
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

05049 3月14日 雨 稍重 （2中山2） 第5日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時05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 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 ヨシノパナギア 牝3青鹿54 M．デムーロ清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 484－ 41：12．9 5．2�
714 シャリーアルマリカ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478 ―1：13．0� 3．4�

（南ア）

611 エリーウェイ 牝3芦 54 武士沢友治谷川 正純氏 南田美知雄 新ひだか グランド牧場 464－ 21：13．53 47．5�
12 セストリエール 牝3栗 54 武藤 雅�下河辺牧場 池上 昌和 日高 下河辺牧場 436 ―1：13．6� 93．9�
713 キ ュ ア ノ ス 牝3青鹿54 津村 明秀�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 456＋ 21：13．7� 7．7�
815 スパークジョイ 牝3芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 462＋ 21：13．91� 7．9	
510 マサノオリンピアン 牝3鹿 54 石川裕紀人中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 438 ―1：14．22 127．5

612 ミ ネ ル バ 牝3栗 54 C．ルメール 新谷 正子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 アタマ 3．7�
24 フレアリボン 牝3鹿 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 浦河 山田牧場 440－ 81：14．41� 195．5
47 マ ー プ ル 牝3黒鹿54 横山 典弘�G1レーシング 萩原 清 千歳 社台ファーム 442－ 61：14．6� 37．6�
816 パンダノポケット 牝3黒鹿54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 424 ―1：14．92 85．7�
48 マッチアドゥー 牝3青鹿 54

52 △木幡 育也加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 456 ―1：15．11 147．1�
23 コスモイーゲル 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 21：15．63 92．8�
36 ラブキーセキ 牝3鹿 54

52 △団野 大成増田 陽一氏 大和田 成 新冠 佐藤牧場 414＋181：15．7� 55．2�
11 マリノインスパイア 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大�クラウン 和田 雄二 日高 クラウン日高牧場 462 ―1：16．23 174．7�
35 スズノレイラ 牝3鹿 54 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 462 ―1：16．83� 8．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，355，100円 複勝： 38，067，500円 枠連： 9，346，300円
馬連： 45，481，000円 馬単： 19，596，000円 ワイド： 36，323，200円
3連複： 63，916，400円 3連単： 70，315，700円 計： 310，401，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 160円 � 670円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，520円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 13，900円 3 連 単 ��� 56，950円

票 数

単勝票数 計 273551 的中 � 42082（3番人気）
複勝票数 計 380675 的中 � 74252（1番人気）� 68122（2番人気）� 10186（7番人気）
枠連票数 計 93463 的中 （5－7） 11403（2番人気）
馬連票数 計 454810 的中 �� 33476（3番人気）
馬単票数 計 195960 的中 �� 6263（8番人気）
ワイド票数 計 363232 的中 �� 20842（4番人気）�� 5955（16番人気）�� 2955（21番人気）
3連複票数 計 639164 的中 ��� 3447（36番人気）
3連単票数 計 703157 的中 ��� 895（160番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．4―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨシノパナギア �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2019．6．16 東京9着

2017．3．21生 牝3青鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 8戦1勝 賞金 8，470，000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。

05050 3月14日 雨 稍重 （2中山2） 第5日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時35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

713 ジーマックス 牡3鹿 56 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 528－ 41：55．3 7．0�
48 プントファイヤー 牡3栗 56 C．ルメール 嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 512＋101：55．93� 3．5�
611 ショウナンアクア 牡3栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 466－ 61：56．53� 21．1�
47 リヴィエラボーイ 牡3黒鹿56 和田 竜二吉岡 泰治氏 松山 将樹 新冠 アラキフアーム 458＋ 41：56．92� 44．7�
11 サトノワールド 牡3鹿 56 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514± 01：57．32� 1．5�
36 トキメキナイス 牡3鹿 56 江田 照男片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 458－ 41：57．4� 32．0	
23 インナーアリュール 牡3鹿 56

54 △木幡 育也平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 464＋ 6 〃 アタマ 103．5

816 マイネルカガヤキ 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 竹中牧場 B472－ 7 〃 クビ 461．7�
714 トミケンアラバール 牡3鹿 56

53 ▲原 優介冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 木下牧場 B524－ 21：57．5� 258．3�
815 カッチョカバロ 牡3栗 56 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B498± 01：57．6クビ 16．7
510 トーセンスプリント 牡3黒鹿56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋ 4 〃 ハナ 289．3�
59 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 450－ 21：57．92 389．7�
12 ダイワリチャード 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 452± 01：58．75 147．1�
612 ブラウンボンバー �3鹿 56 石川裕紀人古賀 慎一氏 尾形 和幸 新冠 タニグチ牧場 478－ 22：02．7大差 324．5�
24 ヨドノウイング 牡3栗 56 柴田 善臣海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 470－102：03．65 547．3�
35 サンコディー 牡3鹿 56 木幡 初也 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 B518－ 62：04．23� 189．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，686，400円 複勝： 127，214，100円 枠連： 8，535，700円
馬連： 48，999，100円 馬単： 31，830，500円 ワイド： 42，590，200円
3連複： 79，376，800円 3連単： 124，769，600円 計： 498，002，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 450円 � 380円 � 810円 枠 連（4－7） 1，420円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 470円 �� 710円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 33，060円

票 数

単勝票数 計 346864 的中 � 39242（3番人気）
複勝票数 計1272141 的中 � 75409（3番人気）� 93054（2番人気）� 38508（4番人気）
枠連票数 計 85357 的中 （4－7） 4627（6番人気）
馬連票数 計 489991 的中 �� 22034（5番人気）
馬単票数 計 318305 的中 �� 5305（10番人気）
ワイド票数 計 425902 的中 �� 24090（4番人気）�� 15266（7番人気）�� 11287（10番人気）
3連複票数 計 793768 的中 ��� 11066（14番人気）
3連単票数 計1247696 的中 ��� 2736（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．6―50．5―1：03．1―1：16．0―1：29．1―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．3
1
3
・（5，8）（13，14，15）（1，7）4，12－9（6，10）（2，3，16）11
8（13，15）（5，7）－14（1，12，16）（6，4，10，11）（9，3）2

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

勝馬の
紹 介

ジーマックス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．8．17 新潟8着

2017．3．21生 牡3鹿 母 プレトリアン 母母 フォースエネミー 7戦1勝 賞金 9，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨドノウイング号・サンコディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月14日

まで平地競走に出走できない。
ブラウンボンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月14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 メイプルスター号

第２回 中山競馬 第５日



05051 3月14日 雨 稍重 （2中山2） 第5日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時05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

23 アストロブレイク 牡3栗 56 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 川端 正博 490＋121：11．6 1．2�
11 ロードオブイサチル 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 B476± 01：12．34 22．9�
713 ヨシオドライヴ 牡3黒鹿56 大庭 和弥井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 490＋ 41：12．93� 4．8�
714 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 56 和田 竜二森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 478－ 41：13．11� 9．8�
12 ダイヤモンドリリー 牝3鹿 54

52 △木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 436－ 21：13．31 45．4�
47 エクメディノツルギ 牝3鹿 54 柴田 善臣橋本慎太郎氏 深山 雅史 青森 有限会社

ラークヒルズ 428± 01：13．51� 99．1�
35 ヴォーグロックユー 牡3栗 56 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 476± 01：13．92� 37．2	
59 デルマベリル 牡3鹿 56 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 442± 0 〃 クビ 378．5

48 ビッグセント 牡3黒鹿56 北村 宏司�ビッグ 田中 清隆 新ひだか 静内白井牧場 450－ 21：14．21� 231．8�
816 パ レ ッ ト 牝3栗 54 野中悠太郎水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 444－ 4 〃 クビ 268．3
815 サクセスリバース 牡3黒鹿56 石川裕紀人髙嶋 哲氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 506－101：14．4� 68．8�
24 ベルベストスター 牡3鹿 56 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 新冠 ハシモトフアーム 458＋ 6 〃 アタマ 75．9�
612 ミストラルウインド 牡3青鹿56 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 480 ―1：14．5� 139．6�
510 フクノソミュール 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹福島 祐子氏 粕谷 昌央 日高 株式会社
ケイズ 468＋ 2 〃 ハナ 245．8�

611 カンタベリーアロマ 牝3鹿 54 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 416－ 41：14．6� 216．0�
36 キタノナデシコ 牝3黒鹿 54

52 △団野 大成北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 420－141：14．81� 213．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，522，100円 複勝： 88，979，500円 枠連： 11，415，800円
馬連： 45，341，700円 馬単： 29，790，000円 ワイド： 35，553，400円
3連複： 69，029，600円 3連単： 117，143，600円 計： 427，775，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 210円 � 110円 枠 連（1－2） 680円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 320円 �� 140円 �� 580円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，800円

票 数

単勝票数 計 305221 的中 � 190668（1番人気）
複勝票数 計 889795 的中 � 668603（1番人気）� 23295（4番人気）� 79981（2番人気）
枠連票数 計 114158 的中 （1－2） 12957（2番人気）
馬連票数 計 453417 的中 �� 40142（3番人気）
馬単票数 計 297900 的中 �� 20805（4番人気）
ワイド票数 計 355534 的中 �� 24234（4番人気）�� 85109（1番人気）�� 11960（6番人気）
3連複票数 計 690296 的中 ��� 71486（2番人気）
3連単票数 計1171436 的中 ��� 30290（6番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．0―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．2―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．4
3 3（1，7）14（5，15）2（16，13）9，11（8，6）12（4，10） 4 ・（3，1）－（5，7，14）－2（9，15，13）16－（8，11）6（4，12）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アストロブレイク �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．10．26 東京3着

2017．4．4生 牡3栗 母 シーノットラブユー 母母 シ ー セ モ ア 4戦1勝 賞金 10，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 カンタベリーアロマ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月14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 ラカルマ号

05052 3月14日 雨 稍重 （2中山2） 第5日 第4競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走11時35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

35 キタノヴィジョン 牡3鹿 56
54 △団野 大成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 470 ―1：58．7 118．3�

714 シュバルツイェガー 牡3黒鹿56 大野 拓弥西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 480 ―2：00．08 10．6�
815� コスモセイリュウ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 498 ―2：00．31� 21．2�
23 ストリートピアノ 牝3芦 54 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 462 ― 〃 アタマ 15．8�
59 サフランハーモニー 牝3鹿 54 津村 明秀海原 聖一氏 田中 博康 浦河 林農場 458 ―2：00．51	 12．2�
816 セイオーキッド 牡3栗 56 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 新ひだか 三石橋本牧場 508 ―2：01．13	 3．3	
11 フジサンライボー 牡3鹿 56 勝浦 正樹藤田 秀行氏 的場 均 新ひだか 木田牧場 498 ―2：01．63 109．8

36 フクノフェザン 牝3栗 54 木幡 初也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 478 ―2：02．87 31．1�
713 ウインライヴリー 牡3栗 56 宮崎 北斗�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 450 ―2：02．9	 69．2
47 カワカミスパーク 牝3鹿 54 黛 弘人 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 464 ―2：03．64 47．7�
611 ヤナタンピュア 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗簗田 満氏 奥平 雅士 安平 追分ファーム 498 ―2：03．7クビ 116．7�
510 ナオラブリイ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大成富 直行氏 根本 康広 安平 ゼットステーブル 444 ―2：04．01� 212．6�
12 ニシノヴァリアント 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 稲垣 幸雄 新冠 村上 欽哉 472 ―2：04．21
 103．8�
48 ラストトレビアン 牡3鹿 56 C．ルメール 嶋田 賢氏 高木 登 新冠 大栄牧場 526 ―2：04．51� 2．1�
24 コウユーモテモテ 牝3鹿 54 野中悠太郎加治屋貞光氏 竹内 正洋 新ひだか 福岡 駿弥 490 ―2：06．5大差 12．5�
612 デルマラリマー 牝3青鹿54 江田 照男浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 500 ―2：08．2大差 95．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，682，700円 複勝： 30，739，500円 枠連： 10，693，100円
馬連： 43，562，400円 馬単： 22，146，500円 ワイド： 34，703，900円
3連複： 58，478，500円 3連単： 68，113，700円 計： 295，120，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，830円 複 勝 � 2，490円 � 280円 � 540円 枠 連（3－7） 10，040円

馬 連 �� 39，300円 馬 単 �� 123，030円

ワ イ ド �� 10，080円 �� 10，020円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 108，290円 3 連 単 ��� 881，820円

票 数

単勝票数 計 266827 的中 � 1804（15番人気）
複勝票数 計 307395 的中 � 2828（15番人気）� 33088（3番人気）� 14852（7番人気）
枠連票数 計 106931 的中 （3－7） 825（23番人気）
馬連票数 計 435624 的中 �� 859（53番人気）
馬単票数 計 221465 的中 �� 135（122番人気）
ワイド票数 計 347039 的中 �� 881（53番人気）�� 886（52番人気）�� 3961（20番人気）
3連複票数 計 584785 的中 ��� 405（173番人気）
3連単票数 計 681137 的中 ��� 56（1100番人気）

ハロンタイム 13．4―13．1―14．8―14．5―13．0―12．5―12．6―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―26．5―41．3―55．8―1：08．8―1：21．3―1：33．9―1：46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタノヴィジョン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．5．11生 牡3鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 コウユーモテモテ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーモテモテ号・デルマラリマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

4月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アルファレディ号・フライングターン号・プレシオーソ号・ラストマン号・リゼイエロー号



05053 3月14日 雨 稍重 （2中山2） 第5日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時25分 （芝・右・外）
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
1：30．3
1：30．3

良
良

714� チャロアイト 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン 吉田 和子氏 池上 昌和 米 Merriebelle
Stable, LLC 472－ 21：38．1 3．3�

（南ア）

35 アポロヴィクトリア 牝3鹿 54 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 424 ―1：38．2� 78．5�
11 パイオニアエース 牡3黒鹿56 内田 博幸杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 424－ 21：38．41 101．3�
611 カウイダンス 牝3鹿 54 津村 明秀細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 454＋121：38．71	 4．7�
713 ブルーノジュネス 牡3鹿 56 黛 弘人島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 8 〃 ハナ 5．0�
47 スパークルアゲン 牡3鹿 56 北村 宏司浅川 皓司氏 加藤士津八 新ひだか 乾 皆雄 436 ― 〃 クビ 13．2	
48 トゥゲザーアゲイン 牡3栗 56 柴田 善臣グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 438－ 61：39．01� 23．0

36 サ ク ラ マ ス 牝3芦 54 横山 和生越村 哲男氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 420－ 6 〃 アタマ 67．7�
23 コスモシークレット 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 21：39．42� 6．1
612 モーニングレイン 牝3栗 54 大野 拓弥今村 明浩氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 B446－ 81：39．5� 21．3�
24 ブラックヴァローナ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹黒澤 尚氏 林 徹 日高 Wing Farm 422± 01：39．71� 132．4�
816 サ ン シ エ 牝3鹿 54 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 482 ―1：40．23 157．2�
12 セブンミラクル 
3黒鹿56 江田 照男橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 B462－201：40．52 99．8�
59 サトノファビュラス 牝3鹿 54 田中 勝春 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 444 ―1：40．6� 7．4�
815 アトムヴェローチェ 牝3鹿 54 和田 竜二永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 454 ―1：40．91	 109．8�
510 キングズアーム 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 富本 茂喜 514± 01：42．17 110．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，039，300円 複勝： 40，477，200円 枠連： 12，556，800円
馬連： 44，622，500円 馬単： 17，980，800円 ワイド： 36，587，000円
3連複： 59，796，600円 3連単： 65，394，600円 計： 302，454，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 2，280円 � 2，030円 枠 連（3－7） 3，520円

馬 連 �� 18，710円 馬 単 �� 23，740円

ワ イ ド �� 6，050円 �� 7，460円 �� 34，530円

3 連 複 ��� 373，720円 3 連 単 ��� 1，580，360円

票 数

単勝票数 計 250393 的中 � 59421（1番人気）
複勝票数 計 404772 的中 � 77538（1番人気）� 3861（13番人気）� 4346（10番人気）
枠連票数 計 125568 的中 （3－7） 2760（12番人気）
馬連票数 計 446225 的中 �� 1848（34番人気）
馬単票数 計 179808 的中 �� 568（56番人気）
ワイド票数 計 365870 的中 �� 1567（36番人気）�� 1268（44番人気）�� 272（92番人気）
3連複票数 計 597966 的中 ��� 120（316番人気）
3連単票数 計 653946 的中 ��� 30（1527番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．2―48．6―1：00．6―1：12．9―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．5―3F37．5

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

勝馬の
紹 介

�チャロアイト �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Forestry デビュー 2019．12．22 中山4着

2017．3．26生 牝3鹿 母 Taboo 母母 Dream of Summer 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 チャロアイト号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 アルピニズム号・トーセンシュバリエ号・バッハスピリッツ号
※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。

05054 3月14日 雨 稍重 （2中山2） 第5日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時55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
1：06．7
1：06．5

良
良

612 ワ ン ス カ イ 牡3青鹿56 和田 竜二平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 498＋101：10．7 3．9�
816 マイネルテナシャス 牡3青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 41：10．91� 25．4�
23 ジュニパーベリー 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B450－121：11．11 11．2�
713� アスタウンデッド 牡3鹿 56 武藤 雅中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 412－ 41：11．42 96．7�
12 フランジヴェント 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 474＋181：11．5	 4．8	
24 メメントモリ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン 吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 クビ 4．1


（南ア）

510 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 462± 01：11．71� 55．8�
36 ネバーゴーンアウト 牡3青鹿56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 490＋ 21：11．91	 96．1�
815 アメージングサン 牡3鹿 56 横山 和生 �ローレルレーシング 奥村 武 新冠 村田牧場 462－ 4 〃 クビ 5．9
714 ワンダーカタリナ 牡3鹿 56 三浦 皇成山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 500＋ 21：12．0クビ 7．2�
59 � ラフィンクロンヌ 牝3栗 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 464－ 41：12．21 61．2�
35 ホープホワイト 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B448± 01：12．41	 53．3�
48 イッツアワターン 牝3黒鹿54 石川裕紀人田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 428－ 21：12．5
 130．6�
11 ハ デ ィ ア 牡3鹿 56 丸田 恭介�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 462－ 21：12．6	 152．1�
47 アポロティアモ 牡3栗 56 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 484－ 41：12．7
 73．0�
611 フ ィ ド ル 牝3鹿 54

52 △木幡 育也山本 武司氏 大江原 哲 新ひだか 山際牧場 416－ 61：13．23 91．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，178，200円 複勝： 57，814，200円 枠連： 12，943，000円
馬連： 65，753，000円 馬単： 25，441，900円 ワイド： 52，019，900円
3連複： 94，337，900円 3連単： 93，329，700円 計： 438，817，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 510円 � 330円 枠 連（6－8） 900円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 700円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 13，120円 3 連 単 ��� 62，590円

票 数

単勝票数 計 371782 的中 � 75561（1番人気）
複勝票数 計 578142 的中 � 99812（2番人気）� 25206（7番人気）� 42734（6番人気）
枠連票数 計 129430 的中 （6－8） 11131（3番人気）
馬連票数 計 657530 的中 �� 12996（16番人気）
馬単票数 計 254419 的中 �� 3115（30番人気）
ワイド票数 計 520199 的中 �� 10712（16番人気）�� 20049（8番人気）�� 4289（24番人気）
3連複票数 計 943379 的中 ��� 5391（32番人気）
3連単票数 計 933297 的中 ��� 1081（164番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ ン ス カ イ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．24 新潟1着

2017．3．24生 牡3青鹿 母 ナリタシークレット 母母 フラワースカイ 5戦2勝 賞金 26，270，000円
※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。
（非当選馬） 5頭 グッドマックス号・シュルルヴァン号・スウィートメリナ号・テリオスヒメ号・ハニーリン号
※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。



05055 3月14日 雨 重 （2中山2） 第5日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

814 グロリアーナ 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500－ 41：53．5 2．2�
610 モリノカワセミ 牝4鹿 55

53 △木幡 育也森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 466＋ 21：53．6� 34．5�
712 シャルロッテミノル 牝4鹿 55 三浦 皇成吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 526－ 41：53．7クビ 10．0�
611 ペイシャキュウ 牝4鹿 55 野中悠太郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 426＋ 21：54．23 3．3�
47 ネオヴィットーリア 牝6黒鹿55 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 462－ 4 〃 クビ 16．4�
58 ワンダーマンボ 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 460－ 81：54．41 36．5	
815 レセディラローナ 牝5鹿 55 丸田 恭介�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 522＋ 21：54．71� 93．2

22 コンスタンティナ 牝4鹿 55 M．デムーロ山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 498－ 81：54．91� 9．3�
11 チアフルローズ 牝4青鹿55 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 454－ 61：55．0� 209．4
59 � チビノヴァルタン 牝7鹿 55 原田 和真梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B446－121：55．1� 91．2�
713 スイーツビュッフェ 牝4鹿 55 宮崎 北斗 �YGGホースクラブ 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 494＋22 〃 ハナ 9．9�
34 ストラトフォード 牝4鹿 55 内田 博幸下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B474－181：55．31 34．5�
46 � ココリモアナ 牝5鹿 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 458－ 21：55．72� 66．9�
23 テトラクォーク 牝5鹿 55 津村 明秀 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 440＋101：55．8クビ 171．8�
35 ス ー ス ー 牝4栗 55

53 △団野 大成田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 430＋101：56．86 81．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 40，106，200円 複勝： 54，592，700円 枠連： 12，688，600円
馬連： 71，323，500円 馬単： 27，102，300円 ワイド： 55，326，300円
3連複： 102，100，400円 3連単： 110，349，500円 計： 473，589，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 740円 � 270円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 470円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 36，590円

票 数

単勝票数 計 401062 的中 � 140911（1番人気）
複勝票数 計 545927 的中 � 156253（1番人気）� 13311（9番人気）� 45616（5番人気）
枠連票数 計 126886 的中 （6－8） 25641（1番人気）
馬連票数 計 713235 的中 �� 13831（12番人気）
馬単票数 計 271023 的中 �� 3337（20番人気）
ワイド票数 計 553263 的中 �� 11137（10番人気）�� 32835（3番人気）�� 5018（25番人気）
3連複票数 計1021004 的中 ��� 9505（24番人気）
3連単票数 計1103495 的中 ��� 2186（112番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．6―12．8―12．0―12．1―12．7―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．3―50．1―1：02．1―1：14．2―1：26．9―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．3
1
3
12（13，14）10（6，5）3，11，9（4，15）－（7，2）－8，1
12（13，14）10（6，5）（3，9，11）15（7，2）（4，8）1

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

勝馬の
紹 介

グロリアーナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．7．8 福島2着

2016．2．14生 牝4鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 9戦2勝 賞金 26，250，000円

05056 3月14日 雨 重 （2中山2） 第5日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，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
1：08．7
1：08．7

重
重

22 ブラックアウト 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 478－ 11：10．6 19．8�
34 � スマイルプリティ 牝6鹿 55 宮崎 北斗臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 494＋ 2 〃 アタマ 15．8�
46 タマモキャペリン 牝4鹿 55 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 458± 01：11．02� 3．1�
712 コウユークロガヨカ 牡4黒鹿57 内田 博幸加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 474± 01：11．21� 4．5�
47 � シゲルルビー 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 490－ 61：11．51	 33．6�
610 カ ガ ス タ ー 牡5鹿 57

55 △木幡 育也香川 憲次氏 大江原 哲 日高 広富牧場 456＋ 21：11．81� 97．9	
713 クラウンクラシック 牡5芦 57 野中悠太郎矢野 恭裕氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 482－ 81：11．9� 6．7

35 � コスモクウェンチ 牡6鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490± 0 〃 クビ 9．1�
814 シトラスノキセキ 牝4鹿 55 L．ヒューイットソン 加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442＋ 2 〃 クビ 9．6�

（南ア）

59 � ガビーズメモリー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹長島 和彦氏 藤原 辰雄 日高 沖田牧場 486－ 61：12．0クビ 165．6
23 テンモントム 牡4鹿 57 黛 弘人 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 468＋ 61：12．32 51．9�
815� ヨドノオーシャン 牡4鹿 57 丹内 祐次海原 聖一氏 古賀 史生 浦河 林農場 440＋ 41：12．51� 25．9�
611� エルポルラド 牡5鹿 57 江田 照男加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 B472－ 4 〃 ハナ 186．1�
58 � ロードレジェンド 牡5栗 57

55 △団野 大成 �ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 486± 01：12．6� 86．0�
11 フォークアート 牝4栗 55

52 ▲原 優介林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 B460＋101：13．02� 8．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，203，200円 複勝： 38，722，700円 枠連： 14，436，600円
馬連： 64，244，200円 馬単： 27，236，500円 ワイド： 42，977，100円
3連複： 83，244，100円 3連単： 91，205，900円 計： 390，270，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 390円 � 360円 � 160円 枠 連（2－3） 3，580円

馬 連 �� 12，660円 馬 単 �� 25，850円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 1，170円 �� 890円

3 連 複 ��� 12，820円 3 連 単 ��� 102，350円

票 数

単勝票数 計 282032 的中 � 11365（8番人気）
複勝票数 計 387227 的中 � 22100（8番人気）� 24475（7番人気）� 80639（1番人気）
枠連票数 計 144366 的中 （2－3） 3118（13番人気）
馬連票数 計 642442 的中 �� 3931（36番人気）
馬単票数 計 272365 的中 �� 790（73番人気）
ワイド票数 計 429771 的中 �� 3091（39番人気）�� 9537（14番人気）�� 12723（8番人気）
3連複票数 計 832441 的中 ��� 4867（40番人気）
3連単票数 計 912059 的中 ��� 646（348番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．1―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックアウト �
�
父 トランセンド �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2018．12．8 中山3着

2016．4．25生 牡4黒鹿 母 エプソムメサイア 母母 ゴーイングトゥーイクストリームス 10戦2勝 賞金 16，400，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



05057 3月14日 雨 重 （2中山2） 第5日 第9競走 ��
��2，000�

やまざくら

山 桜 賞
発走14時35分 （芝・右）
3歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

89 コンドゥクシオン 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 510＋ 62：05．3 5．4�
（南ア）

810 ロードオマージュ 牡3栗 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 476－ 42：05．4� 4．3�
22 セツメンノトビウオ 牡3芦 56 和田 竜二三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 434－182：05．5クビ 48．0�
55 フォアシュピール 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456－10 〃 クビ 2．3�
78 エレガントチャーム 牝3鹿 54 横山 典弘�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 462－ 42：05．81� 14．8	
11 マイネルデステリョ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 448－ 42：06．01� 5．4

33 サ ナ チ ャ ン 牝3青鹿54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 418－ 22：06．64 74．8�
77 シークレットローザ 牝3鹿 54 石橋 脩二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 452± 02：07．02 87．5
44 ヴィアメント 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478－102：07．74 9．4�
66 ソ ツ ナ サ 牡3鹿 56 丸田 恭介佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 452－102：08．02 83．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 54，968，100円 複勝： 58，067，400円 枠連： 12，631，400円
馬連： 79，557，700円 馬単： 35，390，000円 ワイド： 52，353，900円
3連複： 99，765，200円 3連単： 158，263，600円 計： 550，997，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 150円 � 730円 枠 連（8－8） 1，290円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，250円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 38，710円

票 数

単勝票数 計 549681 的中 � 81272（4番人気）
複勝票数 計 580674 的中 � 86536（4番人気）� 120669（2番人気）� 14520（7番人気）
枠連票数 計 126314 的中 （8－8） 7582（5番人気）
馬連票数 計 795577 的中 �� 49605（6番人気）
馬単票数 計 353900 的中 �� 11108（13番人気）
ワイド票数 計 523539 的中 �� 35504（4番人気）�� 5658（19番人気）�� 6143（18番人気）
3連複票数 計 997652 的中 ��� 7171（28番人気）
3連単票数 計1582636 的中 ��� 2964（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．2―49．7―1：01．9―1：13．9―1：26．2―1：38．9―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コンドゥクシオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2019．6．30 福島1着

2017．4．1生 牡3栗 母 アドマイヤハッピー 母母 カーリーエンジェル 4戦2勝 賞金 18，317，000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。

05058 3月14日 雪 重 （2中山2） 第5日 第10競走 ��
��1，200�

ぼ う そ う

房 総 特 別
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 レ ス ト ン ベ 牝4青鹿55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：11．2 50．3�
48 ショウナンバニラ 牝4鹿 55 吉田 豊�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 436＋ 2 〃 クビ 20．9�
47 � フォッサマグナ 牡4黒鹿57 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 476＋ 21：11．3	 1．7�
12 ピースユニヴァース 牡5鹿 57 石川裕紀人久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 494－ 41：11．4
 101．5�
713 ショウナンマッシブ 牡6鹿 57 大野 拓弥国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 478－ 2 〃 クビ 16．7	
59 � ライバーバード 牡6芦 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B514＋ 21：11．61� 32．4

815 ウインオルビット 牡5鹿 57 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B492＋ 21：11．7クビ 134．5�
714 シセイタイガ 牡4青鹿57 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 470± 0 〃 アタマ 7．9�
816 ブルーハワイアン 牝5栗 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 468＋ 21：11．8
 211．7
35 リノワールド 牝5栗 55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 416－ 81：11．9クビ 71．3�
11 キ タ イ 牝4鹿 55 横山 典弘西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 504－ 6 〃 クビ 7．2�
36 マッスルマサムネ �5鹿 57 L．ヒューイットソン 塩澤 正樹氏 池添 学 洞湖 レイクヴィラファーム 486－ 41：12．0クビ 39．2�

（南ア）

24 サイドストリート 牝5鹿 55 木幡 巧也 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 480＋ 4 〃 クビ 21．5�

611 マイネルアルケミー 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 490＋181：12．31
 41．6�

612� ルマーカーブル 牡4鹿 57 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 B532± 01：12．4
 25．0�

23 グ ラ ナ タ ス 牡4鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 474－ 21：12．82 11．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，627，700円 複勝： 78，822，100円 枠連： 21，952，400円
馬連： 111，398，100円 馬単： 50，101，300円 ワイド： 79，965，300円
3連複： 161，804，200円 3連単： 204，106，700円 計： 762，777，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，030円 複 勝 � 890円 � 390円 � 110円 枠 連（4－5） 1，750円

馬 連 �� 27，640円 馬 単 �� 65，460円

ワ イ ド �� 5，750円 �� 1，770円 �� 760円

3 連 複 ��� 17，100円 3 連 単 ��� 228，000円

票 数

単勝票数 計 546277 的中 � 8676（12番人気）
複勝票数 計 788221 的中 � 14355（13番人気）� 37300（6番人気）� 296772（1番人気）
枠連票数 計 219524 的中 （4－5） 9704（6番人気）
馬連票数 計1113981 的中 �� 3123（53番人気）
馬単票数 計 501013 的中 �� 574（116番人気）
ワイド票数 計 799653 的中 �� 3442（53番人気）�� 11517（18番人気）�� 28367（5番人気）
3連複票数 計1618042 的中 ��� 7095（51番人気）
3連単票数 計2041067 的中 ��� 649（543番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―12．6―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―45．9―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ス ト ン ベ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．12．22 阪神6着

2016．4．21生 牝4青鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 11戦3勝 賞金 27，836，000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。



05059 3月14日 雪 不良 （2中山2） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第38回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，4歳以上，31．3．9以降2．3．8まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ローレル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

23 フェアリーポルカ 牝4鹿 52 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：50．2 9．6�
815 リュヌルージュ 牝5鹿 50 団野 大成窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 470± 01：50．3� 125．0�
59 エスポワール 牝4栗 53 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：50．4� 2．7�
35 デンコウアンジュ 牝7黒鹿56 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 462－ 4 〃 ハナ 12．3�
510� レイホーロマンス 牝7鹿 51 石川裕紀人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 424＋ 41：50．82	 25．5�
47 レッドアネモス 牝4鹿 53 津村 明秀 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 474－18 〃 クビ 62．6	
36 ウインシャトレーヌ 牝6栗 52 内田 博幸�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 508＋121：51．01
 141．7

612 モルフェオルフェ 牝5鹿 52 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 450－ 41：51．1	 124．6�
714 ウラヌスチャーム 牝5黒鹿53 横山 典弘�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502－12 〃 同着 12．5�
12 フィリアプーラ 牝4鹿 53 L．ヒューイットソン キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 アタマ 17．5�

（南ア）

816 ロフティフレーズ 牝5黒鹿50 武藤 雅水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 462－ 61：51．3� 50．9�
11 レッドランディーニ 牝5青 51 吉田 豊 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 133．5�
713 ゴージャスランチ 牝5黒鹿52 北村 宏司吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518＋121：51．4クビ 34．5�
24 メイショウグロッケ 牝6鹿 52 大野 拓弥松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 462－ 61：51．61	 21．6�
48 カリビアンゴールド 牝6黒鹿53 石橋 脩ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：51．7クビ 20．0�
611 コントラチェック 牝4黒鹿55 C．ルメール キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 アタマ 2．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 162，015，100円 複勝： 207，366，600円 枠連： 66，895，100円
馬連： 451，630，700円 馬単： 163，248，900円 ワイド： 324，709，400円
3連複： 866，385，300円 3連単： 983，126，800円 計： 3，225，377，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 1，680円 � 150円 枠 連（2－8） 4，850円

馬 連 �� 48，730円 馬 単 �� 77，490円

ワ イ ド �� 11，890円 �� 520円 �� 5，220円

3 連 複 ��� 36，620円 3 連 単 ��� 357，990円

票 数

単勝票数 計1620151 的中 � 134205（3番人気）
複勝票数 計2073666 的中 � 168039（3番人気）� 22716（13番人気）� 512671（1番人気）
枠連票数 計 668951 的中 （2－8） 10670（21番人気）
馬連票数 計4516307 的中 �� 7182（72番人気）
馬単票数 計1632489 的中 �� 1580（132番人気）
ワイド票数 計3247094 的中 �� 6667（72番人気）�� 176276（2番人気）�� 15287（52番人気）
3連複票数 計8663853 的中 ��� 17743（111番人気）
3連単票数 計9831268 的中 ��� 1991（856番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．0―49．0―1：00．8―1：12．4―1：24．6―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェアリーポルカ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神1着

2016．2．25生 牝4鹿 母 フェアリーダンス 母母 フェアリードール 9戦3勝 賞金 83，594，000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。

05060 3月14日 雪 不良 （2中山2） 第5日 第12競走 ��
��2，400�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，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

12 ヴィジョンオブラヴ 牡5青鹿57 三浦 皇成大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 500－ 22：32．6 7．1�
23 リ ヴ ィ エ ラ 牡4鹿 56 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 21．6�
816 フィストバンプ 牡4青鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 484－ 62：33．34 4．7�
713� ラ ラ ロ ワ 	5黒鹿57 木幡 巧也飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B504－ 62：33．51
 6．2�
11 ヒッチコック 牡4芦 56

54 △団野 大成薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ
アーム 502＋ 2 〃 ハナ 12．7�

35 アルデエンブレム 牡4栗 56 宮崎 北斗中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 480＋ 22：33．6クビ 44．3	
24 ミラクルヒッター 牡5芦 57 野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B498－142：33．7� 56．0

815 ヒュミドール 	4鹿 56 L．ヒューイットソン �サンライズ 武 幸四郎 浦河 宮内牧場 466－ 42：33．8� 20．6�

（南ア）

59 コバルトブルー 牡4栗 56 C．ルメール 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 472＋ 62：34．01� 3．2
510 イルフォーコン 牡7黒鹿57 津村 明秀 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 464± 02：34．1クビ 22．9�
47 フラテルニテ 牝4芦 54 武藤 雅北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 510－ 2 〃 クビ 9．2�
36 � ジャカンドジョー 牡6鹿 57 北村 宏司井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 468± 02：34．2� 32．3�
612� キャプチュード 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 478－ 8 〃 同着 209．0�
48 ワイルドゲーム 牡7鹿 57 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B500＋102：34．51� 194．8�
714 ネ コ マ ヒ カ 牡5栗 57 横山 和生節 英司氏 大江原 哲 新ひだか 原 弘之 520－ 82：34．81� 76．4�
611� ディスカバー 	6鹿 57 大野 拓弥村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B472± 02：35．01� 87．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，322，000円 複勝： 105，081，600円 枠連： 35，843，800円
馬連： 154，349，500円 馬単： 58，135，800円 ワイド： 125，570，200円
3連複： 237，539，000円 3連単： 259，605，900円 計： 1，054，447，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 240円 � 450円 � 220円 枠 連（1－2） 2，840円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 10，340円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 830円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 11，400円 3 連 単 ��� 78，610円

票 数

単勝票数 計 783220 的中 � 87070（4番人気）
複勝票数 計1050816 的中 � 120525（4番人気）� 52138（8番人気）� 137321（3番人気）
枠連票数 計 358438 的中 （1－2） 9754（11番人気）
馬連票数 計1543495 的中 �� 21696（21番人気）
馬単票数 計 581358 的中 �� 4216（37番人気）
ワイド票数 計1255702 的中 �� 19535（19番人気）�� 40075（7番人気）�� 15974（24番人気）
3連複票数 計2375390 的中 ��� 15617（38番人気）
3連単票数 計2596059 的中 ��� 2394（256番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．8―37．7―50．3―1：03．5―1：17．0―1：30．1―1：42．3―1：54．8―2：07．3―2：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．3―3F37．8
1
�
7，5（1，6，15）3，13（2，16）10（4，9）11，14，12，8
7（5，6）（1，3，15）13（2，16）10（4，9）（11，12）14，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴィジョンオブラヴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．2．17 東京4着

2015．3．9生 牡5青鹿 母 ベストフューチャー 母母 オリミツキネン 16戦3勝 賞金 38，200，000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。



（2中山2）第5日 3月14日（土曜日） 雨後雪 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重後不良
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 184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

229，380，000円
25，920，000円
1，620，000円
26，900，000円
76，224，000円
5，332，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
599，706，100円
925，945，100円
229，938，600円
1，226，263，400円
508，000，500円
918，679，800円
1，975，774，000円
2，345，725，300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 8，730，032，800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5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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