
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

05085 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第1競走 ��1，800�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 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

59 ギャラクシーソウル 牝3芦 54 M．デムーロ吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 446＋ 41：55．2 2．8�
815 ジェロボーム 牝3栗 54 三浦 皇成長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 478± 01：55．41� 1．7�
816 ミスヒアリング 牝3鹿 54 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 安平 追分ファーム 506－ 21：55．61� 17．1�
35 フェデネージュ 牝3芦 54 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 434± 0 〃 クビ 16．1�
23 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 458＋ 21：56．45 50．8�
714 セイリングバリュー 牝3鹿 54 横山 武史吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 494－ 81：56．5� 14．9�
48 クリノテルチャン 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士栗本 博晴氏 大江原 哲 浦河 山田牧場 484＋ 41：56．71� 35．4	
713 ディーズギャラント 牝3栗 54 大野 拓弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438± 01：57．44 16．8

11 カフェメモワール 牝3青鹿54 黛 弘人西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 456＋ 21：58．03� 347．8�
24 ピュアファンタジー 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 464－121：58．42� 344．4�
36 ヴァイオレット 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹中辻 明氏 小桧山 悟 新冠 ハシモトフアーム 420＋ 61：58．82� 347．0
611 マインレッド 牝3鹿 54 丸田 恭介峰 哲馬氏 小野 次郎 新ひだか 藤吉牧場 444＋ 21：58．9� 284．3�
12 カンノンリリー 牝3黒鹿54 柴田 大知カンノンレーシングクラブ 南田美知雄 浦河 大島牧場 440＋ 21：59．0� 381．1�
510 レ ジ ュ ノ ア 牝3芦 54 木幡 初也 �京都ホースレーシング 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 勝春 438－ 61：59．85 425．4�
612 ポッシビリテ 牝3鹿 54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 500－102：00．75 122．1�
47 ブレージングサドル 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 436＋ 22：02．5大差 108．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，780，300円 複勝： 84，449，100円 枠連： 13，688，300円
馬連： 65，532，000円 馬単： 36，936，200円 ワイド： 51，882，300円
3連複： 104，505，800円 3連単： 146，362，100円 計： 543，136，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 250円 枠 連（5－8） 190円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 130円 �� 520円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，670円

票 数

単勝票数 計 397803 的中 � 110210（2番人気）
複勝票数 計 844491 的中 � 115450（2番人気）� 540331（1番人気）� 25041（6番人気）
枠連票数 計 136883 的中 （5－8） 55193（1番人気）
馬連票数 計 655320 的中 �� 231110（1番人気）
馬単票数 計 369362 的中 �� 54635（2番人気）
ワイド票数 計 518823 的中 �� 143288（1番人気）�� 19274（8番人気）�� 22746（6番人気）
3連複票数 計1045058 的中 ��� 75861（4番人気）
3連単票数 計1463621 的中 ��� 28910（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．5―51．1―1：04．2―1：17．3―1：30．1―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
5，15，4，12，16（3，8）14，11，1，10－9（2，13）7－6・（5，15）（12，14）（4，16，8，9）3（11，13）1，10（6，2）7

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

勝馬の
紹 介

ギャラクシーソウル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．3 福島2着

2017．3．8生 牝3芦 母 ヌ チ バ ナ 母母 ラバヤデール 4戦1勝 賞金 9，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポッシビリテ号・ブレージングサドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月

21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〕 マインレッド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月21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 ラブキーセキ号

05086 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

816 アイアムイチオシ 牡3鹿 56
53 ▲小林 脩斗堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 524－ 41：12．3 17．9�

24 ダ ウ ラ ギ リ 牡3芦 56 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 510＋ 61：12．72� 4．6�
12 ショーショーショー 牡3栃栗56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 518＋ 81：13．12� 6．2�
35 ブ ン ロ ー ト 牡3鹿 56 大野 拓弥石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム B516± 0 〃 アタマ 4．7�
612 トミケンリフリーク 牝3鹿 54 丸山 元気冨樫 賢二氏 竹内 正洋 青森 マルシチ牧場 444± 01：13．31� 39．9�
510 ラ フ ァ エ ル 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490＋ 61：13．4� 16．8	
713 アルディビート 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 原 弘之 476＋121：13．5クビ 147．8

59 ツキマデトドケ 牡3栗 56 M．デムーロ�レッドマジック田島 俊明 浦河 栄進牧場 488＋ 21：13．92 2．2�
714 キタノアティクス 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 490± 01：14．0� 277．4
11 ヴァンダーファルケ 牡3栗 56 横山 武史�長浜牧場 大和田 成 新冠 長浜牧場 480＋ 81：14．32 71．4�
47 グ ラ ン バ ル 牡3鹿 56 柴田 大知�ターフ・スポート和田 雄二 日高 奥山 博 464－ 21：15．04 360．0�
48 テイエムブロッコ �3栗 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 498＋ 81：15．1クビ 156．1�
36 ウ メ ノ ハ ナ 牝3黒鹿54 野中悠太郎梅村 浩氏 小島 茂之 新ひだか 藤沢牧場 448＋ 61：15．2� 253．3�
23 ミルクティーカラー 牝3栗 54 木幡 初也�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 402＋ 2 〃 ハナ 436．6�
815 ルートサブロク 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 476＋ 2 〃 クビ 350．4�
611 アーティカティカ 牡3栗 56 内田 博幸和田 志保氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 540 ―1：15．41� 29．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，935，200円 複勝： 54，595，000円 枠連： 9，275，400円
馬連： 62，267，900円 馬単： 27，842，600円 ワイド： 47，244，700円
3連複： 92，100，700円 3連単： 108，700，200円 計： 439，961，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 340円 � 160円 � 170円 枠 連（2－8） 3，360円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 860円 �� 790円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，760円 3 連 単 ��� 32，490円

票 数

単勝票数 計 379352 的中 � 16929（6番人気）
複勝票数 計 545950 的中 � 32585（5番人気）� 103171（2番人気）� 87479（4番人気）
枠連票数 計 92754 的中 （2－8） 2134（12番人気）
馬連票数 計 622679 的中 �� 14803（10番人気）
馬単票数 計 278426 的中 �� 2840（25番人気）
ワイド票数 計 472447 的中 �� 13404（9番人気）�� 14565（8番人気）�� 37396（5番人気）
3連複票数 計 921007 的中 ��� 18326（13番人気）
3連単票数 計1087002 的中 ��� 2425（109番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．9―12．4―13．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムイチオシ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．6 新潟4着

2017．3．29生 牡3鹿 母 アイアムアクトレス 母母 アイアムザウィナー 4戦1勝 賞金 6，970，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コッヘル号

第２回 中山競馬 第８日



05087 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 アシェットデセール 牡3青鹿56 L．ヒューイットソン �キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496± 01：54．7 27．8�

（南ア）

815 ト リ ト ン 牡3黒鹿56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 502－ 81：55．12� 1．8�
36 セイウンクルーズ 牡3栗 56 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B524± 0 〃 クビ 21．2�
11 トーセンワンダー 牡3栗 56 吉田 豊島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 500－ 21：55．52� 3．7�
713� マイネルサブマリン 牡3芦 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Carl Bennett B462－ 6 〃 クビ 11．9

510 テオファーニア 牡3鹿 56 北村 宏司 DMMドリームクラブ	 木村 哲也 日高 下河辺牧場 512－101：56．03 7．1�
612 ゲンパチヴィガ 牡3栗 56

54 △木幡 育也平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 456＋ 21：56．2	 232．4�
816� キンバリープロセス 牡3栗 56 石橋 脩ゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms B500－ 4 〃 クビ 26．0
48 サンロックランド 牡3鹿 56 柴田 善臣 	加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 496－ 21：56．3クビ 52．5�
714 キ ヨ セ 牡3鹿 56 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 448－ 41：56．51� 53．2�
24 ベアーズレター 牡3青鹿56 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470－ 61：56．71
 187．4�
35 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 538＋ 61：57．33� 31．4�
59 キタノコドウ 牡3芦 56 江田 照男北所 直人氏 高木 登 浦河 富菜牧場 472－ 21：58．04 171．1�
47 シルバーウェーブ 牡3黒鹿56 武士沢友治新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 432－ 81：58．21
 172．3�
12 タマモビックホーム 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大タマモ	 藤原 辰雄 新ひだか 岡田牧場 440－ 62：01．6大差 157．5�
（15頭）

611 ウインラディアント 牡3芦 56 横山 武史	ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，469，200円 複勝： 54，443，300円 枠連： 10，278，900円
馬連： 56，916，400円 馬単： 29，069，800円 ワイド： 48，855，200円
3連複： 87，489，400円 3連単： 111，511，100円 計： 430，033，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 460円 � 110円 � 480円 枠 連（2－8） 2，630円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 4，870円 �� 950円

3 連 複 ��� 17，460円 3 連 単 ��� 151，390円

票 数

単勝票数 計 314692 的中 � 9047（7番人気）
複勝票数 計 544433 的中 � 20871（7番人気）� 203147（1番人気）� 19818（8番人気）
枠連票数 計 102789 的中 （2－8） 3024（9番人気）
馬連票数 計 569164 的中 �� 12579（10番人気）
馬単票数 計 290698 的中 �� 2437（26番人気）
ワイド票数 計 488552 的中 �� 10897（11番人気）�� 2486（34番人気）�� 13554（7番人気）
3連複票数 計 874894 的中 ��� 3757（45番人気）
3連単票数 計1115111 的中 ��� 534（309番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．5―50．3―1：03．2―1：16．0―1：29．0―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3
13－（2，15）（1，10，16）3，14，4，9，6，12（7，8）－5・（13，15）10（1，16）3（14，6）－（4，8）5，2（12，9）7

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

勝馬の
紹 介

アシェットデセール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．1．26 中山8着

2017．1．22生 牡3青鹿 母 ドルチェリモーネ 母母 レモンスフレⅡ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔出走取消〕 ウインラディアント号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 マイネルサブマリン号の騎手柴田大知は，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：10番・9

番・8番・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモビックホーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月21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。
（非抽選馬） 2頭 カラヤン号・トミケンアラバール号
※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。

05088 3月21日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2中山2） 第8日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

57 アースドラゴン 牡4鹿 59 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 494－ 43：14．8 43．0�
22 ラフレシアレディ 牝4鹿 57 草野 太郎吉田 昭一氏 畠山 吉宏 浦河 モトスファーム 470＋ 23：15．43� 4．0�
46 � シゲルタケノコ �5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 日高 森永牧場 474－103：16．03� 7．8�
11 	 レヴァンテライオン �6黒鹿60 平沢 健治ライオンレースホース� 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

494－ 23：17．38 16．6�
711 レイヴンキング �4青鹿59 石神 深一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 522＋143：17．4
 7．1�
610 エスケークラウン 牡6青 60 北沢 伸也菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 500＋ 63：17．5クビ 14．0	
45 ク ー ザ 牡4鹿 59 高野 和馬ライオンレースホース� 根本 康広 日高 Shall Farm 472± 03：18．67 279．7

813� ア イ ア ス �4栗 59 大庭 和弥畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 512± 03：18．81� 285．4�
69 ジョーカーワイルド 牡5鹿 60 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 532＋10 〃 クビ 50．6�
712 ストレートパンチ 牡4鹿 59 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 486＋ 43：19．11� 2．6
814� クリノカナロアオー �5黒鹿60 上野 翔栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 482± 03：21．9大差 189．7�
33 サンダーソニア 牝4栗 57 江田 勇亮�ジェイアール 田村 康仁 浦河 中島牧場 480－ 43：23．8大差 60．5�
58 アーブルルージュ 牝4鹿 57 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 83：23．9クビ 38．9�
34 トゥルーウインド 牡8栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 462± 0 （競走中止） 8．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，265，200円 複勝： 29，839，500円 枠連： 9，564，700円
馬連： 38，380，900円 馬単： 17，348，800円 ワイド： 30，579，400円
3連複： 61，080，900円 3連単： 73，139，300円 計： 284，198，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，300円 複 勝 � 660円 � 170円 � 220円 枠 連（2－5） 4，970円

馬 連 �� 9，650円 馬 単 �� 25，110円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 3，140円 �� 660円

3 連 複 ��� 17，400円 3 連 単 ��� 182，840円

票 数

単勝票数 計 242652 的中 � 4511（9番人気）
複勝票数 計 298395 的中 � 9044（8番人気）� 56465（2番人気）� 35181（4番人気）
枠連票数 計 95647 的中 （2－5） 1491（16番人気）
馬連票数 計 383809 的中 �� 3081（27番人気）
馬単票数 計 173488 的中 �� 518（65番人気）
ワイド票数 計 305794 的中 �� 2703（26番人気）�� 2427（30番人気）�� 12689（7番人気）
3連複票数 計 610809 的中 ��� 2632（55番人気）
3連単票数 計 731393 的中 ��� 290（476番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 52．1－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
13，2－（1，7）6，10（12，11）14－（4，5）－9＝3＝8
2，7－6－1－（13，11）12，10－14，5－9＝3＝8－4

�
�

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

勝馬の
紹 介

アースドラゴン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 マリエンバード デビュー 2018．11．4 東京6着

2016．4．8生 牡4鹿 母 アースマリン 母母 ハヤベニコマチ 障害：4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 トゥルーウインド号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため2周目5号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔制裁〕 シゲルタケノコ号の騎手植野貴也は，1コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて戒告。（被

害馬：1番・10番）
※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 エジステンツァ号



05089 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8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

24 アンティシペイト 牡3鹿 56 三浦 皇成�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 490－ 61：49．4 1．8�
35 ペルセウスシチー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 456－ 41：49．5� 7．4�
48 アルピニズム 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 488± 01：50．67 4．1�
23 ペイシャフラッシュ 牡3黒鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 清水スタッド 486± 01：50．91� 17．1�
612 ビオロンスコッツ 牡3青鹿 56

53 ▲山田 敬士熊澤 浩樹氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B464－ 21：51．11� 226．6�
611 ロ ジ シ ッ プ 牡3鹿 56 内田 博幸久米田正明氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 444－ 6 〃 クビ 63．9	
510 スピッツェンバーグ 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 
サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：51．2� 13．3�

（南ア）

36 ウィルビーハッピー 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 476± 0 〃 クビ 81．1�

714 ドントクライマリア �3鹿 56
55 ☆菊沢 一樹丸山 担氏 林 徹 浦河 伏木田牧場 B440－ 41：51．62� 295．9

816 ミライヘノノゾミ 牝3芦 54 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 496 ―1：51．7クビ 19．9�
59 ミヤコシャンティ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞	湖 レイクヴィラファーム 428＋ 61：52．12� 66．0�
47 クインズウィッシュ 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 416－ 21：52．2� 27．2�
12 ビビットラブ 牝3鹿 54 横山 和生吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 514－ 8 〃 アタマ 229．1�
713 バッハスピリッツ 牡3栗 56 原田 和真小川 敏夫氏 小桧山 悟 清水 小野瀬 竜馬 434－ 41：52．3� 317．3�
11 ボンテンマル 牡3鹿 56 丸田 恭介高橋 文男氏 尾形 和幸 新ひだか 前田ファーム 438－ 61：52．4� 217．4�
815 ツ キ サ エ ル 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 414＋ 21：52．71� 21．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，802，300円 複勝： 60，139，500円 枠連： 13，830，200円
馬連： 64，771，300円 馬単： 30，253，400円 ワイド： 57，526，000円
3連複： 94，167，000円 3連単： 109，154，200円 計： 472，643，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（2－3） 580円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 230円 �� 170円 �� 480円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 428023 的中 � 186606（1番人気）
複勝票数 計 601395 的中 � 227366（1番人気）� 61867（3番人気）� 113833（2番人気）
枠連票数 計 138302 的中 （2－3） 18168（2番人気）
馬連票数 計 647713 的中 �� 76656（2番人気）
馬単票数 計 302534 的中 �� 21730（3番人気）
ワイド票数 計 575260 的中 �� 64379（2番人気）�� 102735（1番人気）�� 24337（4番人気）
3連複票数 計 941670 的中 ��� 78370（1番人気）
3連単票数 計1091542 的中 ��� 20840（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．9―49．5―1：01．9―1：14．2―1：26．2―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アンティシペイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 札幌2着

2017．3．26生 牡3鹿 母 アンチュラス 母母 ア ン チ ョ 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況〕 バッハスピリッツ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

ビビットラブ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
ボンテンマル号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 バッハスピリッツ号は，令和2年3月22日から令和2年4月12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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショウナンアサヤケ号・ナックペガサス号
（非抽選馬） 1頭 マイネルケイローン号
※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。

05090 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第6競走 ��
��1，800�3歳新馬

発走13時00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

47 プレシオーソ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 464 ―1：55．5 3．4�

612 ラ ス ト マ ン 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 494 ―1：56．03 3．1�
（南ア）

48 クロフネシルエット 牡3芦 56 野中悠太郎 IHR 林 徹 日高 広富牧場 512 ―1：56．95 14．0�
11 フォワードアゲン �3黒鹿56 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 418 ―1：57．21� 3．7�
24 リゼイエロー 牝3栗 54 木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 490 ―1：58．58 12．0�
35 ノーブルローズ 牝3鹿 54 横山 和生吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 新ひだか 橋本牧場 446 ―1：58．71	 47．6	
815 プラチナカフェ 牝3黒鹿54 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 478 ―1：58．8クビ 27．0

12 キビーラジャバル 牡3鹿 56 柴田 大知大倉 佑介氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 460 ―1：59．86 195．2�
23 ヒロノモンスター 牡3黒鹿56 岩部 純二小野 博郷氏 浅野洋一郎 浦河 一倉牧場 530 ―2：00．01 179．4�
59 デルマアイオライト 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 486 ―2：00．32 113．4
714 ゴーゴーリマンド 牝3芦 54 坂井 瑠星上山 牧氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 460 ―2：02．0大差 60．3�
36 フライングターン 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 434 ―2：03．06 39．4�
611 デルマターコイズ 牝3鹿 54 黛 弘人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム 432 ―2：03．21 83．3�

510 ララロトリー �3黒鹿56 大庭 和弥フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 500 ―2：03．62	 50．8�
（法942）

713 ネクストユー 牝3鹿 54 石橋 脩川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 畠山牧場 522 ―2：05．7大差 65．6�
816 アルファレディ 牝3鹿 54 丸山 元気�貴悦 小西 一男 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 アタマ 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，152，300円 複勝： 36，301，800円 枠連： 13，121，400円
馬連： 50，679，300円 馬単： 22，991，600円 ワイド： 42，335，900円
3連複： 72，391，600円 3連単： 79，290，000円 計： 353，263，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 230円 枠 連（4－6） 400円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 230円 �� 580円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 計 361523 的中 � 84927（2番人気）
複勝票数 計 363018 的中 � 84704（1番人気）� 80608（2番人気）� 28666（5番人気）
枠連票数 計 131214 的中 （4－6） 25101（1番人気）
馬連票数 計 506793 的中 �� 77619（1番人気）
馬単票数 計 229916 的中 �� 17157（2番人気）
ワイド票数 計 423359 的中 �� 56159（1番人気）�� 16973（6番人気）�� 18344（4番人気）
3連複票数 計 723916 的中 ��� 27975（3番人気）
3連単票数 計 792900 的中 ��� 7222（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．4―51．2―1：04．8―1：18．6―1：31．9―1：43．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F36．9
1
3
・（1，7）（4，8）－（12，11）13，9，3，6，5（14，16）15－2－10・（1，7）（4，8，12）（9，3，11）5，15（14，13，16）－2＝6，10

2
4

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

プレシオーソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ボストンハーバー 初出走

2017．5．13生 牡3黒鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 デルマアイオライト号の騎手原優介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴーゴーリマンド号・フライングターン号・デルマターコイズ号・ララロトリー号・ネクストユー号・

アルファレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月21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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 オルフェチョウサン号・カイエトゥール号・ケイツーコルナ号・サンライズキャノン号・タイキスピネル号・

ピュアブレンド号・ペイシャオータム号・ユウヤング号・リネンターゲット号・ルヴィーヴル号・
ワンダーマンキアオ号

※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。



05091 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時30分（番組第8競走を順序変更） （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 ヨ シ ヒ コ 牡6黒鹿57 江田 照男菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B506＋242：37．8 33．3�
22 � ワンダーラジャ 牡6栗 57 L．ヒューイットソン 山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 510＋ 22：38．33 1．5�

（南ア）

55 メイショウオオタカ 牡4鹿 56 横山 和生松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 490± 02：39．04 39．4�
33 プレイングラン 牡4栗 56 田辺 裕信スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 476± 02：39．1� 5．6�
77 ユ メ ノ サ キ 牡5栗 57 大野 拓弥山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B548－ 62：39．2� 23．5�
88 ボヘミアラプソディ 牡4鹿 56 三浦 皇成平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482－ 22：39．94 6．5�
44 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 22：40．32� 14．8	
11 ニューツーリズム 牡4青鹿56 石橋 脩吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 508－ 22：40．72� 8．1


（8頭）

売 得 金
単勝： 36，923，800円 複勝： 126，482，500円 枠連： 発売なし
馬連： 49，868，400円 馬単： 34，497，200円 ワイド： 40，404，300円
3連複： 65，330，800円 3連単： 171，247，700円 計： 524，754，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，330円 複 勝 � 570円 � 110円 � 800円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 950円 �� 6，110円 �� 990円

3 連 複 ��� 13，300円 3 連 単 ��� 111，640円

票 数

単勝票数 計 369238 的中 � 8870（7番人気）
複勝票数 計1264825 的中 � 13764（7番人気）� 985216（1番人気）� 9449（8番人気）
馬連票数 計 498684 的中 �� 14338（9番人気）
馬単票数 計 344972 的中 �� 3718（18番人気）
ワイド票数 計 404043 的中 �� 11145（11番人気）�� 1629（28番人気）�� 10712（13番人気）
3連複票数 計 653308 的中 ��� 3683（29番人気）
3連単票数 計1712477 的中 ��� 1112（174番人気）

ハロンタイム 14．0―12．9―13．5―12．9―13．9―14．3―14．2―12．1―12．2―12．8―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
14．0―26．9―40．4―53．3―1：07．2―1：21．5―1：35．7―1：47．8―2：00．0―2：12．8―2：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F50．0―3F37．8
1
�
6，5，4（7，2）1，3－8
8－6（4，2）（5，1）（7，3）

2
�
6，5（7，4）2（3，1）8
8，6－（5，2）4，3（7，1）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨ シ ヒ コ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．10．9 東京9着

2014．4．23生 牡6黒鹿 母 マ ギ ス ト ラ 母母 マ ン フ ァ ス 24戦2勝 賞金 22，850，000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。

05092 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第8競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時00分（番組第7競走を順序変更） （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
1：08．7
1：08．7

重
重

35 シャインカメリア 牝5芦 55 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 478± 01：12．4 7．3�
510 ハナブショウ 牝4鹿 55 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 448± 0 〃 クビ 29．2�
48 マリアルージュ 牝4青鹿55 M．デムーロ河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 462＋ 41：12．61 5．4�
23 シアトルトウショウ 牝5青鹿55 津村 明秀トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484－ 2 〃 クビ 6．9�
612� マリノエクスプレス 牝5黒鹿55 武藤 雅矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 452＋ 41：12．7� 8．4�
12 ア ポ ロ ア ミ 牝5鹿 55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 462－ 61：12．8クビ 22．9	
59 タマモキャペリン 牝4鹿 55 L．ヒューイットソンタマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 458± 01：12．9� 6．6


（南ア）

815 ヒカリトップメモリ 牝7鹿 55 F．ミナリク�ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B472＋121：13．0クビ 20．5�
（独）

36 ドゥモワゼル 牝6鹿 55
52 ▲山田 敬士小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 468＋ 21：13．21� 26．8�

611 レディグレイ 牝4黒鹿55 石橋 脩 キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－10 〃 クビ 6．4�

714 ベ ル ポ ー ト 牝4青鹿 55
53 ◇藤田菜七子大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 ハナ 20．3�

47 � サトノアルテミス 牝5黒鹿55 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：13．3	 30．3�
24 リトルエイト 牝4鹿 55 三浦 皇成中村 智幸氏 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 438－ 81：13．4� 46．1�
816 ニシノアマタ 牝4栗 55 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 454－14 〃 ハナ 39．4�
11 ハルワタート 牝4黒鹿55 横山 武史下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482＋101：13．72 14．9�
713� アポロノワキザシ 牝4栗 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 464－ 61：14．12 177．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，678，500円 複勝： 65，180，200円 枠連： 18，298，000円
馬連： 89，052，100円 馬単： 29，273，200円 ワイド： 75，454，000円
3連複： 147，278，600円 3連単： 143，173，600円 計： 604，388，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 280円 � 760円 � 220円 枠 連（3－5） 1，870円

馬 連 �� 12，890円 馬 単 �� 21，040円

ワ イ ド �� 4，480円 �� 940円 �� 5，130円

3 連 複 ��� 31，080円 3 連 単 ��� 218，060円

票 数

単勝票数 計 366785 的中 � 39939（5番人気）
複勝票数 計 651802 的中 � 63714（5番人気）� 18733（12番人気）� 89021（1番人気）
枠連票数 計 182980 的中 （3－5） 7544（9番人気）
馬連票数 計 890521 的中 �� 5352（53番人気）
馬単票数 計 292732 的中 �� 1043（93番人気）
ワイド票数 計 754540 的中 �� 4246（60番人気）�� 21655（5番人気）�� 3700（68番人気）
3連複票数 計1472786 的中 ��� 3554（123番人気）
3連単票数 計1431736 的中 ��� 476（844番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―12．0―12．5―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―35．0―47．5―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインカメリア �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．2 福島2着

2015．3．31生 牝5芦 母 シャインセレブ 母母 マンハッタンセレブ 12戦2勝 賞金 29，209，000円
［他本会外：1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。



05093 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第9競走 ��
��1，600�

お う ば い

黄 梅 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

55 クロノメーター 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－ 61：35．1 1．7�

33 カフェサンドリヨン 牝3芦 54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 462＋ 2 〃 ハナ 6．4�
66 レッドアダン 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466＋14 〃 クビ 8．8�

（南ア）

44 フォースオブウィル 牡3栗 56 柴田 善臣柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456－ 21：35．41� 6．3�
11 フルートフルデイズ 牝3黒鹿54 木幡 巧也飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 446－101：35．5� 58．8	
88 ヤマタケクララ 牝3黒鹿54 F．ミナリク山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 468＋ 61：35．71	 24．0


（独）

22 グレイトホーン 牡3鹿 56 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 478－ 81：36．65 5．4�

77 コトブキレイア 牝3鹿 54 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 442－ 41：36．81� 81．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 51，450，900円 複勝： 60，421，400円 枠連： 発売なし
馬連： 73，194，900円 馬単： 42，337，600円 ワイド： 44，772，500円
3連複： 79，672，800円 3連単： 208，905，600円 計： 560，755，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 240円 �� 280円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 514509 的中 � 235262（1番人気）
複勝票数 計 604214 的中 � 315955（1番人気）� 72899（3番人気）� 45883（5番人気）
馬連票数 計 731949 的中 �� 106453（2番人気）
馬単票数 計 423376 的中 �� 47309（2番人気）
ワイド票数 計 447725 的中 �� 50903（3番人気）�� 41673（4番人気）�� 19982（10番人気）
3連複票数 計 796728 的中 ��� 52799（5番人気）
3連単票数 計2089056 的中 ��� 48979（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．4―59．3―1：11．3―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8

3 ・（3，6）4（7，2，5）8，1
2
4

・（3，4）（6，7）2，8（1，5）
3，6（4，2，5）8（7，1）

勝馬の
紹 介

クロノメーター 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．10．26 東京3着

2017．2．28生 牡3黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 4戦2勝 賞金 18，489，000円
〔制裁〕 ヤマタケクララ号の騎手F．ミナリクは，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※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。

05094 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第10競走 ��
��2，000�

た て や ま

館 山 特 別
発走15時10分 （芝・右）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 トーセングラン 牡4鹿 57 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 434－ 22：00．6 5．5�

11 � サトノセシル 牝4鹿 55 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf
Alqahtani 452± 02：00．7	 2．0�

67 ダディーズマインド 牡4鹿 57 宮崎 北斗田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 486－ 62：00．8クビ 4．7�
22 ヴァンランディ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 7．4	
66 マイネルステレール 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 480－ 42：00．9	 35．1

44 
 クリノオスマン �6栗 57 M．デムーロ栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 452± 02：01．21	 16．6�
810 シャインアロー �8栗 57 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 474－ 82：01．41 58．1�
33 
 イ チ ダ イ 牡7鹿 57 L．ヒューイットソン 合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 542＋ 62：01．82� 30．6

（南ア）

55 ミルトプレスト 牡6鹿 57 F．ミナリク永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 500－ 22：01．9	 85．4�
（独）

78 
 タニノホウザン 牡6栗 57 武士沢友治谷口 祐人氏 星野 忍 むかわ 清水ファーム 478＋ 62：02．43 202．0�
79 トミケンボハテル 牡6芦 57 三浦 皇成冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B492－ 42：02．71	 12．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 61，412，100円 複勝： 76，449，400円 枠連： 15，089，700円
馬連： 118，966，100円 馬単： 53，549，000円 ワイド： 76，217，400円
3連複： 162，651，200円 3連単： 252，488，600円 計： 816，823，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（1－8） 520円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 220円 �� 330円 �� 260円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 5，020円

票 数

単勝票数 計 614121 的中 � 88721（3番人気）
複勝票数 計 764494 的中 � 129328（2番人気）� 213739（1番人気）� 121779（3番人気）
枠連票数 計 150897 的中 （1－8） 22238（2番人気）
馬連票数 計1189661 的中 �� 170868（1番人気）
馬単票数 計 535490 的中 �� 26831（4番人気）
ワイド票数 計 762174 的中 �� 95593（1番人気）�� 54997（4番人気）�� 73511（2番人気）
3連複票数 計1626512 的中 ��� 160945（1番人気）
3連単票数 計2524886 的中 ��� 36399（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―12．6―12．7―11．9―11．9―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．4―48．0―1：00．7―1：12．6―1：24．5―1：36．7―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセングラン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2018．6．23 東京3着

2016．4．2生 牡4鹿 母 スタイルアンドクラス 母母 Pipalong 13戦3勝 賞金 50，568，000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。



05095 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第11競走 ��
��1，200�

ち ば

千葉ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上，31．3．16以降2．3．15まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 ジャスティン 牡4栗 55 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 484－ 21：09．7 5．1�
47 ノーフィアー 牡6栗 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 494－ 41：10．33� 28．3�
612 シ ュ ウ ジ 牡7鹿 57．5 三浦 皇成安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 506－ 21：10．4� 6．0�
816 シ ョ ー ム 牡5栗 56 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 492－ 6 〃 クビ 6．0�
713 エレクトロポップ 牡7青鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 クビ 49．3�
24 ヒデノヴィーナス 牝4栗 53 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 452－ 21：10．5� 4．5	
36 ハ ッ ト ラ ブ 牝6鹿 53 菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486± 01：10．6� 18．1

35 ヨ シ オ 牡7鹿 56 L．ヒューイットソン 岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 488－ 41：10．91� 20．7�
（南ア）

59 � ベストマッチョ 	7黒鹿56 北村 宏司馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

B500± 0 〃 アタマ 19．1�
714
 リュウノユキナ 牡5芦 54 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 502＋ 41：11．11� 11．5
12 ヒ ザ ク リ ゲ 牝5栗 53 F．ミナリク手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 日高 出口牧場 444＋101：11．2� 41．2�

（独）

510 ハングリーベン 牡6鹿 55 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B450＋ 8 〃 クビ 44．6�
815 サイタスリーレッド 牡7鹿 57 津村 明秀西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか カタオカフアーム 486－ 81：11．3� 73．5�
11 メイショウワダイコ 牡8鹿 53 横山 和生松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 530－ 41：11．51 173．0�
23 レッドアネラ 牝5鹿 53 西村 淳也 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 494± 01：11．6� 7．4�
611 ミキノドラマー 牡7鹿 53 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 500－ 41：12．66 119．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，256，400円 複勝： 164，332，100円 枠連： 61，036，300円
馬連： 334，132，000円 馬単： 107，787，200円 ワイド： 215，136，100円
3連複： 590，308，900円 3連単： 638，648，800円 計： 2，218，637，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 260円 � 730円 � 200円 枠 連（4－4） 8，970円

馬 連 �� 8，490円 馬 単 �� 13，100円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 910円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 18，310円 3 連 単 ��� 106，630円

票 数

単勝票数 計1072564 的中 � 166282（2番人気）
複勝票数 計1643321 的中 � 171320（4番人気）� 47906（10番人気）� 251322（2番人気）
枠連票数 計 610363 的中 （4－4） 5269（27番人気）
馬連票数 計3341320 的中 �� 30485（32番人気）
馬単票数 計1077872 的中 �� 6170（53番人気）
ワイド票数 計2151361 的中 �� 18262（36番人気）�� 62843（8番人気）�� 21686（31番人気）
3連複票数 計5903089 的中 ��� 24168（68番人気）
3連単票数 計6386488 的中 ��� 4342（391番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．8―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．6―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．3．18生 牡4栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 15戦5勝 賞金 87，967，000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。
（非抽選馬） 2頭 アシャカダイキ号・レッドゲルニカ号
※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。

05096 3月21日 晴 良 （2中山2） 第8日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （芝・右・外）
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
1：30．3
1：30．3

良
良

11 ゲ バ ラ 牡4鹿 57 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 474＋ 21：34．5 3．6�
48 ジーナスイート 牝5芦 55 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 442－ 41：35．35 3．3�
23 ウインレフィナード 牡4黒鹿57 横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 456＋ 61：35．62 35．2�
59 ストームリッパー �4鹿 57 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B502＋ 4 〃 クビ 6．2�
35 シャワークライム 牝4黒鹿55 F．ミナリク吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 442＋ 81：35．7クビ 9．3	

（独）

12 ライレローズ 牝5黒鹿 55
53 △木幡 育也 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 440－101：35．91	 17．1


714 コスモミローディア 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 454＋ 21：36．0クビ 37．4�
47 ジュピターズライト 牡4鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 9．4�
36 
 ハワイアンダンサー 牝5鹿 55 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 466－ 41：36．1クビ 106．6
612 ココロノイコロ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 谷岡牧場 456＋ 81：36．31� 55．5�
816 オルトルート 牝5栗 55 大野 拓弥村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 クビ 28．8�
815 アトムアストレア 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 470＋101：36．4クビ 171．5�
510 アピールバイオ 牝6鹿 55 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 456－10 〃 ハナ 17．8�
611 ウエスタンランポ 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 406－ 2 〃 クビ 23．6�
713
 セイウンシェリー 牝4栗 55 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 432＋ 11：37．35 104．0�
24 オーバースペック 牡6青鹿57 丹内 祐次�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 504＋121：37．51	 77．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，130，600円 複勝： 97，740，400円 枠連： 34，738，300円
馬連： 172，933，800円 馬単： 67，787，600円 ワイド： 128，493，200円
3連複： 272，647，700円 3連単： 322，135，800円 計： 1，173，607，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 140円 � 590円 枠 連（1－4） 490円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，790円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 21，660円

票 数

単勝票数 計 771306 的中 � 171356（2番人気）
複勝票数 計 977404 的中 � 150537（2番人気）� 231857（1番人気）� 29061（10番人気）
枠連票数 計 347383 的中 （1－4） 53850（1番人気）
馬連票数 計1729338 的中 �� 196535（1番人気）
馬単票数 計 677876 的中 �� 42012（1番人気）
ワイド票数 計1284932 的中 �� 107202（1番人気）�� 17142（23番人気）�� 19336（19番人気）
3連複票数 計2726477 的中 ��� 34342（14番人気）
3連単票数 計3221358 的中 ��� 10781（44番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．9―12．5―11．8―11．6―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．0―48．5―1：00．3―1：11．9―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ゲ バ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2019．1．14 京都1着

2016．5．28生 牡4鹿 母 エリモハルカ 母母 エリモメロディー 4戦2勝 賞金 17，400，000円
〔発走状況〕 オーバースペック号は，枠入り不良。
※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8日 3月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

197，800，000円
5，620，000円
22，210，000円
1，120，000円
22，670，000円
68，570，500円
5，446，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
583，256，800円
910，374，200円
198，921，200円
1，176，695，100円
499，674，200円
858，901，000円
1，829，625，400円
2，364，757，000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
計 8，422，204，900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8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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