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06013 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2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

47 スノームーン 牝3鹿 54 横山 武史�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 454＋181：56．8 13．4�
713 エアーレジーナ 牝3鹿 54 C．ルメール 遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：57．43� 2．1�
22 アドヴェントイヴ 牝3青鹿54 横山 典弘廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 株式会社

ASK STUD 456－121：57．71� 18．8�
58 ベルエポック 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：57．8� 4．9�
11 モモエチャン 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗 �リトルブルーファーム 和田 雄二 清水 リトルブルーファーム 442－121：57．9� 142．1	
35 オーケーパッション 牝3鹿 54 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 466－ 61：58．0クビ 10．8


23 ローラズウィシュ 牝3青 54 蛯名 正義�佐藤牧場 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 516＋ 21：58．1� 10．5�
（法529）

610 メイショウホオズキ 牝3鹿 54 三浦 皇成松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 488 ―1：58．2� 28．1�
34 ブルーガーデニア 牝3黒鹿54 吉田 豊桜井 欣吾氏 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 498＋181：58．62� 22．8
59 フィルモグラフィー 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム 452± 01：59．13 7．8�
611 エスティエレガント 牝3芦 54 宮崎 北斗田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 470± 01：59．95 49．7�
46 セレニティーアスク 牝3栗 54 北村 宏司廣崎利洋HD� 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 484 ―2：00．32� 63．3�
814 バ ー ク リ ー 牝3鹿 54 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 木田 晶範 460± 02：00．72� 253．9�
815 ノーブルフォレスト 牝3鹿 54 大野 拓弥吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 440－102：02．08 121．1�
712 サンシルビア 牝3鹿 54 丸山 元気諸岡 慶氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 440－142：02．53 290．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，879，100円 複勝： 60，699，100円 枠連： 15，326，100円
馬連： 74，212，000円 馬単： 33，796，900円 ワイド： 64，475，100円
3連複： 109，998，500円 3連単： 121，595，400円 計： 524，982，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 320円 � 130円 � 350円 枠 連（4－7） 1，370円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，280円 �� 700円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 52，500円

票 数

単勝票数 計 448791 的中 � 26607（6番人気）
複勝票数 計 606991 的中 � 39882（6番人気）� 167273（1番人気）� 35197（7番人気）
枠連票数 計 153261 的中 （4－7） 8615（6番人気）
馬連票数 計 742120 的中 �� 32579（6番人気）
馬単票数 計 337969 的中 �� 5561（15番人気）
ワイド票数 計 644751 的中 �� 26306（5番人気）�� 6874（28番人気）�� 24316（6番人気）
3連複票数 計1099985 的中 ��� 11345（24番人気）
3連単票数 計1215954 的中 ��� 1679（174番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．4―13．2―12．9―13．0―12．9―13．1―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．8―51．0―1：03．9―1：16．9―1：29．8―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スノームーン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Bernardini デビュー 2020．10．25 東京8着

2018．3．11生 牝3鹿 母 ドルドラムズ 母母 Appealing Storm 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 ノーブルフォレスト号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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〕 サンシルビア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月31日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 メイショウメイロウ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

06014 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2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
1：08．5
1：08．5

重
重

35 キャンディキューブ 牝3黒鹿54 北村 宏司原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 472＋161：12．9 71．2�
510 イサチルプリンス 牡3黒鹿56 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 500＋ 81：13．0クビ 3．9�
12 アップリバー 牝3青鹿54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B488＋ 2 〃 ハナ 3．2�
23 ノ ー リ ス 牡3黒鹿56 津村 明秀榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 536＋121：13．31� 2．8�
816 キタノドンポートロ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新冠 北星村田牧場 486－ 21：13．62 36．0�
48 クレールフォルム 牝3栗 54 吉田 豊 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 484＋ 41：14．13 32．0	
815 ケ プ チ ャ ン 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 478＋ 2 〃 アタマ 29．7

611 アイディアリスト 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：14．3� 82．5�
11 フォーエバーコール 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 518 ― 〃 ハナ 85．0
612 デストゥリエーレ 牡3青鹿56 三浦 皇成ライオンレースホース� 池上 昌和 浦河 秋場牧場 456＋ 4 〃 ハナ 23．4�
713 ドバイウィンド 牡3鹿 56 横山 武史日下 幸徳氏 鈴木 伸尋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 482＋ 8 〃 クビ 50．9�
714� コスモカルティエ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 愛 Redpender

Stud Ltd 466＋ 61：14．4クビ 13．4�
36 テ ル ミ ー 牝3栗 54 丸山 元気髙橋照比古氏 小西 一男 日高 沖田牧場 466 ―1：14．71� 186．4�
47 ニシノカシン 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム 484－ 41：14．8� 18．3�
24 デルマフドウ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 458± 01：15．97 224．5�
59 ハクサンスウィープ 牝3栗 54 丸田 恭介河﨑 五市氏 土田 稔 浦河 �川 啓一 402 ―1：16．53	 321．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，218，800円 複勝： 59，186，900円 枠連： 15，791，500円
馬連： 79，255，000円 馬単： 34，291，600円 ワイド： 64，107，600円
3連複： 119，259，500円 3連単： 131，887，400円 計： 542，998，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，120円 複 勝 � 900円 � 150円 � 170円 枠 連（3－5） 11，160円

馬 連 �� 14，040円 馬 単 �� 48，520円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 3，710円 �� 390円

3 連 複 ��� 12，660円 3 連 単 ��� 179，060円

票 数

単勝票数 計 392188 的中 � 4402（11番人気）
複勝票数 計 591869 的中 � 11581（11番人気）� 123972（2番人気）� 98865（3番人気）
枠連票数 計 157915 的中 （3－5） 1096（24番人気）
馬連票数 計 792550 的中 �� 4372（30番人気）
馬単票数 計 342916 的中 �� 530（84番人気）
ワイド票数 計 641076 的中 �� 4950（30番人気）�� 4142（36番人気）�� 47991（3番人気）
3連複票数 計1192595 的中 ��� 7061（31番人気）
3連単票数 計1318874 的中 ��� 534（421番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―12．0―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．3―35．3―47．5―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャンディキューブ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．20 中山15着

2018．5．2生 牝3黒鹿 母 ワイキューブ 母母 エレガントフライ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 フォーエバーコール号の騎手木幡育也は，最後の直線コース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：11番）
※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。
（非抽選馬） 5頭 アイグローリー号・ゲッレールト号・スマイルハライト号・プリオールトップ号・ミラティオ号

第２回 中山競馬 第２日



06015 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2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

714 タイセイサムソン 牡3黒鹿56 横山 典弘田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 488－101：55．4 6．1�
36 エコロカナワン 牡3鹿 56 北村 宏司原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B494＋ 21：56．03� 10．9�
816 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 516± 01：56．53 22．1�
713 ワカミヤクオーレ 牡3鹿 56 内田 博幸芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 502＋ 21：56．71 5．7�
12 トーセンマルコ 牡3青鹿56 丸田 恭介島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 21：56．8� 6．0�
612 サンエルセントロ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 	加藤ステーブル 中舘 英二 日高 シンボリ牧場 444± 0 〃 アタマ 9．2

11 � ナイトフローリック 牡3鹿 56 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford

Thoroughbreds 508－ 41：57．11� 3．6�
35 モンサンレックス 牡3栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B484－ 61：57．41� 82．7�
815 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 武士沢友治ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 452＋ 61：57．5クビ 34．4�
23 ホウオウヴォーヌ 牡3栗 56 横山 武史小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 478＋201：57．71� 9．5�
59 クリスタルローレル 牡3鹿 56 大庭 和弥岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 508＋ 61：59．08 269．2�
611 ナスノマイスター 牡3鹿 56 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 日高 新井 昭二 490 ―1：59．21 31．0�
47 フラッシュヒーロー 牡3鹿 56 杉原 誠人田頭 勇貴氏 的場 均 日高 滝本 健二 460＋ 21：59．3� 374．4�
48 ゲ ッ ト オ ン 牡3青鹿 56

53 ▲小林 脩斗	ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 木田 晶範 458－ 41：59．4� 69．7�
24 � カルフレグランス 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 和子氏 新開 幸一 米 Perry Martin &

Denise Martin 498＋282：00．35 34．2�
510 デルマコウモク 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 486 ―2：00．93� 266．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，543，700円 複勝： 69，942，900円 枠連： 19，243，500円
馬連： 76，874，000円 馬単： 32，806，800円 ワイド： 69，071，600円
3連複： 116，314，700円 3連単： 119，242，700円 計： 549，039，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 240円 � 330円 � 530円 枠 連（3－7） 1，520円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 6，570円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，600円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 17，980円 3 連 単 ��� 84，670円

票 数

単勝票数 計 455437 的中 � 58773（4番人気）
複勝票数 計 699429 的中 � 84506（4番人気）� 56114（5番人気）� 30954（8番人気）
枠連票数 計 192435 的中 （3－7） 9778（7番人気）
馬連票数 計 768740 的中 �� 16883（16番人気）
馬単票数 計 328068 的中 �� 3740（29番人気）
ワイド票数 計 690716 的中 �� 13843（15番人気）�� 6785（29番人気）�� 7086（28番人気）
3連複票数 計1163147 的中 ��� 4851（59番人気）
3連単票数 計1192427 的中 ��� 1021（289番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．1―13．2―12．9―12．8―13．1―12．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．0―51．2―1：04．1―1：16．9―1：30．0―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バ ゴ デビュー 2021．1．5 中山5着

2018．4．25生 牡3黒鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマコウモク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月31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） 1頭 セイカスタディオン号
（非抽選馬） 1頭 コスモザウル号

06016 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2日 第4競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

35 カフェアヴニール 牡3青鹿56 北村 宏司西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 460－ 41：13．4 14．5�
815 オレデイイノカ 牡3栗 56 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 472± 0 〃 ハナ 1．6�
713 スリーマイトコーズ 牝3栗 54 M．デムーロ永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 452± 01：13．5クビ 5．5�
12 キタノリューオー 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 444－101：13．92� 14．0�
714 クリオシタース �3栗 56 大野 拓弥�ノースヒルズ 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B482－ 21：14．0� 16．0�
816 キタノサスピション 牝3芦 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 440＋ 41：14．21� 68．9	
47 キノトクイーン 牝3青鹿54 大庭 和弥花野 友象氏 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460－ 41：14．3� 177．8

510 ヤマニンデンファレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 462＋ 41：14．83 28．7�
23 マイネルボーダレス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 浜口牧場 438± 01：15．01� 36．9�
24 ジュンジョウ 牡3栗 56 横山 和生グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 470－ 41：15．53 172．0�
612 レッティングゴー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 高橋 修 472± 01：15．92� 338．9�
36 ビスケットチャン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 清水 英克 新ひだか 中田 浩美 468＋161：16．0クビ 198．5�
48 ナリノストーム 牡3青鹿56 C．ルメール 成塚 清志氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム 412 ―1：16．1� 8．5�
611 シゲルジチョウ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 新ひだか 松田牧場 502± 01：16．2クビ 33．0�
11 パ ワ ー ボ ム 牡3栗 56 丸田 恭介横田 恵子氏 加藤士津八 日高 奥山 博 B528＋101：16．3� 238．7�
59 パドマーヴァティ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 396－ 81：18．4大差 146．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，124，800円 複勝： 124，189，100円 枠連： 16，373，900円
馬連： 76，497，900円 馬単： 41，720，000円 ワイド： 67，051，300円
3連複： 123，282，300円 3連単： 161，269，400円 計： 663，508，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 230円 � 110円 � 140円 枠 連（3－8） 960円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 330円 �� 630円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 531248 的中 � 29125（5番人気）
複勝票数 計1241891 的中 � 50443（6番人気）� 784887（1番人気）� 113201（2番人気）
枠連票数 計 163739 的中 （3－8） 13181（4番人気）
馬連票数 計 764979 的中 �� 60314（5番人気）
馬単票数 計 417200 的中 �� 10495（11番人気）
ワイド票数 計 670513 的中 �� 49554（2番人気）�� 23145（8番人気）�� 102506（1番人気）
3連複票数 計1232823 的中 ��� 85010（2番人気）
3連単票数 計1612694 的中 ��� 9352（39番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．5―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．3―47．8―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェアヴニール �
�
父 アロマカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2020．11．22 東京6着

2018．4．26生 牡3青鹿 母 ブランフィル 母母 オールインオール 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パドマーヴァティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月31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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 イディオム号・ヴィントラオフ号・クマノコドウ号・シゲルカチョウホサ号・テイエムマルタン号・

フォトンストリーム号



06017 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2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 シルバースピリット 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 藤沢 和雄 浦河 三嶋牧場 458＋ 61：35．2 5．7�
714 シェーンシュタット 牡3黒鹿56 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 438－ 41：35．31 96．5�
612 ケイアイイモーテル 牡3黒鹿56 北村 宏司 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 高昭牧場 454－121：35．4� 19．5�
35 カンナリリー 牝3栗 54 石橋 脩�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 422＋ 41：35．5� 14．6�
59 トーセンメラニー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 462－14 〃 アタマ 3．3	

47 サザンナイツ 牡3黒鹿56 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 444－ 41：35．6クビ 4．3

713 アベレージマーク 牝3栗 54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 同着 131．8�
36 シーチェンジ 牝3栗 54 横山 典弘吉田 晴哉氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 41：35．81� 24．9�
48 ルージュブラン 牝3芦 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 クビ 33．5
11 トゥールアンレール 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 390＋ 4 〃 アタマ 3．4�
12 イールドブラック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行松田 幸生氏 奥平 雅士 新ひだか ヒサイファーム 444－ 21：35．9� 32．7�
23 オショロコマ 牝3栗 54 吉田 豊越村 哲男氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 81：36．0� 310．0�
24 ノアブラック �3青鹿 56

53 ▲小林 脩斗佐山 公男氏 天間 昭一 様似 清水スタッド 422－ 41：36．1クビ 196．9�
510 エ ル ニ ド 牡3芦 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 410－ 21：36．41� 167．7�
611 クロマツミッチー 牡3芦 56 武士沢友治茂木 道和氏 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 478＋ 61：37．03� 445．2�
816 ア ラ ラ ト 牝3青鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 吉宏 日高 大江牧場 454＋ 2 〃 クビ 430．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，662，900円 複勝： 75，922，400円 枠連： 15，506，700円
馬連： 84，036，800円 馬単： 36，762，300円 ワイド： 70，583，400円
3連複： 116，932，600円 3連単： 129，868，200円 計： 591，275，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 2，270円 � 430円 枠 連（7－8） 7，540円

馬 連 �� 35，920円 馬 単 �� 32，240円

ワ イ ド �� 9，110円 �� 1，340円 �� 11，510円

3 連 複 ��� 95，840円 3 連 単 ��� 611，390円

票 数

単勝票数 計 616629 的中 � 86059（4番人気）
複勝票数 計 759224 的中 � 96133（4番人気）� 7415（12番人気）� 45334（6番人気）
枠連票数 計 155067 的中 （7－8） 1592（21番人気）
馬連票数 計 840368 的中 �� 1813（51番人気）
馬単票数 計 367623 的中 �� 855（71番人気）
ワイド票数 計 705834 的中 �� 1967（51番人気）�� 14044（14番人気）�� 1555（57番人気）
3連複票数 計1169326 的中 ��� 915（148番人気）
3連単票数 計1298682 的中 ��� 154（879番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．1―12．3―12．0―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．6―47．7―1：00．0―1：12．0―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

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

勝馬の
紹 介

シルバースピリット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Vindication デビュー 2020．10．10 東京12着

2018．2．12生 牡3黒鹿 母 クライシスオブスピリット 母母 Silverbulletway 4戦1勝 賞金 6，400，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 エラディケイター号・カルタゴ号・マイスターハント号・マナフォルトゥーナ号

06018 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2日 第6競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走13時00分 （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
1：30．3
1：30．3

良
良

44 ジ ュ リ オ 牡3黒鹿56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506－ 41：33．4 3．0�
22 ジャンカズマ 牡3鹿 56 横山 典弘合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 470＋101：33．71� 2．9�
66 ユキノファラオ 牡3鹿 56 横山 武史井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 470－ 21：33．8クビ 11．8�
11 グローリアスカペラ 牝3栗 54 M．デムーロ日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 516＋ 2 〃 クビ 4．5�
33 サイモンメガライズ 牡3鹿 56 三浦 皇成澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 494－ 21：34．01� 4．9�
77 トーホウボルツ 牡3黒鹿56 北村 宏司東豊物産	 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 466－ 41：34．53 33．5

55 ア ヴ ァ ノ ス 牡3鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 452－ 61：34．6クビ 20．5�

（7頭）

売 得 金
単勝： 54，117，400円 複勝： 51，625，800円 枠連： 発売なし
馬連： 64，298，500円 馬単： 35，027，500円 ワイド： 47，706，500円
3連複： 75，220，300円 3連単： 190，046，200円 計： 518，042，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 230円 �� 510円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，550円

票 数

単勝票数 計 541174 的中 � 143763（2番人気）
複勝票数 計 516258 的中 � 108387（2番人気）� 137324（1番人気）
馬連票数 計 642985 的中 �� 101280（1番人気）
馬単票数 計 350275 的中 �� 26759（1番人気）
ワイド票数 計 477065 的中 �� 59737（1番人気）�� 22128（7番人気）�� 21700（8番人気）
3連複票数 計 752203 的中 ��� 28385（6番人気）
3連単票数 計1900462 的中 ��� 18239（26番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．5―11．5―11．9―11．7―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．5―47．0―58．9―1：10．6―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．5

3 ・（1，4）（2，5）（7，3，6）
2
4

・（1，4）（2，3，5）－（7，6）・（1，4）（5，6）2，3，7
勝馬の
紹 介

ジ ュ リ オ �

父 リオンディーズ �


母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．21 中山2着

2018．2．24生 牡3黒鹿 母 ヒストリックレディ 母母 ヒストリックスター 4戦2勝 賞金 15，970，000円



06019 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上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

22 ス ペ ロ デ ア 牝4栗 54 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 464－ 21：55．1 1．7�

79 アドアステラ 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B456－ 61：55．31� 3．3�
33 � ホウオウサマンサ 牝6栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B466＋ 21：55．4クビ 15．1�
710 ジューンバラード 牝5青鹿55 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 438± 01：56．03� 50．7�
812 ハ ン ド リ ー 牝6栗 55 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 青森 諏訪牧場 478＋ 61：56．31� 43．0	
55 � セイウンシェリー 牝5栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 440＋ 2 〃 アタマ 61．8

811� サイモンベラーノ 牝4栗 54 木幡 巧也澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 458－ 81：56．62 145．5�
56 � チューダーローズ 牝5鹿 55 吉田 豊阿部東亜子氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 490＋ 61：57．45 291．2�
67 フ ク キ タ ル 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム B486－ 41：57．5クビ 182．4
68 � ファストーゾ 牝4鹿 54 岩田 康誠小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 502＋ 21：57．71� 7．0�
11 ジ ュ ネ ス 牝4青鹿 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 482－ 41：58．55 11．0�

44 タイセイプルミエ 牝4鹿 54 石川裕紀人田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 470＋ 22：02．3大差 221．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 43，685，800円 複勝： 103，421，900円 枠連： 11，588，300円
馬連： 68，016，800円 馬単： 42，235，400円 ワイド： 53，259，500円
3連複： 103，303，700円 3連単： 193，895，600円 計： 619，407，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（2－7） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 150円 �� 350円 �� 410円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，800円

票 数

単勝票数 計 436858 的中 � 198882（1番人気）
複勝票数 計1034219 的中 � 633273（1番人気）� 164382（2番人気）� 49064（5番人気）
枠連票数 計 115883 的中 （2－7） 34429（1番人気）
馬連票数 計 680168 的中 �� 197072（1番人気）
馬単票数 計 422354 的中 �� 82938（1番人気）
ワイド票数 計 532595 的中 �� 112840（1番人気）�� 33288（6番人気）�� 27420（7番人気）
3連複票数 計1033037 的中 ��� 111297（3番人気）
3連単票数 計1938956 的中 ��� 77738（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．2―50．3―1：02．8―1：15．7―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4F52．3―3F39．4
1
3
・（1，2）－8－3－10－5，6（11，4）－9，7，12・（1，2）－（8，3）－10（6，7）（5，11，9）＝12＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス ペ ロ デ ア �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．1．13 京都1着

2017．4．4生 牝4栗 母 サクラフォルトゥナ 母母 サクラスイートキス 7戦2勝 賞金 21，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイプルミエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月31日まで平地競

走に出走できない。

06020 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

713 カ イ ア ワ セ 牝4栗 55
52 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 442＋ 21：12．8 5．3�

510 デルマシャンパン 牝6黒鹿55 北村 宏司浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B472＋ 21：13．01� 9．7�
12 ファインダッシュ 牡9黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B508－121：13．42� 20．7�
612 ヤンチャプリヒメ 牝5鹿 55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 436± 01：13．5� 5．6�
36 キングドンドルマ 牡6青鹿57 木幡 巧也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 460－ 61：13．6� 142．0�
815 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 田辺 裕信國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 520＋ 81：13．7アタマ 5．5�
48 ピュアプリンセス 牝4栗 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 490＋12 〃 クビ 17．2	
714 サノノクヒオ 牡4栗 57 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 502＋ 21：13．9� 14．7

47 スパークジョイ 牝4芦 55 宮崎 北斗西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 468－ 21：14．11� 344．3�
59 � スマートマウアー 牡5鹿 57 蛯名 正義大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 512＋10 〃 アタマ 30．1�
35 ルヴァンヴェール 牡4鹿 57 江田 照男 グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B504＋ 21：14．2� 6．1�
816� アイアンユウキャン 牡5鹿 57

54 ▲原 優介池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか 原口牧場 522－141：14．3� 16．1�
11 � グランミューク 牡5栗 57 伴 啓太庄司 修二氏 堀井 雅広 日高 新井 昭二 494＋161：14．51 317．6�
24 � ジャストポケット 牝4鹿 55 石川裕紀人�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 村下農場 512＋ 41：14．82 48．4�
23 カラーズオブラヴ 牝4黒鹿55 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B474＋ 2 〃 ハナ 11．0�
611 マッチャパフェ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 育也保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 442± 01：15．12 21．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，000，700円 複勝： 75，016，300円 枠連： 21，683，300円
馬連： 113，789，100円 馬単： 39，327，200円 ワイド： 93，790，300円
3連複： 179，512，900円 3連単： 165，054，700円 計： 736，174，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 330円 � 440円 枠 連（5－7） 1，570円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，770円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 15，970円 3 連 単 ��� 70，100円

票 数

単勝票数 計 480007 的中 � 72263（1番人気）
複勝票数 計 750163 的中 � 99758（3番人気）� 58277（5番人気）� 40062（9番人気）
枠連票数 計 216833 的中 （5－7） 10697（6番人気）
馬連票数 計1137891 的中 �� 31871（8番人気）
馬単票数 計 393272 的中 �� 5903（14番人気）
ワイド票数 計 937903 的中 �� 27666（6番人気）�� 13489（25番人気）�� 9168（37番人気）
3連複票数 計1795129 的中 ��� 8426（70番人気）
3連単票数 計1650547 的中 ��� 1707（255番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．9―47．4―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ イ ア ワ セ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．13 福島7着

2017．4．12生 牝4栗 母 フローラルパレス 母母 フラワーパーク 18戦2勝 賞金 18，460，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 シゲルガラテア号・セイスケルツォ号



06021 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2日 第9競走 ��1，800�デ イ ジ ー 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

33 ル ー ス 牝3栗 54 横山 武史山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 484－ 61：48．6 4．8�
78 シゲルオテンバ 牝3鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 クビ 6．5�
810 エイシンチラー 牝3鹿 54 M．デムーロ�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 466－ 2 〃 ハナ 2．8�
44 タイセイルージュ 牝3栗 54 大野 拓弥田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 452－ 41：49．02 24．2�
77 ダノンシュネラ 牝3鹿 54 C．ルメール�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 4．2�
11 アトミックフレア 牝3鹿 54 岩田 康誠天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 434± 01：49．1クビ 18．1	
66 アルコディオーサ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 458－ 61：49．2� 14．8

89 ミ ル ウ 牝3鹿 54 松山 弘平大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 ハナ 16．0�
55 カナリキケン 牝3栗 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 482＋ 21：49．3� 13．1�
22 � トーセンマリア 牝3鹿 54 丸田 恭介島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 458± 01：50．15 324．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 61，074，000円 複勝： 79，595，500円 枠連： 17，122，100円
馬連： 117，036，400円 馬単： 48，896，800円 ワイド： 76，314，500円
3連複： 149，726，100円 3連単： 222，794，900円 計： 772，560，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 160円 � 130円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 430円 �� 300円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 610740 的中 � 100197（3番人気）
複勝票数 計 795955 的中 � 134423（2番人気）� 108551（4番人気）� 187540（1番人気）
枠連票数 計 171221 的中 （3－7） 20632（3番人気）
馬連票数 計1170364 的中 �� 56973（5番人気）
馬単票数 計 488968 的中 �� 11316（12番人気）
ワイド票数 計 763145 的中 �� 43005（5番人気）�� 67530（1番人気）�� 55409（3番人気）
3連複票数 計1497261 的中 ��� 89802（2番人気）
3連単票数 計2227949 的中 ��� 15924（26番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．2―12．6―12．3―12．3―11．7―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．2―49．8―1：02．1―1：14．4―1：26．1―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ル ー ス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2020．8．9 新潟8着

2018．4．4生 牝3栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 7戦2勝 賞金 18，919，000円

06022 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2日 第10競走 ��1，200�ブラッドストーンステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，2．2．29以降3．2．21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 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
1：08．5
1：08．5

重
重

12 スマートアルタイル 牡6栗 55 蛯名 正義大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 482＋ 21：11．1 28．9�
816� ヒルノサルバドール 牡8栗 56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 446－ 41：11．2� 8．8�
510 ナイトブリーズ 牝4黒鹿53 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 486－101：11．51� 7．5�
47 コカボムクイーン 牝6黒鹿54 三浦 皇成三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 484－ 81：11．6� 9．2�
48 ロジペルレスト �6栗 53 原 優介久米田正明氏 大竹 正博 新冠 須崎牧場 510＋ 21：11．91� 179．9�
815 メ デ ィ ク ス 牡5栗 55 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 474＋ 6 〃 アタマ 5．9	
612 ニシノホライゾン 牡4鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 512－ 4 〃 ハナ 5．9

611 ププッピドゥ 牝5栗 51 田中 勝春岡 浩二氏 北出 成人 浦河 モトスファーム 490－ 8 〃 クビ 54．4�
714 グ ラ ナ リ ー 牝4栗 53 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 516－ 81：12．21� 25．0�
24 コンセッションズ 牝6栗 52 吉田 豊 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 440＋ 2 〃 アタマ 47．7
35 スナークスター �5鹿 56 松山 弘平杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 464－ 4 〃 ハナ 3．5�
713 ルーチェソラーレ 牝6芦 51 武士沢友治岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 4 〃 アタマ 128．1�
36 ハ ル サ カ エ 牝5鹿 52 内田 博幸齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 514＋101：12．51� 40．5�
59 セイウンクールガイ 牡6栗 54 岩部 純二西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B468－ 21：12．6クビ 45．0�
11 サトノユニゾン �6鹿 54 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 B512＋ 8 〃 クビ 45．2�
23 ハクアイブラック 牡4黒鹿54 岩田 康誠 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 522－ 61：13．98 11．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，494，400円 複勝： 101，854，000円 枠連： 31，416，300円
馬連： 179，722，300円 馬単： 63，698，300円 ワイド： 125，860，800円
3連複： 281，005，300円 3連単： 293，694，000円 計： 1，142，745，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，890円 複 勝 � 870円 � 250円 � 320円 枠 連（1－8） 3，300円

馬 連 �� 11，800円 馬 単 �� 24，390円

ワ イ ド �� 4，360円 �� 4，780円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 45，940円 3 連 単 ��� 398，740円

票 数

単勝票数 計 654944 的中 � 18114（9番人気）
複勝票数 計1018540 的中 � 26611（10番人気）� 117446（3番人気）� 85840（6番人気）
枠連票数 計 314163 的中 （1－8） 7357（17番人気）
馬連票数 計1797223 的中 �� 11800（38番人気）
馬単票数 計 636983 的中 �� 1958（78番人気）
ワイド票数 計1258608 的中 �� 7379（49番人気）�� 6720（53番人気）�� 19981（16番人気）
3連複票数 計2810053 的中 ��� 4587（137番人気）
3連単票数 計2936940 的中 ��� 534（1009番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．2―12．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―46．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートアルタイル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．12．9 中山3着

2015．4．13生 牡6栗 母 スマートアルティラ 母母 ネームヴァリュー 22戦4勝 賞金 66，246，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アサケパワー号・イモータルスモーク号・ガンケン号・キタノオドリコ号・サンマルベスト号・シアーライン号・

スーパーアキラ号・タイキサターン号・ダイトウキョウ号・ツウカイウイング号・テルモードーサ号・
トウカイパシオン号・ピンシャン号・フィールザファラオ号・プレシャスルージュ号・ホウオウカトリーヌ号・
ムスコローソ号・メイショウハナモリ号

２レース目



06023 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第95回中 山 記 念（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，2．2．29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，2．2．28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）

千葉県知事賞（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 1，092，000円 312，000円 156，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

58 ヒシイグアス 牡5青鹿56 松山 弘平阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－ 61：44．9 2．5�
34 ケイデンスコール 牡5鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 15．8�
813 ウインイクシード 牡7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 500＋ 21：45．0� 24．9�
610 ゴーフォザサミット 牡6黒鹿56 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 520＋ 61：45．42� 17．2�
11 	 トーセンスーリヤ 牡6栗 56 横山 和生島川 	哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 81：45．5クビ 8．5

22 コスモカレンドゥラ 牡5栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：45．6� 147．6�
712 パンサラッサ 牡4鹿 55 三浦 皇成広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 470＋ 21：45．7� 27．4�
69 サンアップルトン 牡5黒鹿56 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 480－ 61：45．91� 41．3
711 クラージュゲリエ 牡5鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：46．0クビ 5．0�
46 フ ラ ン ツ 牡6鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446－ 61：46．32 26．1�
814 ショウナンライズ 牡8栗 56 大野 拓弥国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 478± 01：46．61
 559．5�
33 ノーブルマーズ 牡8栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 500－ 41：46．7
 115．5�
45 マイネルハニー 牡8鹿 56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 490＋ 21：47．23 440．8�
57 バ ビ ッ ト 牡4栗 56 内田 博幸宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 大北牧場 460＋ 21：48．15 3．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 328，327，800円 複勝： 372，574，000円 枠連： 131，241，900円 馬連： 833，656，300円 馬単： 325，981，200円
ワイド： 545，808，700円 3連複： 1，550，400，900円 3連単： 2，130，650，300円 5重勝： 900，962，200円 計： 7，119，603，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 340円 � 370円 枠 連（3－5） 1，100円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 720円 �� 730円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 6，800円 3 連 単 ��� 22，270円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／小倉11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 427，570円

票 数

単勝票数 計3283278 的中 � 1014053（1番人気）
複勝票数 計3725740 的中 � 899407（1番人気）� 238734（5番人気）� 212016（6番人気）
枠連票数 計1312419 的中 （3－5） 92027（4番人気）
馬連票数 計8336563 的中 �� 357776（6番人気）
馬単票数 計3259812 的中 �� 101828（7番人気）
ワイド票数 計5458087 的中 �� 199649（6番人気）�� 195663（7番人気）�� 56235（28番人気）
3連複票数 計15504009 的中 ��� 170994（26番人気）
3連単票数 計21306503 的中 ��� 69341（68番人気）
5重勝票数 計9009622 的中 ����� 1475

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―34．9―46．3―57．8―1：09．6―1：21．3―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシイグアス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bernstein デビュー 2018．11．25 東京2着

2016．1．22生 牡5青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 11戦6勝 賞金 177，316，000円
※出走取消馬 ブラックバゴ号（疾病〔感冒〕のため）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヒシイグアス号は，大阪杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

06024 2月28日 晴 良 （3中山2） 第2日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ロワマージュ 牡4鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492＋ 41：54．6 4．1�

47 セイヴァリアント 牡5黒鹿57 三浦 皇成金田 成基氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 516－ 4 〃 クビ 5．5�
816 ヤマニンバンタジオ �7栗 57 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 542－ 81：55．02� 12．8�
36 エピックスター �6鹿 57 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 440－ 6 〃 ハナ 16．5�
35 グリニッジシチー �5栗 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 462－ 6 〃 ハナ 22．5�
714 バルサミックムーン �4鹿 56 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 502－ 61：55．1クビ 2．5	
611 インザバブル 牡8鹿 57 内田 博幸�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－121：55．31� 76．7

48 キョウエイパラスト 牡4栗 56 横山 武史田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 516＋ 2 〃 アタマ 17．1�
59 グ ロ グ ラ ン 牝6栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 B480－ 41：55．51� 53．8�
713 キャベンディッシュ 牡6栗 57

56 ☆木幡 育也本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 512－ 21：55．92� 113．8
612 ビップデヴィット 牡6栗 57 北村 宏司鈴木 邦英氏 宮田 敬介 平取 坂東牧場 514＋ 21：56．0クビ 28．8�
23 	 デ ス ト ロ イ 牡7栗 57 丸山 元気諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B522－ 21：56．1� 263．5�
24 	 ヒイロメープル 牡4栗 56 木幡 巧也江馬 由将氏 林 徹 浦河 阿波屋ファーム 496－ 61：56．2クビ 320．5�
12 ポートロイヤル �5黒鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 31．9�
11 ゴーインピース 牝5栗 55

52 ▲小林 脩斗下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 448－ 81：56．41 111．8�
510 ブルーノジュネス 牡4鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム B504＋201：58．5大差 12．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 142，571，200円 複勝： 172，717，900円 枠連： 59，998，500円
馬連： 284，537，900円 馬単： 112，938，900円 ワイド： 219，901，500円
3連複： 444，937，000円 3連単： 532，263，800円 計： 1，969，866，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 190円 � 270円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，130円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 17，330円

票 数

単勝票数 計1425712 的中 � 277914（2番人気）
複勝票数 計1727179 的中 � 277483（2番人気）� 237930（3番人気）� 145793（4番人気）
枠連票数 計 599985 的中 （4－8） 73798（3番人気）
馬連票数 計2845379 的中 �� 187207（3番人気）
馬単票数 計1129389 的中 �� 43626（5番人気）
ワイド票数 計2199015 的中 �� 114770（3番人気）�� 48637（13番人気）�� 48159（14番人気）
3連複票数 計4449370 的中 ��� 69274（13番人気）
3連単票数 計5322638 的中 ��� 22258（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．4―49．2―1：02．2―1：15．4―1：28．8―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ロワマージュ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Dansili デビュー 2019．12．14 阪神4着

2017．2．4生 牡4鹿 母 エ ヴ ァ モ ア 母母 Reunite 11戦3勝 賞金 32，200，000円

５レース目



（3中山2）第2日 2月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 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

293，380，000円
26，820，000円
2，380，000円
35，420，000円
4，000，000円
71，121，000円
4，913，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
987，700，600円
1，346，745，800円
355，292，100円
2，051，933，000円
847，482，900円
1，497，930，800円
3，369，893，800円
4，392，262，600円
900，962，200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
5 重 勝
計 15，750，203，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回中山競馬第2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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