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08015 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時15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

22 フォーチュネイト 牡3鹿 56 武士沢友治小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 B456－ 41：54．7 39．4�
35 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 484－ 81：54．8� 5．1�
47 グラスデスティーノ 牡3鹿 56 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 478－ 21：55．01� 8．4�
814 ワンモアエフォート 牡3栗 56 横山 和生内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 480－ 81：55．63� 3．6�
59 ネヴァタップアウト 牡3栗 56 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 518＋101：55．8� 4．5	
815 グランクロワ �3黒鹿56 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 450－ 21：57．07 156．3

712 カガジャスティス 牡3鹿 56 大野 拓弥香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 508－ 61：57．1� 12．6�
58 セイカアーナンダイ 牡3栗 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 466＋ 41：57．2� 190．0�
23 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 B514－101：57．51� 44．9
46 ペイシャジャングル 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 深山 雅史 平取 二風谷ファーム 474－121：57．71� 85．4�
713 ショウナンハリマオ 牡3芦 56 横山 武史国本 哲秀氏 国枝 栄 登別 青藍牧場 498± 01：58．65 4．4�
34 フロントフリップ 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 522＋ 21：58．81 21．3�
11 ヴァンダーファルケ 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大�長浜牧場 大和田 成 新冠 長浜牧場 478－ 22：00．410 124．2�
611 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 436－ 82：01．35 307．4�
610 メイプルスター 牡3鹿 56 宮崎 北斗節 英司氏 大江原 哲 新冠 安達 洋生 B488＋102：03．0大差 75．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，706，000円 複勝： 56，879，000円 枠連： 9，536，700円
馬連： 59，113，600円 馬単： 26，950，300円 ワイド： 53，134，200円
3連複： 98，552，800円 3連単： 103，710，400円 計： 442，583，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，940円 複 勝 � 810円 � 180円 � 260円 枠 連（2－3） 3，410円

馬 連 �� 11，640円 馬 単 �� 27，350円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 4，830円 �� 700円

3 連 複 ��� 22，010円 3 連 単 ��� 165，250円

票 数

単勝票数 計 347060 的中 � 7037（8番人気）
複勝票数 計 568790 的中 � 14308（8番人気）� 100832（2番人気）� 58344（5番人気）
枠連票数 計 95367 的中 （2－3） 2166（12番人気）
馬連票数 計 591136 的中 �� 3933（26番人気）
馬単票数 計 269503 的中 �� 739（55番人気）
ワイド票数 計 531342 的中 �� 4342（26番人気）�� 2735（36番人気）�� 20608（9番人気）
3連複票数 計 985528 的中 ��� 3358（53番人気）
3連単票数 計1037104 的中 ��� 455（377番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．6―49．6―1：02．4―1：15．2―1：28．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォーチュネイト �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2020．1．19 中山13着

2017．3．29生 牡3鹿 母 アルカンジュ 母母 キャンディーストア 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 ヴァンダーファルケ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アテンミラクル号・メイプルスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月

30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〕 アテンミラクル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月31日まで平地競走に出走できな

い。

08016 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時45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

611 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 454＋ 61：51．1 4．4�
510 レッドラルジュ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 484＋101：51．2� 4．1�
47 ダイワミラクル 牡3鹿 56 内田 博幸大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496± 01：51．62� 4．2�
714	 ミスターサンド 牡3栗 56 石橋 脩山口功一郎氏 栗田 徹 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

474＋ 6 〃 アタマ 8．0�
12 ト キ メ キ 牝3栗 54 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 478＋ 61：51．7クビ 21．9	
816 ファインアイリス 牝3黒鹿54 田中 勝春井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 424－ 41：51．91
 15．1

24 	 ポンポンルージュ 牝3栗 54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 米

Jeffrey K. Ramsey,
Stephanie E. Ramsey
& William K. Ramsey

476＋ 2 〃 クビ 58．5�
23 メイショウカイコウ 牡3鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 428＋ 21：52．0クビ 7．7�
11 フルールエトワール 牝3芦 54 F．ミナリク髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 B486－ 41：52．42� 11．9

（独）

815 サンシャインキッド 牡3栗 56 丹内 祐次田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 434－ 41：52．5� 54．9�
713 ヘ ラ イ ア 牝3鹿 54 �島 克駿吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480 ―1：52．81� 32．5�
35 トゥインクルウェイ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 林 徹 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B456＋ 81：53．01� 158．0�

612	 コスモヒビキ 牡3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 宗像 義忠 新 Kamada
Bloodstock 458－ 21：53．53 174．5�

36 ユ ウ ヤ ン グ 牡3黒鹿56 武士沢友治澤田 孝之氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472 ―2：02．2大差 115．4�

59 シロイスズメ 牡3芦 56
53 ▲小林 凌大藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー

ムズ株式会社 486 ―2：08．6大差 75．3�
48 ヨルノトバリ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 452± 0 （競走中止） 215．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，950，600円 複勝： 50，917，700円 枠連： 8，770，800円
馬連： 54，049，800円 馬単： 22，285，100円 ワイド： 46，889，600円
3連複： 83，891，700円 3連単： 87，399，900円 計： 383，155，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 130円 � 140円 � 130円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 410円 �� 300円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 6，780円

票 数

単勝票数 計 289506 的中 � 51547（3番人気）
複勝票数 計 509177 的中 � 101109（2番人気）� 87835（3番人気）� 102138（1番人気）
枠連票数 計 87708 的中 （5－6） 6182（3番人気）
馬連票数 計 540498 的中 �� 37711（3番人気）
馬単票数 計 222851 的中 �� 7982（5番人気）
ワイド票数 計 468896 的中 �� 28271（3番人気）�� 41863（1番人気）�� 33844（2番人気）
3連複票数 計 838917 的中 ��� 51345（1番人気）
3連単票数 計 873999 的中 ��� 9336（5番人気）

ハロンタイム 13．0―12．3―12．9―13．0―11．6―11．9―12．1―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．2―51．2―1：02．8―1：14．7―1：26．8―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウエミーズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．18 新潟6着

2017．5．20生 牝3鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 5戦1勝 賞金 7，850，000円
〔発走状況〕 ユウヤング号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ヨルノトバリ号は，向正面で前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ヨルノトバリ号の騎手小林脩斗は，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：5番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ユウヤング号は，令和2年4月1日から令和2年4月19日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウヤング号・シロイスズメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月30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。

第３回 中山競馬 第２日〔続行競馬〕

第3回中山競馬第2日〔3月29日（日）〕は，降雪の影響により第3競走以降を中止し，3月31日（火）
に続行競馬を施行。



08017 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第5競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時35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

816 エンプティチェア 牡3鹿 56 F．ミナリク江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 464－ 41：11．9 1．8�
（独）

48 サイクロトロン 牡3鹿 56 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506－ 81：12．11� 14．3�

611 バウンティハンター 牡3黒鹿56 黛 弘人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480± 01：12．52� 6．5�
714 キョシンタンカイ 牡3黒鹿56 津村 明秀國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 500－ 61：12．6	 8．3�
510
 プレストレジェーロ 牝3鹿 54 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 432＋ 61：12．7� 17．3�
59 キ ラ ー ビ ー 牡3鹿 56 柴山 雄一中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 440－ 21：13．12� 58．8	
815
 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 470＋ 61：13．31� 40．9

11 プ リ ン サ ン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 428＋ 4 〃 アタマ 38．6�
12 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 458＋ 21：13．51� 8．2
23 ハヤブサペコムスメ 牝3栗 54 西田雄一郎武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 448＋ 41：13．92� 42．1�
35 
 ダ リ ル 牡3黒鹿56 宮崎 北斗山口 裕介氏 松山 将樹 新冠 北星村田牧場 440＋ 8 〃 ハナ 240．1�
24 エスニックソング 牝3黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 4 〃 クビ 37．9�
47 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 496＋ 41：14．0� 41．1�
36 ス ト レ ガ 牝3栗 54 松田 大作清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 444－10 〃 アタマ 181．4�
612
 フジヤマテキサス 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 村下農場 488＋311：14．1クビ 53．5�
713 ヤ マ メ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 B462＋ 21：14．63 43．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，742，200円 複勝： 66，105，500円 枠連： 11，181，600円
馬連： 63，589，600円 馬単： 35，857，600円 ワイド： 65，847，500円
3連複： 112，019，600円 3連単： 148，595，700円 計： 542，939，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 290円 � 170円 枠 連（4－8） 1，260円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 640円 �� 290円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 11，100円

票 数

単勝票数 計 397422 的中 � 170593（1番人気）
複勝票数 計 661055 的中 � 234557（1番人気）� 37713（6番人気）� 87713（2番人気）
枠連票数 計 111816 的中 （4－8） 6860（5番人気）
馬連票数 計 635896 的中 �� 28609（5番人気）
馬単票数 計 358576 的中 �� 11977（8番人気）
ワイド票数 計 658475 的中 �� 25091（5番人気）�� 64629（1番人気）�� 12761（14番人気）
3連複票数 計1120196 的中 ��� 28290（7番人気）
3連単票数 計1485957 的中 ��� 9699（22番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．9―12．3―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．8―47．1―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンプティチェア �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2019．8．17 小倉7着

2017．3．21生 牡3鹿 母 トウカイデンヒル 母母 トウカイスコール 8戦2勝 賞金 21，700，000円
〔騎手変更〕 ヤマメ号の騎手小林脩斗は，第4競走での落馬負傷のため原優介に変更。
〔発走状況〕 バウンティハンター号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 バウンティハンター号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スピーニディローザ号・ニルカンタテソーロ号
※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。

08018 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第6競走 ��
��1，800�4歳以上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，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
1：48．5
1：47．6

重
重

79 ヤマニンバンタジオ �6栗 57 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 544＋ 41：54．7 17．7�
11 ライトカラカゼ 牡5鹿 57 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474± 01：54．91	 1．5�
67 クリノクーニング 牡5鹿 57 江田 照男栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 464＋101：55．22 16．1�
811 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 472＋101：55．62
 14．0�
810 カウンターエア 牡4鹿 57 津村 明秀 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 554＋ 2 〃 アタマ 7．0	
22 � ヴィーヴルサヴィ �5鹿 57 武藤 雅ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B496± 01：55．81	 24．0

44 ベルクカッツェ 牡5青鹿 57

55 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 486－ 21：56．22
 51．5�
78 � セ イ ゲ イ ル 牡5鹿 57 木幡 初也金田 成基氏 武市 康男 白老 習志野牧場 500± 01：56．3
 174．1�
33 ローリエテソーロ 牡4栗 57 F．ミナリク 了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 B524± 0 〃 クビ 50．7
（独）

66 � タ ピ ゾ ー 牡6芦 57 野中悠太郎大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.
Rutherford B502－141：56．4クビ 8．3�

55 � サウスブルーグラス 牡4黒鹿57 北村 宏司越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm 468＋ 21：58．6大差 12．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，259，100円 複勝： 90，787，800円 枠連： 9，216，800円
馬連： 46，365，800円 馬単： 32，794，300円 ワイド： 45，438，900円
3連複： 81，524，600円 3連単： 158，864，000円 計： 497，251，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 390円 � 110円 � 260円 枠 連（1－7） 1，500円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，550円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 32，790円

票 数

単勝票数 計 322591 的中 � 14577（7番人気）
複勝票数 計 907878 的中 � 21296（8番人気）� 600015（1番人気）� 35659（6番人気）
枠連票数 計 92168 的中 （1－7） 4747（6番人気）
馬連票数 計 463658 的中 �� 27505（7番人気）
馬単票数 計 327943 的中 �� 5444（15番人気）
ワイド票数 計 454389 的中 �� 20480（7番人気）�� 4203（28番人気）�� 26323（5番人気）
3連複票数 計 815246 的中 ��� 13892（20番人気）
3連単票数 計1588640 的中 ��� 3512（106番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―13．0―12．5―12．3―12．8―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．1―50．1―1：02．6―1：14．9―1：27．7―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンバンタジオ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．9 東京11着

2014．3．23生 �6栗 母 ヤマニンプロローグ 母母 マ ダ ニ ナ 13戦2勝 賞金 20，700，000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。



08019 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時35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

815� 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± 01：11．5 7．2�

510 サリーバランセ 牝4栗 55 横山 武史黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 470＋ 21：11．71� 9．5�
48 ゴ ム マ リ 牝5黒鹿55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 484－ 8 〃 アタマ 18．7�
816 カッチョエペペ 牝4栗 55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B448＋ 2 〃 ハナ 4．9�
713� ギ ニ ー 牡4鹿 57 石川裕紀人中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 514－ 61：11．8クビ 6．7�
36 ジーガーローレンス 牝4鹿 55 木幡 初也�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B488－201：12．01� 62．6	
23 � フ ロ イ デ 	5栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B496± 0 〃 ハナ 4．8

24 ディナミーデン 牡5芦 57 津村 明秀ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 478± 01：12．1� 4．6�
11 ビップソルダー 牡6鹿 57

55 △木幡 育也鈴木 邦英氏 宮田 敬介 浦河 駿河牧場 500＋ 41：12．31� 41．0
714 サンマルライバル 牡6青鹿57 黛 弘人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 482± 01：12．5
 93．4�
47 スプレーモゲレイロ 	7鹿 57 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 450－ 21：12．71� 84．2�
612� マーチャンスルー 牝4鹿 55 武藤 雅庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 434－ 21：12．91 54．7�
611 ヤサカリベルテ 牡4栗 57 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B468＋ 4 〃 クビ 19．8�
59 ジョイナイト 牡4鹿 57 横山 和生西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 502± 0 〃 アタマ 53．1�
12 � クリノマンジェリカ 牝4青鹿 55

52 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 大江原 哲 新冠 村上牧場 462＋221：13．43 38．0�
35 � アレグレユミティー 牝4鹿 55 武士沢友治斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 矢野牧場 464＋ 61：13．93 192．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，575，800円 複勝： 44，839，400円 枠連： 15，214，800円
馬連： 63，969，500円 馬単： 27，258，200円 ワイド： 50，763，200円
3連複： 103，301，700円 3連単： 117，733，600円 計： 452，656，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 330円 � 500円 枠 連（5－8） 1，250円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 2，100円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 19，840円 3 連 単 ��� 105，240円

票 数

単勝票数 計 295758 的中 � 32662（5番人気）
複勝票数 計 448394 的中 � 53841（5番人気）� 35291（6番人気）� 21341（7番人気）
枠連票数 計 152148 的中 （5－8） 9404（6番人気）
馬連票数 計 639695 的中 �� 12452（16番人気）
馬単票数 計 272582 的中 �� 2770（31番人気）
ワイド票数 計 507632 的中 �� 9236（18番人気）�� 6217（23番人気）�� 4634（27番人気）
3連複票数 計1033017 的中 ��� 3905（60番人気）
3連単票数 計1177336 的中 ��� 811（329番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．1―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．8―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルルビー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Giant’s Causeway

2016．2．12生 牝4黒鹿 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 5戦1勝 賞金 8，360，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミユキメガバックス号

08020 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第8競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走14時05分 （ダート・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，55�
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

713 メダリオンモチーフ 牝5黒鹿55 石橋 脩吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 448± 01：54．9 4．8�
58 � アイコニック 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 444－ 21：55．21� 29．0�
46 グ ロ グ ラ ン 牝5栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 484＋ 8 〃 クビ 4．2�
712 モリトシラユリ 牝6芦 55

53 △木幡 育也�浜本牧場 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 496＋141：55．3� 33．0�
47 デルマカシャーサ 牝5栗 55 武藤 雅浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 474＋ 61：55．61� 160．0�
34 タガノエルフ 牝5黒鹿55 	島 克駿八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：55．81
 7．7	
814 オデュッセイア 牝5栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 アタマ 8．8

59 モ ン オ ー ル 牝4栗 55 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 アタマ 13．7�
35 ケイツーリラ 牝5青鹿55 横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 458＋ 21：55．9� 89．9�
23 ミンネザング 牝6鹿 55 F．ミナリク 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 490＋ 41：56．21� 51．1�
（独）

815 ブリリアントリリー 牝5鹿 55 津村 明秀 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 472－ 41：56．41
 37．1�

22 バケットリスト 牝5鹿 55 木幡 巧也宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 480＋ 21：56．5� 87．7�
11 ト ロ ハ 牝4黒鹿55 北村 宏司橋元 勇氣氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 482－ 81：56．6� 35．8�
610 トゥーフラッシー 牝4鹿 55 石川裕紀人西森 功氏 大江原 哲 新ひだか グローリーファーム 470＋ 81：56．7� 15．6�
611 エンドーツダ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 446－ 42：00．2大差 3．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，923，200円 複勝： 61，895，400円 枠連： 11，881，500円
馬連： 83，258，300円 馬単： 32，463，800円 ワイド： 68，943，400円
3連複： 137，452，900円 3連単： 148，807，200円 計： 584，625，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 750円 � 190円 枠 連（5－7） 1，820円

馬 連 �� 6，990円 馬 単 �� 10，930円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 520円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 104，130円

票 数

単勝票数 計 399232 的中 � 66424（3番人気）
複勝票数 計 618954 的中 � 119534（1番人気）� 15591（9番人気）� 90393（3番人気）
枠連票数 計 118815 的中 （5－7） 5040（10番人気）
馬連票数 計 832583 的中 �� 9228（24番人気）
馬単票数 計 324638 的中 �� 2227（37番人気）
ワイド票数 計 689434 的中 �� 7088（28番人気）�� 37090（2番人気）�� 5086（38番人気）
3連複票数 計1374529 的中 ��� 6385（55番人気）
3連単票数 計1488072 的中 ��� 1036（350番人気）

ハロンタイム 12．6―12．5―13．7―13．4―12．4―11．6―12．5―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．1―38．8―52．2―1：04．6―1：16．2―1：28．7―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メダリオンモチーフ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．12．28 中山7着

2015．5．18生 牝5黒鹿 母 パーフェクトジョイ 母母 ユーワジョイナー 8戦3勝 賞金 28，600，000円
〔制裁〕 ケイツーリラ号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
〔その他〕 エンドーツダ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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を表示している。



08021 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ウインマリリン 牝3栗 54 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 82：02．5 6．4�
55 ウインキートス 牝3黒鹿54 津村 明秀�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 62：02．81� 6．2�
78 テルツェット 牝3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 416－ 62：02．9� 5．0�
33 ラフダイヤモンド 牝3栗 54 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 446± 02：03．22 34．4�
66 アンサンブル 牝3青鹿54 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 22：03．3クビ 2．3	
67 ドゥラモット 牝3黒鹿54 藤岡 康太合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464－ 82：04．04 19．3

810 ア マ ゾ ー ヌ 牝3黒鹿54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 464± 02：04．1� 30．7�
811 ダイワクンナナ 牝3鹿 54 柴田 善臣大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482－ 42：04．2クビ 13．7�
11 ミュアウッズ 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 590＋ 42：04．94 11．0
22 コスモギンガ 牝3芦 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 B450± 02：05．22 77．0�
79 アテナノワール 牝3黒鹿54 北村 宏司諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476－ 82：05．52 37．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，522，700円 複勝： 69，633，000円 枠連： 13，922，100円
馬連： 102，615，700円 馬単： 44，403，100円 ワイド： 72，645，700円
3連複： 149，797，300円 3連単： 216，657，000円 計： 728，196，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 180円 � 200円 枠 連（4－5） 1，960円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 520円 �� 660円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 14，770円

票 数

単勝票数 計 585227 的中 � 72264（4番人気）
複勝票数 計 696330 的中 � 84699（4番人気）� 102794（2番人気）� 92499（3番人気）
枠連票数 計 139221 的中 （4－5） 5487（9番人気）
馬連票数 計1026157 的中 �� 57284（4番人気）
馬単票数 計 444031 的中 �� 12027（8番人気）
ワイド票数 計 726457 的中 �� 36399（4番人気）�� 27877（5番人気）�� 27251（6番人気）
3連複票数 計1497973 的中 ��� 44362（4番人気）
3連単票数 計2166570 的中 ��� 10634（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．6―48．4―1：01．0―1：13．3―1：25．5―1：38．0―1：49．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインマリリン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2019．12．21 中山1着

2017．5．23生 牝3栗 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 3戦2勝 賞金 18，383，000円

08022 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

ふなばし

船橋ステークス
発走15時05分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

船橋市長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 � メイショウキョウジ 牡5鹿 57 石橋 脩松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 480－ 61：09．2 1．9�
48 ビ リ ー バ ー 牝5黒鹿55 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 460－ 2 〃 クビ 6．7�
12 ア リ ン ナ 牝6鹿 55 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 61：09．3	 69．4�
612 ワールドフォーラブ 牝6黒鹿55 津村 明秀吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 456－ 21：09．4クビ 16．5�
815 ナンヨーアミーコ 
7栗 57 武藤 雅中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432－ 6 〃 ハナ 42．2	
24 ブライティアレディ 牝7青鹿55 柴田 善臣小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 436± 0 〃 ハナ 25．8

36 ニシオボヌール 
8黒鹿57 �島 克駿三宅 勝俊氏 高橋 亮 浦河 中島牧場 496－ 41：09．61� 18．5�
11 ニシノキントウン 牡5黒鹿57 内田 博幸西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 476＋10 〃 クビ 11．7�
35 スリーケープマンボ 
5鹿 57 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 B490＋ 6 〃 ハナ 18．0
59 タケショウベスト 牝6鹿 55 木幡 巧也�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 480＋ 41：09．7クビ 24．0�
816 ダイトウキョウ 牡8鹿 57 吉田 豊市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 470± 0 〃 クビ 26．0�
47 アンブロジオ 
5栗 57 菊沢 一樹 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋141：09．8	 53．2�
713 クラウンルシフェル 牡9栗 57 勝浦 正樹�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B488＋ 4 〃 クビ 210．8�
510 ナーゲルリング 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 474± 01：09．9クビ 81．9�
714 ホープフルサイン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 498＋ 4 〃 クビ 8．5�
611 ブリッツアウェイ 牝4黒鹿55 石川裕紀人吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454＋ 61：10．11 43．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，356，300円 複勝： 72，284，200円 枠連： 22，208，600円
馬連： 118，438，500円 馬単： 53，491，200円 ワイド： 88，676，200円
3連複： 202，962，900円 3連単： 249，968，200円 計： 856，386，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 � 880円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，700円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 16，550円 3 連 単 ��� 48，460円

票 数

単勝票数 計 483563 的中 � 199234（1番人気）
複勝票数 計 722842 的中 � 237899（1番人気）� 99413（2番人気）� 12383（14番人気）
枠連票数 計 222086 的中 （2－4） 30554（1番人気）
馬連票数 計1184385 的中 �� 133110（1番人気）
馬単票数 計 534912 的中 �� 41192（1番人気）
ワイド票数 計 886762 的中 �� 81214（1番人気）�� 7807（33番人気）�� 4017（56番人気）
3連複票数 計2029629 的中 ��� 9196（50番人気）
3連単票数 計2499682 的中 ��� 3739（140番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．1―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．8―45．6―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウキョウジ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kris S.

2015．3．26生 牡5鹿 母 アルペンローズ 母母 Amizette 19戦3勝 賞金 87，615，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ナンヨーアミーコ号の騎手武藤雅は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）
アリンナ号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

※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） 3頭 エンゲージリング号・グッドジュエリー号・シセイヒテン号



08023 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第27回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時40分 （ダート・右）
4歳以上，31．3．23以降2．3．22まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（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
1：48．5
1：47．6

重
重

612 スワーヴアラミス 牡5鹿 57 藤岡 康太�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488± 01：51．3 2．7�

12 クリンチャー 牡6鹿 57．5 石橋 脩前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 492－ 4 〃 クビ 7．7�
24 レピアーウィット 牡5栗 55 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 546－101：51．72� 28．4�
713 アシャカトブ 牡4栗 54 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 502－ 21：51．8� 9．0�
815 メイショウワザシ 牡5栗 56 柴田 善臣松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 540＋ 2 〃 アタマ 9．8�
47 コマビショウ 牡5黒鹿55 津村 明秀小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496－ 41：52．11� 20．1	
816 ナムラアラシ 牡7鹿 57 内田 博幸奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 534＋101：52．31 39．8

48 テーオーフォース 牡5黒鹿53 	島 克駿小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 482－ 21：52．51
 65．4�
35 タイムフライヤー 牡5鹿 57 F．ミナリク �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 81：52．71
 6．9
（独）

714 メイショウスミトモ 牡9鹿 55 勝浦 正樹松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486－101：52．8� 232．7�
510 ローズプリンスダム 牡6青鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 B480± 01：53．33 47．2�
23 サンマルデューク 牡11黒鹿52 武士沢友治相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 520＋ 41：53．83 87．8�
36 ルールソヴァール �8栗 57 吉田 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B506± 01：54．11� 124．4�
611 テルペリオン 牡6栗 57 横山 武史�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 B530－ 61：54．52� 79．8�
59 リアンヴェリテ 牡6鹿 57．5 柴山 雄一加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 61：54．6� 30．0�
11 ワイルドカード 牡6鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 554＋ 61：54．81� 5．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 146，008，400円 複勝： 212，191，800円 枠連： 66，328，200円
馬連： 398，607，600円 馬単： 155，618，200円 ワイド： 311，859，800円
3連複： 834，013，000円 3連単： 1，039，356，300円 計： 3，163，983，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 260円 � 630円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，480円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 21，420円 3 連 単 ��� 72，890円

票 数

単勝票数 計1460084 的中 � 422359（1番人気）
複勝票数 計2121918 的中 � 566984（1番人気）� 189038（5番人気）� 62202（8番人気）
枠連票数 計 663282 的中 （1－6） 108916（1番人気）
馬連票数 計3986076 的中 �� 228933（5番人気）
馬単票数 計1556182 的中 �� 54524（6番人気）
ワイド票数 計3118598 的中 �� 146932（5番人気）�� 31339（25番人気）�� 14909（48番人気）
3連複票数 計8340130 的中 ��� 29192（62番人気）
3連単票数 計10393563 的中 ��� 10337（219番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．7―12．8―12．2―11．8―12．4―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―37．0―49．8―1：02．0―1：13．8―1：26．2―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴアラミス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2017．10．8 東京8着

2015．3．26生 牡5鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 18戦6勝 賞金 135，870，000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 クロスケ号
※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。

08024 3月31日 曇 稍重 （2中山3） 第2日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時15分 （1000万円以下） （芝・右・外）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 キ ル ロ ー ド �5鹿 57 横山 武史エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B502＋ 41：09．3 2．2�
55 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 474－ 41：09．4	 5．1�
33 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± 01：09．72 20．8�
66 ウインオルビット 牡5鹿 57 内田 博幸�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B490－ 21：10．02 32．1�
79 ケ ワ ロ ス 牝5鹿 55 藤岡 康太 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 446－ 21：10．1	 8．0�
44 タイキラトナンジュ 牡8鹿 57

54 ▲小林 凌大	大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 466± 0 〃 クビ 47．2


78 デ ィ ロ ス �5鹿 57 津村 明秀 	シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 520＋ 4 〃 クビ 6．8�
811 カステヘルミ 牝4黒鹿55 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 434＋ 81：10．2	 7．8�
67 ザベストエバー 牡6黒鹿 57

54 ▲原 優介古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 468＋ 41：10．73 33．2
810 ア ド レ 牝4鹿 55 岩部 純二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 456＋ 81：10．8	 70．9�
22 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 500＋ 61：10．9
 15．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 72，178，500円 複勝： 74，293，200円 枠連： 25，849，800円
馬連： 145，771，000円 馬単： 70，046，200円 ワイド： 106，255，000円
3連複： 214，990，400円 3連単： 360，873，400円 計： 1，070，257，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 160円 � 360円 枠 連（1－5） 720円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 320円 �� 670円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 721785 的中 � 260319（1番人気）
複勝票数 計 742932 的中 � 177303（1番人気）� 123853（2番人気）� 38069（7番人気）
枠連票数 計 258498 的中 （1－5） 27615（2番人気）
馬連票数 計1457710 的中 �� 166144（1番人気）
馬単票数 計 700462 的中 �� 51000（1番人気）
ワイド票数 計1062550 的中 �� 93350（1番人気）�� 39307（9番人気）�� 22582（15番人気）
3連複票数 計2149904 的中 ��� 45037（12番人気）
3連単票数 計3608734 的中 ��� 24648（24番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―10．8―11．2―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．2―34．0―45．2―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．3
3 ・（1，3）11，10（5，9，7）6（4，2）8 4 ・（1，3）－11（5，10）（9，6）（4，7）（2，8）

勝馬の
紹 介

キ ル ロ ー ド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．7．29 札幌2着

2015．3．3生 �5鹿 母 キルシュワッサー 母母 ナ ミ ビ ア 16戦3勝 賞金 44，200，000円
〔騎手変更〕 タイキラトナンジュ号の騎手小林脩斗は，第4競走での落馬負傷のため小林凌大に変更。



（2中山3）第2日 3月31日（火曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 10回 出走頭数 143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

225，640，000円
24，000，000円
1，780，000円
26，820，000円
59，780，500円
4，204，500円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
530，222，800円
799，827，000円
194，110，900円
1，135，779，400円
501，168，000円
910，453，500円
2，018，506，900円
2，631，965，700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 8，722，034，200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 2日〔続行競馬〕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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