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06001 2月27日 晴 良 （3中山2） 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
1：08．5
1：08．5

重
重

815 ノボベルサイユ 牝3青鹿54 石川裕紀人�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 482－ 41：12．9 1．6�
713 アイアンフラワー 牝3黒鹿54 丸田 恭介池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 460－121：13．43 46．5�
36 ノーマロエア 牝3栗 54 北村 宏司�リーヴァ 松永 康利 千歳 社台ファーム 460＋ 21：13．82� 9．0�
35 ハリウッドルビー 牝3栗 54 木幡 巧也 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 458＋101：14．22� 97．7�
24 マザーフェイヴァー 牝3鹿 54 野中悠太郎�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 430＋ 81：14．52 15．3	
12 シンシアハート 牝3芦 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 高山牧場 420± 01：14．92� 13．3

48 ピヨピヨピピピ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介藤本 直弘氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 414 ―1：15．0� 55．9�
59 ブルーダイヤ 牝3鹿 54 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 秋田牧場 468＋ 61：15．1� 6．6�
47 ヘ ー ベ ー 牝3鹿 54 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 新冠 中本牧場 456－ 21：15．2� 204．1
23 プラチナレディ 牝3黒鹿54 柴田 大知細谷 典幸氏 伊藤 大士 日高 藤本ファーム 430＋ 21：15．3クビ 90．2�
612 ハクサンタマテバコ 牝3栗 54 内田 博幸河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 464 ―1：15．4� 8．3�
611 アウスドルック 牝3芦 54 井上 敏樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 浦河 笹島 智則 404－121：15．72 246．4�
11 リンガスムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 376 ― 〃 アタマ 115．9�
510 モーントシャイン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 松本牧場 452－ 81：15．91 86．1�
816 ラブエターナル 牝3鹿 54 杉原 誠人オールラブクラブ 加藤 和宏 新ひだか 上村 清志 416－ 61：16．1� 205．2�
714 ネ オ ア ビ ー 牝3青鹿54 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新冠 岩見牧場 464 ―1：16．2� 35．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，682，000円 複勝： 76，200，500円 枠連： 12，852，500円
馬連： 63，939，900円 馬単： 35，613，900円 ワイド： 58，155，600円
3連複： 102，100，200円 3連単： 128，430，200円 計： 516，974，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 680円 � 170円 枠 連（7－8） 1，380円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 300円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 17，670円

票 数

単勝票数 計 396820 的中 � 192622（1番人気）
複勝票数 計 762005 的中 � 399865（1番人気）� 12210（8番人気）� 74344（2番人気）
枠連票数 計 128525 的中 （7－8） 7194（6番人気）
馬連票数 計 639399 的中 �� 13572（11番人気）
馬単票数 計 356139 的中 �� 5735（12番人気）
ワイド票数 計 581556 的中 �� 11404（12番人気）�� 58840（2番人気）�� 3721（27番人気）
3連複票数 計1021002 的中 ��� 17378（11番人気）
3連単票数 計1284302 的中 ��� 5269（52番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―12．2―13．0―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．8―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F39．3
3 ・（4，9，15）（5，10）－（6，13）（8，11）（2，12）（3，1）＝7（16，14） 4 ・（4，9，15）－5，10（6，13）－（8，11）（2，12）－（3，1）＝7（16，14）

勝馬の
紹 介

ノボベルサイユ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．12．12 中山6着

2018．2．21生 牝3青鹿 母 ノボプレシャス 母母 ノボサンシャイン 3戦1勝 賞金 7，100，000円

06002 2月27日 晴 良 （3中山2） 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

815 レッドアウレア 牡3栗 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 500＋ 61：57．9 4．8�
12 トーセンチャールズ 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 492± 01：58．75 1．5�
23 ナ ヴ ィ リ オ 牡3鹿 56 木幡 巧也�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 492＋121：58．91 16．1�
713 フォートレスヒル 牡3栗 56 蛯名 正義谷口 悦一氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 488＋ 41：59．11� 16．7�
24 セザンテイオー 牡3栗 56 武士沢友治瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 482± 0 〃 ハナ 37．5	
59 テキサスブロンコ 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 464± 01：59．2クビ 20．4

611 トロワエスポワール 牡3鹿 56 横山 武史村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460＋101：59．52 9．5�
816 エターナルルビー 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 424± 01：59．71 31．4�
11 ハ ラ ジ ュ ク 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454－ 22：00．02 277．8
35 タクミチョウサン 牡3栗 56 江田 照男�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 520－ 22：00．31� 221．8�
714 カ イ ラ ス 牡3栗 56 柴田 大知矢野 秀春氏 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 458＋ 22：00．4� 163．9�
510 コトブキアリエス 牝3黒鹿54 吉田 豊尾上 松壽氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 442－ 42：00．5クビ 294．9�
47 ラストコジーン 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗矢野 雅子氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 498＋ 42：00．71� 70．5�
36 アイワナスマイル 牝3青鹿54 丸山 元気 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B492± 02：01．23 45．0�
612 ノ ブ 牡3栗 56 野中悠太郎佐野 信幸氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 482＋ 62：01．83� 234．1�
48 オゲンキデスカ 牝3鹿 54 菅原 隆一内田 玄祥氏 小野 次郎 新冠 中地 広大 498 ―2：08．0大差 169．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，458，500円 複勝： 120，205，600円 枠連： 12，284，300円
馬連： 64，848，600円 馬単： 36，451，000円 ワイド： 56，424，600円
3連複： 94，766，900円 3連単： 130，554，100円 計： 559，993，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 110円 � 250円 枠 連（1－8） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 180円 �� 970円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，200円

票 数

単勝票数 計 444585 的中 � 73227（2番人気）
複勝票数 計1202056 的中 � 94825（2番人気）� 815787（1番人気）� 38498（5番人気）
枠連票数 計 122843 的中 （1－8） 27896（1番人気）
馬連票数 計 648486 的中 �� 146006（1番人気）
馬単票数 計 364510 的中 �� 29606（3番人気）
ワイド票数 計 564246 的中 �� 100980（1番人気）�� 11871（12番人気）�� 36993（3番人気）
3連複票数 計 947669 的中 ��� 58487（3番人気）
3連単票数 計1305541 的中 ��� 15265（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．0―39．8―53．5―1：06．2―1：18．5―1：31．2―1：44．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．4
1
3
15，16（11，13）（7，14）3，5－（10，9）6，2，1，12－4－8・（15，16）13（11，14，3）6（7，9，2）－（5，4）－10－（1，12）＝8

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

勝馬の
紹 介

レッドアウレア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．4 中山3着

2018．2．3生 牡3栗 母 レッドマニッシュ 母母 スティンガー 4戦1勝 賞金 7，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オゲンキデスカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月27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〕 タクミチョウサン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月27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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スパラキシス号
（非抽選馬） 2頭 ペイシャスカイ号・メモラーブル号

第２回 中山競馬 第１日



06003 2月27日 晴 良 （3中山2） 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
1：08．5
1：08．5

重
重

611 スラップショット 牡3鹿 56 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 494＋ 41：12．9 2．6�
816 グランディス 牡3鹿 56 田辺 裕信石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 466－ 2 〃 ハナ 7．5�
713 レオンベルガー 牡3栗 56 C．ルメール 村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484± 01：13．21� 1．9�
35 シーオブクラウズ 牡3芦 56 野中悠太郎岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 472± 0 〃 アタマ 10．4�
36 マリーアミノル 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 396＋ 21：13．73 33．2�
23 ベイビーシャーク 牡3芦 56 蛯名 正義北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 468＋ 61：13．91 38．3	
12 バナナムーン 牝3鹿 54 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 大滝 康晴 456－ 41：14．0� 239．0

612 エナジーボーイ 牡3鹿 56 吉田 豊桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 450 ―1：14．1クビ 78．5�

（マッチョカモ）

24 イ ト ザ ク ラ 牝3鹿 54 武士沢友治村上 卓史氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 406－ 21：14．52� 62．4�
59 マリンセブン 牝3青鹿54 柴田 大知栗嶋 豊明氏 天間 昭一 新ひだか 武 牧場 408－161：15．03 257．0
815 ラビオンアスール 牡3青 56 的場 勇人�アスール 伊藤 大士 新ひだか 石川 栄一 426＋ 41：15．21� 114．1�
11 サ ン タ ル 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476＋ 61：15．52 156．2�
714 ナムラトルフィン 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 422± 01：15．6クビ 297．9�
48 ヴィータハイジア 牝3鹿 54 木幡 巧也 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 396－ 21：15．81 121．8�
510 デヴィルズプライド 牡3黒鹿56 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 様似 様似堀牧場 488± 01：15．9� 297．9�
47 ケイツーマナト 牡3鹿 56 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 深山 雅史 新冠 オリエント牧場 448＋ 21：16．21� 323．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，985，900円 複勝： 79，369，800円 枠連： 13，378，400円
馬連： 59，573，300円 馬単： 37，273，100円 ワイド： 49，542，800円
3連複： 100，037，900円 3連単： 151，302，000円 計： 528，463，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（6－8） 940円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 300円 �� 130円 �� 250円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 3，070円

票 数

単勝票数 計 379859 的中 � 114169（2番人気）
複勝票数 計 793698 的中 � 168760（2番人気）� 64525（3番人気）� 419996（1番人気）
枠連票数 計 133784 的中 （6－8） 10957（4番人気）
馬連票数 計 595733 的中 �� 41695（4番人気）
馬単票数 計 372731 的中 �� 15724（6番人気）
ワイド票数 計 495428 的中 �� 33451（4番人気）�� 124911（1番人気）�� 43514（3番人気）
3連複票数 計1000379 的中 ��� 203391（1番人気）
3連単票数 計1513020 的中 ��� 35657（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．3―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．4―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．8
3 5，8（6，11）16（9，15，13）3－（2，7）4－12，14－10－1 4 5－（6，8，11，16）－（9，15，13）3－2－（7，4）－12－14－10＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スラップショット �
�
父 Air Force Blue �

�
母父 Quality Road デビュー 2021．2．14 東京2着

2018．3．27生 牡3鹿 母 ラックスフィールドロード 母母 Katori 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 サンタル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ニシノメタル号・ハッピーミラクル号
（非抽選馬） 1頭 バードハズフロウン号

06004 2月27日 晴 良 （3中山2） 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

713 トーセンエディ 牡3黒鹿56 石橋 脩島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ
スティファーム 554－ 61：57．0 3．0�

24 アシタガアルサ 牡3栗 56 江田 照男千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 454－121：57．1クビ 40．9�
23 ボ ス コ �3鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 488± 01：57．31� 7．4�
47 ガ レ ア 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 460－ 2 〃 アタマ 62．7�
11 スズノイナズマ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 472＋ 21：57．72� 7．1	
611 スーパービーム 牡3芦 56 C．ルメール 平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 504－ 21：57．9� 2．4

35 マ ミ リ ア ス 牡3青鹿56 丸山 元気広尾レース� 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 474± 01：58．43 25．8�
816 メレカリキマカ 牡3鹿 56 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 498＋ 41：58．5� 60．8
59 ノックトゥワイス 牡3栗 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：58．92� 53．3�
612 ワールドマックス 牡3青鹿56 内田 博幸池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 470± 01：59．43 26．4�
36 ケイアイカナンガ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ケイアイスタリオン 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 496＋101：59．82� 99．6�
12 フ レ ー ゲ ル 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 石田牧場 484－ 21：59．9クビ 18．6�
510 ブリングトゥライフ 牝3鹿 54 津村 明秀�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 456± 02：00．1� 190．0�
714 ブラウンザウバー 牡3栗 56 野中悠太郎キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 470－ 82：00．2� 346．3�
815 ディープステイト 牡3鹿 56 田中 勝春ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 22：00．3クビ 59．2�
48 ファストブレイク 牝3鹿 54 丸田 恭介五十川雅規氏 宗像 義忠 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 418－ 62：00．93� 321．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，639，600円 複勝： 56，319，800円 枠連： 13，700，900円
馬連： 65，979，500円 馬単： 32，238，500円 ワイド： 62，172，800円
3連複： 97，244，100円 3連単： 119，923，500円 計： 490，218，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 650円 � 250円 枠 連（2－7） 1，360円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 10，640円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 570円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 16，310円 3 連 単 ��� 87，460円

票 数

単勝票数 計 426396 的中 � 112811（2番人気）
複勝票数 計 563198 的中 � 143855（1番人気）� 16059（8番人気）� 54066（4番人気）
枠連票数 計 137009 的中 （2－7） 7775（5番人気）
馬連票数 計 659795 的中 �� 7409（23番人気）
馬単票数 計 322385 的中 �� 2271（33番人気）
ワイド票数 計 621728 的中 �� 9259（18番人気）�� 29812（5番人気）�� 3475（39番人気）
3連複票数 計 972441 的中 ��� 4471（49番人気）
3連単票数 計1199235 的中 ��� 994（254番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―13．0―12．9―12．3―12．6―12．9―13．5―14．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．1―51．0―1：03．3―1：15．9―1：28．8―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F41．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンエディ �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．6．20 阪神6着

2018．2．10生 牡3黒鹿 母 トーセンビート 母母 アプローズライト 6戦1勝 賞金 9，170，000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。
（非当選馬） 1頭 プレイマウント号



06005 2月27日 晴 良 （3中山2） 第1日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

815 クライミングリリー 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 468－ 21：49．8 4．0�
12 フクノグラーティア 牝3黒鹿54 C．ルメール 福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 450＋ 21：50．22� 4．7�
47 スターオブエイジア 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474± 01：50．3クビ 4．6�
59 スマイルフェアリー 牝3青 54 杉原 誠人飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 442－101：50．83 19．9�
24 アヒージョケッパー 牝3芦 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 クビ 3．5	
816 スカーレットテイル 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 402－ 6 〃 ハナ 21．6

510 クイーンシルビア 牝3鹿 54 柴田 大知田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 440－241：50．9クビ 213．4�
714 バジェナート 牝3栗 54 木幡 巧也吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 402＋ 21：51．11� 86．3�
35 アレッタレジーナ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 430± 01：51．41� 12．0
48 ラグジュアリーデイ 牝3黒鹿54 吉田 豊前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 452 ― 〃 アタマ 29．6�
23 ボ ニ ー ト 牝3芦 54 武士沢友治平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 浦河 山口 義彦 410－ 61：51．5クビ 183．6�
612 マリノルシアーナ 牝3鹿 54 内田 博幸�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 452－ 6 〃 ハナ 234．3�
713 フィールザスター 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 育也櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 464－ 8 〃 ハナ 92．4�
36 メ ト リ カ 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �コロンバスサークル 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：52．99 267．9�
11 ゴールデンマリア 牝3栗 54 北村 宏司嶋田 賢氏 宮田 敬介 浦河 辻 牧場 424 ―1：53．43 28．3�
611 ユリシスフライ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗岡田 牧雄氏 松山 将樹 日高 滝本 健二 430 ―1：54．57 275．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，994，400円 複勝： 59，704，600円 枠連： 14，267，700円
馬連： 65，169，500円 馬単： 29，634，800円 ワイド： 53，043，200円
3連複： 87，811，000円 3連単： 99，895，800円 計： 449，521，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連（1－8） 730円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 440円 �� 360円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 399944 的中 � 79602（2番人気）
複勝票数 計 597046 的中 � 98575（3番人気）� 95222（4番人気）� 124324（1番人気）
枠連票数 計 142677 的中 （1－8） 14998（3番人気）
馬連票数 計 651695 的中 �� 42397（6番人気）
馬単票数 計 296348 的中 �� 10802（10番人気）
ワイド票数 計 530432 的中 �� 30035（6番人気）�� 38234（4番人気）�� 38319（3番人気）
3連複票数 計 878110 的中 ��� 44649（4番人気）
3連単票数 計 998958 的中 ��� 9142（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．0―50．6―1：02．8―1：15．0―1：26．7―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
2，4（6，5，7）（8，14，16）（9，15）10，12，13－3（1，11）
2，4，7（6，5）（16，15）14（8，9，10）（12，13）－3－（1，11）

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

勝馬の
紹 介

クライミングリリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2020．11．1 東京8着

2018．3．16生 牝3鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 フィールザスター号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 クライミングリリー号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・4番）
〔調教再審査〕 フィールザスター号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユリシスフライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月27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 ショウナンナビ号・フォレスタ号

06006 2月27日 晴 良 （3中山2） 第1日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時00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
1：57．8
1：56．1

良
良

510 ララサンスフル 牝3黒鹿54 大野 拓弥フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 484－ 42：01．4 7．4�
（法942）

816 タカラネイビー 牡3青鹿56 石川裕紀人村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 470－ 22：01．61� 7．7�
11 ゴートゥートラベル 牝3青鹿54 蛯名 正義吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 404－ 22：02．66 51．9�
713 シ ル ブ ロ ン 牡3鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 476± 02：02．7� 10．5�
714 ベルウッドエオ 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 桑田牧場 468－ 22：02．91� 11．4	
23 バーガンディ 牡3黒鹿56 江田 照男山内 晃氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 446－18 〃 クビ 18．9

36 ト レ ヴ ィ ス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介安齋 廣行氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 418＋142：03．0クビ 207．7�
611 レアンカルナシオン 牡3青鹿56 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 568 ― 〃 クビ 15．8�
24 ランドヘルツ 牡3黒鹿56 横山 武史多田 賢司氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 456 ― 〃 ハナ 36．6
35 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 42：03．53 32．2�
48 ア シ ュ ラ ム 牡3鹿 56 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 530 ―2：03．71� 2．9�
815 ウィズザベスト �3栗 56 大庭 和弥 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：03．91 163．0�
12 サーストントラスト 牡3黒鹿56 田辺 裕信齊藤 宣彰氏 伊藤 圭三 様似 猿倉牧場 470－ 42：04．11� 4．2�
59 � コスモアピール 牡3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新 B H King 470 ― 〃 クビ 41．9�
612 コ ニ ャ ッ ク 牝3鹿 54 石橋 脩芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 410＋ 22：04．2� 221．4�
47 ミドダファーレ 牡3鹿 56 丸田 恭介浅野 正敏氏 蛯名 利弘 日高 Wing Farm 430± 02：05．69 390．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，187，100円 複勝： 107，752，900円 枠連： 14，136，300円
馬連： 74，313，600円 馬単： 30，153，900円 ワイド： 63，460，400円
3連複： 106，539，200円 3連単： 109，449，700円 計： 557，993，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 270円 � 320円 � 2，160円 枠 連（5－8） 1，610円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 580円 �� 8，280円 �� 7，120円

3 連 複 ��� 44，710円 3 連 単 ��� 187，140円

票 数

単勝票数 計 521871 的中 � 55698（3番人気）
複勝票数 計1077529 的中 � 119644（3番人気）� 94447（4番人気）� 10895（12番人気）
枠連票数 計 141363 的中 （5－8） 6772（10番人気）
馬連票数 計 743136 的中 �� 33847（6番人気）
馬単票数 計 301539 的中 �� 6185（11番人気）
ワイド票数 計 634604 的中 �� 30465（3番人気）�� 1888（59番人気）�� 2200（55番人気）
3連複票数 計1065392 的中 ��� 1787（129番人気）
3連単票数 計1094497 的中 ��� 424（606番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．5―36．9―49．3―1：01．6―1：13．3―1：24．9―1：36．7―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ララサンスフル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Galileo デビュー 2021．2．7 東京4着

2018．2．21生 牝3黒鹿 母 ガ ー デ ニ ア 母母 Gout de Terroir 2戦1勝 賞金 6，000，000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 クオンタム号・ルタピヴォラン号



06007 2月27日 晴 良 （3中山2） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13時30分 （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
1：48．5
1：47．6

重
重

810 メイショウムラクモ 牡3鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 476－ 81：54．4 3．4�
66 ディールクルム 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム 512＋ 61：55．78 1．6�
22 ホウオウルバン 牡3黒鹿56 田辺 裕信小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 21：56．65 7．2�
78 シンヨモギネス 牡3鹿 56 石橋 脩岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474－ 21：56．7� 14．0�
44 フィールザワールド 牡3鹿 56 横山 武史櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 462－ 41：56．91� 18．2�
89 フ ル ネ ー ズ 牡3鹿 56 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：57．96 23．2	
55 コ ウ ジ ク ン �3鹿 56 木幡 巧也瀬谷 
雄氏 牧 光二 平取 赤石牧場 B502－ 2 〃 アタマ 85．2�
33 アオイシチフク 牝3黒鹿54 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 478＋ 21：58．11� 34．4�
11 ユイノシワザ 牡3芦 56 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 61：58．2� 118．4
77 ショウナンアストラ 牡3黒鹿56 津村 明秀国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 462－ 41：58．3クビ 59．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，945，100円 複勝： 161，347，800円 枠連： 11，569，400円
馬連： 67，792，700円 馬単： 45，234，900円 ワイド： 51，916，500円
3連複： 103，391，200円 3連単： 224，858，900円 計： 719，056，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－8） 200円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 140円 �� 310円 �� 200円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 529451 的中 � 121972（2番人気）
複勝票数 計1613478 的中 � 141280（2番人気）� 1171110（1番人気）� 108679（3番人気）
枠連票数 計 115694 的中 （6－8） 43746（1番人気）
馬連票数 計 677927 的中 �� 216229（1番人気）
馬単票数 計 452349 的中 �� 53941（2番人気）
ワイド票数 計 519165 的中 �� 116845（1番人気）�� 33557（5番人気）�� 61672（2番人気）
3連複票数 計1033912 的中 ��� 208967（1番人気）
3連単票数 計2248589 的中 ��� 93131（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．3―12．6―12．3―12．7―12．9―12．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―37．6―50．2―1：02．5―1：15．2―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．2
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウムラクモ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．12 中山15着

2018．3．31生 牡3鹿 母 ノースパストラル 母母 ブランピュール 5戦2勝 賞金 16，045，000円

06008 2月27日 晴 良 （3中山2） 第1日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 カウンターエア �5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 576＋ 41：54．9 2．7�
48 マイネルイリャルギ 牡4鹿 56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 514＋ 41：55．11� 4．5�
24 コ ス モ オ リ 牡4栗 56 柴田 大知 �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 B456－ 21：55．31� 8．4�
612 リンガスウォリアー 牡4栗 56 石川裕紀人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 B472－ 21：55．4アタマ 13．0�
510	 リュウグウハヤブサ 牡4鹿 56 三浦 皇成深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞
湖 レイクヴィラファーム 490－ 41：55．5� 5．4	
36 	 ス ウ ェ ア ー 牡4鹿 56 吉田 豊松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム B522＋ 91：56．35 75．8

713	 ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 56 大野 拓弥ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 448＋ 41：56．83 19．1�
35 	 フクダイトウリョウ 牡4黒鹿 56

53 ▲原 優介小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 516＋ 21：57．33 208．0�
611 ガラデレオン 牡4鹿 56 江田 照男山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 B494－ 61：57．62 44．7
714 シンクロゲイザー 牡4黒鹿56 武士沢友治松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 452－ 21：58．02� 104．5�
23 	 フライオールデイズ 牡6黒鹿57 内田 博幸岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 504－ 21：58．42� 47．5�
47 	 ウィシュワールド 牡4鹿 56

53 ▲小林 脩斗 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 川上牧場 508－ 21：58．5� 215．7�
11 シュバルツイェガー 牡4黒鹿56 木幡 巧也西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 478＋ 21：58．6クビ 19．5�
815	 サンオブロジータ �4鹿 56 横山 武史�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 510＋ 81：59．02� 16．6�
816 ゴ ー 牡5鹿 57 嶋田 純次グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 B512＋ 22：00．06 174．9�
12 グレイジャックマン �5芦 57 石橋 脩千明牧場 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 496＋12 〃 ハナ 22．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，957，900円 複勝： 62，795，300円 枠連： 20，454，500円
馬連： 84，018，700円 馬単： 33，578，500円 ワイド： 69，169，900円
3連複： 123，443，700円 3連単： 134，563，400円 計： 570，981，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 150円 � 210円 枠 連（4－5） 450円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 320円 �� 390円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 5，570円

票 数

単勝票数 計 429579 的中 � 123739（1番人気）
複勝票数 計 627953 的中 � 144837（1番人気）� 115218（2番人気）� 60437（4番人気）
枠連票数 計 204545 的中 （4－5） 35048（1番人気）
馬連票数 計 840187 的中 �� 98522（1番人気）
馬単票数 計 335785 的中 �� 19359（1番人気）
ワイド票数 計 691699 的中 �� 58928（1番人気）�� 44772（3番人気）�� 34474（4番人気）
3連複票数 計1234437 的中 ��� 66122（2番人気）
3連単票数 計1345634 的中 ��� 17501（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．0―50．8―1：03．2―1：15．3―1：27．8―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．6
1
3
10，12（3，4，15）（5，8）（1，2，16）－6，14，9，13－7－11・（10，12）4－8－（3，5）15（6，16）－（9，2）（1，13）14－（11，7）

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

勝馬の
紹 介

カウンターエア �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．1．5 京都14着

2016．4．22生 �5鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 13戦2勝 賞金 20，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴー号・グレイジャックマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月27日ま

で平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サツキワルツ号・フルゴリラ号



06009 2月27日 晴 良 （3中山2） 第1日 第9競走 ��
��2，200�

す い せ ん

水 仙 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

22 レッドヴェロシティ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532－122：16．7 13．4�
79 マカオンドール 牡3芦 56 横山 武史關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 484－ 62：16．91� 4．5�
33 アールバロン 牡3鹿 56 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 492± 02：17．0� 34．3�
55 アサマノイタズラ 牡3黒鹿56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 490－102：17．1� 3．2�
78 シャイニングライト 牡3鹿 56 横山 典弘井山 登氏 武井 亮 日高 日高大洋牧場 486＋ 62：17．2� 15．0�
66 アドマイヤハレー 牡3青鹿56 石橋 脩近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 クビ 12．4	
810 カランドゥーラ 牡3鹿 56 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：17．62� 4．2

44 テ ン カ ハ ル 牡3栗 56 田辺 裕信ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：17．7	 6．0�
811 ミエノムガール 牡3黒鹿56 三浦 皇成里見美惠子氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508＋10 〃 ハナ 19．4�
67 トーセンクライマー 牡3芦 56 木幡 巧也島川 哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 4 〃 ハナ 152．4�
11 ルーパステソーロ 牡3芦 56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 532＋ 22：18．23 74．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 70，280，800円 複勝： 87，031，900円 枠連： 16，500，100円
馬連： 115，572，100円 馬単： 48，619，500円 ワイド： 80，315，100円
3連複： 145，542，900円 3連単： 190，761，200円 計： 754，623，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 320円 � 200円 � 750円 枠 連（2－7） 2，310円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 7，490円

ワ イ ド �� 800円 �� 3，430円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 21，280円 3 連 単 ��� 107，040円

票 数

単勝票数 計 702808 的中 � 41800（6番人気）
複勝票数 計 870319 的中 � 70463（6番人気）� 139251（3番人気）� 25177（9番人気）
枠連票数 計 165001 的中 （2－7） 5529（11番人気）
馬連票数 計1155721 的中 �� 29272（16番人気）
馬単票数 計 486195 的中 �� 4864（37番人気）
ワイド票数 計 803151 的中 �� 27056（10番人気）�� 5854（33番人気）�� 9840（27番人気）
3連複票数 計1455429 的中 ��� 5128（66番人気）
3連単票数 計1907612 的中 ��� 1292（362番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．0―38．4―51．7―1：05．0―1：18．2―1：29．9―1：42．2―1：54．0―2：05．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5
1
3
3－2，8，9，11，5，7（1，10）4，6
3，2（9，8）（5，11）（7，10）6（1，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドヴェロシティ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．5 福島7着

2018．2．20生 牡3黒鹿 母 トップモーション 母母 プロモーション 5戦2勝 賞金 17，482，000円

06010 2月27日 晴 良 （3中山2） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

と み さ と

富 里 特 別
発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

富里市長賞（1着）
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

66 ダディーズマインド 牡5鹿 57 丸山 元気田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 496＋ 61：49．0 2．9�
89 ミ ト ロ ジ ー 牡5栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486－101：49．21� 5．2�
22 エフティイーリス 牝5黒鹿55 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：49．51	 13．2�
11 ココフィーユ 牝5鹿 55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 46．9�
55 フォワードアゲン 
4黒鹿56 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 420＋ 4 〃 ハナ 6．0	
88 アップライトスピン 牝5黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 41：49．6� 3．0

44 エ ト ワ ー ル 牝5栗 55 津村 明秀近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 10．0�
77 ストームリッパー 
5鹿 57 石川裕紀人吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B516＋141：50．02� 57．4�
33 エバンタイユドール 牝4栗 54 原 優介井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 514＋ 21：50．53 190．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 54，107，500円 複勝： 68，371，900円 枠連： 18，577，800円
馬連： 111，555，300円 馬単： 50，025，900円 ワイド： 65，380，200円
3連複： 131，518，400円 3連単： 235，861，400円 計： 735，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 170円 � 320円 枠 連（6－8） 270円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 340円 �� 740円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 13，540円

票 数

単勝票数 計 541075 的中 � 148649（1番人気）
複勝票数 計 683719 的中 � 160416（1番人気）� 109359（3番人気）� 41091（6番人気）
枠連票数 計 185778 的中 （6－8） 53302（1番人気）
馬連票数 計1115553 的中 �� 101759（4番人気）
馬単票数 計 500259 的中 �� 24519（5番人気）
ワイド票数 計 653802 的中 �� 55436（3番人気）�� 21822（10番人気）�� 11818（14番人気）
3連複票数 計1315184 的中 ��� 24707（15番人気）
3連単票数 計2358614 的中 ��� 12627（52番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．1―12．3―12．3―12．3―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．6―37．7―50．0―1：02．3―1：14．6―1：26．1―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ダディーズマインド �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．10 東京3着

2016．3．2生 牡5鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 17戦3勝 賞金 57，632，000円



06011 2月27日 晴 良 （3中山2） 第1日 第11競走 ��
��1，600�

まくはり

幕張ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：30．3
1：30．3

良
良

11 ウインカーネリアン 牡4栗 57 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 496－ 61：31．8 4．2�
12 エイムアンドエンド 牡6鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 496－ 81：32．22� 39．4�
611 フォースオブウィル 牡4栗 57 柴田 善臣柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456± 01：32．41	 29．3�
48 サクラトゥジュール 牡4青鹿57 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 498－ 21：32．5クビ 3．8�
47 アドマイヤスコール 牡5鹿 57 横山 典弘近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 482－ 21：32．71 30．6	
713 ウイングレイテスト 牡4栗 57 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 506－ 61：32．8� 12．2

23 ニシノカツナリ 牡5青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 482－ 21：33．01 6．5�
815 ハイアーグラウンド �7鹿 57 津村 明秀小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 522－ 41：33．1� 321．5�
816 ウィンドライジズ 牡7鹿 57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B472＋ 41：33．2� 78．2
714 トミケンボハテル 牡7芦 57 吉田 豊富樫アキ子氏 古賀 史生 日高 藤本ファーム B508＋ 4 〃 クビ 89．1�
510 スーパーブレイク 牡7黒鹿57 大野 拓弥堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 478＋ 21：33．3� 94．0�
35 オールイズウェル 牡5黒鹿57 C．ルメール 小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492－ 21：33．51	 2．7�
612 サンラモンバレー 牡6鹿 57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494± 01：33．92� 404．2�
59 ドルチャーリオ 牡8栗 57 田中 勝春ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 21：34．11 410．3�
36 ルガールカルム 牝5鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 476± 01：34．31� 121．8�
24 ミスティックグロウ �6鹿 57 江田 照男 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 440－ 21：40．1大差 127．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 143，916，600円 複勝： 202，352，500円 枠連： 57，804，100円
馬連： 344，786，100円 馬単： 126，243，100円 ワイド： 228，989，600円
3連複： 552，932，300円 3連単： 672，130，600円 計： 2，329，154，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 770円 � 620円 枠 連（1－1） 7，980円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 11，330円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 1，520円 �� 7，840円

3 連 複 ��� 39，640円 3 連 単 ��� 175，340円

票 数

単勝票数 計1439166 的中 � 269569（3番人気）
複勝票数 計2023525 的中 � 340015（2番人気）� 59581（8番人気）� 75227（7番人気）
枠連票数 計 578041 的中 （1－1） 5608（22番人気）
馬連票数 計3447861 的中 �� 35586（20番人気）
馬単票数 計1262431 的中 �� 8356（32番人気）
ワイド票数 計2289896 的中 �� 27979（20番人気）�� 39453（16番人気）�� 7371（49番人気）
3連複票数 計5529323 的中 ��� 10459（84番人気）
3連単票数 計6721306 的中 ��� 2779（380番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―10．9―11．2―11．5―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．3―45．5―57．0―1：08．5―1：19．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．8

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

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

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4栗 母 コスモクリスタル 母母 クリスチャンネーム 14戦4勝 賞金 83，513，000円
〔その他〕 ミスティックグロウ号は，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。

06012 2月27日 晴 良 （3中山2） 第1日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （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
1：08．5
1：08．5

重
重

47 � ミッキーハイド 牡6鹿 57 田中 勝春野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 500± 01：11．7 10．1�
713 ベイビーボス 牡4鹿 57 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 468＋ 2 〃 クビ 3．0�
815 ナイスプリンセス 牝5鹿 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 462± 0 〃 ハナ 31．0�
59 レッドランサー 牡6黒鹿57 横山 武史 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 462－ 2 〃 アタマ 5．5�
816 オレノマニラ 牡6栗 57 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 446± 0 〃 アタマ 39．6�
714 ピースユニヴァース 牡6鹿 57 木幡 巧也久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 492－ 41：11．8クビ 48．5	
36 オルクリスト 牡5鹿 57 大野 拓弥
日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 482－ 81：12．0� 10．6�
35 � ミフトゥーロ 牝6鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 464－14 〃 アタマ 39．7�
24 バ ク ハ ツ 牡6栗 57 蛯名 正義�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B510± 0 〃 ハナ 9．6
48 ソ ラ ン 牡4黒鹿57 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 534－ 61：12．1� 96．3�
510 シャインカメリア 牝6芦 55 石川裕紀人皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 478－ 21：12．2クビ 10．5�
611 ブ ー ザ ー 牡5青鹿57 C．ルメール 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 B500－12 〃 ハナ 6．5�
612 ケイアイピハ 牡4栗 57 北村 宏司 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 446－ 4 〃 クビ 23．1�
23 ロードシュタルク 牡5栗 57 内田 博幸 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 458＋121：12．3� 93．9�
12 � シゲルルビー 牝5黒鹿55 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 4 〃 ハナ 36．3�
11 コスモビスティー 牡6鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 488－ 21：13．89 148．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 96，632，200円 複勝： 152，602，900円 枠連： 43，234，500円
馬連： 201，410，800円 馬単： 73，721，100円 ワイド： 175，031，000円
3連複： 327，776，200円 3連単： 349，440，300円 計： 1，419，849，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 290円 � 150円 � 520円 枠 連（4－7） 1，490円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 610円 �� 3，120円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 11，290円 3 連 単 ��� 66，140円

票 数

単勝票数 計 966322 的中 � 76276（5番人気）
複勝票数 計1526029 的中 � 123660（5番人気）� 366055（1番人気）� 58867（8番人気）
枠連票数 計 432345 的中 （4－7） 22458（6番人気）
馬連票数 計2014108 的中 �� 100713（3番人気）
馬単票数 計 737211 的中 �� 13710（10番人気）
ワイド票数 計1750310 的中 �� 78745（3番人気）�� 13770（37番人気）�� 33386（15番人気）
3連複票数 計3277762 的中 ��� 21756（37番人気）
3連単票数 計3494403 的中 ��� 3830（214番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―12．0―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミッキーハイド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Grand Slam

2015．1．29生 牡6鹿 母 ハイドバウンド 母母 Hidden Dreams 16戦2勝 賞金 35，550，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ベイビーボス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ベイビーボス号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズノフブキ号
（非抽選馬） 3頭 スズカユース号・ラフィンクロンヌ号・レヴァンテ号



（3中山2）第1日 2月27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 174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

189，600，000円
2，990，000円
24，640，000円
1，170，000円
21，180，000円
73，383，500円
4，785，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
717，787，600円
1，234，055，500円
248，760，500円
1，318，960，100円
578，788，200円
1，013，601，700円
1，973，104，000円
2，547，171，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，632，228，700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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