
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

07049 3月25日 曇 不良 （5中京2） 第5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

11 ベ フ ァ ー ナ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �グリーンファーム松下 武士 千歳 社台ファーム 492－ 21：52．5 11．5�
814 パ ス カ リ 牝3鹿 54 松若 風馬�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 458± 01：52．6クビ 3．2�
813 ライジングラパス 牝3黒鹿54 国分 恭介�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 420－ 4 〃 アタマ 12．0�
69 ステラノーツ 牝3黒鹿54 斎藤 新林 正道氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 520 ―1：52．81� 15．2�
34 プレミアマイン 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 坂口 智康 安平 ノーザンファーム B482－ 41：53．54 4．9	
46 ザ ゴ ー ト 牝3栗 54

53 ☆小沢 大仁深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 新井 昭二 442－ 61：53．6� 245．8

57 ウィンウッドテール 牝3鹿 54 小崎 綾也梶 正典氏 新谷 功一 浦河 丸幸小林牧場 420± 01：54．55 8．4�
711 モリーダーリン 牝3鹿 54 丸山 元気�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 21：55．03 5．1�
610 ケイグンノイッカク 牝3鹿 54

52 △原 優介野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 山際 智 442± 01：55．95 312．6
58 ゲンパチルミナス 牝3栗 54

50 ★永島まなみ平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 486＋ 41：56．0� 6．2�
22 キタノパッション 牝3鹿 54 黛 弘人北所 直人氏 石栗 龍彦 日高 三輪牧場 416－10 〃 クビ 167．3�
712 ト ル メ ン タ 牝3鹿 54 太宰 啓介寺田 寿男氏 坂口 智康 日高 日高大洋牧場 432＋ 41：56．1� 313．4�
45 オールオナーズ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝小原準一郎氏 加藤 和宏 浦河 上山牧場 512－ 21：58．2大差 220．4�
33 ア コ ニ ャ ン 牝3黒鹿54 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 新ひだか 坂本 智広 482 ―2：00．9大差 115．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，897，300円 複勝： 52，975，600円 枠連： 8，215，100円
馬連： 46，656，100円 馬単： 21，429，300円 ワイド： 50，674，300円
3連複： 78，529，600円 3連単： 76，473，100円 計： 364，850，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 270円 � 130円 � 340円 枠 連（1－8） 1，370円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，460円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 34，930円

票 数

単勝票数 計 298973 的中 � 20711（6番人気）
複勝票数 計 529756 的中 � 42120（6番人気）� 148795（1番人気）� 31421（7番人気）
枠連票数 計 82151 的中 （1－8） 4628（6番人気）
馬連票数 計 466561 的中 �� 22598（6番人気）
馬単票数 計 214293 的中 �� 3908（20番人気）
ワイド票数 計 506743 的中 �� 24308（6番人気）�� 8363（23番人気）�� 25662（5番人気）
3連複票数 計 785296 的中 ��� 13062（18番人気）
3連単票数 計 764731 的中 ��� 1587（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．8―49．2―1：01．6―1：14．1―1：26．8―1：39．3

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

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

勝馬の
紹 介

ベ フ ァ ー ナ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2022．11．27 阪神7着

2020．4．28生 牝3黒鹿 母 ア ー ヴ ェ イ 母母 Anna Amalia 5戦1勝 賞金 7，730，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールオナーズ号・アコニャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25日

まで平地競走に出走できない。

07050 3月25日 曇 不良 （5中京2） 第5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 5，500，000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

23 スマートアンバー 牝3芦 54 幸 英明大川 徹氏 西園 翔太 浦河 杵臼牧場 470＋ 81：24．2 13．7�
612 カ ナ ウ 牡3鹿 56 西村 淳也江馬 由将氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 560 ― 〃 クビ 6．5�
510 オーラビルス 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔髙橋 徳昭氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 516＋ 21：24．52 2．7�
48 アンチフラジャイル 牡3黒鹿56 勝浦 正樹山本 英俊氏 尾関 知人 浦河 宮内牧場 472－ 81：24．6� 12．7�
24 トウロウノオノ 牝3鹿 54

53 ☆角田 大和由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 426－ 81：25．23� 22．5�
12 ブラックポイント 牡3黒鹿56 �島 克駿 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：25．3アタマ 5．5	
816 イーデンテソーロ 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ了德寺健二ホール
ディングス
 畠山 吉宏 日高 リョーケンファー

ム株式会社 460－ 21：25．51� 33．5�
36 サルジュターグ 牡3芦 56

53 ▲小林 勝太 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 村田 一誠 浦河 宮内牧場 B474＋101：26．03 109．9�

714 モナークスラッガー 牡3栗 56
55 ☆小沢 大仁吉岡 泰治氏 長谷川浩大 新ひだか 静内酒井牧場 422＋ 61：26．32 328．8

47 レジェンダリーデイ 牡3青鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 浦河 斉藤英牧場 536－101：26．61� 4．9�
59 ヘ イ ワ 牡3鹿 56 丸山 元気井高 義光氏 金成 貴史 浦河 大北牧場 438－ 41：26．7� 64．2�
815 ペ ル セ 牡3栗 56 国分 恭介安原 浩司氏 小栗 実 平取 坂東牧場 472－121：27．02 235．9�
611 ペイシャウォーリア 牡3黒鹿56 酒井 学北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 462＋10 〃 クビ 240．8�
713 ランドヴァッサー 牝3黒鹿 54

50 ★河原田菜々畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 422＋121：27．85 148．4�
35 タイセイグッドマン 牡3黒鹿56 松若 風馬田中 成奉氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 462－ 51：28．01� 50．1�
11 ゴールドスピーダー 牡3黒鹿 56

54 △原 優介居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 532－ 4 （競走中止） 14．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，463，300円 複勝： 45，972，100円 枠連： 10，498，400円
馬連： 43，988，400円 馬単： 19，067，800円 ワイド： 47，106，900円
3連複： 68，835，100円 3連単： 67，002，400円 計： 332，934，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 310円 � 240円 � 130円 枠 連（2－6） 2，910円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 790円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 42，020円

票 数

単勝票数 計 304633 的中 � 17785（6番人気）
複勝票数 計 459721 的中 � 30295（7番人気）� 43862（4番人気）� 119381（1番人気）
枠連票数 計 104984 的中 （2－6） 2791（11番人気）
馬連票数 計 439884 的中 �� 7359（19番人気）
馬単票数 計 190678 的中 �� 1489（40番人気）
ワイド票数 計 471069 的中 �� 7600（21番人気）�� 15076（7番人気）�� 31336（3番人気）
3連複票数 計 688351 的中 ��� 12774（10番人気）
3連単票数 計 670024 的中 ��� 1156（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―47．5―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアンバー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ドリームジャーニー デビュー 2022．10．30 阪神8着

2020．2．18生 牝3芦 母 スマートサクソン 母母 スマートパルス 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 ゴールドスピーダー号は，発走後まもなく芝とダートの境目でバランスをくずし，転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シャイニーヤマト号・ジュレーヴ号・バンブトンプロ号
（非抽選馬） 1頭 マッティーナ号

第２回 中京競馬 第５日



07051 3月25日 曇 不良 （5中京2） 第5日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時50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

714 グランフォーブル 牡3黒鹿 56
53 ▲佐々木大輔飯田 訓大氏 土田 稔 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 B468＋ 41：52．8 40．5�
59 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± 0 〃 ハナ 1．7�
47 ツカサレヴズ 牡3鹿 56

55 ☆松本 大輝小泉 禎剛氏 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム B476＋ 41：53．22� 44．8�
48 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 474－ 21：53．41� 6．7�
24 パニックボタン 牡3鹿 56 西村 淳也ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 8 〃 クビ 13．2�
713 クールサムタイム 牡3青鹿 56

54 △原 優介川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 482＋ 21：53．71� 11．8	
12 モ イ ル 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ�前川企画 角田 晃一 日高 浜本牧場 458± 0 〃 クビ 8．9

11 マンノライトニング 牡3栗 56

55 ☆角田 大和萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 470＋161：53．8� 6．7�
612 シャンドゥルン 牝3鹿 54

50 ★河原田菜々玉井 宏和氏 安達 昭夫 浦河 小倉牧場 446＋ 21：54．01� 91．1�
23 シュンコッチャン 牡3栗 56

53 ▲小林 勝太矢野 琢也氏 小野 次郎 日高 サンバマウン
テンファーム 438＋101：55．06 188．5

510 メイショウアヤカゼ 牝3芦 54
51 ▲鷲頭 虎太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 460＋ 21：55．95 171．8�

36 アニマルキリシマ 牡3栗 56
53 ▲土田 真翔西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 454－101：56．54 481．2�

35 テイエムクリッパー 牡3黒鹿 56
53 ▲水沼 元輝竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 川島 正広 452－ 61：56．6クビ 448．5�

815 トーセンジュノ 牝3青鹿54 山田 敬士島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 426－12 〃 クビ 463．5�

816 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 518－ 41：56．91� 50．7�
611 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 410－ 21：57．64 220．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，651，800円 複勝： 53，991，900円 枠連： 14，106，200円
馬連： 38，716，200円 馬単： 22，885，200円 ワイド： 42，053，000円
3連複： 60，358，300円 3連単： 85，077，100円 計： 351，839，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 590円 � 110円 � 740円 枠 連（5－7） 1，290円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 11，240円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 9，980円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 25，360円 3 連 単 ��� 186，910円

票 数

単勝票数 計 346518 的中 � 6838（7番人気）
複勝票数 計 539919 的中 � 14217（7番人気）� 241621（1番人気）� 11023（9番人気）
枠連票数 計 141062 的中 （5－7） 8467（4番人気）
馬連票数 計 387162 的中 �� 7966（13番人気）
馬単票数 計 228852 的中 �� 1526（33番人気）
ワイド票数 計 420530 的中 �� 9281（14番人気）�� 1052（46番人気）�� 6717（17番人気）
3連複票数 計 603583 的中 ��� 1785（58番人気）
3連単票数 計 850771 的中 ��� 330（372番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．8―49．6―1：02．0―1：14．4―1：26．8―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グランフォーブル �
�
父 タリスマニック �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．9．10 中山8着

2020．4．20生 牡3黒鹿 母 マ オ リ オ 母母 ジョウノファミリー 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 グランフォーブル号の騎手佐々木大輔は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・2番）
〔3走成績による出走制限〕 メイショウアヤカゼ号・ザレットイットビー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月25日まで

平地競走に出走できない。

07052 3月25日 曇 重 （5中京2） 第5日 第4競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時20分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000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

47 オードリーバローズ 牝3芦 54 �島 克駿猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 466－ 41：23．9 3．2�
35 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 434－ 2 〃 ハナ 4．0�
817 タ リ ア 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 424－ 6 〃 クビ 7．6�

816 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 410＋ 21：24．0クビ 13．7�

12 アクートゥス 牡3鹿 56
55 ☆小沢 大仁 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470 ―1：24．32 6．6	
612 ファルシオン 牝3黒鹿 54

53 ☆角田 大和�ターフ・スポート羽月 友彦 新冠 村上 雅規 456 ―1：24．51� 60．2

24 ジャパンノウレッジ 牝3芦 54 小崎 綾也 �グリーンファーム寺島 良 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462 ― 〃 ハナ 45．2�
59 デルマカタスカシ 牝3黒鹿54 酒井 学浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 428 ―1：24．6� 161．4�
715 ケークウォーク 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 516 ―1：24．7クビ 60．4
11 プリモカヴァロ 牝3栗 54 秋山真一郎猪又 晶介氏 飯田 祐史 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 424－ 2 〃 クビ 19．0�
510 エキスパートバイオ 牝3黒鹿54 松若 風馬バイオ� 今野 貞一 日高 沖田牧場 446 ―1：24．8� 67．8�
714 アドマイヤメーゼ 牝3鹿 54 荻野 極近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 クビ 8．4�
36 テイケイヴィエント 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂兼松 忠男氏 大橋 勇樹 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 418＋ 21：24．9クビ 126．2�

611 タガノツラヌキ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 石坂 公一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B514＋101：26．07 57．2�

48 ウェディングブーケ 牝3黒鹿 54
52 △原 優介酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 418－ 41：26．1� 78．6�

818 ニシノルーナ 牝3青鹿 54
51 ▲水沼 元輝西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 前田ファーム 430＋141：26．42 250．4�

713 ベ ル ロ ー ブ 牝3黒鹿54 斎藤 新 �シルクレーシング 西村 真幸 洞	湖 レイクヴィラファーム 470 ―1：27．14 47．7�
23 ホウオウレンジャー 牡3鹿 56 古川 吉洋小笹 芳央氏 宮 徹 日高 シンボリ牧場 468 ―1：27．95 33．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，807，600円 複勝： 43，607，300円 枠連： 10，337，400円
馬連： 38，401，400円 馬単： 17，746，600円 ワイド： 46，259，300円
3連複： 60，193，600円 3連単： 60，183，700円 計： 311，536，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 190円 枠 連（3－4） 920円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 330円 �� 450円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 8，320円

票 数

単勝票数 計 348076 的中 � 86077（1番人気）
複勝票数 計 436073 的中 � 85158（1番人気）� 83120（2番人気）� 50959（3番人気）
枠連票数 計 103374 的中 （3－4） 8669（3番人気）
馬連票数 計 384014 的中 �� 31464（1番人気）
馬単票数 計 177466 的中 �� 7716（1番人気）
ワイド票数 計 462593 的中 �� 37009（1番人気）�� 25614（3番人気）�� 25736（2番人気）
3連複票数 計 601936 的中 ��� 22262（2番人気）
3連単票数 計 601837 的中 ��� 5240（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．3―48．6―1：00．3―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オードリーバローズ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2023．2．12 東京5着

2020．4．11生 牝3芦 母 ラダームブランシェ 母母 アーデルハイト 3戦1勝 賞金 6，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルローブ号・ホウオウレンジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヴィヴィッシモ号



07053 3月25日 曇 重 （5中京2） 第5日 第5競走 ��
��2，200�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
2：09．0
2：09．0

良
良

611 サンスノーフレーク 牝3栗 54 酒井 学 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社 加
藤ステーブル 460＋ 62：16．8 7．4�

11 アースコンチェルト 牡3黒鹿56 西村 淳也 �シルクレーシング 斉藤 崇史 新冠 ハシモトフアーム 540± 02：17．54 4．6�
24 コパノサントス 牡3青鹿56 幸 英明小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456－ 42：17．71� 2．2�
48 ヤサカソレイユ 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ志邑 宣彦氏 松永 昌博 新冠 小泉牧場 448± 02：17．91� 226．0�
714 スリアンヴォス 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 藤原牧場 482－ 42：18．0クビ 109．6	
47 ケイアイサンデラ 牡3鹿 56 古川 吉洋 �ケイアイスタリオン 小林 真也 新ひだか 松田牧場 B426± 02：18．11 16．0

59 キラータイトル 牡3鹿 56

53 ▲水沼 元輝�明栄商事 西田雄一郎 新ひだか 沖田 忠幸 488＋ 62：18．2� 136．0�
816 アグネスアース 牡3芦 56 松若 風馬渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 452± 0 〃 アタマ 10．0�
36 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 502＋ 22：18．3クビ 164．6
23 ビ ギ ド リ 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔 TSレーシング 武井 亮 新冠 松浦牧場 B452－ 62：18．72� 177．3�
612 レッドマグナス 牡3鹿 56 富田 暁 �東京ホースレーシング 緒方 努 白老 社台牧場 488＋ 42：19．33� 17．9�
715 エスカミーリョ 牡3青鹿 56

55 ☆角田 大和 �シルクレーシング 音無 秀孝 洞	湖 レイクヴィラファーム B460－ 4 〃 ハナ 47．4�
35 デュメイカズマ 牡3栗 56 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464± 02：19．61
 45．1�
12 プリマウェイ 牝3鹿 54 黛 弘人新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上牧場 442－162：21．7大差 34．1�
713 ジャクソンルーツ 牡3黒鹿56 小崎 綾也エムズレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋142：21．8� 17．8�
817 ロケッツアン 牡3鹿 56

53 ▲小林 勝太 TURFレーシング 加藤士津八 新冠 的場牧場 B492± 02：22．43� 507．6�
510 タイセイリリック 牝3鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 小林 真也 新ひだか チャンピオンズファーム 406－162：22．61 136．2�
818 テイクジオース 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 460 ―2：23．87 16．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，723，300円 複勝： 53，193，000円 枠連： 10，661，300円
馬連： 44，268，400円 馬単： 21，431，100円 ワイド： 55，351，600円
3連複： 78，696，300円 3連単： 85，622，100円 計： 388，947，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 160円 � 150円 � 120円 枠 連（1－6） 1，060円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 550円 �� 290円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 10，860円

票 数

単勝票数 計 397233 的中 � 42418（3番人気）
複勝票数 計 531930 的中 � 73215（3番人気）� 82106（2番人気）� 146634（1番人気）
枠連票数 計 106613 的中 （1－6） 7755（4番人気）
馬連票数 計 442684 的中 �� 19627（5番人気）
馬単票数 計 214311 的中 �� 4441（11番人気）
ワイド票数 計 553516 的中 �� 23093（5番人気）�� 50641（2番人気）�� 52183（1番人気）
3連複票数 計 786963 的中 ��� 49333（1番人気）
3連単票数 計 856221 的中 ��� 5714（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．2―34．4―47．3―1：01．1―1：14．0―1：26．8―1：39．5―1：52．0―2：04．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サンスノーフレーク �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．11．12 福島12着

2020．3．4生 牝3栗 母 シ ナ ル 母母 イブキスタイリスト 3戦1勝 賞金 6，330，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイリリック号・テイクジオース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

25日まで平地競走に出走できない。
ロケッツアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年5月25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〕 オフィスバトル号・ビギドリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月25日まで平地競走に
出走できない。

07054 3月25日 曇 重 （5中京2） 第5日 第6競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時40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
1：32．2
1：30．3

良
良

35 サウンドレイラ 牝3栗 54 西村 淳也増田 雄一氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 464－ 21：37．9 2．4�
24 スマートヴィーヴル 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 468 ― 〃 ハナ 16．3�
12 ローブドゥマリエ 牝3青鹿 54

50 ★永島まなみ �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 鎌田 正嗣 460 ―1：38．0クビ 30．5�

47 ムーンダイヤモンド 牝3鹿 54
50 ★河原田菜々 �ローレルレーシング 鈴木 孝志 日高 坂 牧場 452＋201：38．21� 122．4�

11 デ ィ オ ー ス 牡3鹿 56
55 ☆松本 大輝清宮 義男氏 牧田 和弥 平取 協栄組合 494± 0 〃 ハナ 6．6�

815 ブレスユアスターズ 牝3黒鹿 54
53 ☆小沢 大仁 	シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 442－ 21：38．3� 33．6


714 ルージュアズライト 牝3青鹿54 富田 暁 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 442＋121：38．4	 26．2�
816
 プリンクアップ 牝3栗 54 斎藤 新ゴドルフィン 藤岡 健一 独 David u.Hans－Pe-

ter Schon 476 ― 〃 クビ 3．9�
612 インフェルノ 牡3鹿 56 太宰 啓介寺田 寿男氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 446＋101：38．61� 32．2
59 ヒズハイネス 牡3栗 56 小崎 綾也�フクキタル 斉藤 崇史 新冠 パカパカ

ファーム 446 ―1：38．81� 59．1�
36 
 ホ ウ キ ボ シ 牡3栗 56 �島 克駿ゴドルフィン 堀 宣行 愛 Kenilworth

House Stud 524 ―1：38．9クビ 6．9�
48 ジュールヒート 牝3鹿 54 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ― 〃 クビ 17．1�
611 シンゼンアツタ 牡3栗 56

55 ☆角田 大和原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 松浦牧場 482 ―1：40．28 91．3�
23 ゲ イ ナ ー 牡3鹿 56 中井 裕二近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：42．4大差 287．6�
510 ブッシュテソーロ 牡3青鹿 56

53 ▲佐々木大輔了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 リョーケンファー

ム株式会社 502 ―1：42．61� 207．9�
（15頭）

713 ルージュレヴール 牝3鹿 54 秋山真一郎 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，976，000円 複勝： 44，718，400円 枠連： 9，447，400円
馬連： 35，375，500円 馬単： 18，560，800円 ワイド： 42，362，500円
3連複： 61，180，700円 3連単： 67，626，300円 計： 317，247，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 420円 � 650円 枠 連（2－3） 1，610円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，150円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 48，390円

票 数

単勝票数 差引計 379760（返還計 880） 的中 � 122962（1番人気）
複勝票数 差引計 447184（返還計 604） 的中 � 122607（1番人気）� 22099（6番人気）� 13361（10番人気）
枠連票数 差引計 94474（返還計 17） 的中 （2－3） 4529（6番人気）
馬連票数 差引計 353755（返還計 1402） 的中 �� 11672（9番人気）
馬単票数 差引計 185608（返還計 703） 的中 �� 3856（10番人気）
ワイド票数 差引計 423625（返還計 1158） 的中 �� 12748（10番人気）�� 9493（12番人気）�� 4081（27番人気）
3連複票数 差引計 611807（返還計 4478） 的中 ��� 4280（32番人気）
3連単票数 差引計 676263（返還計 5273） 的中 ��� 1013（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．1―37．7―50．1―1：02．3―1：13．9―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドレイラ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2022．11．6 阪神3着

2020．3．19生 牝3栗 母 ム ニ ラ ー 母母 Speed to Burn 6戦1勝 賞金 11，380，000円
〔出走取消〕 ルージュレヴール号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。・・・〔制裁〕 ゲイナー号の騎手中井裕二は，馬場入場後に左あぶみ革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

ブレスユアスターズ号の騎手小沢大仁は，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：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲイナー号・ブッシュテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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 クラシカルスカラー号・シェケラート号・シールテソーロ号



07055 3月25日 曇 不良 （5中京2） 第5日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時10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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

713 アーレンダール 牝4栗 56
53 ▲小林 勝太 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 498－ 61：24．4 5．8�

12 ピュアカラー 牝6黒鹿56 西村 淳也 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 466－ 21：24．51 12．1�
611� ライズンシャイン 牝5栗 56

52 ★河原田菜々�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B496－ 61：24．6クビ 26．3�
35 ルージュシェノン 牝4栗 56 幸 英明 �東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 444－101：24．91� 6．1�
510� ステラフィオーレ 牝4黒鹿56 富田 暁ホシノレーシング 小栗 実 新冠 新冠橋本牧場 470－ 5 〃 クビ 6．5	
612 オーエンズテソーロ 牝4栗 56 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 むかわ 新井牧場 504－ 8 〃 クビ 6．0

714 グットフォーチュン 牝4鹿 56 丸山 元気西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 21：25．21� 9．0�
48 クオーレドーロ 牝4鹿 56

53 ▲佐々木大輔 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 456－ 51：25．41	 117．7�
47 ローラスノビリス 牝4鹿 56

55 ☆小沢 大仁 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム B480－ 2 〃 ハナ 4．0
815� レヴィーアクイーン 牝5鹿 56 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B480－ 41：25．71
 45．4�
23 � サンマルカーラ 牝4黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 490－ 5 〃 ハナ 205．6�

59 ア プ サ ラ ー 牝4栗 56 斎藤 新 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 448＋ 41：25．8
 64．8�

24 レイワプリンセス 牝5栗 56 松若 風馬菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 B524＋141：25．9
 58．5�
11 パワポケビー 牝4栗 56

52 ★古川 奈穂柳原 達也氏 中野 栄治 日高 佐々木 康治 486＋ 41：26．0� 97．2�
36 メイショウヒメゴゼ 牝4栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 470－ 2 〃 ハナ 26．0�
816 ミッキーレタス 牝4鹿 56 太宰 啓介野田みづき氏 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 476－ 41：26．74 116．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，332，900円 複勝： 48，784，800円 枠連： 9，673，200円
馬連： 43，218，600円 馬単： 19，358，400円 ワイド： 46，876，800円
3連複： 74，777，700円 3連単： 74，362，900円 計： 348，385，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 300円 � 580円 枠 連（1－7） 2，170円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，960円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 21，560円 3 連 単 ��� 102，490円

票 数

単勝票数 計 313329 的中 � 43212（2番人気）
複勝票数 計 487848 的中 � 71813（2番人気）� 41300（7番人気）� 18643（9番人気）
枠連票数 計 96732 的中 （1－7） 3445（10番人気）
馬連票数 計 432186 的中 �� 11164（15番人気）
馬単票数 計 193584 的中 �� 2525（28番人気）
ワイド票数 計 468768 的中 �� 11355（14番人気）�� 6138（26番人気）�� 3770（34番人気）
3連複票数 計 747777 的中 ��� 2601（72番人気）
3連単票数 計 743629 的中 ��� 526（363番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．2―12．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．4―59．9―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーレンダール �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Officer デビュー 2022．1．30 東京3着

2019．4．24生 牝4栗 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 9戦2勝 賞金 19，180，000円

07056 3月25日 曇 不良 （5中京2） 第5日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走13時40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

33 ハギノロックオン 牡4黒鹿58 西村 淳也日隈 良江氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 516＋ 61：50．4 1．8�
11 アルムブラーヴ 牡4青鹿58 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 21：50．5	 3．4�
78 サムハンター 牡5栗 58 丸山 元気�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 492－ 41：51．45 13．5�
55 フ ァ ン ジ オ 牡4鹿 58 城戸 義政�ターフ・スポート藤岡 健一 浦河 谷川牧場 494－ 41：51．61 6．3�
44 
 ワンダフルヘヴン 牝4青鹿56 亀田 温心�レッドマジック久保田貴士 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B488＋ 41：51．7� 44．3	
66 インブレッドセンス 牡4鹿 58 松若 風馬吉田 晴哉氏 西田雄一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 61：52．44 17．3

810 ゲットアップ �5黒鹿58 中井 裕二 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B476－ 61：52．5� 94．4�
77 タロファイター 牡4鹿 58 幸 英明髙岡 浩行氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B458＋ 21：52．6	 11．0�
89 ストロンゲスト 牡4芦 58

57 ☆松本 大輝阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 480－ 21：53．02� 141．6
22 トウシンイマジ 牡4黒鹿 58

57 ☆泉谷 楓真�サトー 村山 明 浦河 三嶋牧場 472 ―1：59．8大差 116．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，459，900円 複勝： 47，565，400円 枠連： 6，937，500円
馬連： 38，763，300円 馬単： 21，730，300円 ワイド： 35，791，500円
3連複： 56，038，700円 3連単： 90，828，400円 計： 335，115，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 230円 枠 連（1－3） 240円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 160円 �� 490円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 3，140円

票 数

単勝票数 計 374599 的中 � 160012（1番人気）
複勝票数 計 475654 的中 � 235224（1番人気）� 71212（2番人気）� 25409（6番人気）
枠連票数 計 69375 的中 （1－3） 22378（1番人気）
馬連票数 計 387633 的中 �� 103130（1番人気）
馬単票数 計 217303 的中 �� 37305（1番人気）
ワイド票数 計 357915 的中 �� 72329（1番人気）�� 15917（7番人気）�� 12798（9番人気）
3連複票数 計 560387 的中 ��� 34497（4番人気）
3連単票数 計 908284 的中 ��� 20946（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―12．8―12．9―12．5―11．9―12．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―36．8―49．7―1：02．2―1：14．1―1：26．5―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノロックオン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2022．1．10 中京4着

2019．3．20生 牡4黒鹿 母 エアティアーモ 母母 エアコゼット 6戦2勝 賞金 20，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウシンイマジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25日まで平地競走

に出走できない。



07057 3月25日 小雨 重 （5中京2） 第5日 第9競走 ��2，000�
か な や ま

金 山 特 別
発走14時15分 （芝・左）

4歳以上，1勝クラス；負担重量は，58�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

22 � クリオミニーズ 牡4青鹿58 荻野 極 �サンデーレーシング 西園 翔太 安平 ノーザンファーム 494－ 62：03．8 6．9�
810 ダノンジャッカル 牡4黒鹿58 幸 英明�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム B468＋162：03．9クビ 2．4�
11 サンライズロナウド 牡4黒鹿58 斎藤 新�ライフハウス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：04．32� 18．3�
78 � ゾ ロ 牡7栗 58 原 優介北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 476＋ 4 〃 アタマ 101．0	
55 タンジェリンムーン 牝6芦 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 ハナ 3．8

33 ヒルノアントラ 	6青鹿58 勝浦 正樹�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B456－ 4 〃 クビ 7．9�
89 セ ル ケ ト 牝4鹿 56 西村 淳也吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：04．51 4．8�
77 ヒナノコバン 	6鹿 58 酒井 学日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 460－162：04．92� 167．4
44 コスモミローディア 牡7黒鹿58 森 裕太朗 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 480－ 2 〃 ハナ 41．9�
66 � エボカシオン 牡6黒鹿58 国分 恭介森田 和豊氏 藤沢 則雄 安平 ノーザンファーム 522－162：05．22 59．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，037，200円 複勝： 40，868，400円 枠連： 8，593，600円
馬連： 46，681，600円 馬単： 26，499，300円 ワイド： 45，065，100円
3連複： 77，954，600円 3連単： 118，530，400円 計： 403，230，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 140円 � 480円 枠 連（2－8） 710円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，730円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，550円 3 連 単 ��� 26，350円

票 数

単勝票数 計 390372 的中 � 45174（4番人気）
複勝票数 計 408684 的中 � 41613（5番人気）� 107689（1番人気）� 16199（6番人気）
枠連票数 計 85936 的中 （2－8） 9331（4番人気）
馬連票数 計 466816 的中 �� 41850（4番人気）
馬単票数 計 264993 的中 �� 10977（9番人気）
ワイド票数 計 450651 的中 �� 34815（5番人気）�� 6183（16番人気）�� 13195（11番人気）
3連複票数 計 779546 的中 ��� 12831（17番人気）
3連単票数 計1185304 的中 ��� 3261（89番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．1―13．1―13．1―12．6―12．1―11．7―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．4―50．5―1：03．6―1：16．2―1：28．3―1：40．0―1：51．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�クリオミニーズ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ハーツクライ

2019．3．10生 牡4青鹿 母 クレアドール 母母 ホワットケイティーディド 9戦1勝 賞金 18，434，000円
初出走 JRA

07058 3月25日 小雨 重 （5中京2） 第5日 第10競走 ��
��2，200�

く ま の

熊 野 特 別
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

68 レッドバリエンテ 牡4黒鹿57 西村 淳也 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 480－ 22：15．2 2．1�
45 ダディーズトリップ 牡7青 58 丸山 元気田島 大史氏 千田 輝彦 新冠 オリエント牧場 460－ 62：15．94 41．5�
22 エルディアブロ 牡5黒鹿58 松若 風馬 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B458＋ 62：16．21� 11．8�
44 ブルーゲート 牝4黒鹿55 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± 02：16．3	 22．7�
711 シテフローラル 牡5鹿 58 
島 克駿金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 446－16 〃 クビ 9．9	
56 ヘネラルカレーラ 牝5鹿 56 角田 大和�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 460－ 42：16．4	 6．2

812 タイセイコマンド 牡5鹿 58 富田 暁田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B502－ 2 〃 クビ 33．0�
69 アルバーシャ 牡5栗 58 菱田 裕二ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518± 02：16．5クビ 13．6�
710 シーリアスラブ 牡7鹿 58 川又 賢治吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 462± 02：16．71� 243．8
11 ワープスピード 牡4鹿 57 幸 英明山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム B498－ 22：16．91	 6．0�
57 タイセイドリーマー 牡5栗 58 斎藤 新田中 成奉氏 小栗 実 新ひだか グランド牧場 512－ 22：17．21� 44．9�
813 エコルフリューゲル 牝4栗 55 勝浦 正樹鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 468± 02：17．3	 99．6�
33 � イ ヤ サ カ 牝5芦 56 酒井 学岡田 壮史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 82：17．4	 15．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，034，000円 複勝： 74，060，000円 枠連： 14，461，100円
馬連： 67，858，900円 馬単： 34，099，200円 ワイド： 74，024，000円
3連複： 125，633，100円 3連単： 146，496，800円 計： 584，667，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 640円 � 300円 枠 連（4－6） 1，320円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 700円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 61，110円

票 数

単勝票数 計 480340 的中 � 180724（1番人気）
複勝票数 計 740600 的中 � 278712（1番人気）� 18702（10番人気）� 47413（6番人気）
枠連票数 計 144611 的中 （4－6） 8485（6番人気）
馬連票数 計 678589 的中 �� 12612（16番人気）
馬単票数 計 340992 的中 �� 4620（18番人気）
ワイド票数 計 740240 的中 �� 12802（16番人気）�� 28610（5番人気）�� 3658（48番人気）
3連複票数 計1256331 的中 ��� 6541（51番人気）
3連単票数 計1464968 的中 ��� 1738（200番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．2―13．4―13．1―12．9―12．0―11．4―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．8―37．0―50．4―1：03．5―1：16．4―1：28．4―1：39．8―1：51．3―2：02．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドバリエンテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dance Brightly デビュー 2021．10．30 阪神3着

2019．5．8生 牡4黒鹿 母 サボールアトリウンフォ 母母 Sally Mash 10戦3勝 賞金 51，503，000円
〔制裁〕 シーリアスラブ号の騎手川又賢治は，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。



07059 3月25日 小雨 不良 （5中京2） 第5日 第11競走 ��
��1，900�

す ず か

鈴鹿ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，R4．3．26以降R5．3．19まで1回以上出走馬，除未出走馬および未
勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，400，000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
1：54．7
1：53．7

重
不良

713 マリオロード 牡4鹿 55 国分 恭介サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 500＋ 21：57．4 30．5�
48 オンザライン 牡5青鹿57 丸山 元気久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 456－ 41：57．5� 13．0�
611� コルドンルージュ 牝4鹿 54 西村 淳也 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 米 Northern

Farm 502± 01：57．71� 4．5�
12 セイクリッドゲイズ 牡5鹿 56 	島 克駿 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 494± 01：57．8
 6．3�
23 メイショウボサツ 牡6青鹿55 柴山 雄一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 田中スタッド 478－ 61：58．11
 42．9�
612 ラヴォラーレ 牡5鹿 55 原 優介 	ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 526－ 4 〃 ハナ 15．6

59 ト ウ セ ツ 牡4芦 58 幸 英明中辻 明氏 杉山 佳明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：58．63 3．9�
815 ナリタフォルテ 牡5鹿 56 富田 暁	オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 596＋221：58．7� 41．8�
35 � ルーチェット 牝5鹿 53 太宰 啓介前田 幸治氏 松永 幹夫 英 North Hills

Co. Ltd 470－ 41：58．8クビ 31．4
816 クレスコジョケツ 牝4鹿 54 菱田 裕二堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 472－ 6 〃 アタマ 20．3�
47 ハンディーズピーク 牡5鹿 56 小崎 綾也前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B516＋ 4 〃 アタマ 29．5�
36 ペ ガ サ ス 牡7青鹿55 松若 風馬中辻 明氏 上原 佑紀 新ひだか 織田 正敏 B462＋ 21：58．9� 69．7�
24 キュールエフウジン 牡4黒鹿56 斎藤 新岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 492＋121：59．0クビ 15．0�
714 レプンカムイ 牡5黒鹿56 酒井 学前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 486± 01：59．21� 5．9�
11 クラーベドラド 牡4青鹿54 角田 大和 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B482＋ 11：59．41� 112．2�
510 オールザワールド 牡6鹿 56 荻野 極前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：00．25 37．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，194，700円 複勝： 94，378，600円 枠連： 33，939，800円
馬連： 170，512，000円 馬単： 60，139，200円 ワイド： 144，824，600円
3連複： 314，083，900円 3連単： 303，917，100円 計： 1，187，989，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，050円 複 勝 � 950円 � 380円 � 230円 枠 連（4－7） 2，390円

馬 連 �� 15，900円 馬 単 �� 36，610円

ワ イ ド �� 4，220円 �� 3，500円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 47，540円 3 連 単 ��� 288，020円

票 数

単勝票数 計 661947 的中 � 17354（10番人気）
複勝票数 計 943786 的中 � 22260（11番人気）� 63415（5番人気）� 126674（2番人気）
枠連票数 計 339398 的中 （4－7） 10986（11番人気）
馬連票数 計1705120 的中 �� 8310（49番人気）
馬単票数 計 601392 的中 �� 1232（113番人気）
ワイド票数 計1448246 的中 �� 8758（50番人気）�� 10581（42番人気）�� 23152（15番人気）
3連複票数 計3140839 的中 ��� 4955（144番人気）
3連単票数 計3039171 的中 ��� 765（842番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．6―30．4―43．9―56．8―1：09．1―1：21．5―1：33．5―1：45．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
11，13（1，8，16）（2，14，15）（4，9，10）3（6，7）5，12・（11，13）16（1，8，15）（2，14，10）（3，4，9）7，6（5，12）

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

勝馬の
紹 介

マリオロード �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 オペラハウス デビュー 2021．8．1 新潟7着

2019．4．21生 牡4鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 13戦3勝 賞金 41，000，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 カネコメノボル号・コパノリッチマン号・ゼウスバイオ号・ダッチマン号・ラグラスドシエル号

07060 3月25日 雨 不良 （5中京2） 第5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 1，600，000
1，600，000

円
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

36 ニシノラーナ 牝4鹿 56
53 ▲水沼 元輝西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 482－ 61：10．7 32．9�

510 シルバーキングダム 牡4黒鹿58 勝浦 正樹平賀 久枝氏 西田雄一郎 浦河 鎌田 正嗣 494± 01：11．01� 24．6�
11 ル ア ル 牡4鹿 58 幸 英明�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 グランデファーム 544＋301：11．21� 41．5�
35 � ソナトリーチェ 牝5鹿 56 西村 淳也 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464－ 8 〃 同着 4．6�
24 ブルーノート 牡4栗 58 松若 風馬薪浦 州平氏 梅田 智之 新冠 松浦牧場 488－ 41：11．41	 20．0	
47 ライヴクラッカー 牡5黒鹿58 中井 裕二澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B496－ 2 〃 ハナ 117．4

612 ビーストアタック 牝4鹿 56 斎藤 新 MOMOレーシング 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム B464－ 2 〃 クビ 3．1�
815� ウイスキータイム 牝4鹿 56 丸山 元気 �サザンホールディング 根本 康広 日高 門別 敏朗 482＋ 21：11．61	 18．5�
59 カズラポニアン 牡4栗 58 菱田 裕二合同会社雅苑興業 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B484－ 2 〃 クビ 26．7
713 ブレーヴトライ �5芦 58

56 △原 優介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 450－271：11．7� 163．9�

611 サンダップルド 牡4栗 58
54 ★永島まなみゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 61：12．01� 3．2�
714 サウンドプリズム 牡6青鹿58 富田 暁増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B456－ 61：12．1� 20．3�
48 カライカマウリオラ 牡4黒鹿58 国分 恭介土井久美子氏 西園 翔太 新冠 錦岡牧場 498＋201：12．21 47．5�
23 デルマジゾウ 牡5芦 58

55 ▲小林 勝太浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 480± 0 〃 ハナ 157．3�
816 ジダイノチョウジ 牡4芦 58

57 ☆小沢 大仁岡 浩二氏 中竹 和也 日高 碧雲牧場 512± 01：12．3クビ 12．4�
12 ア リ ビ オ 牝4鹿 56

55 ☆秋山 稔樹本間 充氏 相沢 郁 日高 本間牧場 436－ 21：12．62 156．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，616，000円 複勝： 79，199，100円 枠連： 27，022，900円
馬連： 98，662，200円 馬単： 38，858，000円 ワイド： 99，901，600円
3連複： 164，316，400円 3連単： 167，130，200円 計： 737，706，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，290円 複 勝 � 490円 � 370円 �
�

890円
170円 枠 連（3－5） 1，770円

馬 連 �� 28，980円 馬 単 �� 65，490円

ワ イ ド �� 3，990円 ��
��

5，110円
1，610円

��
��

6，240円
870円

3 連 複 ���
���

110，590円
15，750円 3 連 単 ���

���
688，350円
168，780円

票 数

単勝票数 計 626160 的中 � 15225（10番人気）
複勝票数 計 791991 的中 �

�
28137
124144

（10番人気）
（3番人気）

� 39957（7番人気）� 14341（12番人気）

枠連票数 計 270229 的中 （3－5） 11799（8番人気）
馬連票数 計 986622 的中 �� 2638（60番人気）
馬単票数 計 388580 的中 �� 445（129番人気）
ワイド票数 計 999016 的中 ��

��
3804
2415
（57番人気）
（74番人気）

��
��

2960
18649

（66番人気）
（16番人気）

�� 9677（28番人気）

3連複票数 計1643164 的中 ��� 556（322番人気） ��� 3920（102番人気）
3連単票数 計1671302 的中 ��� 88（1865番人気） ��� 359（834番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．0―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラーナ �
�
父 ザファクター �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．6．20 東京6着

2019．3．28生 牝4鹿 母 ニシノケイト 母母 アブソリューション 9戦2勝 賞金 17，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 サンダップルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サンダップルド号は，発走調教再審査。
※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） 1頭 クイーンアポーン号
（非抽選馬） 1頭 キボウノホシ号



（5中京2）第5日 3月25日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 178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

194，080，000円
11，230，000円
36，210，000円
1，350，000円
24，550，000円
78，620，000円
4，895，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
492，194，000円
679，314，600円
163，893，900円
713，102，600円
321，805，200円
730，291，200円
1，220，598，000円
1，343，250，500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 5，664，450，000円

総入場人員 7，073名 （有料入場人員 6，810名）
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