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08013 3月28日 曇 良 （3中山3） 第2日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時55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

23 ビューティフルデイ 牝3鹿 54
51 ▲小林 脩斗�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 436－101：12．4 3．6�

48 ノアファンタジー 牝3鹿 54 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 464＋ 21：12．61� 2．6�
510 ピットフォル 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 460± 01：13．66 30．3�
815 ネオトリニティー 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 408－101：13．71 143．9�
59 ガウナエルフリーデ 牝3栗 54 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 464－ 41：13．8クビ 3．8	
12 オリヴィアン 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良 TURFレーシング 宮田 敬介 日高 木村牧場 474＋ 21：14．22� 53．3

713 キチロクレディス 牝3鹿 54 菊沢 一樹山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 谷川牧場 B432＋ 21：14．3クビ 179．4�
24 フェミニンルック 牝3鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 416－ 21：14．83� 15．8�
612 ボ ン マ ル コ 牝3栗 54

51 ▲原 優介林 啓二氏 小桧山 悟 浦河 佐々木 恵一 434± 01：15．01� 198．9
611 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 442＋ 21：15．31� 84．8�
36 ヤマニンラトナ 牝3栗 54 江田 照男土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 470 ―1：15．61� 150．4�
714 ピヨピヨピピピ 牝3黒鹿54 武藤 雅藤本 直弘氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 414± 01：16．02� 144．3�
816 サピエンシア 牝3栗 54 北村 宏司水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B442－ 41：16．95 51．7�
47 ユメノシラベ 牝3栗 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 494＋ 41：17．22 6．4�
35 サンフルーレット 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人諸岡 慶氏 天間 昭一 新ひだか 田上 徹 484－ 81：21．8大差 325．5�
11 メンズオーバー 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 長谷川牧場 470 ― （競走中止） 277．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，105，000円 複勝： 38，675，100円 枠連： 11，563，500円
馬連： 62，138，000円 馬単： 28，219，500円 ワイド： 45，065，900円
3連複： 93，008，900円 3連単： 119，548，300円 計： 430，324，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 140円 � 350円 枠 連（2－4） 340円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，660円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 321050 的中 � 69703（2番人気）
複勝票数 計 386751 的中 � 57754（3番人気）� 94024（1番人気）� 21112（5番人気）
枠連票数 計 115635 的中 （2－4） 25969（2番人気）
馬連票数 計 621380 的中 �� 76507（2番人気）
馬単票数 計 282195 的中 �� 20160（4番人気）
ワイド票数 計 450659 的中 �� 44603（2番人気）�� 6293（16番人気）�� 12427（8番人気）
3連複票数 計 930089 的中 ��� 16529（13番人気）
3連単票数 計1195483 的中 ��� 6353（38番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．0―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．8―48．0―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビューティフルデイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．11．21 東京2着

2018．3．17生 牝3鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 4戦1勝 賞金 11，900，000円
〔競走中止〕 メンズオーバー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ビューティフルデイ号の騎手小林脩斗は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サピエンシア号・ユメノシラベ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月28日

まで平地競走に出走できない。
サンフルーレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5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 モーニングアップ号

08014 3月28日 曇 良 （3中山3） 第2日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25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

48 ノーブルシルエット 牝3黒鹿54 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 474－121：54．1 10．1�
714 タイセイマーベル 牡3栗 56 横山 武史田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム 482－ 61：55．37 5．2�
510 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 462＋ 21：56．47 7．4�
59 アスマスティーブ �3鹿 56 木幡 初也湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 438－101：56．5� 28．0�
816 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 452－ 8 〃 ハナ 13．9	
611 クアドリフォリオ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ B494－ 41：56．92� 88．1


612 ディープアゲイン 牡3鹿 56 津村 明秀田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 506＋ 21：57．1� 12．4�
11 シバノトロフェオ 牡3黒鹿56 田中 勝春柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 494＋ 41：57．2� 5．9�
24 タンジェントアーク 牡3黒鹿56 北村 宏司大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B430－ 4 〃 クビ 5．7
47 アルバトリア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 424－ 81：57．51� 78．9�
713 サンマルシップ 牡3芦 56 大野 拓弥相馬 勇氏 和田 勇介 浦河 アイオイファーム 472± 01：58．45 197．4�
23 ゴーフォーゴールド 牡3鹿 56 勝浦 正樹村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 492－ 8 〃 アタマ 90．6�
35 エルカミーノ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子山口 裕介氏 田村 康仁 浦河 栄進牧場 534－ 41：58．93 174．5�
12 ウインレヴェランス 牡3黒鹿56 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 青森 マルシチ牧場 B490＋ 21：59．53� 222．5�
815 ジェラスヒーロー 牡3青鹿 56

55 ☆菅原 明良嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 476＋ 81：59．6クビ 4．3�
36 ジェットセッター 牡3鹿 56 横山 和生野村 茂雄氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 B454－ 62：02．1大差 72．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，965，500円 複勝： 54，530，300円 枠連： 12，576，200円
馬連： 65，232，200円 馬単： 24，970，600円 ワイド： 53，623，500円
3連複： 97，328，400円 3連単： 96，132，500円 計： 434，359，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 260円 � 180円 � 210円 枠 連（4－7） 2，770円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，130円 �� 670円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 32，170円

票 数

単勝票数 計 299655 的中 � 23511（6番人気）
複勝票数 計 545303 的中 � 49172（6番人気）� 88744（1番人気）� 66729（4番人気）
枠連票数 計 125762 的中 （4－7） 3514（16番人気）
馬連票数 計 652322 的中 �� 17544（13番人気）
馬単票数 計 249706 的中 �� 3088（28番人気）
ワイド票数 計 536235 的中 �� 15245（11番人気）�� 11967（15番人気）�� 21141（6番人気）
3連複票数 計 973284 的中 ��� 11202（21番人気）
3連単票数 計 961325 的中 ��� 2166（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．9―49．9―1：02．7―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4F51．4―3F38．4
1
3
14，15（8，16）13－（7，12）9（6，11）（4，10）3（1，5）－2
14（8，15，16）（13，12）－（7，9）（11，10）（6，4）2（3，5）1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーブルシルエット �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．2．13 東京6着

2018．4．30生 牝3黒鹿 母 クラシックチュチュ 母母 グランパドドゥ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 ゴーフォーゴールド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインレヴェランス号・ジェラスヒーロー号・ジェットセッター号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和3年4月28日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴーフォーゴールド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月28日まで出走できない。
※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 トリプルミリオン号
（非抽選馬） 1頭 ミライヘノイブキ号

第３回 中山競馬 第２日



08015 3月28日 曇 良 （3中山3） 第2日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走10時55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

612 カツノサンキュウ 牡3鹿 56 三浦 皇成聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 458± 01：13．3 2．8�
510 トーアテンニョ 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 410－101：14．36 245．3�
714 コスモゲイダーグ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 2 〃 アタマ 5．5�
816 マ ラ ド ー ナ 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 B472－ 21：14．4クビ 5．7�
47 キッズリッカリッカ 牝3黒鹿54 木幡 巧也瀬谷 	雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 500－10 〃 クビ 28．6

11 ケヴィンズクロス 牡3芦 56 菊沢 一樹ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 梅田牧場 496－ 81：14．5� 8．4�
611 サ ン ギ ネ ア 牝3青 54

52 ◇藤田菜七子吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 428± 01：14．6クビ 20．0�
59 クツワノセキトリ 牡3栗 56 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B454－ 41：14．81� 5．0
23 ア ラ メ ア 牝3鹿 54 武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 444－ 21：14．9クビ 39．7�
24 セイギャラクシー 牡3青鹿 56

55 ☆菅原 明良金田 成基氏 武市 康男 新冠 松本 信行 472－ 61：15．21� 92．8�
35 アグレッシブ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 446－ 21：15．3� 457．7�
36 フ ル コ ー ス 牝3黒鹿54 横山 和生内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 444＋ 21：15．4� 93．7�
713 スマイルハライト 牝3栗 54 大野 拓弥松野 真一氏 松山 将樹 浦河 横山 浩司 B426－ 21：15．5� 13．3�
12 ヤマニンフィスキオ 牝3鹿 54 津村 明秀土井 肇氏 稲垣 幸雄 浦河 廣田 光夫 466± 01：15．71� 123．7�
48 ユイノストレート 牡3栗 56 江田 照男由井健太郎氏 深山 雅史 青森 野々宮牧場 436 ―1：16．55 190．7�
815 ブリオローズ 牝3栗 54

51 ▲原 優介 �コスモヴューファーム 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 430＋141：16．6アタマ 346．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，960，400円 複勝： 53，545，300円 枠連： 14，320，200円
馬連： 68，022，600円 馬単： 28，141，600円 ワイド： 54，166，500円
3連複： 99，514，500円 3連単： 106，115，700円 計： 458，786，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 3，920円 � 210円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 33，400円 馬 単 �� 51，220円

ワ イ ド �� 9，880円 �� 390円 �� 19，590円

3 連 複 ��� 53，690円 3 連 単 ��� 425，040円

票 数

単勝票数 計 349604 的中 � 99218（1番人気）
複勝票数 計 535453 的中 � 123329（1番人気）� 2378（14番人気）� 67278（3番人気）
枠連票数 計 143202 的中 （5－6） 15887（2番人気）
馬連票数 計 680226 的中 �� 1578（46番人気）
馬単票数 計 281416 的中 �� 412（81番人気）
ワイド票数 計 541665 的中 �� 1315（53番人気）�� 40286（2番人気）�� 661（73番人気）
3連複票数 計 995145 的中 ��� 1390（99番人気）
3連単票数 計1061157 的中 ��� 181（661番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．2―12．6―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―35．3―47．9―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 1（7，12）11（2，10，14）9，16（3，13）－8，5，15，6－4 4 1（7，12）－11，2（10，14）9（3，16）13－8，5－6，15－4

勝馬の
紹 介

カツノサンキュウ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．10．25 東京6着

2018．3．9生 牡3鹿 母 モーガンズマンボ 母母 Only Royale 6戦1勝 賞金 7，680，000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。
（非当選馬） 1頭 リュウノマーチャン号
（非抽選馬） 3頭 ヴィットリオーザ号・ドバイウィンド号・ネオアビー号

08016 3月28日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3中山3） 第2日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

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

33 マイティウェイ 牡5黒鹿60 石神 深一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 490± 03：15．7 1．4�

78 シゲルベンガルトラ 牡7栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 492＋ 23：16．33� 12．0�
55 トモノコテツ 牡6鹿 60 中村 将之共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 武田牧場 486＋ 83：17．68 7．3�
11 レッドサイオン �5鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438－ 63：17．81 4．0�
810 トゥーフラッシー 牝5鹿 58 高野 和馬西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 468＋ 23：18．65 73．7�
22 ト レ ベ ー ラ 牝4鹿 57 上野 翔田上 雅春氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 484± 03：19．23� 83．5	
89 � クリノハプスブルク 牡7鹿 60 金子 光希栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 458± 03：20．47 90．7

77 グッドステージ 牡4鹿 59 熊沢 重文杉立健次郎氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 526＋ 63：22．8大差 28．6�
66 � スズカユース 牝5栗 58 大江原 圭永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 450＋ 23：24．7大差 35．5�
44 ブリリアントリリー 牝6鹿 58 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 8 （競走中止） 53．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，435，200円 複勝： 61，716，700円 枠連： 8，492，200円
馬連： 34，818，800円 馬単： 27，567，700円 ワイド： 24，598，000円
3連複： 56，150，600円 3連単： 128，021，700円 計： 364，800，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 150円 � 130円 枠 連（3－7） 410円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 260円 �� 180円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 234352 的中 � 125193（1番人気）
複勝票数 計 617167 的中 � 490952（1番人気）� 23230（4番人気）� 35322（2番人気）
枠連票数 計 84922 的中 （3－7） 15740（3番人気）
馬連票数 計 348188 的中 �� 32634（3番人気）
馬単票数 計 275677 的中 �� 20483（4番人気）
ワイド票数 計 245980 的中 �� 23059（3番人気）�� 41320（2番人気）�� 9940（7番人気）
3連複票数 計 561506 的中 ��� 41530（3番人気）
3連単票数 計1280217 的中 ��� 32251（7番人気）
上り 1マイル 1：50．3 4F 53．5－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

�
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイティウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2018．10．20 東京5着

2016．3．7生 牡5黒鹿 母 アポロティアラ 母母 タイキフレグランス 障害：7戦1勝 賞金 20，290，000円
〔競走中止〕 ブリリアントリリー号は，1周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。なお，同馬は疾病〔鼻

出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブリリアントリリー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月28日まで出走できない。



08017 3月28日 雨 稍重 （3中山3） 第2日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時15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

714 ヒットザシーン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 41：51．7 15．7�

11 クイーンズキトゥン 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 428＋10 〃 クビ 3．4�
815 ガンバンテイン 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 21：51．8� 5．4�
510 シュアーヴアリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 21：51．9� 4．3�
816 ボーランズテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 前田ファーム 434± 01：52．0クビ 19．2	
47 ファビュラスノヴァ 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 B476－ 2 〃 ハナ 8．3

35 ファインディーヴァ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 466± 01：52．53� 37．2�
59 ラップリーダー 牡3栗 56 武藤 雅吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460＋ 61：52．6アタマ 33．7�
36 ジュリエットパール 牝3青鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 酒井牧場 478－ 21：52．7� 12．1
612 グラシアディヴィナ 牝3鹿 54 横山 武史�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 546 ―1：52．91� 13．6�
23 アルマロベイラ 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 450－ 81：53．11� 78．4�
611 レ ヴ ォ リ オ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �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 470± 01：53．41� 15．6�
48 ハートリープ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 394＋ 81：53．61� 140．5�

12 エ ア リ エ ル 牝3黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 418－ 81：53．7� 134．3�
24 グッドスペンサー 牡3鹿 56 横山 和生吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 新ひだか 藤原牧場 480 ―1：54．33� 202．1�
713 アリストヴェール 牝3鹿 54 木幡 巧也�前田ファーム 高柳 瑞樹 新ひだか 前田ファーム 394－121：56．2大差 342．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，460，700円 複勝： 62，601，300円 枠連： 14，370，400円
馬連： 73，257，300円 馬単： 29，018，700円 ワイド： 62，264，600円
3連複： 107，271，000円 3連単： 109，030，200円 計： 497，274，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 380円 � 160円 � 180円 枠 連（1－7） 3，630円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 8，400円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 890円 �� 550円

3 連 複 ��� 5，020円 3 連 単 ��� 43，890円

票 数

単勝票数 計 394607 的中 � 20014（8番人気）
複勝票数 計 626013 的中 � 32830（7番人気）� 113613（1番人気）� 98436（3番人気）
枠連票数 計 143704 的中 （1－7） 3062（18番人気）
馬連票数 計 732573 的中 �� 13884（19番人気）
馬単票数 計 290187 的中 �� 2588（41番人気）
ワイド票数 計 622646 的中 �� 9640（21番人気）�� 17838（10番人気）�� 30371（2番人気）
3連複票数 計1072710 的中 ��� 15998（12番人気）
3連単票数 計1090302 的中 ��� 1801（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―48．6―1：00．5―1：13．3―1：26．1―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒットザシーン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．7．11 福島9着

2018．3．17生 牝3黒鹿 母 マイネプリンセス 母母 マイネカトリーヌ 7戦1勝 賞金 6，380，000円
〔制裁〕 ヒットザシーン号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：1番）

ヒットザシーン号の騎手柴田大知は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリストヴェール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アルジェントステラ号・ベニノフェアリー号
（非抽選馬） 1頭 コスモアピール号

08018 3月28日 雨 稍重 （3中山3） 第2日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時45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
1：08．5
1：08．5

重
重

815 ラストサムライ 牡3芦 56
55 ☆菅原 明良玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：11．5 15．8�

816 サイファーシチー 牡3栗 56
53 ▲小林 凌大 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480± 01：11．6� 11．4�

713� リンカーンテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven

Steadings 462－ 81：12．02� 13．7�
611 リワードマレンゴ 牡3芦 56 横山 武史宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462± 01：12．1クビ 5．3�
48 ノアヴィグラス 牝3栗 54 吉田 豊佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 460± 0 〃 クビ 12．4�
36 ニシノエルサ 牝3芦 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 444－ 41：12．31� 69．5	
11 タマダイヤモンド 牝3青鹿54 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 482＋ 21：12．51� 74．6

510 アジアノジュンシン 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 458－ 4 〃 ハナ 11．2�
612 クインズレモン 牝3栗 54 C．ルメール �ケイアイスタリオン 新谷 功一 浦河 高昭牧場 496± 01：12．71� 3．0�
35 クリノザウルス 牡3鹿 56 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 480－ 21：12．8� 90．3
24 カモミールティー 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 小笠 倫弘 平取 清水牧場 448＋ 41：13．33 75．8�
23 バイシクルキック 牡3鹿 56

53 ▲原 優介�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ
ファーム 464－ 4 〃 ハナ 101．6�

59 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＋ 41：13．4� 3．9�
47 リアルドキュメント 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B486－101：13．5クビ 65．4�
12 � トウキョウボーイ 牡3栗 56 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 門別 敏朗 474＋ 11：14．03 391．6�
714 ドナタイフーン 牝3鹿 54 丸山 元気小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 下屋敷牧場 448± 01：14．1	 113．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，240，700円 複勝： 72，903，200円 枠連： 17，742，500円
馬連： 86，135，600円 馬単： 32，665，600円 ワイド： 72，154，300円
3連複： 132，209，200円 3連単： 138，547，100円 計： 597，598，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 370円 � 420円 � 410円 枠 連（8－8） 8，960円

馬 連 �� 10，210円 馬 単 �� 23，330円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 1，900円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 28，920円 3 連 単 ��� 152，650円

票 数

単勝票数 計 452407 的中 � 22798（8番人気）
複勝票数 計 729032 的中 � 52186（6番人気）� 45800（8番人気）� 46536（7番人気）
枠連票数 計 177425 的中 （8－8） 1534（20番人気）
馬連票数 計 861356 的中 �� 6538（27番人気）
馬単票数 計 326656 的中 �� 1050（64番人気）
ワイド票数 計 721543 的中 �� 7044（27番人気）�� 9809（23番人気）�� 10770（22番人気）
3連複票数 計1322092 的中 ��� 3428（75番人気）
3連単票数 計1385471 的中 ��� 658（410番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．4―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラストサムライ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2020．6．27 函館4着

2018．3．10生 牡3芦 母 ミラクルアイドル 母母 エクスエトワール 6戦2勝 賞金 17，310，000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） 3頭 カンタベリーマッハ号・タイセイポジション号・ペイシャフェスタ号



08019 3月28日 曇 稍重 （3中山3） 第2日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：48．5
1：47．6

重
重

610 シ ハ ー ブ 牡5青 57 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 560＋101：53．4 1．4�
59 ペイシャシキブ 牡5黒鹿57 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B472－ 21：54．35 12．0�
713� ス ウ ェ ア ー 牡4鹿 57 吉田 豊松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム B526＋ 41：54．72 51．8�
35 マイネルレンカ 牡7黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 484＋ 81：55．02 28．6�
11 ジェイケイエース 牡5鹿 57 内田 博幸小谷野次郎氏 鈴木慎太郎 新冠 村上 欽哉 532－ 81：55．52� 13．1	
712 ダイチヴィット 牡4芦 57 江田 照男服部 英利氏 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 468＋ 2 〃 アタマ 43．2

814 ゴールデンフィジー 牝6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 B450－ 41：55．71� 73．5�
22 ロダルキラー 牡5栗 57 津村 明秀ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 B512－ 41：55．8� 31．3�
23 ビッグブルー 牡5鹿 57 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 502－ 2 〃 クビ 67．9
611� ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 57 勝浦 正樹ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 450＋ 21：56．22� 48．4�
58 � キットサクラサク 牡4栗 57 横山 武史塩川 和則氏 伊坂 重信 浦河 久保 昇 478＋ 41：56．73 8．4�
815� セイウンシェリー 牝5栗 55 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 440± 0 〃 アタマ 91．0�
47 エ ウ ロ パ 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 480－ 6 〃 クビ 113．3�
46 タマノカイザー 牡5栗 57 北村 宏司玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 528＋221：56．8� 12．8�
34 � フクダイトウリョウ 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 514± 01：56．9� 277．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，834，800円 複勝： 164，505，900円 枠連： 16，189，700円
馬連： 70，123，400円 馬単： 47，921，400円 ワイド： 63，829，900円
3連複： 109，544，500円 3連単： 188，685，500円 計： 703，635，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 210円 � 680円 枠 連（5－6） 280円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，140円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 13，650円

票 数

単勝票数 計 428348 的中 � 244438（1番人気）
複勝票数 計1645059 的中 � 1179383（1番人気）� 74076（4番人気）� 16595（10番人気）
枠連票数 計 161897 的中 （5－6） 44552（1番人気）
馬連票数 計 701234 的中 �� 78545（3番人気）
馬単票数 計 479214 的中 �� 46120（2番人気）
ワイド票数 計 638299 的中 �� 52752（3番人気）�� 13756（11番人気）�� 3358（39番人気）
3連複票数 計1095445 的中 ��� 12050（24番人気）
3連単票数 計1886855 的中 ��� 10020（38番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．7―12．9―12．5―12．7―13．1―12．4―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―49．9―1：02．4―1：15．1―1：28．2―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3

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

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

シ ハ ー ブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Singspiel デビュー 2018．11．11 東京1着

2016．3．21生 牡5青 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 4戦2勝 賞金 20，600，000円

08020 3月28日 曇 重 （3中山3） 第2日 第8競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時45分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

66 ホウオウエミーズ 牝4鹿 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 448＋ 21：51．2 3．8�
77 ル ヴ ァ ン 牡4鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B470－ 21：51．51� 3．4�
88 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿55 石橋 脩 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：51．82 2．4�
11 デルマウオッカ 牡6鹿 57 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 506－ 21：52．22� 68．8�
33 リ ス ペ ク ト 牡4鹿 57 北村 宏司石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 472－ 4 〃 クビ 9．8�
55 クインズサン 牡8青 57 野中悠太郎 	ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 日進牧場 472＋ 61：52．3クビ 20．8

22 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 446－ 61：52．51� 22．7�
44 � アーチキング 	8鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 524－ 21：53．13� 11．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 39，144，700円 複勝： 42，515，400円 枠連： 発売なし
馬連： 70，066，400円 馬単： 34，145，600円 ワイド： 44，500，400円
3連複： 81，046，400円 3連単： 170，699，900円 計： 482，118，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 230円 �� 170円 �� 170円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，290円

票 数

単勝票数 計 391447 的中 � 81157（3番人気）
複勝票数 計 425154 的中 � 104870（1番人気）� 73346（3番人気）� 97782（2番人気）
馬連票数 計 700664 的中 �� 82702（3番人気）
馬単票数 計 341456 的中 �� 19796（6番人気）
ワイド票数 計 445004 的中 �� 43287（3番人気）�� 71748（1番人気）�� 66627（2番人気）
3連複票数 計 810464 的中 ��� 183915（1番人気）
3連単票数 計1706999 的中 ��� 53984（6番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．4―12．2―12．1―12．5―12．5―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―37．5―49．7―1：01．8―1：14．3―1：26．8―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
・（2，7）（1，4，8）（5，6）－3・（2，7）8（1，4，6，3）5

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

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4鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 13戦3勝 賞金 37，633，000円
〔制裁〕 ホウオウエミーズ号の騎手丸田恭介は，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：3番）



08021 3月28日 曇 重 （3中山3） 第2日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時15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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

810 スルーセブンシーズ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 434－122：03．4 2．5�
78 スウィートブルーム 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 62：03．82� 6．1�
11 アイリッシュムーン 牝3栗 54 三浦 皇成�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 466－102：04．54 24．5�
22 セ ナ リ ス ト 牝3黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432－ 82：05．35 13．9	
55 アルコディオーサ 牝3鹿 54 武藤 雅 �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 450－ 82：05．62 59．3

77 オメガロマンス 牝3黒鹿54 横山 武史原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 446－ 62：05．7クビ 3．7�
33 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± 02：06．02 33．4�
89 エイシンチラー 牝3鹿 54 横山 和生�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 466± 02：06．1� 5．2
66 フェアリーリング 牝3鹿 54 石川裕紀人�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 420－ 22：06．52� 124．8�
44 ナ ギ サ 牝3鹿 54 津村 明秀本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 486－ 22：10．7大差 14．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，111，700円 複勝： 79，260，500円 枠連： 18，599，100円
馬連： 109，835，500円 馬単： 45，188，600円 ワイド： 69，308，800円
3連複： 140，992，900円 3連単： 210，686，500円 計： 732，983，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 440円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，130円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 591117 的中 � 186298（1番人気）
複勝票数 計 792605 的中 � 244747（1番人気）� 109133（4番人気）� 29619（8番人気）
枠連票数 計 185991 的中 （7－8） 68407（1番人気）
馬連票数 計1098355 的中 �� 96256（4番人気）
馬単票数 計 451886 的中 �� 21522（6番人気）
ワイド票数 計 693088 的中 �� 54172（4番人気）�� 14892（15番人気）�� 12270（19番人気）
3連複票数 計1409929 的中 ��� 22447（18番人気）
3連単票数 計2106865 的中 ��� 9257（51番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．6―12．8―13．6―13．2―13．0―12．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．7―34．3―47．1―1：00．7―1：13．9―1：26．9―1：39．6―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．5
1
3
・（4，9）＝（2，8）（1，6）10，3（5，7）・（4，9）（2，8）（3，1，6）（7，10）5

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

勝馬の
紹 介

スルーセブンシーズ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．19 中山1着

2018．4．8生 牝3鹿 母 マイティースルー 母母 スルーオール 3戦2勝 賞金 19，138，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナギサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月28日まで平地競走に出走

できない。

08022 3月28日 曇 重 （3中山3） 第2日 第10競走 ��1，600�
しゅんきょう

春興ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，2．3．28以降3．3．21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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

11 フォックスクリーク 牡6黒鹿54 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482＋121：36．3 46．9�

810 ハーモニーマゼラン 牡4鹿 56 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 530± 01：36．4� 3．9�
89 ラパンセソバージュ 牡4栗 55 大野 拓弥�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 462± 01：36．82� 8．7�
55 インテンスライト 牡5鹿 54 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 500＋ 21：36．9� 14．0�
44 レオンドーロ 牝5黒鹿53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B492± 01：37．0クビ 10．4	
33 フォースオブウィル 牡4栗 55 柴田 善臣柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456± 01：37．1� 2．8

77 ロ ラ イ マ �8鹿 55 横山 和生 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 456－161：37．21 28．2�
66 レジーナドーロ 牝6栗 53 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B464－ 41：37．3クビ 14．7�
78 レッドイグニス �8黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B476＋ 41：37．83� 110．3
22 ル ナ シ オ ン 牝4鹿 53 丸山 元気 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－ 41：38．33 4．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 64，847，700円 複勝： 73，938，400円 枠連： 19，338，100円
馬連： 139，230，100円 馬単： 55，017，900円 ワイド： 81，025，900円
3連複： 178，931，500円 3連単： 264，612，900円 計： 876，942，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，690円 複 勝 � 780円 � 160円 � 270円 枠 連（1－8） 4，940円

馬 連 �� 8，840円 馬 単 �� 23，830円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 5，060円 �� 590円

3 連 複 ��� 17，260円 3 連 単 ��� 172，050円

票 数

単勝票数 計 648477 的中 � 11043（9番人気）
複勝票数 計 739384 的中 � 18944（9番人気）� 154911（2番人気）� 67647（4番人気）
枠連票数 計 193381 的中 （1－8） 3032（17番人気）
馬連票数 計1392301 的中 �� 12196（26番人気）
馬単票数 計 550179 的中 �� 1731（57番人気）
ワイド票数 計 810259 的中 �� 8341（28番人気）�� 3934（35番人気）�� 38093（6番人気）
3連複票数 計1789315 的中 ��� 7775（51番人気）
3連単票数 計2646129 的中 ��� 1115（381番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．1―12．0―11．9―11．7―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．9―37．0―49．0―1：00．9―1：12．6―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

フォックスクリーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．10．15 京都1着

2015．2．19生 牡6黒鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 16戦4勝 賞金 62，421，000円

１レース目



08023 3月28日 曇 稍重 （3中山3） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第28回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，2．3．28以降3．3．21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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

23 レピアーウィット 牡6栗 56 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 564＋181：51．0 21．4�

612� ヒストリーメイカー 牡7黒鹿56 内田 博幸岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 528－ 61：51．1� 11．5�
714 メモリーコウ 牝6栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 468＋ 21：51．63 13．4�
713 オメガレインボー 牡5栗 54 横山 和生原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：51．7� 117．4�
48 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡5白 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B480－ 61：51．8
 13．5�
611 ナムラカメタロー 牡5黒鹿57．5 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 510－ 2 〃 ハナ 18．3	
35 スワーヴアラミス 牡6鹿 57．5 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋121：52．11
 25．4

11 ライトウォーリア 牡4鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 500－ 41：52．2クビ 36．9�
12 デルマルーヴル 牡5青鹿56 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 506－ 3 〃 クビ 58．0
47 マイネルユキツバキ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534± 01：52．3クビ 34．1�
24 ロードゴラッソ 牡6青 57 菅原 明良 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 6 〃 アタマ 56．5�
59 ダノンファスト 牡4黒鹿55 田中 勝春�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460± 01：52．4� 24．1�
510 テーオーエナジー 牡6栗 56 津村 明秀小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 522－ 21：52．71� 137．7�
36 � アメリカンシード 牡4鹿 55 C．ルメール �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 470＋ 21：53．87 1．4�
815 シネマソングス 牝6黒鹿52 武藤 雅 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 430－ 61：55．39 248．8�
816 ベストタッチダウン 牡5鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 508± 0 （競走中止） 28．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 193，164，500円 複勝： 310，993，600円 枠連： 79，419，300円
馬連： 470，924，900円 馬単： 227，450，900円 ワイド： 335，541，500円
3連複： 862，868，100円 3連単： 1，249，354，600円 計： 3，729，717，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 790円 � 430円 � 400円 枠 連（2－6） 4，260円

馬 連 �� 8，320円 馬 単 �� 19，680円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 2，590円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 21，460円 3 連 単 ��� 174，080円

票 数

単勝票数 計1931645 的中 � 72042（6番人気）
複勝票数 計3109936 的中 � 97094（8番人気）� 196061（3番人気）� 215904（2番人気）
枠連票数 計 794193 的中 （2－6） 14431（12番人気）
馬連票数 計4709249 的中 �� 43857（21番人気）
馬単票数 計2274509 的中 �� 8664（41番人気）
ワイド票数 計3355415 的中 �� 37220（23番人気）�� 32990（26番人気）�� 75271（11番人気）
3連複票数 計8628681 的中 ��� 30154（64番人気）
3連単票数 計12493546 的中 ��� 5203（409番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．3―12．1―11．7―12．3―13．3―13．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―35．9―48．0―59．7―1：12．0―1：25．3―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
16，11－3，1（6，15）（4，5，12）－（10，14）（8，9）－2－7，13
16＝11－（1，3）（6，12）－（4，5，14，15）（10，8，9）7－2，13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レピアーウィット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Running Stag デビュー 2017．6．10 東京2着

2015．4．15生 牡6栗 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 18戦6勝 賞金 128，985，000円
〔発走状況〕 スワーヴアラミス号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔競走中止〕 ベストタッチダウン号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔調教再審査〕 スワーヴアラミス号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ケイアイパープル号・ネオブレイブ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウワザシ号

08024 3月28日 曇 稍重 （3中山3） 第2日 第12競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時10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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 ホウオウトゥルース �5栗 57 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472± 01：53．1 3．6�
35 オンリーワンボーイ 牡4青鹿 57

56 ☆菅原 明良金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B456－ 21：54．05 4．9�
510 プリミエラムール 牝5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＋ 41：54．21 15．8�
611 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 438－ 2 〃 クビ 9．1�
59 スパイスマジック �6芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B482－ 21：54．41 27．4	
815 チョーズンワン 牡4黒鹿57 横山 武史�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 6 〃 クビ 4．4

714 ファイヴレター 牡4青鹿57 菊沢 一樹熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 458＋ 2 〃 アタマ 15．9�
47 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 B474－ 61：54．5クビ 76．1�
713 ダイワドノヴァン �7黒鹿57 野中悠太郎大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B530－ 4 〃 同着 28．4
12 � ヤークトボマー 牡5栗 57 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム B478＋ 21：54．6� 46．0�
48 フーズサイド 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 504－ 6 〃 ハナ 24．9�
816� チェリートリトン 牡7芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 506－ 41：54．81 82．1�
36 キャベンディッシュ 牡6栗 57 古川 吉洋本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 516＋ 41：55．12 193．2�
11 ルナエクリプス 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 526＋ 61：55．41� 45．0�
612 ジ ャ ッ ジ 牡4鹿 57 柴田 大知田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 B504－161：55．61� 11．6�
23 ベルジュネス �5鹿 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B468－ 21：56．87 24．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，915，700円 複勝： 116，905，500円 枠連： 39，636，800円
馬連： 198，861，500円 馬単： 69，997，100円 ワイド： 144，981，600円
3連複： 315，943，400円 3連単： 343，703，500円 計： 1，314，945，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 190円 � 390円 枠 連（2－3） 700円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，140円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 13，530円

票 数

単勝票数 計 849157 的中 � 186485（1番人気）
複勝票数 計1169055 的中 � 235343（1番人気）� 160943（3番人気）� 60118（6番人気）
枠連票数 計 396368 的中 （2－3） 43484（1番人気）
馬連票数 計1988615 的中 �� 202608（1番人気）
馬単票数 計 699971 的中 �� 38348（1番人気）
ワイド票数 計1449816 的中 �� 118116（1番人気）�� 30957（9番人気）�� 22468（18番人気）
3連複票数 計3159434 的中 ��� 53241（6番人気）
3連単票数 計3437035 的中 ��� 18413（15番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―13．4―13．4―12．4―12．3―12．6―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―37．8―51．2―1：03．6―1：15．9―1：28．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウトゥルース �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．12 中山9着

2016．6．7生 �5栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 15戦3勝 賞金 39，050，000円
※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） 5頭 ヴィーダ号・エンドーツダ号・グレンマクナス号・ペイシャムートン号・モリノカワセミ号

４レース目



（3中山3）第2日 3月28日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 165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

245，730，000円
2，950，000円
26，380，000円
1，480，000円
29，030，000円
68，923，500円
5，399，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
689，186，600円
1，132，091，200円
252，248，000円
1，448，646，300円
650，305，200円
1，051，060，900円
2，274，809，400円
3，125，138，400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 10，623，486，000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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