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07061 3月26日 雨 不良 （5中京2） 第6日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05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

23 ペイシャフラワー 牝3鹿 54
50 ★永島まなみ北所 直人氏 高橋 康之 新ひだか 友田牧場 458－121：25．2 2．1�

35 ミヤジレガリア 牝3鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 488－ 61：26．15 8．2�
59 ジオジーニー 牝3黒鹿54 西村 淳也小川眞査雄氏 辻野 泰之 新ひだか 下屋敷牧場 B430－ 41：26．31� 4．1�
816 ナ リ サ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 440－ 61：27．15 9．1�
47 フリースタイル 牝3黒鹿54 黛 弘人�ビリオンスター深山 雅史 新ひだか 泊 寿幸 B464－141：27．2クビ 191．3�
12 メイショウヒナギク 牝3芦 54

53 ☆角田 大和松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 448 ―1：27．52 85．8	
510 ファビュラスエリカ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊坂 重信 日高 豊洋牧場 B418± 01：27．6� 134．4


24 スターオブデイズ 牝3鹿 54 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 408－ 81：27．7� 240．8�
612 スライトマッド 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 勝太ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 小野 次郎 新ひだか 友田牧場 494－ 61：27．8クビ 41．3�

611 ペイシャコリン 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 452± 01：28．33 168．3
713 ブーケエスポワール 牝3青鹿 54

51 ▲佐々木大輔髙瀬 正志氏 菊沢 隆徳 新ひだか チャンピオンズファーム 482－121：28．51� 101．4�
11 エイルリシュリュー 牝3鹿 54 秋山真一郎永田 博之氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 464＋ 21：28．71� 7．2�
815 エスタビエン 牝3栗 54 �島 克駿大冨 智弘氏 橋口 慎介 日高 オリオンファーム 408± 01：29．12 11．4�
714 シュライフェ 牝3鹿 54

53 ☆松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 508 ―1：29．63 165．6�

48 オーロラバローズ 牝3青鹿54 川須 栄彦猪熊 広次氏 長谷川浩大 平取 スガタ牧場 430－121：32．0大差 102．5�
36 レオパルツェ 牝3鹿 54 丹内 祐次�レオ 奥平 雅士 新ひだか 城地牧場 416－ 41：32．1� 305．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，631，700円 複勝： 53，212，200円 枠連： 10，278，500円
馬連： 54，655，100円 馬単： 27，269，200円 ワイド： 56，647，100円
3連複： 90，531，300円 3連単： 97，918，100円 計： 432，143，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（2－3） 840円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 310円 �� 220円 �� 320円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，380円

票 数

単勝票数 計 416317 的中 � 155537（1番人気）
複勝票数 計 532122 的中 � 153077（1番人気）� 72265（3番人気）� 108071（2番人気）
枠連票数 計 102785 的中 （2－3） 9427（5番人気）
馬連票数 計 546551 的中 �� 51216（2番人気）
馬単票数 計 272692 的中 �� 18542（2番人気）
ワイド票数 計 566471 的中 �� 43710（2番人気）�� 70148（1番人気）�� 43535（3番人気）
3連複票数 計 905313 的中 ��� 74393（1番人気）
3連単票数 計 979181 的中 ��� 20998（3番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．4―12．2―12．5―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．8―47．0―59．5―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフラワー �
�
父 ニシケンモノノフ �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2022．7．16 小倉3着

2020．5．3生 牝3鹿 母 ペイシャフローレス 母母 プレザントケイプ 6戦1勝 賞金 14，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュライフェ号・オーロラバローズ号・レオパルツェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和5年4月26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〕 ペイシャコリン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月26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 グランデアマポーラ号

07062 3月26日 雨 不良 （5中京2） 第6日 第2競走 ��
��1，900�3歳未勝利

発走10時35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

813 ス カ ー ズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太藤田 晋氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 486－ 62：00．1 2．4�
69 アルバートミノル 牡3黒鹿56 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 494＋142：00．2� 6．1�
710 カ ビ ー リ ア 牡3黒鹿56 太宰 啓介竹下千亜子氏 飯田 祐史 浦河 辻 牧場 496± 02：00．41� 34．7�
11 メイショウランザン 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 450－ 62：00．5� 40．8�
44 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 478－ 62：00．92� 94．2�

56 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 500＋ 22：01．32� 6．5	

45 エピックヒーロー 牡3栗 56
53 ▲水沼 元輝
三嶋牧場 西田雄一郎 浦河 三嶋牧場 490＋ 2 〃 ハナ 4．1�

57 ロ ギ ッ シ ュ 牝3黒鹿54 丹内 祐次大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 448－ 62：01．51� 280．0�

711 グレイソニック 牡3芦 56 団野 大成久松 朋史氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 500＋ 42：02．13� 30．4

22 シ ョ ー ケ ン 牡3黒鹿56 国分 恭介安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 B494－182：02．41� 22．5�
33 クリノマイスター 牡3黒鹿56 川須 栄彦栗本 博晴氏 中尾 秀正 新ひだか 城地牧場 480＋122：03．25 20．2�
68 ビ ネ ッ サ 牡3黒鹿 56

55 ☆角田 大和神田 宏治氏 中竹 和也 新ひだか 坂本 智広 454＋ 62：03．62� 334．6�

812 ララプロフォン 牡3鹿 56 和田 竜二フジイ興産� 辻野 泰之 新冠 北星村田牧場 506 ―2：05．310 10．8�
（法942）

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，069，200円 複勝： 48，322，900円 枠連： 8，178，900円
馬連： 46，207，600円 馬単： 22，977，700円 ワイド： 51，323，600円
3連複： 73，380，600円 3連単： 84，877，200円 計： 374，337，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 190円 � 430円 枠 連（6－8） 520円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 360円 �� 910円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 13，260円

票 数

単勝票数 計 390692 的中 � 125782（1番人気）
複勝票数 計 483229 的中 � 115859（1番人気）� 65745（4番人気）� 21142（7番人気）
枠連票数 計 81789 的中 （6－8） 11998（2番人気）
馬連票数 計 462076 的中 �� 51122（2番人気）
馬単票数 計 229777 的中 �� 15729（2番人気）
ワイド票数 計 513236 的中 �� 41204（3番人気）�� 13896（9番人気）�� 7080（25番人気）
3連複票数 計 733806 的中 ��� 12031（15番人気）
3連単票数 計 848772 的中 ��� 4640（35番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．7―30．5―43．7―56．6―1：09．1―1：21．8―1：34．7―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
5，9（10，13）12－7（2，11）1＝（3，4）8，6・（5，9，13）（10，12，11）7，1－（2，6）4，3＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス カ ー ズ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Nayef デビュー 2023．1．9 中京9着

2020．4．15生 牡3鹿 母 ムーングロウ 母母 Mystic Goddess 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 ビネッサ号の騎手角田大和は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ララプロフォン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月26日まで平地競走

に出走できない。

第２回 中京競馬 第６日



07063 3月26日 雨 不良 （5中京2） 第6日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時05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

47 ア ル ル カ ン 牡3鹿 56 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 466－ 61：11．7 1．5�

611 イミュータブル 牡3鹿 56 �島 克駿前田 幸治氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 41：12．76 4．8�
714 ハクサンアイ 牝3栗 54 岩田 望来河﨑 五市氏 加藤士津八 浦河 谷口牧場 474＋ 2 〃 クビ 7．8�
510 シェイクオンイット 牡3栗 56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B472－ 61：12．91 60．6�
36 コトノサンショ 牡3鹿 56

53 ▲水沼 元輝加藤 興一氏 石栗 龍彦 青森 織笠 時男 482＋ 41：13．0� 207．8	
713 エースオブスペーズ �3鹿 56 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 新ひだか 岡田 猛 460＋ 61：13．63� 22．6

59 シンゼンイトサン 牝3鹿 54 荻野 琢真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 436 ― 〃 クビ 127．9�
612 メイショウカジキ 牡3栗 56 川須 栄彦松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 高昭牧場 466＋ 41：13．8� 12．0�
24 ミユキアモーレミオ 牡3青鹿 56

53 ▲小林 勝太長井 純一氏 小野 次郎 浦河 富菜牧場 452－ 21：14．01	 60．9
48 ノートエリア 牡3鹿 56 小崎 綾也林 正道氏 中村 直也 日高 白井牧場 502＋ 21：14．32 259．8�
815 ステイジョリー 牡3黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 444＋ 41：14．4クビ 313．7�
23 レ オ ニ ー ノ �3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 石原牧場 468－ 6 〃 ハナ 185．5�
12 スマイルサンライズ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 478 ― 〃 アタマ 18．4�
816 コウユーアツイキミ 牡3青鹿56 国分 恭介加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 カロッテファーム B514－ 41：14．5� 92．3�
11 アイアンマジン �3栗 56 黛 弘人池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 464－ 8 〃 ハナ 315．8�
35 テイエムビュビュウ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか 及川 ミツ子 466± 01：14．6� 164．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，019，100円 複勝： 119，738，200円 枠連： 11，433，900円
馬連： 45，262，000円 馬単： 30，912，800円 ワイド： 48，369，100円
3連複： 82，005，900円 3連単： 126，845，100円 計： 499，586，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（4－6） 200円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 470円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 1，610円

票 数

単勝票数 計 350191 的中 � 183753（1番人気）
複勝票数 計1197382 的中 � 881580（1番人気）� 81555（2番人気）� 64147（3番人気）
枠連票数 計 114339 的中 （4－6） 42304（1番人気）
馬連票数 計 452620 的中 �� 110452（1番人気）
馬単票数 計 309128 的中 �� 60118（1番人気）
ワイド票数 計 483691 的中 �� 86079（1番人気）�� 49636（2番人気）�� 21078（6番人気）
3連複票数 計 820059 的中 ��� 80431（2番人気）
3連単票数 計1268451 的中 ��� 56893（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．6―12．3―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．3―47．6―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ル カ ン �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．7．9 小倉7着

2020．3．19生 牡3鹿 母 サンキュースマイル 母母 スマイルトゥモロー 8戦1勝 賞金 13，650，000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。
（非当選馬） 1頭 メイショウアサゴチ号

07064 3月26日 雨 不良 （5中京2） 第6日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時35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

12 アスクドゥポルテ 牡3鹿 56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 株式会社
ASK STUD 460－ 62：07．8 3．4�

713 ウイニングライブ 牡3鹿 56 丸山 元気�レッドマジック金成 貴史 新ひだか グランド牧場 442＋ 42：08．43� 18．0�
611 プロミシングギャル 牝3鹿 54 松山 弘平近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 450＋10 〃 アタマ 8．7�
59 コスモバイオレット 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高木 登 新ひだか 野坂牧場 B450＋ 82：08．61 109．9�
510 コーディネイター 牡3鹿 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド 458＋ 4 〃 クビ 35．8	
817 シンガーズバラッド 牡3鹿 56 和田 竜二 �コスモヴューファーム 村田 一誠 新冠 コスモヴューファーム 452－ 42：08．7� 72．3

715 キ ト リ 牝3鹿 54 西村 淳也近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B464－ 22：08．8クビ 27．3�
47 スキップアビート 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 368± 02：09．22� 151．2�
612 アルタビスタ 牝3鹿 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 450－ 42：09．51� 3．3
818 ニシノサザナミ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 深山 雅史 日高 西山牧場 452－ 62：09．6� 171．8�
35 パールテソーロ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 日高 リョーケンファー
ム株式会社 452－ 62：10．13 6．6�

11 ナンヨーノサラ 牝3芦 54 武藤 雅中村 德也氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 470－16 〃 クビ 35．9�
816 ド ゥ ワ ー 牝3芦 54

51 ▲佐々木大輔 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 438± 02：10．52 57．0�
36 ミッキーグロリア 牝3鹿 54 吉田 隼人野田みづき氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 416－10 〃 アタマ 6．2�
23 ディープトラスト 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ前田 剛氏 武 英智 日高 中川 欽一 436＋ 42：10．6クビ 188．8�
714 フレンドリーサン 牝3黒鹿 54

51 ▲土田 真翔増山 武志氏 大和田 成 新冠 長浜牧場 448＋ 22：11．77 365．7�
24 キャラハンテソーロ 牡3黒鹿56 団野 大成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 前野牧場 B446－ 82：13．18 252．3�
48 レッドフローガ 牡3鹿 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458－102：14．27 43．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，479，900円 複勝： 65，063，500円 枠連： 15，634，100円
馬連： 64，455，000円 馬単： 27，029，900円 ワイド： 72，216，700円
3連複： 109，069，600円 3連単： 104，994，900円 計： 502，943，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 340円 � 270円 枠 連（1－7） 1，530円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 910円 �� 560円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 24，760円

票 数

単勝票数 計 444799 的中 � 104081（2番人気）
複勝票数 計 650635 的中 � 132802（2番人気）� 42634（6番人気）� 57481（5番人気）
枠連票数 計 156341 的中 （1－7） 7905（6番人気）
馬連票数 計 644550 的中 �� 19589（9番人気）
馬単票数 計 270299 的中 �� 5340（14番人気）
ワイド票数 計 722167 的中 �� 20242（10番人気）�� 35137（5番人気）�� 7884（25番人気）
3連複票数 計1090696 的中 ��� 14574（16番人気）
3連単票数 計1049949 的中 ��� 3074（66番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．0―13．4―12．6―12．5―13．4―12．8―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―37．1―50．5―1：03．1―1：15．6―1：29．0―1：41．8―1：54．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F38．8
1
3

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

2
4

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

アスクドゥポルテ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．12．4 阪神9着

2020．3．29生 牡3鹿 母 ジャジャウマガール 母母 マーズプリンセス 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャラハンテソーロ号・レッドフローガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

4月26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〕 フレンドリーサン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月26日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カドゥケウス号・マテンロウレガシー号



07065 3月26日 雨 不良 （5中京2） 第6日 第5競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時25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

68 � ブロードリーチ 牝4栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432－ 11：53．1 5．2�
22 � リ ツ ィ タ ル 牝5栗 56 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 396－ 21：53．41� 21．4�
67 � ルージュブラゾン 牝4黒鹿56 西村 淳也 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 474－ 51：53．61� 6．9�
33 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 494＋ 21：53．7
 4．8�
55 メイショウホオズキ 牝5鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B480± 01：53．8� 2．4	
79 � テンナイトパール 牝7鹿 56 丹内 祐次天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 500± 01：53．9� 45．8

56 ユーベルント 牝5黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新冠 松浦牧場 446＋ 21：54．64 178．1�

811 グレースブロード 牝4鹿 56
53 ▲佐々木大輔伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B442－101：54．7� 9．3�

44 エターナルプライド 牝4黒鹿 56
55 ☆松本 大輝伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 B466－ 81：54．91 18．9

812 パレドジュスティス 牝5芦 56 和田 竜二 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 472－ 41：55．53� 35．2�
11 キ ャ ミ 牝4黒鹿 56

53 ▲小林 勝太�Horse Net 田中 博康 日高 モリナガファーム 422－111：55．92� 42．6�
710 ラピスデラビオス 牝5鹿 56

52 ★永島まなみ名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 416－ 61：59．5大差 91．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，313，300円 複勝： 41，804，900円 枠連： 9，055，300円
馬連： 46，681，400円 馬単： 22，415，400円 ワイド： 48，285，200円
3連複： 73，760，900円 3連単： 88，427，600円 計： 365，744，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 470円 � 210円 枠 連（2－6） 2，830円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 9，970円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 720円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 11，840円 3 連 単 ��� 68，640円

票 数

単勝票数 計 353133 的中 � 53402（3番人気）
複勝票数 計 418049 的中 � 58025（3番人気）� 19094（7番人気）� 55882（4番人気）
枠連票数 計 90553 的中 （2－6） 2479（12番人気）
馬連票数 計 466814 的中 �� 5480（21番人気）
馬単票数 計 224154 的中 �� 1685（34番人気）
ワイド票数 計 482852 的中 �� 5177（25番人気）�� 17974（7番人気）�� 5911（21番人気）
3連複票数 計 737609 的中 ��� 4669（39番人気）
3連単票数 計 884276 的中 ��� 934（221番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．5―49．0―1：01．4―1：14．1―1：27．1―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
11（1，2，8）5（4，7）12－6，10－3－9
11（2，8）（7，5）1，12，4（6，3）10，9

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

勝馬の
紹 介

�ブロードリーチ �
�
父 Arrogate �

�
母父 Dansili

2019．5．15生 牝4栗 母 リ ー チ ン グ 母母 Maryinsky 6戦1勝 賞金 13，940，000円
初出走 JRA

〔その他〕 ラピスデラビオス号は，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。
〔鼻出血による出走制限〕 ラピスデラビオス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年4月26日まで出走できない。

07066 3月26日 小雨 不良 （5中京2） 第6日 第6競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時55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

714� マイレッドスター 牡4青鹿58 岩田 望来大島 昌也氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B514＋121：25．2 3．3�
815 ネ イ ト 牝4栗 56

53 ▲佐々木大輔武田 茂男氏 小栗 実 浦河 中神牧場 430＋121：25．51� 14．9�
12 リングストゥワイス �4鹿 58 西村 淳也ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 4 〃 ハナ 14．3�
35 ディープグラビティ 牡4黒鹿58 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B464－ 21：25．6クビ 2．6�
510� フリークボンバー 牡6黒鹿58 松山 弘平吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 494＋ 6 〃 クビ 12．2�
47 ビップソリオ 牡4黒鹿58 	島 克駿鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞
湖 レイクヴィラファーム B528－ 61：25．7� 7．6	
36 � アイファーファイト 牡4青鹿58 秋山真一郎中島 稔氏 	島 一歩 日高 株式会社

アースファーム 430－ 41：25．8クビ 24．6

24 � マサカウマザンマイ 牡5鹿 58

54 ★永島まなみ鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B488＋ 91：26．12 50．9�
59 ア ニ ー ジ ョ 牡4栗 58 和田 竜二 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 524± 01：26．31 17．9
48 ヒメカミノイタダキ 牡4栗 58 古川 吉洋國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 474－ 61：26．4� 92．8�
612 バンドールロゼ 牡4栗 58 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：26．72 13．9�
23 � ストロングカレント 牡5鹿 58 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE 伊坂 重信 新冠 村上牧場 486＋ 21：26．91� 159．2�
11 ベルウッドウズメ 牡4芦 58 丹内 祐次鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 506＋ 61：27．85 83．8�
816� エイシンディアデム 牝5鹿 56

54 ◇藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 浦河 栄進牧場 426－ 2 〃 ハナ 334．0�
611 レッドアウレア �5栗 58 団野 大成 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 494＋ 21：28．11� 123．4�
713� ハンデンキング 牡5黒鹿58 丸山 元気坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 城地牧場 508＋ 2 〃 クビ 387．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，718，900円 複勝： 58，084，700円 枠連： 11，394，300円
馬連： 59，281，000円 馬単： 26，697，700円 ワイド： 62，290，700円
3連複： 93，835，500円 3連単： 98，385，600円 計： 454，688，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 210円 � 400円 � 410円 枠 連（7－8） 3，340円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，340円 �� 3，000円

3 連 複 ��� 16，220円 3 連 単 ��� 46，650円

票 数

単勝票数 計 447189 的中 � 106805（2番人気）
複勝票数 計 580847 的中 � 84223（2番人気）� 35030（6番人気）� 33914（8番人気）
枠連票数 計 113943 的中 （7－8） 2642（15番人気）
馬連票数 計 592810 的中 �� 14046（13番人気）
馬単票数 計 266977 的中 �� 3675（20番人気）
ワイド票数 計 622907 的中 �� 11443（18番人気）�� 12115（14番人気）�� 5238（33番人気）
3連複票数 計 938355 的中 ��� 4337（56番人気）
3連単票数 計 983856 的中 ��� 1529（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．0―48．2―1：00．6―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイレッドスター �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Sevres Rose

2019．5．13生 牡4青鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 5戦1勝 賞金 11，100，000円
初出走 JRA

※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 マイネルエール号



07067 3月26日 小雨 不良 （5中京2） 第6日 第7競走 ��
��2，200�4歳以上1勝クラス

発走13時25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

78 ウェイオブライト �5芦 58 松山 弘平岡田 牧雄氏 高橋 康之 新ひだか 岡田スタツド 516－122：20．1 5．1�
79 スタティスティクス 牝4黒鹿55 池添 謙一 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 452＋ 82：20．31	 3．6�
44 ヴィトーリア 牡5黒鹿 58

54 ★永島まなみ寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 450± 02：21．47 4．7�
810 ショショローザ 牝4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 小栗 実 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：22．14 20．9�
811 キュンストラー 牝5芦 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 404＋ 22：22．31	 15．8	

66 ストリートライフ 牡4鹿 57
56 ☆松本 大輝野村 茂雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 524＋242：22．72
 6．9


11 シャトンアンジュ 牝4黒鹿55 西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 432＋ 62：22．8クビ 4．5�
55 � メイショウケンコン 牡5鹿 58 和田 竜二松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 486－ 42：23．33 55．1�
33 � ロフティースマイル 牝4青鹿55 横山 和生 �YGGホースクラブ 飯田 祐史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 12：24．25 101．6
67 マイネルカグラ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �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 B500－ 62：24．73
 31．3�
22 ダノンジェネラル 牡5黒鹿58 古川 吉洋�ダノックス 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：25．01
 27．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，791，700円 複勝： 46，767，400円 枠連： 9，384，200円
馬連： 51，244，100円 馬単： 23，177，000円 ワイド： 50，463，900円
3連複： 73，279，700円 3連単： 98，187，000円 計： 391，295，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 140円 � 150円 枠 連（7－7） 1，040円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 380円 �� 440円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 7，750円

票 数

単勝票数 計 387917 的中 � 59731（4番人気）
複勝票数 計 467674 的中 � 59023（4番人気）� 92079（1番人気）� 86670（2番人気）
枠連票数 計 93842 的中 （7－7） 6945（5番人気）
馬連票数 計 512441 的中 �� 41901（1番人気）
馬単票数 計 231770 的中 �� 9359（2番人気）
ワイド票数 計 504639 的中 �� 34287（2番人気）�� 28661（6番人気）�� 33489（4番人気）
3連複票数 計 732797 的中 ��� 36562（4番人気）
3連単票数 計 981870 的中 ��� 9174（17番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．4―13．2―13．4―12．8―12．9―13．3―12．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．6―37．0―50．2―1：03．6―1：16．4―1：29．3―1：42．6―1：55．4―2：07．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェイオブライト �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2020．10．17 東京8着

2018．4．28生 �5芦 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 13戦1勝 賞金 19，784，000円

07068 3月26日 小雨 不良 （5中京2） 第6日 第8競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時55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
1：06．2
1：05．8

良
良

714 ヤマニンアンフィル 牝4青鹿56 西村 淳也土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 460－ 21：12．3 5．3�
12 デルマヤクシ 牡5栗 58 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 田中 克典 日高 白井牧場 466＋ 61：12．93� 6．9�
612 マ メ コ 牝4鹿 56 松山 弘平中西 功氏 武 英智 日高 増尾牧場 444－ 21：13．22 5．3�
816 プリモカリーナ 牝4鹿 56 横山 和生ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 ハナ 13．2�
818 ルヴァンノワール 牝5鹿 56

54 ◇藤田菜七子 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 432－ 21：13．3クビ 118．0�
23 ショウナンラタン 牡4栗 58 吉田 隼人国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム B494± 0 〃 クビ 13．7	
611 スカイトレイル 牝4鹿 56 小崎 綾也小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 458－ 61：13．51	 45．8

715
 アコルダール 牝5黒鹿56 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 西園 翔太 浦河 斉藤英牧場 B450－10 〃 ハナ 45．9�
59 スズノナデシコ 牝5鹿 56

52 ★永島まなみ小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 506＋ 21：13．82 4．8�
35 サンマルクレイジー 牡4黒鹿58 武藤 雅相馬 勇氏 中野 栄治 日高 西野 春樹 424＋161：13．9クビ 85．8
47 
 エメラルアポロン 牡4鹿 58 川須 栄彦高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B486－121：14．43 206．5�
817
 グリュレーヴ 牝5芦 56

55 ☆松本 大輝飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 498＋ 21：14．5� 126．4�
713 ナリタローゼ 牝5青鹿56 和田 竜二�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム B492＋101：14．82 5．1�
11 テーオーエルサ 牝5鹿 56 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 B476－ 61：14．9クビ 112．9�
510 ミエノベルル 牡5鹿 58

57 ☆角田 大和里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 452＋ 21：15．32� 41．8�
48 ヴィルチュオーズ 牝4黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔�桑田牧場 上原 佑紀 安平 ノーザンファーム B418－ 61：15．4� 136．8�
24 エターナルピース 牝5鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 アタマ 21．1�
36 ホウオウジュレップ 牝5芦 56 丹内 祐次小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 418－ 81：15．93 62．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，419，200円 複勝： 46，611，600円 枠連： 12，942，200円
馬連： 56，062，100円 馬単： 21，722，100円 ワイド： 56，538，200円
3連複： 99，449，000円 3連単： 97，797，600円 計： 422，542，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 230円 � 190円 枠 連（1－7） 1，250円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 720円 �� 500円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 19，870円

票 数

単勝票数 計 314192 的中 � 47096（4番人気）
複勝票数 計 466116 的中 � 72617（2番人気）� 47274（5番人気）� 65144（3番人気）
枠連票数 計 129422 的中 （1－7） 8017（6番人気）
馬連票数 計 560621 的中 �� 21718（8番人気）
馬単票数 計 217221 的中 �� 4470（13番人気）
ワイド票数 計 565382 的中 �� 19732（8番人気）�� 29968（1番人気）�� 19324（9番人気）
3連複票数 計 994490 的中 ��� 22120（7番人気）
3連単票数 計 977976 的中 ��� 3568（40番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．8―12．2―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．8―35．6―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．7
3 ・（7，9）12，13（8，11）16（6，14，17）（10，15）（2，3）（4，1，18）－5 4 ・（7，9）－12（8，13）（6，11）16（10，14，17）15，2（4，3，18）1－5

勝馬の
紹 介

ヤマニンアンフィル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．4．16 阪神10着

2019．5．14生 牝4青鹿 母 ヤマニンパピオネ 母母 ヤマニンメルティ 9戦2勝 賞金 21，228，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィルチュオーズ号・エターナルピース号・ホウオウジュレップ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和5年4月26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。
（非当選馬） 1頭 デンジャーマン号

追 加 記 事（第 2回中京競馬第 5日第 1競走）
〔その他〕　　アコニャン号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



07069 3月26日 小雨 不良 （5中京2） 第6日 第9競走 ��
��2，200�

お お か ん ざ く ら

大 寒 桜 賞
発走14時25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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．0
2：09．0

良
良

55 ヨ リ マ ル 牡3鹿 56 横山 和生辻子 依旦氏 上村 洋行 浦河 川越ファーム 490－ 42：21．1 3．8�
77 シルバーティムール 牡3鹿 56 吉田 隼人越村 洋子氏 久保田貴士 浦河 高村牧場 504＋ 82：21．31� 25．1�
88 アイザックバローズ 牡3黒鹿56 岩田 望来猪熊 広次氏 友道 康夫 日高 下河辺牧場 470＋ 22：21．51� 2．6�
11 シェイクユアハート 牡3栗 56 岩田 康誠吉田 千津氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 426－ 42：22．45 9．1�
66 シリンガバルガリス 牡3栗 56 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492± 02：22．5� 5．4�
22 ウインスノーライト 牡3芦 56 長岡 禎仁	ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：22．6� 4．3

33 ベレザニーニャ 牝3鹿 54 小崎 綾也一村 哲也氏 小崎 憲 浦河 富菜牧場 458＋ 62：25．1大差 20．1�
44 	 フレンドキング 牡3青鹿56 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 440－142：27．0大差 154．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 53，653，100円 複勝： 43，910，400円 枠連： 発売なし
馬連： 60，059，400円 馬単： 28，236，500円 ワイド： 44，025，300円
3連複： 73，028，600円 3連単： 141，108，000円 計： 444，021，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 390円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 6，870円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 230円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 21，660円

票 数

単勝票数 計 536531 的中 � 110232（2番人気）
複勝票数 計 439104 的中 � 84894（2番人気）� 18920（7番人気）� 111682（1番人気）
馬連票数 計 600594 的中 �� 12826（15番人気）
馬単票数 計 282365 的中 �� 3082（25番人気）
ワイド票数 計 440253 的中 �� 9679（14番人気）�� 60398（1番人気）�� 11096（13番人気）
3連複票数 計 730286 的中 ��� 17801（14番人気）
3連単票数 計1411080 的中 ��� 4721（92番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．0―13．8―13．7―13．8―13．2―13．3―12．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．2―36．2―50．0―1：03．7―1：17．5―1：30．7―1：44．0―1：56．5―2：08．4

コーナー
通過順位

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

2
4
2，4（3，5）（6，7）8，1
2（6，5）7（1，3，8）4

勝馬の
紹 介

ヨ リ マ ル 
�
父 リアルスティール 

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2022．10．29 阪神6着

2020．5．14生 牡3鹿 母 テイエムオーシャン 母母 リヴァーガール 5戦2勝 賞金 18，475，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月26日まで平地競走

に出走できない。

07070 3月26日 小雨 不良 （5中京2） 第6日 第10競走 ��
��1，900�

て ん ぱ く が わ

天 白 川 特 別
発走15時00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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：54．7
1：53．7

重
不良

68 セブンスレター 牡4鹿 58 黛 弘人熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 488＋ 21：58．3 5．5�
11 ジョーコモド 牡4青鹿58 角田 大和上田江吏子氏 中竹 和也 日高 日西牧場 488＋ 4 〃 アタマ 41．0�
710 スーパーチーフ 牡4鹿 58 西村 淳也 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480－ 61：58．51� 4．0�
57 ショウサンキズナ 牡4鹿 58 松本 大輝鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 522＋ 41：58．71� 22．5�
22 ダッシュダクラウン 	5青鹿58 松山 弘平星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B468＋ 21：59．01� 5．3�
711 ワセダハーツ 牡5栗 58 浜中 俊大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 アタマ 11．0	
813 トレデマンド 牝5鹿 56 
島 克駿 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 48．9

56 パトリオットラン 牡4鹿 58 和田 竜二岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 540－ 41：59．42� 12．6�
45 グッドリドゥンス 牡6栗 58 丸山 元気林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 470－101：59．61 273．0�
33 タイスケフェイス 牡5鹿 58 太宰 啓介 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 468－ 4 〃 クビ 77．6
69 マイネルレンカ 牡9黒鹿58 丹内 祐次 �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± 0 〃 アタマ 273．8�
812 ヴォルゴグラード 牡4鹿 58 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム B512＋ 22：00．02� 5．3�
44 イシュタルゲート 牡7鹿 58 岩田 望来吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B514－ 8 〃 ハナ 5．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，411，700円 複勝： 77，694，800円 枠連： 18，693，400円
馬連： 109，927，700円 馬単： 39，558，800円 ワイド： 91，163，400円
3連複： 168，759，400円 3連単： 184，609，600円 計： 746，818，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 790円 � 160円 枠 連（1－6） 11，780円

馬 連 �� 13，710円 馬 単 �� 16，100円

ワ イ ド �� 3，470円 �� 460円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 10，590円 3 連 単 ��� 88，220円

票 数

単勝票数 計 564117 的中 � 80859（4番人気）
複勝票数 計 776948 的中 � 101205（3番人気）� 18844（9番人気）� 150724（1番人気）
枠連票数 計 186934 的中 （1－6） 1229（24番人気）
馬連票数 計1099277 的中 �� 6211（37番人気）
馬単票数 計 395588 的中 �� 1842（54番人気）
ワイド票数 計 911634 的中 �� 6391（38番人気）�� 56095（2番人気）�� 8919（28番人気）
3連複票数 計1687594 的中 ��� 11948（38番人気）
3連単票数 計1846096 的中 ��� 1517（307番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．5―13．3―12．8―12．6―12．5―12．5―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．4―29．9―43．2―56．0―1：08．6―1：21．1―1：33．6―1：45．7

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

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

勝馬の
紹 介

セブンスレター �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2022．1．5 中山4着

2019．5．15生 牡4鹿 母 ブライアンズレター 母母 パーソナルレター 13戦3勝 賞金 45，517，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



07071 3月26日 小雨 不良 （5中京2） 第6日 第11競走 ��
��1，200�第53回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，58�，牝馬2�減

名古屋市長賞・名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 170，000，000円 68，000，000円 43，000，000円 26，000，000円 17，000，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：06．2
1：05．8
1：06．7

良
良
良

713� ファストフォース 牡7黒鹿58 団野 大成安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B518－ 81：11．5 32．3�
715 ナムラクレア 牝4青鹿56 浜中 俊奈村 睦弘氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 466－ 61：11．61 5．4�
11 トゥラヴェスーラ 牡8鹿 58 丹内 祐次吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 484－121：11．7	 42．1�
36 ナランフレグ 牡7栗 58 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 492－ 61：11．8	 19．8�
816 グレナディアガーズ 牡5鹿 58 岩田 望来 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468－ 61：12．0
 28．4�
48 � ロータスランド 牝6鹿 56 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &
Dr. Naoya Yoshida 484＋ 6 〃 クビ 7．0	

612 ア グ リ 牡4青鹿58 横山 和生三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492－ 41：12．1クビ 6．3

47 ヴェントヴォーチェ 牡6鹿 58 西村 淳也エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 520＋ 6 〃 クビ 16．0�
23 キ ル ロ ー ド �8鹿 58 和田 竜二エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B502－ 61：12．41
 54．3
818 ウインマーベル 牡4栗 58 松山 弘平�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B474－ 61：12．5	 13．3�
24 ダディーズビビッド 牡5鹿 58 秋山真一郎田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 512－ 21：12．6クビ 29．0�
35 メイケイエール 牝5鹿 56 池添 謙一名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 486＋ 9 〃 ハナ 4．5�
611 ピクシーナイト 牡5鹿 58 戸崎 圭太 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：12．92 17．4�
59 ディヴィナシオン 牡6黒鹿58 松本 大輝一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 478＋ 61：13．0
 237．6�
714 トウシンマカオ 牡4栗 58 島 克駿�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 462－ 4 〃 ハナ 7．9�
12 ウォーターナビレラ 牝4青鹿56 吉田 隼人山岡 正人氏 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 B470－161：13．21 52．7�
510 オパールシャルム 牝6栗 56 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 476－101：13．3クビ 263．3�
817 ボンボヤージ 牝6鹿 56 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 436－101：13．62 255．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 772，443，000円 複勝： 833，555，000円 枠連： 410，283，600円 馬連： 1，868，705，800円 馬単： 599，603，000円
ワイド： 1，504，585，500円 3連複： 4，363，186，600円 3連単： 4，726，848，800円 5重勝： 714，732，000円 計： 15，793，943，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，230円 複 勝 � 660円 � 220円 � 770円 枠 連（7－7） 1，690円

馬 連 �� 7，920円 馬 単 �� 24，330円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 6，520円 �� 4，290円

3 連 複 ��� 81，180円 3 連 単 ��� 668，280円

5 重 勝
対象競走：中山10R／中京10R／阪神11R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 38，485，560円

票 数

単勝票数 計7724430 的中 � 191276（12番人気）
複勝票数 計8335550 的中 � 303377（10番人気）� 1179368（1番人気）� 252766（13番人気）
枠連票数 計4102836 的中 （7－7） 187634（8番人気）
馬連票数 計18687058 的中 �� 182837（32番人気）
馬単票数 計5996030 的中 �� 18482（93番人気）
ワイド票数 計15045855 的中 �� 166459（28番人気）�� 58978（77番人気）�� 90270（56番人気）
3連複票数 計43631866 的中 ��� 40308（261番人気）
3連単票数 計47268488 的中 ��� 5128（1776番人気）
5重勝票数 計7147320 的中 ����� 13

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―11．6―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．6―47．2―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファストフォース �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー

2016．5．9生 牡7黒鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 25戦4勝 賞金 311，727，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ファストフォース号の騎手団野大成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ホープフルサイン号・レディバランタイン号

07072 3月26日 小雨 不良 （5中京2） 第6日 第12競走 ��
��1，400�

よ っ か い ち

四 日 市 特 別
発走16時25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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

815 エ ル バ リ オ 牡4鹿 58 �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 B524－ 21：23．8 5．8�
46 エーティーマクフィ 牡4鹿 58 松山 弘平岡田 隆寛氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 468－ 4 〃 クビ 3．1�
35 ミレヴィーナス 牝4鹿 56 岩田 望来岡田 隆寛氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 434－ 81：24．43	 12．6�
11 
 ヨ ー デ ル 牡4栗 58 西村 淳也小松 達昌氏 森 秀行 米 Mercedes

Stable LLC B512－ 61：24．61� 32．8�
814 シンゼンブースター �7栗 58 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492－ 41：24．71 169．4�
610 タ ガ ノ ペ カ 牝5鹿 56 国分 恭介八木 良司氏 西園 翔太 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 508－ 41：24．91� 11．5	
611 コンクエスト 牡4鹿 58 戸崎 圭太前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488－ 61：25．1 5．0

713 ゼットレヨン 牡4鹿 58 川須 栄彦�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 482± 01：25．31� 26．2�
22 ワンダースティング 牡5鹿 58 和田 竜二山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 米田牧場 510－ 41：25．61 7．5�
34 ハクサンライラック 牝7栗 56 団野 大成河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 �川 啓一 506－ 2 〃 クビ 12．2
23 ク ロ ッ チ �6黒鹿58 丹内 祐次 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 452－ 41：26．02	 189．4�
59 サクセスリボーン 牡6黒鹿58 角田 大和柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 512± 01：26．21	 232．2�
712� リファインドマナー 牝5鹿 56 松本 大輝髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 446－ 81：26．41 28．7�
47 
 ケルンコンサート 牡4芦 58 岩田 康誠風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond

Farm Inc. 464± 01：29．2大差 31．3�
58 メイショウサトワ 牡5黒鹿58 太宰 啓介松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 B512－ 81：29．4 35．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 152，729，900円 複勝： 166，523，700円 枠連： 50，225，800円
馬連： 246，812，000円 馬単： 93，366，000円 ワイド： 251，704，200円
3連複： 422，109，200円 3連単： 478，211，100円 計： 1，861，681，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 150円 � 310円 枠 連（4－8） 850円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，200円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 22，520円

票 数

単勝票数 計1527299 的中 � 209079（3番人気）
複勝票数 計1665237 的中 � 220772（3番人気）� 337027（1番人気）� 112193（7番人気）
枠連票数 計 502258 的中 （4－8） 45328（2番人気）
馬連票数 計2468120 的中 �� 224940（2番人気）
馬単票数 計 933660 的中 �� 33693（5番人気）
ワイド票数 計2517042 的中 �� 175493（2番人気）�� 50942（14番人気）�� 74887（8番人気）
3連複票数 計4221092 的中 ��� 67887（12番人気）
3連単票数 計4782111 的中 ��� 15395（49番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．4―12．1―12．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．7―46．8―59．5―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル バ リ オ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．6．26 札幌3着

2019．3．3生 牡4鹿 母 インナーアージ 母母 ミュージカルウェイ 15戦3勝 賞金 45，160，000円
〔制裁〕 ワンダースティング号の調教師渡辺薫彦は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケルンコンサート号・メイショウサトワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

26日まで平地競走に出走できない。

５レース目



（5中京2）第6日 3月26日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 174頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

505，990，000円
36，250，000円
6，600，000円
66，270，000円
12，000，000円
76，355，000円
5，451，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
1，345，680，700円
1，601，289，300円
567，504，200円
2，709，353，200円
962，966，100円
2，337，612，900円
5，722，396，300円
6，328，210，600円
714，732，000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
5 重 勝
計 22，289，745，300円

総入場人員 21，129名 （有料入場人員 20，610名）



令和5年度 第2回中京競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，046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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，669，950，000円
16，800，000円
212，280，000円
14，480，000円
219，940，000円
14，000，000円
466，115，000円
29，873，000円
10，041，600円

勝馬投票券売得金
4，143，997，800円
5，457，738，200円
1，423，843，400円
7，074，078，900円
2，821，100，800円
6，510，739，100円
13，298，431，000円
15，399，640，500円
714，732，000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
5 重 勝
計 56，844，301，700円

総入場延人員 62，454名 （有料入場延人員 60，359名）
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