馬千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 514＋ 21：23．13 157．1�
610 ミルトクレイモー 牡3鹿 56 	島 克駿永山 勝敏氏 中村 直也 浦河 大北牧場 496－ 41：23．2
 25．2�
69 アームズレイン 牡3鹿 56 北村 友一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 486－ 6 〃 ハナ 87．3�
11 テ ラ ス テ ラ 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 472＋ 21：23．41� 7．3	
45 バ グ ラ ダ ス 牡3鹿 56 菅原 明良
村田牧場 嘉藤 貴行 新冠 村田牧場 480＋ 21：23．5
 5．2�
813 スプレモフレイバー 牡3鹿 56 菱田 裕二尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：23．6クビ 17．5�
57 スーパーアグリ 牡3青鹿56 荻野 極三木 正浩氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458± 01：23．91� 14．7
712 サトノグレイト 牡3鹿 56 角田 大和里見 治氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 492＋ 21：24．0
 82．9�
58  ペースセッティング 牡3鹿 56 岩田 康誠 
シルクレーシング 安田 隆行 英 Northern

Farm 486± 0 〃 クビ 3．1�
711 メリオルヴィータ 牝3栗 54 岩田 望来�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 478＋ 21：24．1
 133．1�
814 ハチメンロッピ 牡3鹿 56 丸山 元気
ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 484－ 21：24．2� 50．2�
33 ウ メ ム ス ビ 牡3黒鹿56 角田 大河 �紀州ほそ川飼料 新谷 功一 日高 奥山牧場 448± 01：25．58 69．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 141，745，200円 複勝： 151，393，800円 枠連： 46，012，000円
馬連： 315，148，800円 馬単： 108，477，300円 ワイド： 267，440，300円
3連複： 605，515，200円 3連単： 662，921，000円 計： 2，298，653，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 620円 � 180円 � 2，420円 枠 連（2－4） 820円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 10，120円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 23，640円 �� 9，350円

3 連 複 ��� 138，870円 3 連 単 ��� 832，950円

票 数

単勝票数 計1417452 的中 � 41670（8番人気）
複勝票数 計1513938 的中 � 56351（8番人気）� 295408（2番人気）� 13045（14番人気）
枠連票数 計 460120 的中 （2－4） 43070（3番人気）
馬連票数 計3151488 的中 �� 68843（14番人気）
馬単票数 計1084773 的中 �� 8037（31番人気）
ワイド票数 計2674403 的中 �� 64223（14番人気）�� 3038（78番人気）�� 7715（56番人気）
3連複票数 計6055152 的中 ��� 3270（188番人気）
3連単票数 計6629210 的中 ��� 577（1012番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．6―11．9―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．8―46．7―58．5―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモブラックタイ �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2022．7．9 小倉1着

2020．4．20生 牡3鹿 母 タマモイヤリング 母母 タマモピアス 7戦3勝 賞金 63，927，000円
〔制裁〕 カルロヴェローチェ号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・1番）

07036 3月18日 曇 不良 （5中京2） 第3日 第12競走 ��
��1，400�4歳以上1勝クラス

発走16時00分 （ダート・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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

24 ダンディジャック 牡4黒鹿 58
55 ▲西塚 洸二�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 496－101：23．6 14．7�

816 イスラグランデ �4鹿 58
54 ★永島まなみ �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋ 21：23．7	 10．2�
611
 キ ン グ ク ー 牡4鹿 58 �島 克駿辻子 依旦氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 502－171：24．33� 8．8�
510 ボブズヤアンクル 牡4鹿 58

56 △角田 大河ゴドルフィン 大久保龍志 英
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

532－101：24．4クビ 2．1�
35 フロスティクォーツ 牡5黒鹿 58

55 ▲水沼 元輝ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 480＋ 6 〃 クビ 56．3	
714 ニシノフウジン 牡4鹿 58 菅原 明良西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 474－ 41：24．82� 43．3

48  ビートエモーション �4芦 58 岩田 望来長谷川祐司氏 斉藤 崇史 米 Scott Dilworth &

Evan Dilworth B502－ 61：25．22 25．0�
815 オ リ 牡4鹿 58 菱田 裕二 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 490＋ 21：25．41� 13．4�
47 
 キュールエライジン 牡5青鹿58 富田 暁岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 B534＋201：25．5クビ 83．9
11  キトゥンズワルツ 牝5黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 茶木 太樹 米 Shadai Cor-

poration 470－ 21：25．81� 115．4�
713 カールスモーキー 牡4黒鹿58 坂井 瑠星中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 490－ 41：26．11	 5．3�
23 
 サーストンシカゴ �6栗 58 的場 勇人齊藤 宣彰氏 的場 均 新ひだか 岡田牧場 504＋ 2 〃 クビ 222．1�
12 ベ ル カ ノ ア 牝4栗 56

53 ▲佐々木大輔子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 B462＋ 21：26．2クビ 11．4�
36  メリーセンス 牡4鹿 58

57 ☆松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley
Farm 508± 01：26．3� 62．6�

612
 キーフェイス 牝7鹿 56
55 ☆秋山 稔樹中島 俊房氏 伊藤 伸一 新冠 中本牧場 450＋ 61：26．51� 361．4�

59 
 サンライズジョワ 牡4青鹿58 松若 風馬�ライフハウス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 460－121：26．61 27．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，646，800円 複勝： 59，022，700円 枠連： 18，057，600円
馬連： 79，729，000円 馬単： 33，419，700円 ワイド： 81，530，000円
3連複： 134，721，800円 3連単： 144，422，500円 計： 601，550，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 370円 � 390円 � 290円 枠 連（2－8） 4，170円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 15，410円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，550円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 19，120円 3 連 単 ��� 136，870円

票 数

単勝票数 計 506468 的中 � 27431（7番人気）
複勝票数 計 590227 的中 � 41488（5番人気）� 38670（6番人気）� 57085（4番人気）
枠連票数 計 180576 的中 （2－8） 3354（15番人気）
馬連票数 計 797290 的中 �� 9769（22番人気）
馬単票数 計 334197 的中 �� 1626（53番人気）
ワイド票数 計 815300 的中 �� 10602（22番人気）�� 13622（15番人気）�� 10356（23番人気）
3連複票数 計1347218 的中 ��� 5282（60番人気）
3連単票数 計1444225 的中 ��� 765（400番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．6―46．5―59．1―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンディジャック �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 バトルプラン デビュー 2021．7．25 新潟3着

2019．4．21生 牡4黒鹿 母 ケイティクロス 母母 ヴィヴィアン 18戦2勝 賞金 22，610，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（5中京2）第3日 3月18日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 178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

253，690，000円
36，350，000円
1，750，000円
33，570，000円
79，780，000円
5，133，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
536，796，600円
703，122，400円
155，352，100円
828，959，200円
341，157，900円
811，554，600円
1，435，980，100円
1，602，505，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，415，428，000円

総入場人員 6，753名 （有料入場人員 6，413名）
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