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08001 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1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 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 テリオスベル 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B422± 01：11．6 23．9�

612 ショウナンバービー 牝3鹿 54 三浦 皇成�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 490－ 21：12．13 2．0�
714 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 442＋ 41：12．73� 2．6�
35 アイアンメイデン 牝3鹿 54 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：12．8� 9．6�
47 アッタヴァンティ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 432＋ 81：13．65 22．4	
611 トーホウカッフェ 牝3鹿 54 岩田 康誠東豊物産� 田中 清隆 千歳 社台ファーム 508± 01：13．81� 59．3

815 ショウイモン 牝3鹿 54 藤岡 佑介井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 418－ 2 〃 ハナ 24．0�
24 ピ ュ テ ィ 牝3鹿 54 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 北見 久田 公氣 430± 01：13．9� 106．1�
713 ラインキャンドル 牝3黒鹿54 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 476± 01：14．0クビ 33．5
48 ダ ニ ュ ー ブ 牝3栗 54 大野 拓弥ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 01：14．42� 19．3�
59 ラブリーモーション 牝3鹿 54 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 458 ―1：14．5� 56．5�
510 クツワノオジョウ 牝3栗 54 木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 428 ―1：14．6� 95．5�
36 マサノルビー 牝3黒鹿54 田中 勝春猪野毛雅人氏 稲垣 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 416－101：14．7� 106．9�
23 サンプルマン 牝3鹿 54 横山 和生 �加藤ステーブル 加藤 和宏 新冠 中地 義次 416－ 41：14．8� 308．4�
12 ブライティアデイ 牝3栗 54 丹内 祐次小林 昌志氏 矢野 英一 平取 雅 牧場 408 ―1：15．11� 186．3�
816 タンバザクラ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗田畑 富子氏 南田美知雄 日高 和田牧場 464 ―1：16．710 205．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，077，300円 複勝： 45，340，000円 枠連： 10，921，500円
馬連： 54，084，300円 馬単： 27，617，000円 ワイド： 44，243，300円
3連複： 85，204，000円 3連単： 103，715，900円 計： 402，203，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 360円 � 110円 � 110円 枠 連（1－6） 2，730円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 9，260円

ワ イ ド �� 870円 �� 850円 �� 150円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 25，600円

票 数

単勝票数 計 310773 的中 � 10386（6番人気）
複勝票数 計 453400 的中 � 14932（8番人気）� 163045（1番人気）� 116556（2番人気）
枠連票数 計 109215 的中 （1－6） 3091（9番人気）
馬連票数 計 540843 的中 �� 12848（11番人気）
馬単票数 計 276170 的中 �� 2235（26番人気）
ワイド票数 計 442433 的中 �� 10385（12番人気）�� 10599（11番人気）�� 101892（1番人気）
3連複票数 計 852040 的中 ��� 31856（6番人気）
3連単票数 計1037159 的中 ��� 2937（70番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―47．2―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テリオスベル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．20 福島10着

2017．4．18生 牝3黒鹿 母 アーリースプリング 母母 スプリングチケット 7戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タンバザクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月28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 マリノエヴァ号

08002 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1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

24 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 468＋ 41：56．1 36．8�

12 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 458－ 21：56．42 6．8�
47 ロードスラッシュ 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 木村 哲也 浦河 大柳ファーム 456± 01：56．5� 20．8�
714 マイネルカガヤキ 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 竹中牧場 B474＋ 21：56．6� 60．6�
35 ビレッジイーグル 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B494＋ 61：56．81 55．7�
815 サトノレガリア 牡3栗 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 500－ 4 〃 クビ 1．6	
11 アドマイヤグルス 牡3鹿 56 田辺 裕信近藤 旬子氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：56．9クビ 7．1

510 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 478＋ 21：57．22 68．5�
816 ベアーズレター 牡3青鹿56 野中悠太郎熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 472＋ 21：58．05 60．1�
612 ビッグセント 牡3黒鹿56 江田 照男ビッグ 田中 清隆 新ひだか 静内白井牧場 452＋ 21：58．42� 107．3�
59 デ ィ ヒ タ ー 牡3黒鹿56 内田 博幸林 正道氏 林 徹 新冠 秋田牧場 516－ 21：58．5クビ 16．0�
611 フジノヤマテソーロ 牡3栗 56 丸山 元気了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前田牧場 488－ 41：58．71� 28．4�
23 オルフェチョウサン 牡3青鹿 56

53 ▲小林 凌大�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 B416 ―1：59．02 105．8�
36 シゲルガラテア 牡3栗 56 村田 一誠森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B482－ 21：59．31� 16．5�
713 キタノブルー 牡3鹿 56 横山 武史 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 466± 01：59．51 34．3�
48 ジャストチョウサン 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�チョウサン 蛯名 利弘 平取 坂東牧場 472－101：59．92� 227．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，114，300円 複勝： 69，342，500円 枠連： 11，309，800円
馬連： 44，097，100円 馬単： 27，113，800円 ワイド： 39，904，000円
3連複： 69，227，000円 3連単： 97，141，400円 計： 385，249，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，680円 複 勝 � 1，410円 � 290円 � 910円 枠 連（1－2） 5，170円

馬 連 �� 10，510円 馬 単 �� 33，170円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 7，800円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 58，330円 3 連 単 ��� 503，050円

票 数

単勝票数 計 271143 的中 � 5883（9番人気）
複勝票数 計 693425 的中 � 11764（9番人気）� 74136（2番人気）� 18742（6番人気）
枠連票数 計 113098 的中 （1－2） 1694（14番人気）
馬連票数 計 440971 的中 �� 3249（24番人気）
馬単票数 計 271138 的中 �� 613（54番人気）
ワイド票数 計 399040 的中 �� 4150（21番人気）�� 1293（53番人気）�� 6725（14番人気）
3連複票数 計 692270 的中 ��� 890（113番人気）
3連単票数 計 971414 的中 ��� 140（704番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．6―50．2―1：03．7―1：16．3―1：29．1―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

インナーアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Danehill デビュー 2020．2．29 中山7着

2017．3．14生 牡3鹿 母 セントフロンティア 母母 Cashelmara 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ベアーズレター号・ビッグセント号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月28日まで平地競

走に出走できない。

第３回 中山競馬 第１日



08003 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1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

11 コ ル ニ リ ア 牡3鹿 56 田辺 裕信�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 442± 01：12．2 9．2�
713 ヤサカパフィー 牝3鹿 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 470－ 21：12．3� 7．8�
815 ナイトコマンダー 牡3鹿 56 横山 和生田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 藤本ファーム 470－ 81：12．61� 12．0�
24 ケイアイロトルア 牡3鹿 56 三浦 皇成亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 松田牧場 476 ― 〃 ハナ 27．1�
59 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 492－ 21：12．7� 2．4�
714 センノベステス 牡3栗 56 丸山 元気浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 470－ 21：13．23 15．5	
611 キャストロペトラ 牡3栗 56 江田 照男手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 田湯牧場 462＋ 2 〃 ハナ 16．1

510 ワールドウィスラー 牡3鹿 56

54 △木幡 育也田頭 勇貴氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 440－ 41：13．3� 170．1�
12 アーヴィング 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗ケンレーシング組合 小野 次郎 新冠 中本牧場 462＋ 71：13．4クビ 151．3�
36 ヤマタケヴォイス 牡3鹿 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー

クスタツド 472－ 8 〃 ハナ 35．1
612 ローズオブシャロン 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458± 0 〃 クビ 4．3�

816 フ ィ ー バ ス 牡3鹿 56 大野 拓弥松村 真司氏 田中 剛 新ひだか 中村 和夫 474－ 21：13．93 19．4�
48 ホウオウエンジェル 牝3鹿 54 横山 武史小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 456－ 6 〃 クビ 38．4�
35 カズノコクリュウ 牡3青鹿 56

53 ▲小林 凌大鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 鎌田 正嗣 458－161：14．11� 316．3�
23 トーアテンソンシ 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 436－ 81：14．3� 182．6�
47 ニホンムーティエ 牡3栗 56 原田 和真戸部 政彦氏 小桧山 悟 新ひだか 木村 秀則 424 ―1：16．9大差 372．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，528，600円 複勝： 46，123，600円 枠連： 11，537，600円
馬連： 59，855，500円 馬単： 26，492，300円 ワイド： 47，403，900円
3連複： 91，591，600円 3連単： 100，521，500円 計： 414，054，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 310円 � 230円 � 430円 枠 連（1－7） 2，160円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，670円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 9，260円 3 連 単 ��� 60，780円

票 数

単勝票数 計 305286 的中 � 26433（4番人気）
複勝票数 計 461236 的中 � 39026（4番人気）� 58283（3番人気）� 25486（7番人気）
枠連票数 計 115376 的中 （1－7） 4138（9番人気）
馬連票数 計 598555 的中 �� 16574（9番人気）
馬単票数 計 264923 的中 �� 3576（19番人気）
ワイド票数 計 474039 的中 �� 13359（8番人気）�� 7213（22番人気）�� 8489（19番人気）
3連複票数 計 915916 的中 ��� 7413（33番人気）
3連単票数 計1005215 的中 ��� 1199（209番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．6―12．5―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．9―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ル ニ リ ア �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2019．8．11 新潟13着

2017．5．6生 牡3鹿 母 ミ ナ レ ッ ト 母母 ノ ワ ゼ ッ ト 6戦1勝 賞金 7，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンムーティエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月28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） 4頭 グラスディアブロ号・ゴラッソゴール号・ニジュッケンドーロ号・マイラニ号
（非抽選馬） 1頭 ジョイ号

08004 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11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

612 オンリーワンボーイ 牡3青鹿56 横山 武史金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B442－ 81：53．7 3．8�
611 キ ャ ル ベ イ 牡3鹿 56 津村 明秀里見 治紀氏 田中 博康 日高 田端牧場 524－ 2 〃 クビ 1．7�
12 マラジェッツ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 B454－ 21：55．8大差 17．3�
714 リンガスウォリアー 牡3栗 56 石川裕紀人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 21：56．54 10．8�
59 ビッグゴシップ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 ハナ 123．6�
815 ゲンキチボン 牡3栗 56 木幡 巧也荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B470＋ 41：56．81� 98．4�
36 コ ス モ オ リ 牡3栗 56 丹内 祐次 	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 436－ 2 〃 ハナ 26．9

816 トーセンリミテッド 牡3青鹿 56

54 △木幡 育也島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ
スティファーム 494－241：57．01 24．5�

47 キリシマダイオウ 牡3栗 56 木幡 初也西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 470－ 4 〃 クビ 151．7
48 ネ オ デ レ ヤ 牡3栗 56 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 様似 猿倉牧場 490＋ 81：57．21 82．7�
713 イントゥザスカイ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星山内 晃氏 和田正一郎 新ひだか 高橋フアーム 520－141：57．62� 23．9�
11 オプティマス 牡3栗 56 三浦 皇成 	社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B470－ 81：57．7� 11．7�
23 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 452＋ 21：58．55 307．0�
35 タイキスピネル 牡3鹿 56 丸山 元気	大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 472 ―1：58．6� 38．8�
510 マ サ ト ッ プ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大澤田 孝之氏 尾形 和幸 新冠 五丸農場 476－ 22：01．5大差 445．4�
24 カネショウイケメン 牡3鹿 56 吉田 豊清水 正裕氏 古賀 史生 浦河 山田 昇史 508 ―2：03．6大差 168．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，125，400円 複勝： 76，969，000円 枠連： 14，844，500円
馬連： 48，149，600円 馬単： 26，832，700円 ワイド： 40，854，900円
3連複： 75，461，000円 3連単： 109，344，000円 計： 423，581，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 190円 枠 連（6－6） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 170円 �� 650円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 311254 的中 � 64481（2番人気）
複勝票数 計 769690 的中 � 93573（2番人気）� 471150（1番人気）� 38241（4番人気）
枠連票数 計 148445 的中 （6－6） 40003（1番人気）
馬連票数 計 481496 的中 �� 122225（1番人気）
馬単票数 計 268327 的中 �� 25517（2番人気）
ワイド票数 計 408549 的中 �� 78794（1番人気）�� 13133（8番人気）�� 25405（3番人気）
3連複票数 計 754610 的中 ��� 55131（2番人気）
3連単票数 計1093440 的中 ��� 13856（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．8―49．9―1：02．7―1：15．7―1：28．2―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
12，11，10－5，2，13，9，16，14，8（7，15）－（1，6）4－3
12，11（2，5）（10，13）16（9，14，6）（8，15）－1－7，4－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オンリーワンボーイ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．31 新潟10着

2017．2．16生 牡3青鹿 母 ペイデュソレイユ 母母 シャイニンググラス 7戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサトップ号・カネショウイケメン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月

28日まで平地競走に出走できない。



08005 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30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

815 グランエクセレント 牡3鹿 56 田辺 裕信田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 508－ 21：35．1 2．4�
714 イ ザ ラ 牝3鹿 54 三浦 皇成栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 448＋ 21：35．42 3．7�
612 ト ル ニ 牝3鹿 54 吉田 豊水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 454－ 41：35．82� 27．0�
611 ナスノメロディー 牝3鹿 54 石川裕紀人�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 410 ―1：35．9クビ 22．9�
36 メイリバティ 牝3鹿 54 岩田 康誠千明牧場 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：36．22 5．1�
23 ルナカリーナ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也江川 伸夫氏 小手川 準 新ひだか 上村 清志 356 ― 〃 アタマ 217．7	
48 リングアベル 牝3青鹿54 F．ミナリク
ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 61：36．3� 6．2�
（独）

713 チ ス ジ 牝3鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 500 ―1：36．61� 182．5�
12 フォギーショコラ 牡3鹿 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 446＋141：36．7� 168．1
35 ソ ヨ ギ 牝3青鹿54 丸山 元気海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 462－101：36．91 20．9�
510 ケイティヒマワリ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大瀧本 和義氏 勢司 和浩 浦河 中脇 満 390－201：37．0� 361．7�
24 ペガサスターボ 牡3鹿 56 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 508＋ 61：37．31� 57．6�
11 タッカーメイヴィス 牝3鹿 54 横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 466 ― 〃 クビ 48．1�
816 マリノヴィヴィアナ 牝3栗 54 武藤 雅
クラウン 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 442－ 2 〃 アタマ 38．5�
47 リネンターゲット 牝3鹿 54 横山 和生戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 ヒダカフアーム 406 ―1：38．04 253．3�
59 リディアンスケール 牡3鹿 56 江田 照男グリーンスウォード大江原 哲 新冠 アサヒ牧場 482＋101：38．1クビ 97．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，139，200円 複勝： 43，332，000円 枠連： 10，642，800円
馬連： 53，938，800円 馬単： 24，303，800円 ワイド： 40，898，700円
3連複： 74，481，700円 3連単： 87，291，600円 計： 369，028，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 340円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 180円 �� 810円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 計 341392 的中 � 111251（1番人気）
複勝票数 計 433320 的中 � 119071（1番人気）� 84939（2番人気）� 20680（6番人気）
枠連票数 計 106428 的中 （7－8） 21592（1番人気）
馬連票数 計 539388 的中 �� 107678（1番人気）
馬単票数 計 243038 的中 �� 29105（1番人気）
ワイド票数 計 408987 的中 �� 74231（1番人気）�� 11045（8番人気）�� 8122（13番人気）
3連複票数 計 744817 的中 ��� 26635（4番人気）
3連単票数 計 872916 的中 ��� 10460（12番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．6―12．1―12．2―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．4―35．0―47．1―59．3―1：11．3―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8

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

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

勝馬の
紹 介

グランエクセレント �
�
父 ザサンデーフサイチ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2019．11．30 中山2着

2017．3．23生 牡3鹿 母 ダンスミュージカル 母母 メタモルフォース 6戦1勝 賞金 13，440，000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 グラスピエーナ号
※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。

08006 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時05分 （500万円以下） （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

810 ウインカーネリアン 牡3栗 56 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 486＋ 61：50．0 4．5�
66 サクラトゥジュール 牡3青鹿56 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 498＋121：50．42� 1．6�
22 ウインアステロイド 牡3青鹿56 横山 武史�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 452－10 〃 ハナ 23．7�
33 カインドリー 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 438－ 21：50．5� 16．9�

78 リヴァージュ 牝3鹿 54 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 478－ 41：50．6� 6．4	
11 コスモインペリウム 牡3鹿 56 津村 明秀岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 508± 0 〃 クビ 31．0

77 コスモブルーノーズ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 406－ 21：50．7クビ 12．5�
55 スピリトゥス 牝3黒鹿54 松田 大作�桑田牧場 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 400－ 61：50．8� 18．8
44 ナックペガサス 牡3鹿 56 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 モリナガファーム 442－ 81：51．22� 255．7�
89 シークレットローザ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 452± 01：51．73 118．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 38，459，200円 複勝： 109，423，700円 枠連： 9，174，300円
馬連： 54，742，400円 馬単： 34，634，500円 ワイド： 43，355，300円
3連複： 73，160，200円 3連単： 156，216，900円 計： 519，166，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 110円 � 270円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 180円 �� 620円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 計 384592 的中 � 67898（2番人気）
複勝票数 計1094237 的中 � 102178（2番人気）� 762248（1番人気）� 27102（6番人気）
枠連票数 計 91743 的中 （6－8） 21909（2番人気）
馬連票数 計 547424 的中 �� 130250（1番人気）
馬単票数 計 346345 的中 �� 23354（4番人気）
ワイド票数 計 433553 的中 �� 77439（1番人気）�� 15072（9番人気）�� 19653（6番人気）
3連複票数 計 731602 的中 ��� 44171（4番人気）
3連単票数 計1562169 的中 ��� 14531（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．6―38．7―51．3―1：03．1―1：14．9―1：26．6―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインカーネリアン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．9 東京2着

2017．4．16生 牡3栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 7戦2勝 賞金 21，536，000円



08007 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第7競走 ��
��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

816 ビップウインク 牝3青 54 岩田 康誠鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 488－ 21：09．0 3．5�
611 トロワマルス 牝3鹿 54 木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 462± 01：09．63� 97．1�
11 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± 0 〃 クビ 3．0�
815 グッドマックス 牝3芦 54 丸山 元気長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 454＋ 61：09．7� 10．6�
612 ドラゴンズバック 牡3鹿 56 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 444－ 2 〃 クビ 20．7�
59 � ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 462－ 41：09．8クビ 46．1	
713 シュルルヴァン 牝3青鹿54 大野 拓弥街風 
雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 456＋ 4 〃 クビ 6．3�
714 テリオスヒメ 牝3鹿 54 吉田 豊鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 440＋ 41：09．9クビ 24．9�
47 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 460－ 6 〃 クビ 28．5
24 コパノビアンカ 牝3青鹿54 武藤 雅小林 祥晃氏 林 徹 新冠 武田牧場 432＋ 21：10．11 76．7�
36 ノ ヘ ア 牝3芦 54 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 424－ 6 〃 クビ 42．1�
48 スウィートメリナ 牝3栗 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 426＋ 2 〃 ハナ 12．2�
35 フ ィ ド ル 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大山本 武司氏 大江原 哲 新ひだか 山際牧場 416± 01：10．52� 76．5�
510 チェアリングソング 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 81：10．71	 9．6�

23 ユウヒノプリンス 牡3栗 56 岩部 純二坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 474－ 21：11．44 356．6�
12 ヴォレクィーン 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗坂田 行夫氏 南田美知雄 日高 中川 欽一 446－ 21：11．71� 355．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，910，300円 複勝： 50，370，200円 枠連： 14，620，900円
馬連： 71，645，500円 馬単： 29，634，600円 ワイド： 52，710，400円
3連複： 101，876，600円 3連単： 109，494，200円 計： 465，262，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 190円 � 1，250円 � 150円 枠 連（6－8） 2，560円

馬 連 �� 16，350円 馬 単 �� 21，220円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 320円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 12，390円 3 連 単 ��� 72，560円

票 数

単勝票数 計 349103 的中 � 78209（2番人気）
複勝票数 計 503702 的中 � 73613（3番人気）� 7053（13番人気）� 112193（1番人気）
枠連票数 計 146209 的中 （6－8） 4414（11番人気）
馬連票数 計 716455 的中 �� 3394（42番人気）
馬単票数 計 296346 的中 �� 1047（61番人気）
ワイド票数 計 527104 的中 �� 3322（41番人気）�� 49895（1番人気）�� 3021（44番人気）
3連複票数 計1018766 的中 ��� 6164（44番人気）
3連単票数 計1094942 的中 ��� 1094（234番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―11．5―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．1―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．4
3 14（4，6，7）9（5，8，11）16（10，12）（1，13）－15－（2，3） 4 14，7，4（6，9）（5，8，11）（1，16）12（15，10）13－3－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップウインク �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2019．12．1 中山5着

2017．2．17生 牝3青 母 ディマクコンダ 母母 マストビーラヴド 5戦2勝 賞金 13，600，000円

08008 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時05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

78 プリミエラムール 牝4芦 55 武藤 雅ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 440－ 41：55．6 5．3�
811 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 464－ 2 〃 クビ 2．5�
44 ドゥエルメス 牝4黒鹿55 岩田 康誠大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 508＋ 21：55．7� 4．9�
33 サイレントクララ 牝4黒鹿55 F．ミナリク吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 498－ 61：56．33� 43．6�

（独）

55 サツキワルツ 牝5鹿 55 津村 明秀小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 458＋101：56．4� 14．9�
22 ゴールデンフィジー 牝5鹿 55 木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B434－ 6 〃 クビ 11．1	
79 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 490－ 41：56．71� 5．7

67 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 B484＋101：56．8� 14．5�
11 スターリバー 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 山田牧場 470－ 81：58．410 48．3�
66 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 野中悠太郎山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 416－ 21：58．82� 110．6
810 ゲンパチカナ 牝4鹿 55 武士沢友治平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか チャンピオンズファーム 442－101：58．9クビ 117．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，550，100円 複勝： 48，190，500円 枠連： 10，012，200円
馬連： 64，281，200円 馬単： 26，826，100円 ワイド： 41，642，300円
3連複： 77，942，800円 3連単： 105，987，300円 計： 406，432，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 120円 � 130円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 250円 �� 460円 �� 250円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 計 315501 的中 � 47457（3番人気）
複勝票数 計 481905 的中 � 73414（3番人気）� 127002（1番人気）� 87691（2番人気）
枠連票数 計 100122 的中 （7－8） 22096（1番人気）
馬連票数 計 642812 的中 �� 102876（1番人気）
馬単票数 計 268261 的中 �� 17573（3番人気）
ワイド票数 計 416423 的中 �� 44460（1番人気）�� 20281（6番人気）�� 43832（2番人気）
3連複票数 計 779428 的中 ��� 70455（1番人気）
3連単票数 計1059873 的中 ��� 15566（5番人気）

ハロンタイム 12．8―12．6―13．3―13．3―12．5―12．4―12．3―12．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．4―38．7―52．0―1：04．5―1：16．9―1：29．2―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プリミエラムール �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．10．14 東京3着

2016．3．15生 牝4芦 母 ユメノオーラ 母母 レッダンゴールド 11戦2勝 賞金 18，157，000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。



08009 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第9競走 ��
��1，800�

りょうごく

両 国 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，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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

55 ミヤビパーフェクト �4鹿 57 池添 謙一村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 468＋ 21：50．1 2．5�
33 ミトノマルーン 牡4黒鹿57 松田 大作ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 476－ 21：50．2	 7．1�
89 カフジジュピター 牡4鹿 57 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 4 〃 クビ 15．4�
77 ルイジアナママ 牝4青鹿55 大野 拓弥稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446± 01：50．41 3．4�
66 エターナルヴィテス 牡4鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 482－ 21：50．5
 24．8�
44 ストロングレヴィル 牡6黒鹿57 石橋 脩村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋121：50．6
 13．9�
22 エピックスター �5鹿 57 田辺 裕信子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 440± 01：50．91
 5．6	
11 セイウンオフロード 牡4鹿 57 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B486＋ 41：51．22 14．8

88 ハ シ カ ミ 牡7青鹿57 武藤 雅中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 472＋ 41：52．79 97．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，793，800円 複勝： 51，258，500円 枠連： 10，055，600円
馬連： 71，371，500円 馬単： 33，082，900円 ワイド： 46，127，700円
3連複： 88，843，900円 3連単： 147，834，400円 計： 489，368，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 190円 � 300円 枠 連（3－5） 710円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 340円 �� 690円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 407938 的中 � 126242（1番人気）
複勝票数 計 512585 的中 � 135580（1番人気）� 64630（4番人気）� 33362（6番人気）
枠連票数 計 100556 的中 （3－5） 10888（2番人気）
馬連票数 計 713715 的中 �� 78272（2番人気）
馬単票数 計 330829 的中 �� 20104（3番人気）
ワイド票数 計 461277 的中 �� 39171（2番人気）�� 16535（9番人気）�� 7364（22番人気）
3連複票数 計 888439 的中 ��� 16365（16番人気）
3連単票数 計1478344 的中 ��� 7719（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―37．8―50．1―1：02．4―1：14．4―1：26．1―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビパーフェクト �

父 ルーラーシップ �


母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2019．2．17 小倉10着

2016．3．7生 �4鹿 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ 14戦3勝 賞金 50，375，000円

08010 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 	 ヘルシャフト 牡3栗 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Colts, LLC 506± 01：53．4 27．8�

69 テーオーケインズ 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 公也氏 高柳 大輔 日高 ヤナガワ牧場 478－ 41：53．82
 7．7�
33 ミヤジコクオウ 牡3青鹿56 F．ミナリク曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 496＋ 21：54．01 11．6�

（独）

812	 アメリカンフェイス 牡3栗 56 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 George
Krikorian 474－ 2 〃 クビ 113．0�

57 レーヌブランシュ 牝3芦 54 池添 謙一前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 450－ 41：54．1
 25．1�
813 ダノンファラオ 牡3青鹿56 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522± 01：54．41
 3．7	
11 ヤ ウ ガ ウ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B482－ 4 〃 アタマ 4．3

44 ヴ ォ ル ス ト 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 494－ 61：54．5
 37．9�
710	 ジ ゲ ン 牡3鹿 56 津村 明秀林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 442± 01：54．71 16．8�
711	 イモータルスモーク 牡3鹿 56 田辺 裕信�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

492＋ 21：56．18 22．0
56 ロンゴノット 牡3青 56 石橋 脩ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B486± 01：59．9大差 6．4�
45 ライトウォーリア 牡3鹿 56 丸山 元気 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482－ 22：00．0クビ 6．1�
68 アメリカンベイビー 牡3黒鹿56 石川裕紀人吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 482＋ 62：00．21� 108．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 65，075，400円 複勝： 100，789，100円 枠連： 19，739，600円
馬連： 146，802，300円 馬単： 51，083，400円 ワイド： 95，070，400円
3連複： 199，318，900円 3連単： 217，680，000円 計： 895，559，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，780円 複 勝 � 810円 � 300円 � 370円 枠 連（2－6） 9，320円

馬 連 �� 7，440円 馬 単 �� 16，280円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 5，230円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 36，990円 3 連 単 ��� 259，140円

票 数

単勝票数 計 650754 的中 � 18698（10番人気）
複勝票数 計1007891 的中 � 29205（10番人気）� 95371（5番人気）� 73119（6番人気）
枠連票数 計 197396 的中 （2－6） 1641（26番人気）
馬連票数 計1468023 的中 �� 15272（25番人気）
馬単票数 計 510834 的中 �� 2353（61番人気）
ワイド票数 計 950704 的中 �� 11384（26番人気）�� 4598（46番人気）�� 16287（17番人気）
3連複票数 計1993189 的中 ��� 4041（104番人気）
3連単票数 計2176800 的中 ��� 609（662番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．3―49．5―1：02．4―1：14．6―1：27．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

	ヘルシャフト �
�
父 Will Take Charge �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．9．15 阪神4着

2017．3．7生 牡3栗 母 Love Ava Love 母母 Hidden Cat 6戦3勝 賞金 35，080，000円
〔発走状況〕 ミヤジコクオウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 テーオーケインズ号の騎手大野拓弥は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔その他〕 ロンゴノット号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトウォーリア号・アメリカンベイビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

4月28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を表示している。



08011 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第11競走 ��
��2，500�第68回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，31．3．23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，31．3．22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）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

814 ミッキースワロー 牡6鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478－ 42：32．9 3．4�
610 モ ズ ベ ッ ロ 牡4鹿 56 池添 謙一 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 472－ 62：33．11� 5．0�
712 スティッフェリオ 牡6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 クビ 19．4�
711 サンアップルトン 牡4黒鹿55 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 470－ 42：33．31� 9．3�
813 アイスバブル 牡5芦 56 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 452－ 82：33．51� 60．4	
58 エ タ リ オ ウ 牡5青鹿56 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B466＋ 4 〃 ハナ 5．2

34 レッドレオン 牡5青鹿56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 42：34．35 9．0�
46 ウインイクシード 牡6黒鹿56 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 496－ 22：34．4	 15．9�
33 ポンデザール 牝5黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 48．5
11 サトノクロニクル 牡6鹿 56 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：34．71
 9．1�
22 マイネルカレッツァ 牡8黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 日高 白井牧場 518＋ 22：35．23 282．7�
45 ヤマカツライデン 牡8黒鹿56 勝浦 正樹山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 544－102：35．41� 133．7�
57 ソウルスターリング 牝6青鹿54 丸山 元気 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512± 02：35．72 13．6�
69 ガ ン コ 牡7青鹿56 松田 大作杉澤 光雄氏 武 英智 新ひだか 前谷 武志 510± 02：37．29 94．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 160，001，000円 複勝： 230，903，400円 枠連： 57，787，900円
馬連： 481，585，000円 馬単： 160，724，000円 ワイド： 306，950，400円
3連複： 841，395，500円 3連単： 997，320，700円 計： 3，236，667，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 210円 � 530円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，440円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 33，160円

票 数

単勝票数 計1600010 的中 � 371681（1番人気）
複勝票数 計2309034 的中 � 523194（1番人気）� 272715（3番人気）� 83771（9番人気）
枠連票数 計 577879 的中 （6－8） 41019（3番人気）
馬連票数 計4815850 的中 �� 292254（2番人気）
馬単票数 計1607240 的中 �� 49933（4番人気）
ワイド票数 計3069504 的中 �� 164433（3番人気）�� 53077（24番人気）�� 34289（30番人気）
3連複票数 計8413955 的中 ��� 79066（33番人気）
3連単票数 計9973207 的中 ��� 21805（121番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―12．9―12．6―13．2―12．7―12．0―11．3―11．8―12．4―11．7―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．1―29．8―42．7―55．3―1：08．5―1：21．2―1：33．2―1：44．5―1：56．3―2：08．7―2：20．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキースワロー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．2．25 中山5着

2014．2．26生 牡6鹿 母 マドレボニータ 母母 ツィンクルブライド 19戦5勝 賞金 319，788，000円
〔制裁〕 ミッキースワロー号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和2年4月11日から令和2年4月

12日まで騎乗停止。（被害馬：10番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりミッキースワロー号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

08012 3月28日 曇 良 （2中山3） 第1日 第12競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 スナークスター �4鹿 57 石橋 脩杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 450－161：11．2 6．5�
47 オルクリスト 牡4鹿 57 横山 典弘�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 490＋ 61：11．3	 6．6�
612 コウギョウブライト 牡5芦 57 木幡 巧也小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B460－121：11．4
 5．9�
713 ロジヒューズ 牝5鹿 55 丸山 元気久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 B484± 0 〃 ハナ 48．5�
59 ク ー リ ュ 牝6鹿 55 田辺 裕信ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 456－141：11．5
 31．8	
11 ダノンチャンス �6鹿 57 津村 明秀�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 B508＋10 〃 アタマ 4．3

23 サンライズチャージ 牡6鹿 57 坂井 瑠星松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 梅田牧場 510－141：11．71� 85．7�
611� ステラルーチェ 牡8栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B488－ 41：11．8
 175．8�
48 メールデゾレ 牝4栗 55 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 クビ 5．2
36 フレッシビレ 牝5栗 55 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 516± 01：11．9クビ 45．0�
714 ショーテンシ 牝4鹿 55 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 462－18 〃 クビ 15．6�
816 ブラックアウト 牡4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 482＋ 41：12．0
 12．7�
12 ベアクアウフ 牡4鹿 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 清水 英克 むかわ 東振牧場 B488＋ 61：12．21 81．1�
24 � レ イ デ マ ー 牡5黒鹿57 江田 照男戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 504－ 81：12．41 58．4�
35 ピ ナ ク ル ズ �7黒鹿57 柴田 善臣ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 506＋ 41：12．72 11．6�
815 ナ イ ス ド ゥ 牝5栗 55

53 △木幡 育也田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 444＋101：12．8
 104．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 84，959，400円 複勝： 118，591，800円 枠連： 39，170，400円
馬連： 190，043，100円 馬単： 69，717，100円 ワイド： 147，857，300円
3連複： 303，928，900円 3連単： 328，312，600円 計： 1，282，580，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 240円 � 200円 枠 連（4－5） 810円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 640円 �� 840円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 22，310円

票 数

単勝票数 計 849594 的中 � 103818（4番人気）
複勝票数 計1185918 的中 � 123504（4番人気）� 122566（5番人気）� 169944（2番人気）
枠連票数 計 391704 的中 （4－5） 37447（2番人気）
馬連票数 計1900431 的中 �� 84887（3番人気）
馬単票数 計 697171 的中 �� 15154（7番人気）
ワイド票数 計1478573 的中 �� 60560（3番人気）�� 44930（10番人気）�� 44957（9番人気）
3連複票数 計3039289 的中 ��� 58064（6番人気）
3連単票数 計3283126 的中 ��� 10665（42番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―12．2―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スナークスター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．21 中京7着

2016．4．11生 �4鹿 母 スナークヒロイン 母母 スイートケンメア 16戦3勝 賞金 36，900，000円
※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 エンシャントロア号・ショウナンガナドル号
（非抽選馬） 1頭 ニシノコトダマ号



（2中山3）第1日 3月28日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

301，920，000円
2，990，000円
27，290，000円
2，160，000円
37，620，000円
3，500，000円
72，584，000円
4，841，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
609，734，000円
990，634，300円
219，817，100円
1，340，596，300円
538，062，200円
947，018，600円
2，082，432，100円
2，560，860，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，289，155，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回中山競馬第1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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