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05025 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 255，000
255，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ノ ヘ ア 牝3芦 54 北村 宏司 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 430＋ 21：12．4 6．4�

12 サンキーウエスト 牝3青鹿54 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社
ケイズ 438± 01：12．72 5．5�

816 クィーンアドバンス 牝3青 54 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 472＋141：13．01� 4．4�
510 ピクチャーポーズ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：13．53 2．6�

（南ア）

611 ショウイモン 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 420－101：13．6� 42．1	

612 ラヴアンドゲーム 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 440＋ 6 〃 同着 8．8

815 ハーモニクス 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 472 ―1：13．81� 11．4�
714 テイエムビーナス 牝3鹿 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 486＋181：14．01 37．0�
36 サクラドロップ 牝3鹿 54 武藤 雅田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 452± 01：14．85 170．4
48 コトブキノニ 牝3鹿 54 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 482± 01：15．01� 81．0�
713 ビービージュエリー 牝3黒鹿54 武士沢友治�坂東牧場 中舘 英二 新ひだか 大滝 康晴 500 ―1：15．21 101．5�
24 キョウエイブリッツ 牝3黒鹿54 木幡 初也田中 晴夫氏 武市 康男 青森 長谷地 義正 406－ 21：15．73 235．0�
35 カンノンリリー 牝3黒鹿54 石川裕紀人カンノンレーシングクラブ 南田美知雄 浦河 大島牧場 438－ 6 〃 ハナ 134．9�
59 ナンバーフォー 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹稲垣 隆治氏 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 458＋ 21：15．8� 242．4�
47 スーコーサファイア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介谷口 祐人氏 深山 雅史 日高 三輪 幸子 436－141：17．18 370．8�
23 ローズコンパス 牝3黒鹿54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 星野 忍 浦河 有限会社

松田牧場 472＋ 81：17．63 130．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，884，900円 複勝： 40，386，400円 枠連： 11，220，000円
馬連： 47，941，700円 馬単： 20，842，900円 ワイド： 39，538，000円
3連複： 70，411，800円 3連単： 83，514，000円 計： 340，739，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 180円 � 150円 枠 連（1－1） 1，580円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 400円 �� 470円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 14，160円

票 数

単勝票数 計 268849 的中 � 33353（4番人気）
複勝票数 計 403864 的中 � 64449（3番人気）� 55554（4番人気）� 72983（2番人気）
枠連票数 計 112200 的中 （1－1） 5480（7番人気）
馬連票数 計 479417 的中 �� 24575（7番人気）
馬単票数 計 208429 的中 �� 4871（14番人気）
ワイド票数 計 395380 的中 �� 25913（4番人気）�� 21403（7番人気）�� 22723（5番人気）
3連複票数 計 704118 的中 ��� 24065（7番人気）
3連単票数 計 835140 的中 ��� 4273（41番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．3―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．7―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（1，10）12（15，16）（7，2）6－8（4，11）14，9，13－5＝3 4 1，10（15，12）16，2－6，7－（8，11）4，14－（9，13）－5＝3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノ ヘ ア �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．9．28 中山11着

2017．4．23生 牝3芦 母 ユッカマウンテン 母母 ベガスナイト 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 ローズコンパス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ローズコンパス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーコーサファイア号・ローズコンパス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

4月7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 アースレイナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05026 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 ヒ ロ キ ン グ 牡3鹿 56 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 492± 01：56．9 2．5�
68 サンビュート �3栗 56 北村 宏司 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ 492－ 81：57．22 28．5�
57 リュウノチョッパー 牡3栗 56 丸田 恭介蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 470－ 41：57．73 18．6�
56 サクラヴァルール 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 478－ 21：57．91� 9．4�
22 ドノスティア 牡3黒鹿56 C．ルメール 村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 534＋ 41：58．0クビ 2．3�
69 コ ス モ オ リ 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 2 〃 クビ 12．1


（南ア）

33 ベストランナー 牡3鹿 56 木幡 巧也ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490＋ 41：58．1クビ 31．7�

710 クリノテルチャン 牝3栗 54 横山 和生栗本 博晴氏 大江原 哲 浦河 山田牧場 480－ 21：58．2� 42．4�
711 ヤギリエピファクン 牡3鹿 56 丸山 元気内田ヤエ子氏 小西 一男 日高 浜本牧場 464－101：58．94 31．6
11 キューブリック 牡3鹿 56 笹川 翼�キキアシ 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 B518± 01：59．43 40．1�

（大井）

812 ウインフウジン 牡3黒鹿 56
53 ▲小林 脩斗�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 458－ 42：00．78 75．4�

45 ギ ン ジ 牡3青鹿56 石川裕紀人本間 茂氏 相沢 郁 むかわ 上水牧場 472＋162：01．65 93．4�
813 ムーンピラー 牡3青鹿56 F．ミナリク林 正道氏 矢野 英一 日高 白井牧場 B484＋142：02．02� 89．4�

（独）

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，831，600円 複勝： 41，172，000円 枠連： 8，536，700円
馬連： 47，408，200円 馬単： 22，644，200円 ワイド： 41，716，800円
3連複： 71，439，700円 3連単： 88，543，300円 計： 349，292，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 520円 � 390円 枠 連（4－6） 1，240円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 550円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 9，110円 3 連 単 ��� 36，240円

票 数

単勝票数 計 278316 的中 � 87762（2番人気）
複勝票数 計 411720 的中 � 115376（1番人気）� 15362（7番人気）� 22147（5番人気）
枠連票数 計 85367 的中 （4－6） 5309（5番人気）
馬連票数 計 474082 的中 �� 12907（8番人気）
馬単票数 計 226442 的中 �� 4320（13番人気）
ワイド票数 計 417168 的中 �� 10401（9番人気）�� 20875（5番人気）�� 2605（34番人気）
3連複票数 計 714397 的中 ��� 5876（28番人気）
3連単票数 計 885433 的中 ��� 1771（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．6―52．1―1：05．3―1：18．1―1：30．8―1：43．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ロ キ ン グ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．11 中山3着

2017．4．17生 牡3鹿 母 カ フ ラ ピ コ 母母 エイプリルドラマ 4戦1勝 賞金 8，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンピラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月7日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 シチリアフレイバー号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第２回 中山競馬 第３日



05027 3月7日 小雨 良 （2中山2） 第3日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 ク ロ ッ チ �3黒鹿56 大野 拓弥 �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 454－ 61：12．2 1．6�
12 ジョイウイン 牡3栗 56 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 494＋ 61：12．52 3．7�
815 グランドストローク 牡3黒鹿56 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 444－ 41：12．81� 7．8�
36 センノベステス 牡3栗 56 丸田 恭介浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 472－ 81：13．11� 17．1�
48 カテドラルロック 牝3栗 54 勝浦 正樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 410＋ 41：13．42 148．2	
23 シゲルハウメア 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458＋101：13．82� 57．0


713 ボンジュールヘニー 牝3栗 54 宮崎 北斗田中善次郎氏 天間 昭一 浦河 市川フアーム 482－ 41：14．0� 172．7�
11 ミスターサスケ 牡3栗 56 横山 和生平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 512－10 〃 クビ 115．7�
59 アシャカトライミー 牡3栗 56 石川裕紀人吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 須崎牧場 484－101：14．1クビ 20．1
612 ザサンアップライト 牡3栗 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 436－ 4 〃 クビ 50．4�
35 ゴールドスナイパー 牡3鹿 56 笹川 翼馬目 卓氏 田中 剛 新冠 アラキフアーム 478＋ 41：14．2クビ 16．5�

（大井）

816 スタニングビスタ 牝3栗 54
51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 武藤 善則 日高 増尾牧場 448± 01：14．3� 360．6�

24 スノーレイズ 牝3芦 54
51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 440＋ 6 〃 クビ 92．4�
47 アテンミラクル 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗玉置 潔氏 高橋 祥泰 浦河 吉田 又治 444－ 41：14．4クビ 476．8�
611 ダンシングジュエル 牝3鹿 54

52 △木幡 育也伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 414－10 〃 クビ 109．0�
714 アイアンカレン 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹池上 一馬氏 青木 孝文 新ひだか グローリーファーム 404－ 41：14．93 558．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，154，400円 複勝： 43，622，000円 枠連： 9，112，200円
馬連： 45，175，200円 馬単： 23，244，900円 ワイド： 36，960，400円
3連複： 63，712，900円 3連単： 86，799，300円 計： 333，781，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（1－5） 300円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 190円 �� 390円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 251544 的中 � 120618（1番人気）
複勝票数 計 436220 的中 � 189825（1番人気）� 73967（2番人気）� 52910（3番人気）
枠連票数 計 91122 的中 （1－5） 22815（1番人気）
馬連票数 計 451752 的中 �� 108038（1番人気）
馬単票数 計 232449 的中 �� 37867（1番人気）
ワイド票数 計 369604 的中 �� 64133（1番人気）�� 50174（2番人気）�� 19125（5番人気）
3連複票数 計 637129 的中 ��� 79122（1番人気）
3連単票数 計 867993 的中 ��� 33799（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．3―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．3―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．2
3 ・（2，10）－（9，11，13）8－（14，15）6，7－12，5－（3，16）4，1 4 ・（2，10）－（9，11，13）（8，15）6，14（5，7）12－（3，16）－1，4

勝馬の
紹 介

ク ロ ッ チ �
�
父 アーネストリー �

�
母父 スパイキュール デビュー 2020．1．6 中山7着

2017．3．14生 �3黒鹿 母 クロエチャン 母母 トレローニー 4戦1勝 賞金 8，400，000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） 1頭 ソラン号
（非抽選馬） 1頭 ゴラッソゴール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

05028 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

812 ウインレゼルヴ 牡3栗 56 武藤 雅�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 478 ―1：58．2 14．4�
68 オーケーゴールド 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 540 ―1：58．83� 7．1�
33 フロントフリップ 牡3黒鹿56 笹川 翼吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 520 ―1：59．43� 12．3�

（大井）

710 ユキノレベッカ 牝3鹿 54 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 452 ―1：59．71� 47．0�
22 スピルアウト 牡3栗 56 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532 ―1：59．8クビ 56．8	
79 プレシャススパート 牝3栗 54 的場 勇人日向 均氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 504 ― 〃 クビ 84．0

11 シュゴテンシ 牡3栗 56 F．ミナリク門野 重雄氏 大竹 正博 新ひだか フジワラフアーム 470 ―2：00．01� 22．3�

（独）

44 レッドシノン 牝3栗 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 498 ―2：02．6大差 5．8�
55 ナ バ ー ラ 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 490 ―2：03．13 1．4
811 プリンセスダズリン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 466 ―2：04．16 144．2�
56 サンドクルーズ 牡3栗 56 野中悠太郎加藤 義久氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 472 ―2：05．27 101．5�
67 ワンダフルライフ 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476 ―2：06．68 222．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，143，100円 複勝： 61，671，200円 枠連： 6，300，700円
馬連： 35，271，400円 馬単： 23，025，900円 ワイド： 30，653，500円
3連複： 48，342，900円 3連単： 88，268，000円 計： 320，676，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 590円 � 350円 � 420円 枠 連（6－8） 3，820円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 10，890円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，650円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 12，230円 3 連 単 ��� 102，710円

票 数

単勝票数 計 271431 的中 � 15053（5番人気）
複勝票数 計 616712 的中 � 26088（5番人気）� 48162（3番人気）� 38781（4番人気）
枠連票数 計 63007 的中 （6－8） 1278（11番人気）
馬連票数 計 352714 的中 �� 6262（13番人気）
馬単票数 計 230259 的中 �� 1585（27番人気）
ワイド票数 計 306535 的中 �� 8067（10番人気）�� 4690（17番人気）�� 7921（11番人気）
3連複票数 計 483429 的中 ��� 2963（35番人気）
3連単票数 計 882680 的中 ��� 623（210番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．8―13．5―12．8―12．5―13．1―14．1―14．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．6―51．1―1：03．9―1：16．4―1：29．5―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．3―3F41．8
1
3
8－（1，12）4－6－9，10，3－5，11－2＝7
8－12（1，4）＝（9，3）－（6，10）＝2，5＝11，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインレゼルヴ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2017．4．11生 牡3栗 母 シャンパンセラー 母母 ハイランドファンタジー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンドクルーズ号・ワンダフルライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月

7日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05029 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第5競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時30分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

713 クロミナンス 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋241：49．6 1．6�

36 ホウオウエミーズ 牝3鹿 54 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 448－ 61：50．13 16．3�
11 ダイワミラクル 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496＋ 21：50．42 3．8�
59 オウケンザパール 牝3栗 54 大野 拓弥福井 明氏 国枝 栄 新冠 高瀬牧場 438－ 4 〃 ハナ 22．8�
612 セ ー リ ン グ 牡3鹿 56 柴田 善臣栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 438＋ 41：50．61� 60．2�
35 ジュールサイクル 牝3青 54 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448－ 81：50．7� 171．0	
815 レッドペルーシュ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン 
東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 408＋ 2 〃 アタマ 14．1�

（南ア）

12 アールブリッツ 牡3青 56 木幡 巧也前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 オリオンファーム 514－12 〃 クビ 9．6�
714	 マイネルサブマリン 牡3芦 56 国分 優作 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Carl Bennett B468－ 41：50．8クビ 161．8
23 コパノカリブ 牝3栗 54 笹川 翼小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 2 〃 ハナ 213．9�

（大井）

48 アプローズユウ 牝3鹿 54 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 458－ 61：51．01� 21．4�
47 フォギーデイ 牝3青鹿54 武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 456＋ 81：51．1� 250．5�
510 フェアリーシップ 牝3芦 54

53 ☆菊沢 一樹合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 日高 賀張三浦牧場 452± 01：51．52� 365．2�

611 ラ ウ ダ ー テ 牝3黒鹿54 石川裕紀人 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか ヒサイファーム 440＋ 81：52．13� 93．1�

816 アグネスクレバー 牝3鹿 54
52 △木幡 育也前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか カタオカフアーム 390－181：52．41
 210．8�

24 セイショウパイロ 牡3黒鹿56 江田 照男岩崎 暉男氏 本間 忍 新冠 村田牧場 456－ 41：52．5
 309．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，592，700円 複勝： 61，466，000円 枠連： 12，854，200円
馬連： 61，199，700円 馬単： 32，264，600円 ワイド： 50，874，200円
3連複： 86，839，700円 3連単： 118，991，900円 計： 465，083，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 270円 � 140円 枠 連（3－7） 1，650円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 610円 �� 190円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 405927 的中 � 195840（1番人気）
複勝票数 計 614660 的中 � 275099（1番人気）� 28971（7番人気）� 95474（2番人気）
枠連票数 計 128542 的中 （3－7） 6027（8番人気）
馬連票数 計 611997 的中 �� 25344（8番人気）
馬単票数 計 322646 的中 �� 12703（7番人気）
ワイド票数 計 508742 的中 �� 18571（10番人気）�� 84300（1番人気）�� 21090（8番人気）
3連複票数 計 868397 的中 ��� 44282（3番人気）
3連単票数 計1189919 的中 ��� 11481（16番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．2―12．7―11．9―12．1―12．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．0―49．7―1：01．6―1：13．7―1：25．9―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
14（2，3）13（1，9）（4，12）5（6，7）8，10（11，15）16・（14，2）（1，3）（13，12）（5，9，6）（8，7）（15，4，10）－16－11

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

勝馬の
紹 介

クロミナンス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．5 東京3着

2017．2．14生 牡3鹿 母 イリュミナンス 母母 ス キ ッ フ ル 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 レッドペルーシュ号の騎手L．ヒューイットソンは，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30，000円。（被害

馬：8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 ペイシャフラッシュ号・ボウイッシュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

05030 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時05分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ヴァンドゥメール 牡3青鹿56 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B486＋ 41：11．7 3．0�
48 ウィーンソナタ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 凌大星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 484－ 21：12．33� 143．8�
23 カップッチョ 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 456± 0 〃 クビ 33．4�
816� イ ッ シ ン 牡3鹿 56 C．ルメール 林 正道氏 浅見 秀一 米 Stonecliff

Farm 550－ 2 〃 ハナ 2．2	
59 ヴァルゴスピカ 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 林 徹 日高 本間牧場 432－ 8 〃 アタマ 14．0

36 ルヴァンヴェール 牡3鹿 56 武藤 雅 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B478－ 41：12．4クビ 50．7�
47 ニシノミンクス 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 458－ 21：12．61 17．9�
24 プレジールドビブル 牡3鹿 56 木幡 初也東海林貴大氏 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 458± 01：12．7� 12．6
35 キ ラ ー ビ ー 牡3鹿 56 丸田 恭介中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 442－ 4 〃 クビ 185．6�
713 オイデヤスダイジン 牝3鹿 54 伊藤 工真ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 458－ 21：12．8� 14．6�
714 レムリアンシード 牡3芦 56

53 ▲原 優介田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 446± 01：12．9� 35．1�
815 ニシノステラ 牝3鹿 54 野中悠太郎西山 茂行氏 小西 一男 日高 西山牧場 428－ 2 〃 クビ 36．1�
611 スピーニディローザ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 438± 01：13．0クビ 286．6�
510 コパノマーキュリー 牡3鹿 56 丸山 元気小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 500－ 41：13．95 21．3�
12 トロワマルス 牝3鹿 54 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 462－ 61：15．28 90．2�
612 タ ピ オ カ 牝3青鹿54 木幡 巧也�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 492－ 21：15．3� 67．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，120，500円 複勝： 52，639，500円 枠連： 12，190，400円
馬連： 69，752，600円 馬単： 30，294，400円 ワイド： 58，119，000円
3連複： 101，329，600円 3連単： 116，196，900円 計： 477，642，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 2，220円 � 730円 枠 連（1－4） 1，990円

馬 連 �� 20，240円 馬 単 �� 25，240円

ワ イ ド �� 5，550円 �� 1，560円 �� 31，300円

3 連 複 ��� 119，860円 3 連 単 ��� 507，480円

票 数

単勝票数 計 371205 的中 � 98568（2番人気）
複勝票数 計 526395 的中 � 122090（2番人気）� 4777（14番人気）� 15562（10番人気）
枠連票数 計 121904 的中 （1－4） 4734（9番人気）
馬連票数 計 697526 的中 �� 2670（47番人気）
馬単票数 計 302944 的中 �� 900（55番人気）
ワイド票数 計 581190 的中 �� 2679（49番人気）�� 9879（17番人気）�� 470（99番人気）
3連複票数 計1013296 的中 ��� 634（205番人気）
3連単票数 計1161969 的中 ��� 166（935番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．3―12．5―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．4―45．9―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．3
3 ・（2，8）（1，13，10）（9，14）16（4，11）3，15，6－7，5－12 4 ・（2，8）（1，13，10）（9，14）（4，16）11，3（15，6）（5，7）＝12

勝馬の
紹 介

ヴァンドゥメール �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 Chief Seattle デビュー 2019．6．29 福島1着

2017．4．23生 牡3青鹿 母 エビスオール 母母 Auction Cat 5戦2勝 賞金 18，300，000円
〔その他〕 コパノマーキュリー号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



05031 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第7競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

77 ルフトシュトローム 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486－ 61：34．8 1．9�
44 ヴェンチュラスター 牡3鹿 56 武藤 雅西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 426± 01：35．01 16．5�
88 オシリスブレイン 牡3青鹿56 大野 拓弥エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 492± 01：35．1� 4．1�
66 カトゥルスフェリス 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 424－121：35．2� 3．4�
11 フォースオブウィル 牡3栗 56 宮崎 北斗柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 458± 01：35．3� 11．2	
33 	 プリンスチャーム 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 446－ 21：35．83 35．6

55 ブライティアランド 牝3芦 54

51 ▲原 優介小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 466－ 81：36．86 114．9�
22 	 プライモーディアル 牡3鹿 56 野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 英 Godolphin 486－ 41：36．9� 79．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 44，191，400円 複勝： 48，514，400円 枠連： 発売なし
馬連： 51，987，300円 馬単： 30，619，200円 ワイド： 36，218，200円
3連複： 65，442，900円 3連単： 152，721，800円 計： 429，695，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 350円 �� 170円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 441914 的中 � 184941（1番人気）
複勝票数 計 485144 的中 � 217071（1番人気）� 38705（5番人気）� 95505（2番人気）
馬連票数 計 519873 的中 �� 28261（5番人気）
馬単票数 計 306192 的中 �� 13289（8番人気）
ワイド票数 計 362182 的中 �� 23700（5番人気）�� 68312（1番人気）�� 18572（7番人気）
3連複票数 計 654429 的中 ��� 47922（4番人気）
3連単票数 計1527218 的中 ��� 22710（17番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．8―11．6―12．0―11．8―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．1―47．7―59．7―1：11．5―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ルフトシュトローム 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．19 中山1着

2017．1．31生 牡3鹿 母 ハワイアンウインド 母母 ライクザウインド 2戦2勝 賞金 13，300，000円

05032 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第8競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

66 マサハヤニース 牡5鹿 57 L．ヒューイットソン 中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478－ 42：37．1 8．4�
（南ア）

77 スコルピウス �4黒鹿56 C．ルメール 飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B460－ 42：37．52� 2．3�
88 ボヘミアラプソディ 牡4鹿 56 大野 拓弥平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484－ 2 〃 クビ 11．0�
44 オ ー マ オ 牡4栗 56 笹川 翼吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444－ 62：38．35 6．1�

（大井）

33 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡4青鹿56 柴田 善臣河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 482－ 42：38．51 68．9�
22 サミットプッシュ 牡5青鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 498＋122：39．13� 8．0	
11 � スズヨブラック 牡5鹿 57 武士沢友治鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 486＋ 22：41．5大差 274．4

89 アイヅリュウコ 牡4栗 56 F．ミナリク真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 B474± 02：46．8大差 17．3�

（独）

55 ヤンチャヒメ 牝4鹿 54 川田 将雅ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B494＋10 （競走中止） 4．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，118，700円 複勝： 33，636，300円 枠連： 7，037，900円
馬連： 55，329，800円 馬単： 25，564，700円 ワイド： 36，603，800円
3連複： 70，008，800円 3連単： 114，325，200円 計： 372，625，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 220円 � 140円 � 190円 枠 連（6－7） 1，340円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，360円 �� 460円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 21，930円

票 数

単勝票数 計 301187 的中 � 28504（5番人気）
複勝票数 計 336363 的中 � 33243（6番人気）� 80342（1番人気）� 41640（4番人気）
枠連票数 計 70379 的中 （6－7） 4046（6番人気）
馬連票数 計 553298 的中 �� 29773（6番人気）
馬単票数 計 255647 的中 �� 5600（13番人気）
ワイド票数 計 366038 的中 �� 14864（8番人気）�� 6466（20番人気）�� 21503（5番人気）
3連複票数 計 700088 的中 ��� 12585（17番人気）
3連単票数 計1143252 的中 ��� 3778（89番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―13．2―13．5―14．1―14．4―13．4―12．0―12．0―12．2―12．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．3―38．5―52．0―1：06．1―1：20．5―1：33．9―1：45．9―1：57．9―2：10．1―2：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F51．2―3F39．2
1
�
3，6（5，7，8）（2，9）4－1・（3，6）－8（5，7，4）2＝1，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤニース 
�
父 ワークフォース 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．5 京都6着

2015．4．26生 牡5鹿 母 ラ カ 母母 ダンスパートナー 18戦2勝 賞金 23，752，000円
〔競走中止〕 ヤンチャヒメ号は，競走中に異常歩様となったため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ヤンチャヒメ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 アイヅリュウコ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05033 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第9競走 ��
��2，500�

い た こ

潮 来 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

88 キングオブコージ 牡4鹿 56 横山 典弘増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 62：34．7 6．5�

44 シークレットラン 牡4鹿 56 C．ルメール 亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：34．8� 1．8�
33 ネ ガ イ 牝4鹿 54 津村 明秀石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 462＋ 42：35．43	 3．5�
22 シュブリーム 牡4黒鹿56 柴田 善臣栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B468＋ 42：35．61 15．2�
66 タンタフエルサ 牡5鹿 57 L．ヒューイットソン �G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452＋ 22：36．13 18．4�
（南ア）

77 ツクバソヴァール 牡4黒鹿56 江田 照男細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 488－ 2 〃 クビ 24．5	
11 カーロバンビーナ 牝5鹿 55 三浦 皇成 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 408－ 42：36．2	 13．9�
89 ミルトプレスト 牡6鹿 57 丸田 恭介永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 502＋ 22：36．3クビ 59．8�
55 ロードアルバータ 
6青鹿57 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム B464＋ 62：37．68 82．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，839，900円 複勝： 78，195，300円 枠連： 8，355，800円
馬連： 70，675，700円 馬単： 40，380，000円 ワイド： 46，003，300円
3連複： 87，527，200円 3連単： 174，314，100円 計： 550，291，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 220円 �� 340円 �� 150円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 3，960円

票 数

単勝票数 計 448399 的中 � 54537（3番人気）
複勝票数 計 781953 的中 � 67302（3番人気）� 452970（1番人気）� 102097（2番人気）
枠連票数 計 83558 的中 （4－8） 14286（2番人気）
馬連票数 計 706757 的中 �� 119118（2番人気）
馬単票数 計 403800 的中 �� 25716（4番人気）
ワイド票数 計 460033 的中 �� 51237（2番人気）�� 27783（5番人気）�� 93172（1番人気）
3連複票数 計 875272 的中 ��� 121297（1番人気）
3連単票数 計1743141 的中 ��� 31889（11番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―11．8―12．2―12．8―13．4―13．3―13．0―12．5―12．2―11．6―11．3―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．8―30．6―42．8―55．6―1：09．0―1：22．3―1：35．3―1：47．8―2：00．0―2：11．6―2：22．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブコージ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Galileo デビュー 2018．10．21 東京5着

2016．3．26生 牡4鹿 母 ファイノメナ 母母 Caumshinaun 11戦3勝 賞金 33，496，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05034 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，260，000
2，260，000

円
円

付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード
中央レコード

1：48．5
1：47．6

重
重

811 アシャカトブ 牡4栗 57 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 504－ 21：53．1 4．3�
812 レッドフレイ 牡5黒鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：53．31� 2．6�
710 エクリリストワール 牡4栗 57 川田 将雅鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 534＋ 21：53．62 3．0�
33 ロードアクシス 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 474＋ 6 〃 クビ 34．8�
67 カ ナ シ バ リ 牝4鹿 55 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 502－10 〃 同着 13．5�
55 フィールザファラオ 牡5黒鹿57 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 468＋ 21：53．7	 61．0	
11 テトラルキア 
5鹿 57 笹川 翼吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 484－ 21：54．01	 15．4


（大井）

22 バンブトンハート 牝4青鹿55 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 504－ 2 〃 クビ 98．0�
44 リョウランヒーロー 牡6黒鹿57 菊沢 一樹佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 482－ 2 〃 ハナ 42．5�
56 エ オ リ ア 牝6鹿 55 秋山真一郎ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－101：54．63	 12．1
79 オメガドラクロワ 牡6青鹿57 F．ミナリク原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460－ 21：54．91� 90．3�

（独）

68 ボードウォーク 牝5鹿 55 国分 優作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B446－ 41：55．64 101．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，376，300円 複勝： 76，000，900円 枠連： 17，670，900円
馬連： 112，288，300円 馬単： 45，183，800円 ワイド： 76，774，200円
3連複： 163，614，600円 3連単： 211，476，100円 計： 757，385，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 120円 � 120円 枠 連（8－8） 640円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 260円 �� 380円 �� 190円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 3，910円

票 数

単勝票数 計 543763 的中 � 100645（3番人気）
複勝票数 計 760009 的中 � 120479（3番人気）� 165251（2番人気）� 183382（1番人気）
枠連票数 計 176709 的中 （8－8） 21348（2番人気）
馬連票数 計1122883 的中 �� 138170（2番人気）
馬単票数 計 451838 的中 �� 24565（4番人気）
ワイド票数 計 767742 的中 �� 72490（2番人気）�� 44720（3番人気）�� 115020（1番人気）
3連複票数 計1636146 的中 ��� 174684（1番人気）
3連単票数 計2114761 的中 ��� 39121（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．6―12．8―12．8―12．7―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．2―50．0―1：02．8―1：15．5―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3
8，12－11，10，9，3，6（1，5，7）－2－4・（8，12）（10，11，9）（3，7，6）（1，5）（4，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アシャカトブ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．3．12生 牡4栗 母 ヴェリタスマリコ 母母 アサクサコンソメ 12戦4勝 賞金 56，159，000円
〔制裁〕 テトラルキア号の騎手笹川翼は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・6番・5番）
※ボードウォーク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



05035 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第11競走 ��
��1，200�第15回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，31．3．2以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，31．3．1以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

12 ダノンスマッシュ 牡5鹿 56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 41：07．4 2．0�
510 ナックビーナス 牝7青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 534＋ 41：07．61� 5．4�
11 タワーオブロンドン 牡5鹿 58 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 61：08．13 2．5�
35 グランドボヌール 牡6鹿 56 城戸 義政田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 488－ 4 〃 ハナ 177．6�
36 キングハート 牡7鹿 56 北村 宏司増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 B506＋ 21：08．41	 39．0�
611 カッパツハッチ 牝5鹿 54 丸山 元気	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 482＋10 〃 クビ 43．6

48 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿54 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 490－12 〃 アタマ 31．8�
714 レジーナフォルテ 牝6黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 506＋ 21：08．5クビ 40．2�
24 ティーハーフ 牡10栗 56 国分 優作ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 61：08．71� 216．5
59 ハ ウ メ ア 牝6栗 54 L．ヒューイットソン 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B490＋ 8 〃 ハナ 29．3�

（南ア）

713 エ ス タ ー テ 牝5鹿 54 丸田 恭介グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 426± 01：08．8クビ 244．7�
47 エンゲルヘン 牝6栗 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 61：09．01
 141．6�
612 ラブカンプー 牝5黒鹿54 F．ミナリク増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 438－ 4 〃 クビ 270．3�

（独）

23 ナインテイルズ 牡9栗 56 野中悠太郎岡田 牧雄氏 長谷川浩大 浦河 山田牧場 488＋ 41：09．1クビ 476．6�
815� ナリタスターワン 牡8鹿 56 笹川 翼前田 敏文氏 須田 和伸 千歳 社台ファーム 482－ 11：09．95 403．7�

（大井） （大井）

816 クールティアラ 牝4鹿 54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B482＋161：10．21	 109．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 151，697，800円 複勝： 158，965，800円 枠連： 64，129，600円
馬連： 350，293，300円 馬単： 180，965，300円 ワイド： 237，547，900円
3連複： 659，723，600円 3連単： 1，125，081，700円 計： 2，928，405，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－5） 330円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 190円 �� 140円 �� 230円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，990円

票 数

単勝票数 計1516978 的中 � 599193（1番人気）
複勝票数 計1589658 的中 � 576682（1番人気）� 245607（3番人気）� 324543（2番人気）
枠連票数 計 641296 的中 （1－5） 149769（2番人気）
馬連票数 計3502933 的中 �� 471600（2番人気）
馬単票数 計1809653 的中 �� 156065（3番人気）
ワイド票数 計2375479 的中 �� 302701（2番人気）�� 500010（1番人気）�� 222114（3番人気）
3連複票数 計6597236 的中 ���1322377（1番人気）
3連単票数 計11250817 的中 ��� 408651（3番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．8―11．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．1―44．5―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．3
3 7（10，11）（2，14）（3，5，9）1（6，12）8（13，16）－（4，15） 4 ・（7，10）11（2，14）（1，5，9）（3，6）（8，12）－13（4，16）－15

勝馬の
紹 介

ダノンスマッシュ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．9．2 新潟2着

2015．3．6生 牡5鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 15戦7勝 賞金 277，375，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 クールティアラ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クールティアラ号は，令和2年3月8日から令和2年3月29日まで出走停止。停止期間の満了後に発

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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミキノドラマー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンスマッシュ号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

05036 3月7日 曇 良 （2中山2） 第3日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 デッドアヘッド �4鹿 57 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B470－ 41：53．9 6．5�

611 ダノンスプレンダー 牡4黒鹿57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 508－ 61：54．32
 2．2�
59 キャベンディッシュ 牡5栗 57

56 ☆菊沢 一樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 516－ 41：54．4� 34．1�
12 ブリッツェンシチー 牡4鹿 57 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 530± 01：54．71� 17．2�
510 グレンマクナス 牡6鹿 57 C．ルメール �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 526－ 21：54．8クビ 7．6	
713 スピアザゴールド �7鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 41：54．9
 10．1

11 テンノサクラコ 牝7黒鹿55 丸田 恭介天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 492± 0 〃 アタマ 238．9�
612 コロニアルスタイル 牝6栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 470＋ 41：55．0� 182．0�
36 アルマスティング �4栗 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 492＋ 41：55．1
 13．5
47 ミンネザング 牝6鹿 55 L．ヒューイットソン 金子真人ホールディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486－ 21：55．63 29．0�

（南ア）

23 サクラルーフェン 牡4黒鹿57 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 452± 01：56．02
 5．9�
816 レオステップアップ 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 500＋141：56．74 134．7�
35 リ ア リ ス ト 牡7鹿 57 F．ミナリク吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B488＋ 21：57．01� 87．4�

（独）

24 ヘ ニ ッ ヒ �4黒鹿 57
54 ▲原 優介小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 B470＋ 21：57．31� 284．3�

714� テキスタイルアート �8青鹿 57
55 △木幡 育也岡田 壮史氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 486＋ 41：57．4クビ 38．0�

48 スペシャルボス 牡4黒鹿57 笹川 翼�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 ディアレスト
クラブ 532－ 12：03．3大差 141．8�

（大井）

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，652，000円 複勝： 115，148，400円 枠連： 31，441，300円
馬連： 166，633，000円 馬単： 68，130，500円 ワイド： 131，618，400円
3連複： 267，833，200円 3連単： 343，696，800円 計： 1，209，153，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 250円 � 130円 � 460円 枠 連（6－8） 800円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，780円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 30，440円

票 数

単勝票数 計 846520 的中 � 102663（3番人気）
複勝票数 計1151484 的中 � 102409（5番人気）� 336213（1番人気）� 45796（8番人気）
枠連票数 計 314413 的中 （6－8） 30203（4番人気）
馬連票数 計1666330 的中 �� 136994（4番人気）
馬単票数 計 681305 的中 �� 20959（8番人気）
ワイド票数 計1316184 的中 �� 84206（4番人気）�� 11234（31番人気）�� 41804（8番人気）
3連複票数 計2678332 的中 ��� 34300（17番人気）
3連単票数 計3436968 的中 ��� 8184（92番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．1―12．4―12．2―12．9―13．7―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．4―48．8―1：01．0―1：13．9―1：27．6―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．0
1
3

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

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

デッドアヘッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2019．2．17 東京13着

2016．3．21生 �4鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 7戦3勝 賞金 26，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペシャルボス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月7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） 1頭 ヘヴントゥナイト号
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンリュシオル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（2中山2）第3日 3月7日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

253，660，000円
8，130，000円
28，640，000円
1，490，000円
29，820，000円
66，311，000円
4，644，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
594，603，300円
811，418，200円
188，849，700円
1，113，956，200円
543，160，400円
822，627，700円
1，756，226，900円
2，703，929，100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 8，534，771，500円

総入場人員 ０名 （有料入場人員 ０名）

特 記 事 項
第2回中山競馬第3日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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