
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

07037 3月19日 晴 重 （5中京2） 第4日 第1競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．4

重
不良

59 メイショウピース 牝3黒鹿54 秋山真一郎松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 464－ 41：11．8 5．6�
36 クリーデンス 牝3芦 54

51 ▲佐々木大輔橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 484± 01：11．9� 2．3�
510 ゼットカレン 牝3黒鹿54 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：12．22 3．2�
47 アンジュール 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二伊東 純一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 408－101：12．31 16．7�
23 シャインジュエリー 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470－ 61：13．47 6．0	
48 ア ム レ ー ト 牝3黒鹿54 斎藤 新阿部東亜子氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 416－ 21：13．5クビ 358．5

24 ミスファイト 牝3鹿 54 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 454± 0 〃 アタマ 192．9�
816 テイエムサンローズ 牝3栗 54 田中 健竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 村下 明博 454－ 2 〃 クビ 70．1�
11 アグリモニー 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔ORTEGA 水野 貴広 新冠 株式会社
安達牧場 424＋ 2 〃 アタマ 305．3�

714 スミレブーケ 牝3鹿 54
51 ▲川端 海翼林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 424＋ 41：13．7� 54．3�

815 ペイシャキネマ 牝3栗 54
53 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 404－12 〃 クビ 216．8�

35 カロッテフリオーソ 牝3黒鹿54 幸 英明飯田総一郎氏 大根田裕之 日高 カロッテファーム 404 ―1：13．8� 79．6�
713 ハイグッドシャイン 牝3青鹿54 和田 翼服部雄一朗氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 474 ―1：14．33 199．1�
612 フェアムーン 牝3栗 54

53 ☆松本 大輝今中 俊平氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 430－ 61：14．4� 95．8�
611 ザ ゴ ー ト 牝3栗 54 �島 克駿深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 新井 昭二 448± 01：14．72 26．5�
12 タマモマイホーム 牝3芦 54 太宰 啓介タマモ 高橋 亮 新ひだか 岡田牧場 440 ―1：16．18 92．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，322，100円 複勝： 42，046，500円 枠連： 11，613，700円
馬連： 41，891，100円 馬単： 21，210，900円 ワイド： 43，721，700円
3連複： 71，617，000円 3連単： 82，381，400円 計： 342，804，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（3－5） 210円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 240円 �� 290円 �� 170円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 4，310円

票 数

単勝票数 計 283221 的中 � 39935（3番人気）
複勝票数 計 420465 的中 � 72879（3番人気）� 126710（1番人気）� 85213（2番人気）
枠連票数 計 116137 的中 （3－5） 42705（1番人気）
馬連票数 計 418911 的中 �� 55030（2番人気）
馬単票数 計 212109 的中 �� 10781（6番人気）
ワイド票数 計 437217 的中 �� 43206（2番人気）�� 34146（3番人気）�� 77470（1番人気）
3連複票数 計 716170 的中 ��� 90843（2番人気）
3連単票数 計 823814 的中 ��� 13837（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．9―35．9―48．2―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウピース �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Hurricane Run デビュー 2022．12．4 阪神3着

2020．2．24生 牝3黒鹿 母 メイショウアリア 母母 Dyna Flyer 2戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモマイホーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月19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〕 ペイシャキネマ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5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 スターオブデイズ号・ミオファースト号・ミンクス号・ラピッドベル号

07038 3月19日 晴 重 （5中京2） 第4日 第2競走 ��1，900�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 5，500，000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
1：54．7
1：53．7

重
不良

710 ディープリボーン 牡3鹿 56 古川 吉洋深見 敏男氏 四位 洋文 浦河 �川フアーム B454± 01：59．2 3．8�
33 モズバンディット 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ �キャピタル・システム 中尾 秀正 日高 株式会社
幾千世牧場 446－ 61：59．51� 10．0�

45 タイキクラージュ 牡3鹿 56 �島 克駿�大樹ファーム 谷 潔 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 460－ 61：59．6� 2．6�

56 バブルアップハート 牡3栗 56 幸 英明 �京都ホースレーシング 高橋 康之 新ひだか 織田 正敏 552＋ 81：59．91� 6．7�
813 フミヤングフェイス 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝 STレーシング 新谷 功一 日高 ナカノファーム 498－ 8 〃 クビ 10．6	
68 バンクサイド 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム B516－ 22：00．0クビ 9．5

812 ディヴァーザウェイ 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B532－ 42：00．74 142．5�
57 テーオーマルサス 牡3栗 56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 B478－ 22：00．9� 119．0�
69 アストロアイガー 牡3鹿 56 吉田 隼人畑佐 博氏 中舘 英二 新冠 細川農場 520＋ 8 〃 同着 17．4
11 エクセルウェッジ 牡3芦 56

55 ☆秋山 稔樹谷川 正純氏 武市 康男 新冠 山岡ファーム 502＋ 42：02．28 316．6�
711 テングクラブ 牡3黒鹿 56

55 ☆角田 大和寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 村上 欽哉 498 ― 〃 クビ 15．1�
22 ディーノカヨウ 牝3青鹿54 菅原 隆一坂本 守孝氏 鈴木慎太郎 厚真 阿部 栄乃進 472－ 82：04．1大差 655．3�
44 フィーバーピッチ 牡3鹿 56 富田 暁 �サンデーレーシング 小林 真也 安平 ノーザンファーム B500－ 82：04．73� 51．2�
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売 得 金
単勝： 24，738，500円 複勝： 35，201，000円 枠連： 5，444，900円
馬連： 34，561，400円 馬単： 16，113，200円 ワイド： 33，103，900円
3連複： 55，330，700円 3連単： 63，627，500円 計： 268，121，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 210円 � 130円 枠 連（3－7） 1，480円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 720円 �� 300円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 8，730円

票 数

単勝票数 計 247385 的中 � 51260（2番人気）
複勝票数 計 352010 的中 � 48854（3番人気）� 34770（4番人気）� 88227（1番人気）
枠連票数 計 54449 的中 （3－7） 2850（8番人気）
馬連票数 計 345614 的中 �� 14353（8番人気）
馬単票数 計 161132 的中 �� 3946（12番人気）
ワイド票数 計 331039 的中 �� 10787（11番人気）�� 30111（2番人気）�� 21654（4番人気）
3連複票数 計 553307 的中 ��� 25527（3番人気）
3連単票数 計 636275 的中 ��� 5279（15番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―11．6―13．2―13．2―12．2―12．2―12．8―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．6―30．2―43．4―56．6―1：08．8―1：21．0―1：33．8―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディープリボーン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．11．26 阪神5着

2020．5．12生 牡3鹿 母 メイショウアリス 母母 コ ッ コ レ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィーバーピッチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月19日まで平地競

走に出走できない。

第２回 中京競馬 第４日



07039 3月19日 晴 重 （5中京2） 第4日 第3競走 ��
��1，400�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 5，500，000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

713 ユイノイチゲキ 牡3栗 56 吉田 隼人由井健太郎氏 深山 雅史 日高 中館牧場 502－101：24．6 4．9�
24 サンヴェリー 牡3鹿 56 杉原 誠人ホースアディクト辻 哲英 浦河 高昭牧場 460－ 41：24．71 3．2�
612� ワインワインレッド 牡3栗 56 松若 風馬藤田 晋氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc & Stretch
Run Ventures, LLC

B506－ 6 〃 クビ 17．6�
815� サ ブ エ ガ 牡3栗 56

52 ★永島まなみ青芝商事� 池江 泰寿 米 Aoshiba
Shouji Inc. 488－ 61：24．8クビ 16．8�

36 ドウダンミッチー 牡3栗 56 �島 克駿茂木 国久氏 武市 康男 浦河 大道牧場 450－16 〃 クビ 3．8�
11 � ザングウィル 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 大竹 正博 愛 J. Lenihan 506－ 41：24．9クビ 5．4	
48 � デ イ タ ム 牡3鹿 56 富田 暁ゴドルフィン 鹿戸 雄一 仏

S.C.E.A. Team
Hogdala
France et al

498－ 21：25．11	 16．4

510 テーオーマツカゼ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹大橋 利幸氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 464－101：25．73	 217．4�
12 メイショウミチロク 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 490± 01：26．02 136．1�
47 グ ン グ ニ ル 牡3栗 56

53 ▲西塚 洸二松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 乾 皆雄 462＋ 41：26．1クビ 66．0
35 ダンシングラブリー 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 484－ 21：26．63	 169．1�
714 ガ ウ ロ ン 牡3鹿 56 幸 英明村田 博司氏 大根田裕之 新冠 松浦牧場 530 ―1：26．7	 62．5�
59 ミヤコノティアラ 牝3鹿 54 古川 吉洋吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 442－ 81：27．02 284．8�
816 ワンダーフルーリ 牝3栗 54 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 浦河 グラストレーニ

ングセンター 436－ 81：27．53 364．2�
611� ジャスパーワールド 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Breeze
Easy, LLC 512 ―1：27．6クビ 15．9�

23 � ミアパシオーネ 牝3鹿 54 斎藤 新�ラ・メール 安田 隆行 愛 La Mere
Co. Ltd 440 ―1：28．13 210．9�
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売 得 金
単勝： 32，646，600円 複勝： 43，375，400円 枠連： 9，095，600円
馬連： 44，607，100円 馬単： 19，986，300円 ワイド： 44，662，900円
3連複： 74，252，500円 3連単： 72，313，000円 計： 340，939，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 130円 � 380円 枠 連（2－7） 810円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，280円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 21，140円

票 数

単勝票数 計 326466 的中 � 52444（3番人気）
複勝票数 計 433754 的中 � 61279（3番人気）� 108099（1番人気）� 21324（7番人気）
枠連票数 計 90956 的中 （2－7） 8674（2番人気）
馬連票数 計 446071 的中 �� 39778（2番人気）
馬単票数 計 199863 的中 �� 11158（3番人気）
ワイド票数 計 446629 的中 �� 28651（3番人気）�� 8551（19番人気）�� 9045（17番人気）
3連複票数 計 742525 的中 ��� 10858（14番人気）
3連単票数 計 723130 的中 ��� 2479（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．6―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユイノイチゲキ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2023．2．19 東京5着

2020．2．18生 牡3栗 母 ディクシーゴールド 母母 ディクシージャズ 2戦1勝 賞金 6，120，000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。
（非抽選馬） 4頭 ジュレーヴ号・バンブトンプロ号・ヘイワ号・ホウショウラスティ号

07040 3月19日 晴 重 （5中京2） 第4日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時20分 （ダート・左）

若手騎手；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

813 ネ イ ロ ン 牡3芦 56
55 ☆角田 大和西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 480－ 21：52．4 2．2�

712 タイガースパーク 牡3青鹿 56
55 ☆泉谷 楓真伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 448＋ 21：52．82� 3．9�

610 ダノンワンナップ 牡3鹿 56 斎藤 新�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 B468－ 21：53．11� 12．1�
711 ビービーグラーテス 牡3栗 56

52 ★河原田菜々�坂東牧場 加用 正 日高 ファーミングヤナキタ 480＋ 21：53．52� 7．1�
58 ホウショウマーニ 牝3芦 54 団野 大成芳賀美知子氏 河内 洋 様似 清水スタッド 492－ 61：54．24 25．8	
11 スパーキングブルー 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 484－ 81：54．83� 238．3


34 ヒロピアーナ 牡3鹿 56 富田 暁石川 博氏 川村 禎彦 新冠 三村 卓也 510＋ 21：54．9クビ 84．5�
814 メイショウスイケイ 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 谷岡スタット 436－ 61：55．43 558．9�
46 フェルドランス 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 464－ 61：55．93 5．4
57 ローマンシアター 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太飯田 良枝氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 468－ 61：56．32� 26．4�
69 ヘニーイクシード 牡3栗 56

53 ▲水沼 元輝大塚 亮一氏 田村 康仁 洞�湖 レイクヴィラファーム 470－ 81：57．15 374．3�
22 テクノダイヤモンド 牡3栗 56

55 ☆松本 大輝西村 健氏 新谷 功一 新ひだか 静内フアーム 526 ―1：57．84 91．1�
33 クリノミスゴールド 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 434－ 61：59．39 402．8�
45 ソルデベラーノ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 474 ―2：00．25 32．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，020，500円 複勝： 42，772，000円 枠連： 10，015，800円
馬連： 37，004，400円 馬単： 19，751，700円 ワイド： 36，370，000円
3連複： 59，779，500円 3連単： 80，655，400円 計： 317，369，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 410円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計 310205 的中 � 111911（1番人気）
複勝票数 計 427720 的中 � 196715（1番人気）� 70585（2番人気）� 22481（5番人気）
枠連票数 計 100158 的中 （7－8） 35803（1番人気）
馬連票数 計 370044 的中 �� 104896（1番人気）
馬単票数 計 197517 的中 �� 32813（1番人気）
ワイド票数 計 363700 的中 �� 84103（1番人気）�� 19105（5番人気）�� 10461（9番人気）
3連複票数 計 597795 的中 ��� 42066（3番人気）
3連単票数 計 806554 的中 ��� 18335（6番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―13．2―12．8―12．6―12．0―11．9―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―38．0―50．8―1：03．4―1：15．4―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ イ ロ ン �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．10．16 阪神5着

2020．2．14生 牡3芦 母 グレースドゥモナコ 母母 サワノパルファン 7戦1勝 賞金 10，630，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テクノダイヤモンド号・クリノミスゴールド号・ソルデベラーノ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和5年4月19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〕 クリノミスゴールド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月19日まで平地競走に出走で

きない。



07041 3月19日 晴 稍重 （5中京2） 第4日 第5競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時10分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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

611 リビアングラス 牡3青 56 �島 克駿�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 496－102：03．5 3．7�

24 ディープマインド 牡3栗 56 古川 吉洋深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 2 〃 ハナ 12．2�
35 ハイランドリンクス 牝3黒鹿54 藤岡 康太吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 462± 02：03．6クビ 7．8�
12 アイヲヨブテーラー 牝3青鹿54 幸 英明中西 浩一氏 河内 洋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 470－ 4 〃 ハナ 4．5�
48 ロスティチェーレ 牝3鹿 54 斎藤 新 �社台レースホース松下 武士 千歳 社台ファーム 466 ―2：03．81� 4．8	
47 コステロアスール 牡3黒鹿56 菱田 裕二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 452＋ 22：03．9クビ 29．1

23 コスモフランメ 牝3鹿 54 団野 大成 �ビッグレッドファーム 宮 徹 安平 ノーザンファーム 440－ 62：04．11� 92．0�
714 ヤマニンドナティ 牡3栗 56

55 ☆角田 大和土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 542 ―2：04．2� 96．8�
11 パ ン タ ソ ス 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：04．31 137．3
816 ウインエリタージュ 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 382－ 62：04．4クビ 165．8�
510 タイセイフェリーク 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ田中 成奉氏 田中 克典 安平 ノーザンファーム 416－182：04．5	 17．0�
612 ホワイトキャンバス 牡3芦 56

55 ☆秋山 稔樹�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ
ファーム 478－10 〃 クビ 232．5�

715 ハクサンビーナス 牝3鹿 54 富田 暁河﨑 五市氏 寺島 良 新ひだか 三木田牧場 436－ 2 〃 アタマ 7．0�
713 グラシリスティラ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 438± 02：05．03 26．2�
59 ウイングランブルー 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 452－122：05．95 44．0�
36 ド ラ イ チ 牡3鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太藤沼 利夫氏 大根田裕之 浦河 大道牧場 548－102：07．28 264．7�
817 カブキチョウ 牡3栗 56 横山 典弘宮田 直也氏 浜田多実雄 新ひだか ヒサイファーム 456－10 〃 アタマ 106．1�
818 ハギノセフィーラ 牝3黒鹿54 松若 風馬安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 420 ―2：07．62� 306．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，023，600円 複勝： 52，517，600円 枠連： 10，500，300円
馬連： 51，175，300円 馬単： 22，081，800円 ワイド： 58，674，200円
3連複： 87，482，800円 3連単： 86，758，400円 計： 407，214，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 360円 � 230円 枠 連（2－6） 3，220円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 540円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 8，980円 3 連 単 ��� 51，640円

票 数

単勝票数 計 380236 的中 � 80954（1番人気）
複勝票数 計 525176 的中 � 94268（2番人気）� 32452（6番人気）� 56925（5番人気）
枠連票数 計 105003 的中 （2－6） 2521（17番人気）
馬連票数 計 511753 的中 �� 10135（13番人気）
馬単票数 計 220818 的中 �� 2298（26番人気）
ワイド票数 計 586742 的中 �� 10541（18番人気）�� 29514（3番人気）�� 10085（19番人気）
3連複票数 計 874828 的中 ��� 7305（29番人気）
3連単票数 計 867584 的中 ��� 1218（157番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―13．1―12．5―12．6―12．7―12．3―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．9―49．4―1：02．0―1：14．7―1：27．0―1：39．1―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5
1
3

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

2（5，12）（4，9）17（7，8，15）（3，11）（1，16）10，13，6－14＝18・（2，12）（4，5）（8，11）（7，9）16（15，17）（3，13）（1，10，14）－6＝18
勝馬の
紹 介

リビアングラス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Curlin デビュー 2023．3．11 阪神4着

2020．2．20生 牡3青 母 デ ィ ル ガ 母母 Baghdaria 2戦1勝 賞金 6，330，000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） 3頭 コスモバイオレット号・シャンドゥルン号・フレンドリーサン号

07042 3月19日 晴 稍重 （5中京2） 第4日 第6競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走12時40分 （芝・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
1：32．2
1：30．3

良
良

713 ダノンソフィア 牝4鹿 56
53 ▲佐々木大輔�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 502－ 21：35．8 4．9�

815 インザオベーション 牝4黒鹿56 藤岡 康太フィールドレーシング 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋ 8 〃 クビ 6．1�
35 ニューノーマル 牝4鹿 56 菱田 裕二フィールドレーシング 上原 佑紀 安平 ノーザンファーム 452－ 21：35．9� 15．0�
36 ダイシンビヨンド 牝4鹿 56 松若 風馬大八木信行氏 梅田 智之 日高 中原牧場 452－141：36．0� 4．2�
47 � ロ ゼ ク ラ ン 牝5黒鹿56 秋山真一郎水谷 昌晃氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 450± 0 〃 クビ 8．3�
612 アンジェリーナ 牝4栗 56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 434＋121：36．21 16．7	
816 ショウナンナダル 牝4黒鹿56 吉田 隼人国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 460＋18 〃 クビ 13．8

510 レディズビーク 牝4青鹿56 荻野 極青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：36．62� 29．2�
11 グ ラ ヴ ィ ル 牝5黒鹿56 	島 克駿 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 512＋10 〃 クビ 11．7
59 ナックフローラ 牝4鹿 56

53 ▲水沼 元輝小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 492＋ 41：36．8
 130．2�
12 ルヴァンノワール 牝5鹿 56

53 ▲大久保友雅 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 434－ 41：36．9
 177．5�
23 キトゥンズマーチ 牝5鹿 56

55 ☆角田 大和 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 474＋16 〃 クビ 74．4�

24 フ ラ リ オ ナ 牝5青鹿 56
52 ★永島まなみ大冨 智弘氏 平田 修 千歳 社台ファーム 430＋101：37．0� 19．5�

48 ユヌエトワール 牝6黒鹿56 斎藤 新 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 434＋ 41：37．1� 8．8�
611� ファムスパーブ 牝4黒鹿56 富田 暁�G1レーシング 小林 真也 安平 追分ファーム 444－141：37．2クビ 52．0�
714 メロウヴォイス 牝4鹿 56 幸 英明水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 434－ 21：37．83� 171．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，760，200円 複勝： 42，453，500円 枠連： 9，571，200円
馬連： 42，562，100円 馬単： 16，099，300円 ワイド： 48，404，700円
3連複： 73，861，800円 3連単： 66，951，800円 計： 329，664，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 180円 � 380円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，740円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 7，910円 3 連 単 ��� 36，960円

票 数

単勝票数 計 297602 的中 � 47848（2番人気）
複勝票数 計 424535 的中 � 63044（2番人気）� 66057（1番人気）� 24099（8番人気）
枠連票数 計 95712 的中 （7－8） 8624（2番人気）
馬連票数 計 425621 的中 �� 25663（1番人気）
馬単票数 計 160993 的中 �� 4807（1番人気）
ワイド票数 計 484047 的中 �� 25141（1番人気）�� 6892（24番人気）�� 8310（16番人気）
3連複票数 計 738618 的中 ��� 7001（19番人気）
3連単票数 計 669518 的中 ��� 1313（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．1―48．5―1：00．7―1：12．6―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ダノンソフィア �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．1．30 中京2着

2019．3．8生 牝4鹿 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 9戦2勝 賞金 24，711，000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 イッツユアタイム号



07043 3月19日 晴 重 （5中京2） 第4日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時10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
1：47．6
1：47．6

重
重

77 グーデンドラーク 牡4黒鹿58 �島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 520－141：51．4 4．0�
44 ローズピリオド 牡4黒鹿58 幸 英明 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：52．67 6．4�
22 ジ ル バ ー ン 牡4鹿 58 横山 典弘 �社台レースホース武 英智 千歳 社台ファーム 424± 01：52．81� 11．6�
33 スターザサンライズ 牝4芦 56 斎藤 新�ライフハウス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B438－101：53．01� 34．1�
66 キングロコマイカイ 牡4黒鹿 58

54 ★河原田菜々大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B488－ 21：53．1	 4．2	
89 ウインメイフラワー 牝4栗 56 三浦 皇成�ウイン 梅田 智之 日高 出口牧場 484± 01：53．31� 12．7

810 デ ィ サ イ ド 牡4芦 58 松若 風馬前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478＋ 4 〃 アタマ 2．7�
11 モメントグスタール 
5鹿 58

55 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 472＋ 41：54．04 40．9�
55 � ファイティング 
6栗 58

55 ▲水沼 元輝田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 486－ 41：55．17 185．7
78 キボウノホシ 
4鹿 58

54 ★永島まなみ堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 482－101：55．52� 39．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，089，700円 複勝： 37，539，000円 枠連： 6，199，400円
馬連： 35，071，400円 馬単： 17，687，000円 ワイド： 37，326，300円
3連複： 54，941，200円 3連単： 76，758，600円 計： 295，612，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 200円 � 220円 枠 連（4－7） 1，270円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 490円 �� 860円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 13，610円

票 数

単勝票数 計 300897 的中 � 58712（2番人気）
複勝票数 計 375390 的中 � 49280（4番人気）� 51114（3番人気）� 43982（5番人気）
枠連票数 計 61994 的中 （4－7） 3764（6番人気）
馬連票数 計 350714 的中 �� 21537（5番人気）
馬単票数 計 176870 的中 �� 6650（8番人気）
ワイド票数 計 373263 的中 �� 20392（8番人気）�� 10879（10番人気）�� 9726（12番人気）
3連複票数 計 549412 的中 ��� 11287（13番人気）
3連単票数 計 767586 的中 ��� 4088（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．2―50．0―1：02．4―1：15．0―1：27．4―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4
1
3
10，7（3，5）2，6，4，9，8，1
10，7（3，5，4）6（9，8）－（2，1）

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

勝馬の
紹 介

グーデンドラーク �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．7．18 小倉1着

2019．3．29生 牡4黒鹿 母 ベルスリーブ 母母 バ ー シ ャ 4戦2勝 賞金 15，000，000円

07044 3月19日 晴 稍重 （5中京2） 第4日 第8競走 ��
��2，000�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
1：57．2
1：56．1

良
良

58 テーオーソラネル 牡4黒鹿 58
54 ★河原田菜々小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 496± 02：00．3 4．8�

23 クラシックステップ 牡4鹿 58 団野 大成 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478± 02：00．83 7．9�
713 グルーヴビート 牡5鹿 58 幸 英明 �サンデーレーシング 中村 直也 安平 ノーザンファーム 478－ 82：01．75 25．5�
712 カレンマックナイト 牡4黒鹿58 松若 風馬鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 440＋ 62：01．8� 25．5�
815 ヤマニンループ 牡4鹿 58

54 ★永島まなみ土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 430－ 42：01．91 8．4�
22 ヴィトーリア 牡5黒鹿58 横山 典弘寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 450＋ 42：02．11	 2．7	
47 
 プリティユニバンス 牝6黒鹿56 吉田 隼人亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 ハナ 13．2

814 アルファヒディ 牡4鹿 58 �島 克駿 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋142：02．63 5．8�
610 マイネルヒッツェ 牡5芦 58

57 ☆松本 大輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 22：02．81 32．2

35 
 クリノエルサ 牝5芦 56
55 ☆秋山 稔樹栗本 博晴氏 本間 忍 日高 横井 哲 452－ 22：03．01	 465．2�

59 ダンツエスプリ 牡4栗 58
57 ☆泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 B488－ 22：03．1� 59．8�

11 
 ハイグッドエース 牡4黒鹿58 和田 翼服部 新平氏 大根田裕之 新ひだか へいはた牧場 436－ 92：03．31	 174．1�
46 ロードラプソディ 牡4鹿 58

57 ☆角田 大和 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 496－ 22：04．04 25．6�
34 アスクビギンアゲン 牡4鹿 58 富田 暁廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 548＋ 62：04．2� 72．4�
611 スペシャルトーク 5青鹿58 古川 吉洋ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 460－ 62：05．05 255．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，324，600円 複勝： 50，066，600円 枠連： 12，624，100円
馬連： 46，902，300円 馬単： 19，135，400円 ワイド： 52，974，100円
3連複： 79，622，100円 3連単： 82，550，200円 計： 382，199，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 250円 � 300円 � 460円 枠 連（2－5） 790円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，600円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 16，000円 3 連 単 ��� 62，930円

票 数

単勝票数 計 383246 的中 � 62949（2番人気）
複勝票数 計 500666 的中 � 56834（4番人気）� 44142（5番人気）� 26158（7番人気）
枠連票数 計 126241 的中 （2－5） 12329（4番人気）
馬連票数 計 469023 的中 �� 17255（7番人気）
馬単票数 計 191354 的中 �� 3749（12番人気）
ワイド票数 計 529741 的中 �� 17654（8番人気）�� 5111（32番人気）�� 5945（28番人気）
3連複票数 計 796221 的中 ��� 3730（60番人気）
3連単票数 計 825502 的中 ��� 951（223番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．6―12．9―12．4―12．0―11．8―11．6―11．4―12．2

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―48．9―1：01．3―1：13．3―1：25．1―1：36．7―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
8，10（4，6）3，11，12，7（5，14）－13（2，15）（1，9）
8（10，6）4（3，11）（7，12）（14，15）13（5，2）（1，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テーオーソラネル �
�
父 シルバーステート �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．7．25 新潟10着

2019．4．12生 牡4黒鹿 母 アドマイヤチャーム 母母 アドマイヤキセキ 11戦2勝 賞金 22，842，000円



07045 3月19日 晴 稍重 （5中京2） 第4日 第9競走 ��
��1，600�フローラルウォーク賞

発走14時15分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．2
1：30．3

良
良

11 � テ ィ ニ ア 牡3黒鹿56 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 愛 North Hills
Co. Ltd 496＋101：36．2 4．4�

44 セ フ ィ ロ 牝3栗 54 角田 大和村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 アタマ 11．9�
22 バルサムノート 牡3黒鹿56 吉田 隼人吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 490－ 61：36．3� 2．3�
66 シルヴァーデューク 牡3鹿 56 	島 克駿田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 沖田 博志 460－101：36．4
 3．6�
77 サトノヴィレ 牡3黒鹿56 三浦 皇成里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 496－ 41：36．5クビ 4．8�
88 ムーンスカイ 牡3鹿 56 松本 大輝永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 430－ 41：37．35 145．7�
55 フ ィ レ ッ ト 牝3黒鹿54 藤岡 康太 	ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 470－ 41：38．04 45．1

33 クレイプマートル 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 512－101：38．63
 135．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，526，200円 複勝： 34，538，400円 枠連： 発売なし
馬連： 45，107，400円 馬単： 24，497，100円 ワイド： 33，259，400円
3連複： 56，572，300円 3連単： 139，651，700円 計： 373，152，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 230円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 750円 �� 230円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 11，320円

票 数

単勝票数 計 395262 的中 � 71749（3番人気）
複勝票数 計 345384 的中 � 47470（4番人気）� 23990（5番人気）� 131133（1番人気）
馬連票数 計 451074 的中 �� 12635（9番人気）
馬単票数 計 244971 的中 �� 3755（17番人気）
ワイド票数 計 332594 的中 �� 9740（10番人気）�� 42414（2番人気）�� 23584（6番人気）
3連複票数 計 565723 的中 ��� 32851（6番人気）
3連単票数 計1396517 的中 ��� 8939（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．1―49．4―1：01．7―1：13．4―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

�テ ィ ニ ア 
�
父 Frankel 

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2022．9．10 中京1着

2020．5．2生 牡3黒鹿 母 Follow a Dream 母母 Dream of Summer 4戦2勝 賞金 20，917，000円

07046 3月19日 晴 稍重 （5中京2） 第4日 第10競走 ��1，400�
あ つ た

熱 田 特 別
発走14時50分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，56�
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

810 ヒルノローザンヌ 牝4黒鹿56 吉田 隼人�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 476－ 41：21．9 3．9�
55 レフトゥバーズ 牝5黒鹿56 菱田 裕二池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448－ 21：22．11� 3．6�
89 オードゥメール 牝4鹿 56 団野 大成中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 462－ 4 〃 ハナ 60．2�
11 ドナウエレン 牝5鹿 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B494± 01：22．2� 8．5�
44 ハーツラプソディ 牝5栗 56 藤岡 康太下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 504－ 21：22．3クビ 5．8	
78 エコロデイジー 牝5鹿 56 幸 英明原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 484－ 2 〃 クビ 13．3

33 メイショウハボタン 牝5鹿 56 泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 林 孝輝 478＋161：22．4� 11．6�
66 ステルナティーア 牝4鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446＋101：22．82� 6．6�
77 ラクスバラディー 牝4鹿 56 斎藤 新 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B518＋ 61：23．11� 14．6
22 フォティノース 牝5黒鹿56 松若 風馬 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 22．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 47，794，900円 複勝： 55，260，400円 枠連： 9，675，400円
馬連： 70，636，800円 馬単： 30，615，600円 ワイド： 66，816，100円
3連複： 103，959，500円 3連単： 141，215，200円 計： 525，973，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 940円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，030円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 41，360円

票 数

単勝票数 計 477949 的中 � 96204（2番人気）
複勝票数 計 552604 的中 � 107947（2番人気）� 121566（1番人気）� 9686（10番人気）
枠連票数 計 96754 的中 （5－8） 12228（1番人気）
馬連票数 計 706368 的中 �� 85390（1番人気）
馬単票数 計 306156 的中 �� 16095（2番人気）
ワイド票数 計 668161 的中 �� 72142（1番人気）�� 5121（35番人気）�� 3936（38番人気）
3連複票数 計1039595 的中 ��� 7234（48番人気）
3連単票数 計1412152 的中 ��� 2475（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．4―47．6―58．9―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．3
3 1（6，7）3（4，9）2（8，10）5 4 ・（1，6）（3，7）（4，9）（2，8，10）5

勝馬の
紹 介

ヒルノローザンヌ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Cryptoclearance デビュー 2021．6．12 中京4着

2019．2．4生 牝4黒鹿 母 フィックルベリー 母母 Fickle Friends 17戦3勝 賞金 49，302，000円



07047 3月19日 晴 稍重 （5中京2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�

な ご や じ ょ う

名古屋城ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：57�，牝馬2�減，収得
賞金1，600万円超過馬は超過額600万円毎1�増，�：57�，牝馬2�減，GⅠ競走1着
馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：47．6
1：47．6

重
重

611 ルコルセール 牡5鹿 58 菱田 裕二�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 522－ 81：50．2 12．2�
12 	 ヴァンヤール 牡5栗 58 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 530＋ 2 〃 クビ 9．4�
510 ウェルカムニュース 牡4鹿 58 藤岡 康太吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502－ 61：50．73 5．8�
36 	 ディクテオン 
5黒鹿57 吉田 隼人�G1レーシング 吉岡 辰弥 安平 追分ファーム 500－101：51．01� 16．2�
48 ウィルソンテソーロ 牡4鹿 58 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 リョーケンファー
ム株式会社 484－101：51．1 2．0�

23 オ デ ィ ロ ン 牡4鹿 58 幸 英明橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 490＋ 21：51．3� 17．7	
815 ロードリバーサル 牡7鹿 58 角田 大和 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 2 〃 クビ 145．3

713 タイセイドレフォン 牡4鹿 58 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 508＋101：51．4クビ 8．3�
714 エンデュミオン 牡6黒鹿58 秋山真一郎�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 470＋ 41：51．61 38．6
816� アメリカンフェイス 牡6栗 58 古川 吉洋 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George

Krikorian 516－ 61：51．8� 135．0�
612 ペルセウスシチー 牡6黒鹿58 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B474－16 〃 クビ 182．7�
11 ディアセオリー 牡6鹿 58 松若 風馬ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ B498－ 41：52．11 75．5�
59 サクラアリュール 牡8栗 59 中井 裕二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B490＋ 61：52．2 74．7�
24 プ リ マ ジ ア 牡6鹿 58 泉谷 楓真藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 472＋ 41：53．05 404．3�
35 ミヤマザクラ 牝6芦 56 岡田 祥嗣金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498＋161：53．31 110．2�
47 ピュアジャッジ 
5鹿 58 斎藤 新�山際牧場 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494＋ 21：53．51 14．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 97，140，400円 複勝： 116，772，900円 枠連： 38，462，500円
馬連： 218，051，200円 馬単： 86，078，800円 ワイド： 170，151，500円
3連複： 394，491，800円 3連単： 456，124，200円 計： 1，577，273，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 300円 � 250円 � 170円 枠 連（1－6） 5，170円

馬 連 �� 6，610円 馬 単 �� 14，580円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 940円 �� 790円

3 連 複 ��� 9，470円 3 連 単 ��� 81，570円

票 数

単勝票数 計 971404 的中 � 63396（5番人気）
複勝票数 計1167729 的中 � 89708（5番人気）� 116478（3番人気）� 203939（2番人気）
枠連票数 計 384625 的中 （1－6） 5763（18番人気）
馬連票数 計2180512 的中 �� 25562（24番人気）
馬単票数 計 860788 的中 �� 4426（48番人気）
ワイド票数 計1701515 的中 �� 22965（21番人気）�� 46831（9番人気）�� 56800（8番人気）
3連複票数 計3944918 的中 ��� 31228（32番人気）
3連単票数 計4561242 的中 ��� 4054（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―37．3―49．4―1：01．5―1：13．6―1：25．8―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルコルセール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．26 新潟9着

2018．4．13生 牡5鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 13戦5勝 賞金 80，618，000円
〔制裁〕 ルコルセール号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

ヴァンヤール号の騎手荻野極は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 4頭 アイスジャイアント号・フィニステール号・ペプチドナイル号・マテンロウスパーク号
（非抽選馬） 5頭 アンセッドヴァウ号・エブリワンブラック号・クリノフラッシュ号・メイショウエイコウ号・ラストマン号

07048 3月19日 晴 稍重 （5中京2） 第4日 第12競走 ��1，200�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
1：09．1
1：08．4

重
不良

48 クリーンジーニアス 牝4鹿 56 団野 大成石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 450± 01：11．5 7．4�
59 � スペシャルナンバー 牡4黒鹿58 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西村 真幸 浦河 辻 牧場 482－141：11．6� 3．6�
612 ベアグッジョブ 牡4鹿 58 古川 吉洋熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 B510－ 8 〃 クビ 38．2�
11 サダムゲンヤ 牡7鹿 58

54 ★永島まなみ大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 500－ 41：11．91	 5．8�
510� ソナトリーチェ 牝5鹿 56 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 472＋141：12．53� 4．7�
713� ツヴァイシュテルネ 牡4黒鹿58 長岡 禎仁ライオンレースホース� 羽月 友彦 安平 追分ファーム 484－ 4 〃 クビ 23．6	
12 トランザクト 牡5鹿 58 幸 英明�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B508－ 8 〃 アタマ 8．1

816� アスクドンキバック 牡5栗 58 横山 典弘廣崎 智子氏 梅田 智之 平取 清水牧場 476＋ 6 〃 ハナ 17．8�
714 サカエショウ 牡4鹿 58 三浦 皇成齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 516± 01：12．6� 12．7�
23 トモノボーイ 牡4栗 58

55 ▲川端 海翼共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 北洋牧場 486－ 21：13．02� 14．6
611� ホシフルドヒョウ 牡7黒鹿 58

55 ▲佐々木大輔芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 498＋ 6 〃 クビ 57．2�
24 キクノロージズ 牝8芦 56 富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 480－ 81：13．21 200．6�
815� キュートラン 牝5鹿 56 荻野 極岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 454－121：13．94 241．0�
36 � チョコレートミルク 牡4鹿 58

55 ▲水沼 元輝村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 472－ 81：14．53� 274．2�

47 ス テ ッ プ 牝4鹿 56 黛 弘人�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 428－ 61：14．6� 138．9�
35 � クリノスパークル 牝5栗 56 斎藤 新栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 木村牧場 458＋ 21：15．13 35．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，679，700円 複勝： 80，426，600円 枠連： 26，559，400円
馬連： 115，463，500円 馬単： 44，430，100円 ワイド： 114，084，600円
3連複： 197，830，000円 3連単： 210，627，900円 計： 856，101，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 290円 � 170円 � 630円 枠 連（4－5） 740円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 660円 �� 3，250円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 16，210円 3 連 単 ��� 71，790円

票 数

単勝票数 計 666797 的中 � 71132（4番人気）
複勝票数 計 804266 的中 � 69347（6番人気）� 156925（1番人気）� 26621（10番人気）
枠連票数 計 265594 的中 （4－5） 27492（2番人気）
馬連票数 計1154635 的中 �� 68839（2番人気）
馬単票数 計 444301 的中 �� 10669（7番人気）
ワイド票数 計1140846 的中 �� 47450（4番人気）�� 8720（38番人気）�� 12695（27番人気）
3連複票数 計1978300 的中 ��� 9153（58番人気）
3連単票数 計2106279 的中 ��� 2127（247番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―12．2―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．6―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンジーニアス �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．12．4 阪神3着

2019．3．13生 牝4鹿 母 アクアブルーハート 母母 エスフライト 12戦2勝 賞金 25，470，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハンデンキング号

３レース目



（5中京2）第4日 3月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 168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

204，820，000円
32，020，000円
1，130，000円
26，140，000円
75，445，000円
4，620，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
504，067，000円
632，969，900円
149，762，300円
783，034，000円
337，687，200円
739，549，400円
1，309，741，200円
1，559，615，300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 6，016，426，300円

総入場人員 8，126名 （有料入場人員 7，814名）
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