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06013 2月27日 晴 良 （4中山2） 第2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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

47 ピ カ リ エ 牝3芦 54 伊藤 工真 �リトルブルーファーム 金成 貴史 清水 リトルブルーファーム 484－ 61：13．4 2．2�
48 マキアージュ 牝3鹿 54 M．デムーロ中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 バンブー牧場 448－ 2 〃 ハナ 4．5�
11 オモイソメル 牝3栗 54 横山 武史ムーティエR 青木 孝文 新ひだか 静内フアーム 476＋ 21：13．5� 3．7�
36 クイーンアポーン 牝3鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 458＋ 21：13．92� 79．3�
714 ソーブラック 牝3青鹿54 石川裕紀人平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B450＋ 41：14．21� 13．9�
59 ハッピーオーラ 牝3栗 54 大野 拓弥堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 新ひだか 有限会社石川牧場 466－ 6 〃 クビ 18．3	
510 トヨリュウオー 牝3芦 54 野中悠太郎
しょうじ 大和田 成 新ひだか グローリーファーム 432 ―1：15．26 312．5�
713 ラブストーリー 牝3鹿 54 菅原 明良安原 浩司氏 高橋 文雅 日高 浜本牧場 442＋ 41：15．52 14．7�
35 セントイライアス 牝3鹿 54 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 442＋ 81：15．6� 14．4
612 ギルフォード 牝3鹿 54 田辺 裕信増田 和啓氏 伊坂 重信 平取 二風谷ファーム 424＋ 8 〃 クビ 58．7�
23 キョウエイドール 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 460 ―1：16．34 102．5�
611 ヤ ヒ メ 牝3鹿 54 武士沢友治
龍光 小桧山 悟 新冠 長浜 忠 432 ―1：16．4クビ 226．5�
816 アロハモーラ 牝3黒鹿54 木幡 初也荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 B452－ 21：17．14 184．2�
24 サクラフブキ 牝3鹿 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 532 ―1：18．16 267．5�
815 ロイヤルスピード 牝3青鹿54 嶋田 純次下河邉行信氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 482＋ 21：18．2クビ 392．8�
（15頭）

12 ス テ ッ プ 牝3鹿 54 菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 442 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，651，100円 複勝： 53，043，400円 枠連： 18，823，700円
馬連： 77，691，300円 馬単： 34，583，500円 ワイド： 65，879，900円
3連複： 118，502，700円 3連単： 128，920，600円 計： 544，096，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（4－4） 540円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 230円 �� 270円 �� 260円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 差引計 466511（返還計 2335） 的中 � 164867（1番人気）
複勝票数 差引計 530434（返還計 4286） 的中 � 131138（1番人気）� 100215（2番人気）� 92229（3番人気）
枠連票数 差引計 188237（返還計 599） 的中 （4－4） 26984（3番人気）
馬連票数 差引計 776913（返還計 11316） 的中 �� 121933（1番人気）
馬単票数 差引計 345835（返還計 5283） 的中 �� 32958（1番人気）
ワイド票数 差引計 658799（返還計 14713） 的中 �� 77072（1番人気）�� 60646（3番人気）�� 63364（2番人気）
3連複票数 差引計1185027（返還計 39964） 的中 ��� 155329（1番人気）
3連単票数 差引計1289206（返還計 39695） 的中 ��� 36818（2番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．9―12．8―12．4―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ カ リ エ �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2021．8．29 新潟12着

2019．3．14生 牝3芦 母 バンデリータ 母母 リトルバンデーラ 7戦1勝 賞金 9，110，000円
〔競走除外〕 ステップ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラフブキ号・ロイヤルスピード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4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 ハクサンセレーネ号・ラブレボ号

06014 2月27日 晴 良 （4中山2） 第2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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

510 ガーディアンベル 牡3芦 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 田原橋本牧場 474－ 41：56．7 18．2�

815 エ ス テ ラ 牡3青鹿56 横山 武史前田 晋二氏 萩原 清 浦河 高昭牧場 496± 01：56．91� 3．8�
35 サンマルディライト 牡3栗 56 大野 拓弥相馬 勇氏 和田 勇介 新ひだか 佐竹 学 460＋ 21：57．21� 3．4�
59 シュガービート 牡3黒鹿56 北村 宏司 �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 446＋10 〃 アタマ 34．2�
36 アウゲンブリック 牡3黒鹿56 石川裕紀人ライオンレースホース� 斎藤 誠 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 500＋ 2 〃 クビ 6．9	
611 サイモンソーラン 牡3栗 56 吉田 豊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 482－ 41：57．3クビ 20．5

11 ゲティスバーグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－101：57．4� 6．3�
24 ジャスティンパワー 牡3鹿 56 石橋 脩三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458－ 41：57．5� 7．8�
713 インパチェンス 牡3黒鹿56 西村 淳也吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 496＋ 41：57．71� 23．9
714 ルブアルハリ 牡3芦 56

54 △山田 敬士手嶋 康雄氏 小手川 準 新ひだか 佐竹 学 486－181：58．44 407．3�
612 フジシュウセツ 牡3鹿 56 内田 博幸荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 B512± 01：58．6� 14．9�
23 シュバルツヴァイス 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 466± 01：58．81� 174．4�
48 ブレイクザソング 牡3栗 56 嶋田 純次井上 久光氏 戸田 博文 日高 サンバマウン

テンファーム 466－ 41：59．86 86．7�
816 プロキシーファイト 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 秋田牧場 480± 02：00．01� 699．1�
47 ワ イ タ 牡3栗 56 菅原 明良田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 B488＋ 62：03．4大差 86．5�

（15頭）
12 テンオーケオー 牡3栗 56 松岡 正海天白 泰司氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，398，000円 複勝： 62，403，800円 枠連： 14，601，200円
馬連： 71，928，000円 馬単： 28，929，000円 ワイド： 68，023，500円
3連複： 113，824，300円 3連単： 112，988，400円 計： 517，096，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 320円 � 150円 � 150円 枠 連（5－8） 2，570円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 9，080円

ワ イ ド �� 960円 �� 850円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 32，500円

票 数

単勝票数 計 443980 的中 � 19416（7番人気）
複勝票数 計 624038 的中 � 37295（6番人気）� 116911（2番人気）� 125255（1番人気）
枠連票数 計 146012 的中 （5－8） 4387（11番人気）
馬連票数 計 719280 的中 �� 16059（14番人気）
馬単票数 計 289290 的中 �� 2388（34番人気）
ワイド票数 計 680235 的中 �� 17388（11番人気）�� 19717（9番人気）�� 48418（1番人気）
3連複票数 計1138243 的中 ��� 23945（9番人気）
3連単票数 計1129884 的中 ��� 2520（102番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．5―13．1―13．0―13．2―13．6―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．7―49．8―1：02．8―1：16．0―1：29．6―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F40．7
1
3
6，10，12－13（9，15）（1，3，7）－5（11，16）14（4，8）
6，10，12（13，15）（9，1）（11，5）7（4，3，8）14，16

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ガーディアンベル �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．11．13 福島13着

2019．2．14生 牡3芦 母 キモンクイーン 母母 ロ ー リ エ 5戦1勝 賞金 5，710，000円
〔出走取消〕 テンオーケオー号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月27日まで平地競走に出走

できない。

第２回 中山競馬 第２日



06015 2月27日 晴 良 （4中山2） 第2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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

11 ザ ア ト ム 牡3黒鹿56 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 天羽 禮治 486－ 21：13．2 2．0�
58 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 56 北村 宏司服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 474－ 21：13．73 10．9�
59 イ ル ザ 牝3栗 54 大野 拓弥中辻 明氏 小手川 準 浦河 バンブー牧場 444－121：13．8� 25．1�
47 ロイズピーク 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 486＋ 21：13．9クビ 63．2�
611 ペイシャブライティ 牡3栗 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育
成牧場 498－ 2 〃 アタマ 5．0�

815 ミルトイグニス 牡3黒鹿56 菅原 明良永山 勝敏氏 武市 康男 浦河 赤田牧場 506＋14 〃 クビ 5．7	
713 ブレイクザアイス 牡3芦 56 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 B466＋241：14．85 8．7

712 テ ス テ ッ ソ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 432＋ 61：15．11� 280．7�
22 ザビッグマン 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 棚川 光男 B538± 0 〃 クビ 26．6
23 キ ソ ー 牝3栗 54 武士沢友治鈴木 康弘氏 古賀 史生 新冠 松浦牧場 418－ 41：15．31� 21．5�
814 アイファーロブスト 牡3黒鹿56 大庭 和弥中島 稔氏 蛯名 利弘 新ひだか 加野牧場 432＋ 21：15．4� 435．8�
35 グレースミューズ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 川島牧場 432＋ 21：15．93 280．0�
34 リュウノマキロイ 牡3黒鹿56 田中 勝春蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 484－14 〃 アタマ 81．2�
610 マサノアーリー 牝3栗 54 松岡 正海猪野毛雅人氏 稲垣 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 442－ 8 〃 ハナ 132．0�
46 ノアアーサー 牡3鹿 56 西村 淳也佐山 公男氏 天間 昭一 平取 協栄組合 486＋101：16．32� 298．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，199，400円 複勝： 60，409，500円 枠連： 13，726，300円
馬連： 70，119，900円 馬単： 35，692，900円 ワイド： 67，380，900円
3連複： 108，973，800円 3連単： 124，875，700円 計： 524，378，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 250円 � 340円 枠 連（1－5） 820円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 470円 �� 980円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 23，150円

票 数

単勝票数 計 431994 的中 � 172470（1番人気）
複勝票数 計 604095 的中 � 177562（1番人気）� 51657（5番人気）� 33713（6番人気）
枠連票数 計 137263 的中 （1－5） 12843（5番人気）
馬連票数 計 701199 的中 �� 41552（5番人気）
馬単票数 計 356929 的中 �� 15327（5番人気）
ワイド票数 計 673809 的中 �� 39456（5番人気）�� 17401（12番人気）�� 6031（26番人気）
3連複票数 計1089738 的中 ��� 9993（26番人気）
3連単票数 計1248757 的中 ��� 3910（77番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．4―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ ア ト ム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．10．23 東京3着

2019．4．16生 牡3黒鹿 母 キルシュワッサー 母母 ナ ミ ビ ア 4戦1勝 賞金 8，030，000円
※出走取消馬 ナスノアイゲツ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

06016 2月27日 晴 良 （4中山2） 第2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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 � ビートエモーション 牡3芦 56 川田 将雅長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Scott Dilworth &
Evan Dilworth 516－ 41：56．8 1．4�

11 サクセスミノル 牡3芦 56 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 484－ 2 〃 ハナ 5．4�
612 ナツイチバン 牝3栗 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 有限会社

吉田ファーム 458－ 61：57．65 36．4�
816 シゲルジンベイザメ 牡3栗 56 内田 博幸森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか 前谷 武志 486－ 61：58．02� 92．6�
23 マディソンテソーロ 牡3芦 56

53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 450－ 21：58．1� 52．4�

714 グレートバリア �3黒鹿56 津村 明秀本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 小国スティーブル B474－ 21：58．31� 37．9	
815 コスモガラクシア 牡3黒鹿56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 クビ 5．6�
510 ヴィオレントアズル 牡3青鹿56 野中悠太郎岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 422± 01：58．72� 236．1�
12 レイクマーティア 牝3芦 54 田中 勝春西森 功氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 484－ 61：58．8クビ 53．4
48 ローゼンヴォルフ 牡3鹿 56 横山 武史宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム B514＋ 41：59．11� 46．3�
59 ムーンシャドウ 牡3鹿 56 菅原 明良飯塚 知一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 484－ 81：59．31� 19．6�
36 マルクドヌーヴ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 
ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 460－102：00．15 70．7�
713 リュウノファウラー 牡3青鹿 56

53 ▲横山 琉人蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 日高 スウィング
フィールド牧場 446± 02：00．2� 253．5�

24 ライフゴーズオン 牡3鹿 56 杉原 誠人
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 460－ 42：00．3クビ 596．5�
611 ジェイエルジェット 牡3黒鹿56 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 福満牧場 462－ 82：02．6大差 544．3�
47 レインアルテイシア 牝3鹿 54 石川裕紀人西田 順彦氏 的場 均 浦河 村下農場 410－142：09．8大差 343．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，187，500円 複勝： 182，819，600円 枠連： 16，332，700円
馬連： 72，158，700円 馬単： 54，916，900円 ワイド： 78，270，300円
3連複： 122，117，000円 3連単： 202，808，600円 計： 791，611，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 370円 枠 連（1－3） 310円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 200円 �� 620円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 5，220円

票 数

単勝票数 計 621875 的中 � 341023（1番人気）
複勝票数 計1828196 的中 � 1241008（1番人気）� 156147（2番人気）� 35344（6番人気）
枠連票数 計 163327 的中 （1－3） 39871（1番人気）
馬連票数 計 721587 的中 �� 155641（1番人気）
馬単票数 計 549169 的中 �� 95782（1番人気）
ワイド票数 計 782703 的中 �� 123928（1番人気）�� 29115（5番人気）�� 11910（16番人気）
3連複票数 計1221170 的中 ��� 31860（7番人気）
3連単票数 計2028086 的中 ��� 28140（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．8―51．4―1：04．7―1：17．6―1：30．6―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．2
1
3
12，14（1，5）（3，15）（2，6，9）－（8，10）4－（11，13）＝16＝7
12，14（1，5）－（3，15）－（2，6）9（8，10）16（4，13）－11＝7

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

勝馬の
紹 介

�ビートエモーション �
�
父 Quality Road �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2022．2．12 東京2着

2019．4．29生 牡3芦 母 J. Quirk 母母 You’re Beautiful 2戦1勝 賞金 7，600，000円
〔発走状況〕 ローゼンヴォルフ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェイエルジェット号・レインアルテイシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4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〕 ライフゴーズオン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エリンスパークル号



06017 2月27日 晴 良 （4中山2） 第2日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

59 シャーマンズケイブ 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 524＋182：01．3 5．4�
12 ハリウッドフェーム 牡3黒鹿56 横山 武史 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 新ひだか 山際牧場 540＋162：01．72� 3．6�
816 ブローザホーン 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 420－142：01．8クビ 9．2�
47 シャノワール 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 2 〃 アタマ 6．8�
11 ノアチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 B460－ 62：01．9� 11．7	
24 ホイッスルベイト 牝3鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 458± 02：02．0� 15．7

714 エコロガナドール 牡3鹿 56 嶋田 純次原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 438－ 42：02．21 242．0�
510 クールローズサクラ 牝3鹿 54 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 464± 02：02．51� 58．2�
48 キタノコリンシアン 牝3鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 庄野牧場 432＋ 22：03．24 289．4
23 カ イ ト 牡3黒鹿56 M．デムーロ石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 498± 02：03．3� 3．7�
611 テッシトゥーラ 牡3鹿 56 丸山 元気ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 4 〃 アタマ 59．7�
817 ロードマグマ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 森永 聡 B468＋ 22：03．61� 50．6�
612 オ オ フ ジ 牡3黒鹿56 菅原 明良平川 浩之氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 42：04．13 231．0�
36 ウインアンサンブル 牡3黒鹿56 野中悠太郎�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 438± 02：04．52� 115．7�
35 ライトウェイ 牡3黒鹿56 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 452 ―2：04．6� 28．3�
713 マックロイド 牝3栗 54 北村 宏司芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 42：04．7� 291．9�
818 メ ガ ミ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗阿部東亜子氏 鈴木慎太郎 新ひだか 高橋 修 398－ 42：04．8� 199．5�
715 ピアーステソーロ 牡3鹿 56 西村 淳也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 482－ 22：07．1大差 199．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，026，500円 複勝： 66，900，300円 枠連： 18，012，700円
馬連： 73，803，800円 馬単： 31，131，900円 ワイド： 72，651，200円
3連複： 114，640，600円 3連単： 113，031，600円 計： 533，198，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 160円 � 250円 枠 連（1－5） 790円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，100円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 18，150円

票 数

単勝票数 計 430265 的中 � 63622（3番人気）
複勝票数 計 669003 的中 � 77577（4番人気）� 127456（2番人気）� 60061（5番人気）
枠連票数 計 180127 的中 （1－5） 17510（2番人気）
馬連票数 計 738038 的中 �� 50963（3番人気）
馬単票数 計 311319 的中 �� 9070（6番人気）
ワイド票数 計 726512 的中 �� 39541（3番人気）�� 16258（14番人気）�� 25987（8番人気）
3連複票数 計1146406 的中 ��� 23237（12番人気）
3連単票数 計1130316 的中 ��� 4514（55番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．3―12．5―12．7―12．5―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―34．5―46．8―59．3―1：12．0―1：24．5―1：36．8―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3

1，2，14，10（7，18）－（4，8，12）－16，9－（5，13）－6，17，3－11－15
1－2（14，10）（7，18）（16，8，12，4）9－（5，13，3）（6，17）－11＝15

2
4

1－（14，2）10（7，18）（4，8，12）－16，9－5，13－6，17－3－11－15
1－2（14，10，4）7，9（16，18）（8，12）－3（5，17）（6，13，11）＝15

勝馬の
紹 介

シャーマンズケイブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 American Post デビュー 2021．8．1 函館5着

2019．4．6生 牡3鹿 母 アナアメリカーナ 母母 Ana Marie 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走状況〕 テッシトゥーラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピアーステソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4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） 1頭 メノーグラジオラス号
（非抽選馬） 1頭 タフトテソーロ号

06018 2月27日 晴 良 （4中山2） 第2日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

23 エスシーヴィオラ 牝4栗 54
51 ▲横山 琉人工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 478－ 81：55．4 4．1�

714 ビーマイセルフ 牝4青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 462± 01：56．67 3．6�
611 メイショウホオズキ 牝4鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 478－ 2 〃 ハナ 5．7�
816 エレガントチャーム 牝5鹿 55

52 ▲小林 脩斗�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 482－101：56．7クビ 13．2�
48 � ココリミネルヴァ 牝5黒鹿55 野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 426＋ 21：57．12� 204．0	
47 メデタシメデタシ 牝5鹿 55 菊沢 一樹堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470－ 41：57．2� 141．5

612 ジェイエルフラッグ 牝6青鹿55 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 450＋141：57．51� 165．3�
11 パ ラ ノ イ ド 牝4鹿 54 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 470－ 21：57．6� 4．1�
815 レッドカルム 牝5黒鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 530± 01：57．7クビ 10．8
12 スズカビーチ 牝4黒鹿 54

53 ☆木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B468－ 41：57．8� 308．8�
36 キアヌマウナ 牝4鹿 54 M．デムーロ �ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 500＋121：58．11� 13．5�
510 レープハフト 牝4鹿 54 内田 博幸山本 剛士氏 中舘 英二 新冠 新冠橋本牧場 456± 01：58．21 66．2�
24 ピ ナ 牝4鹿 54 石川裕紀人畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 476－ 61：58．3クビ 84．1�
713� ラストアプローズ 牝4鹿 54 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 486－152：00．010 41．9�
59 フェアリーリング 牝4鹿 54 津村 明秀�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 432± 02：01．17 143．8�

（15頭）
35 ズ ー ル ー 牝5鹿 55 三浦 皇成椎名 節氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，156，200円 複勝： 64，473，600円 枠連： 17，603，500円
馬連： 79，052，400円 馬単： 31，711，700円 ワイド： 70，669，200円
3連複： 118，838，300円 3連単： 122，128，700円 計： 546，633，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 120円 � 150円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 280円 �� 390円 �� 300円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 4，530円

票 数

単勝票数 差引計 421562（返還計 714） 的中 � 81490（2番人気）
複勝票数 差引計 644736（返還計 638） 的中 � 108683（2番人気）� 159095（1番人気）� 98623（3番人気）
枠連票数 差引計 176035（返還計 34） 的中 （2－7） 18681（2番人気）
馬連票数 差引計 790524（返還計 3672） 的中 �� 80473（1番人気）
馬単票数 差引計 317117（返還計 1414） 的中 �� 16647（2番人気）
ワイド票数 差引計 706692（返還計 2741） 的中 �� 66016（1番人気）�� 43975（4番人気）�� 61092（2番人気）
3連複票数 差引計1188383（返還計 9658） 的中 ��� 99475（1番人気）
3連単票数 差引計1221287（返還計 12057） 的中 ��� 19542（1番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．4―13．0―12．4―12．4―12．7―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．6―51．6―1：04．0―1：16．4―1：29．1―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスシーヴィオラ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2020．10．10 東京8着

2018．3．27生 牝4栗 母 リアライズカレボ 母母 Spree 9戦2勝 賞金 15，800，000円
〔出走取消〕 ズールー号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 メデタシメデタシ号の騎手菊沢一樹は，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：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェアリーリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月27日まで平地競

走に出走できない。



06019 2月27日 晴 良 （4中山2） 第2日 第7競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走13時30分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

77 レッドモンレーヴ 牡3鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：35．4 1．8�
55 ゴーゴーユタカ 牡3鹿 56 横山 武史井山 登氏 武井 亮 新冠 協和牧場 480－ 61：35．5� 4．7�
11 モンタナアゲート 牡3黒鹿56 津村 明秀吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 554－ 21：35．6� 5．3�
89 ウインモナーク 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 4 〃 ハナ 93．0�
78 ニシノスーベニア 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 522－ 61：35．71 46．4�
810 エールトゥヘヴン 牡3鹿 56 田辺 裕信 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 462＋ 81：35．8クビ 5．1	
44 ビヨンドザタイム 牡3栗 56 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 448－ 41：36．22� 36．3

22 ファロロジー 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 446± 0 〃 ハナ 23．3�
33 トーセンクレセント 牡3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 472－121：36．41� 69．6
66 イ カ ロ ス 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 480－ 41：36．82� 106．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 65，480，500円 複勝： 84，132，300円 枠連： 11，651，700円
馬連： 87，278，100円 馬単： 49，686，800円 ワイド： 80，606，600円
3連複： 127，793，200円 3連単： 237，655，400円 計： 744，284，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 190円 �� 180円 �� 290円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 654805 的中 � 279080（1番人気）
複勝票数 計 841323 的中 � 331935（1番人気）� 127337（3番人気）� 139977（2番人気）
枠連票数 計 116517 的中 （5－7） 20532（2番人気）
馬連票数 計 872781 的中 �� 153760（1番人気）
馬単票数 計 496868 的中 �� 54724（3番人気）
ワイド票数 計 806066 的中 �� 114520（2番人気）�� 120135（1番人気）�� 60607（4番人気）
3連複票数 計1277932 的中 ��� 165811（1番人気）
3連単票数 計2376554 的中 ��� 99848（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．7―35．5―48．0―1：00．5―1：12．4―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

レッドモンレーヴ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．12．5 中京2着

2019．2．17生 牡3鹿 母 ラストグルーヴ 母母 エアグルーヴ 4戦2勝 賞金 15，400，000円

06020 2月27日 晴 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

815� レ ゴ リ ス �6黒鹿57 川田 将雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 B492＋ 61：12．7 3．2�

23 プルスウルトラ 牡4栗 57 M．デムーロ�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 526－ 21：12．8� 5．1�
816 アルマセクメト 牝4黒鹿55 三浦 皇成コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 476± 01：13．01 2．9�
36 ルヴァンヴェール �5鹿 57 菅原 明良 �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 B496＋ 41：13．1� 12．6�
612 ジュラメント 牝4黒鹿55 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 450＋121：13．52� 82．6	
714� セブンパワー �4鹿 57 北村 宏司前迫 義幸氏 新開 幸一 平取 北島牧場 452＋ 41：13．6� 253．3

713� アウトレイジング 牡4青鹿57 津村 明秀三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 422± 01：13．7� 72．2�
12 デルマシャンパン 牝7黒鹿55 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B484＋ 41：14．02 40．4�
35 マルティウス 牡4黒鹿57 横山 武史太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 460＋ 2 〃 ハナ 22．3
510� ケ プ チ ャ ン 牡4栗 57 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 492± 01：14．1クビ 230．9�
611 キョウエイロナ 牝4鹿 55

53 △山田 敬士田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 434＋12 〃 ハナ 528．8�
48 アウリガテソーロ 牡4青鹿57 西村 淳也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B496－ 8 〃 クビ 32．6�
24 � トーセンアマンダ 牝4鹿 55 菊沢 一樹Mr．ホース 南田美知雄 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋101：14．52 514．9�
47 エターナルピース 牝4鹿 55 野中悠太郎 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 488＋161：14．6� 7．9�
59 ダ ミ ア ン 牡4栗 57 石川裕紀人�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 502＋ 41：14．7� 16．2�
11 ラブリークイーン 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 B466± 01：16．08 157．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，005，500円 複勝： 70，991，000円 枠連： 24，688，000円
馬連： 96，639，200円 馬単： 42，639，200円 ワイド： 85，809，000円
3連複： 159，034，900円 3連単： 178，037，500円 計： 711，844，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 170円 � 130円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 360円 �� 230円 �� 310円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 540055 的中 � 134135（2番人気）
複勝票数 計 709910 的中 � 156458（2番人気）� 88636（3番人気）� 157694（1番人気）
枠連票数 計 246880 的中 （2－8） 35901（2番人気）
馬連票数 計 966392 的中 �� 82084（3番人気）
馬単票数 計 426392 的中 �� 19768（4番人気）
ワイド票数 計 858090 的中 �� 56865（3番人気）�� 104349（1番人気）�� 67887（2番人気）
3連複票数 計1590349 的中 ��� 136873（1番人気）
3連単票数 計1780375 的中 ��� 26106（5番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―12．5―12．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．1―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レ ゴ リ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー

2016．3．22生 �6黒鹿 母 ソ ラ コ マ チ 母母 ブイルージュ 19戦1勝 賞金 22，920，000円
初出走 JRA

〔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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コパノフレディー号・ハニーリン号・ファイティング号・マリーアミノル号・ユキノヴェルデ号



06021 2月27日 晴 良 （4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 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

11 ルージュエヴァイユ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 450－ 21：48．4 1．9�
66 サ ン カ ル パ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 14．5�
44 オンリーオピニオン 牝3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 61：48．82 4．9�
89 ラスマドレス 牝3黒鹿54 西村 淳也 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 442± 01：48．9� 5．0�
33 ダノンティアラ 牝3栗 54 川田 将雅�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：49．0クビ 5．7	
55 ラブパイロー 牝3青鹿54 野中悠太郎増田 陽一氏 大和田 成 浦河トラストスリーファーム 472－ 61：49．21� 78．0

88 ニシノメグレス 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 田上 徹 410－ 41：49．51� 47．3�
22 � メイプルシスター 牝3黒鹿54 吉田 豊節 英司氏 南田美知雄 新冠 川上 悦夫 470＋ 21：52．1大差 285．3�
77 ル ミ ネ イ ト 牝3鹿 54 横山 武史ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－121：52．63 15．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 74，799，000円 複勝： 72，853，600円 枠連： 12，978，000円
馬連： 102，564，200円 馬単： 52，892，900円 ワイド： 80，852，300円
3連複： 141，426，300円 3連単： 256，170，400円 計： 794，536，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 200円 � 140円 枠 連（1－6） 1，240円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 430円 �� 250円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 6，730円

票 数

単勝票数 計 747990 的中 � 301924（1番人気）
複勝票数 計 728536 的中 � 197307（1番人気）� 67516（5番人気）� 142017（2番人気）
枠連票数 計 129780 的中 （1－6） 8106（6番人気）
馬連票数 計1025642 的中 �� 53601（7番人気）
馬単票数 計 528929 的中 �� 20811（8番人気）
ワイド票数 計 808523 的中 �� 45686（7番人気）�� 94793（1番人気）�� 30111（10番人気）
3連複票数 計1414263 的中 ��� 65663（5番人気）
3連単票数 計2561704 的中 ��� 27584（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．0―49．0―1：00．8―1：12．7―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルージュエヴァイユ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Frankel デビュー 2021．12．25 中山1着

2019．1．27生 牝3鹿 母 ナッシングバットドリームズ 母母 Danedream 2戦2勝 賞金 17，489，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルミネイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月27日まで平地競走に出

走できない。

06022 2月27日 晴 良 （4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，3．2．27以降4．2．20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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

713 ハコダテブショウ 牡4鹿 55 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B496－ 41：11．1 4．7�
36 カ イ ア ワ セ 牝5栗 53 戸崎 圭太内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 454－ 2 〃 アタマ 9．1�
816� ジ ゲ ン 牡5鹿 56 田辺 裕信林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 458± 01：11．41� 7．5�
815� ラホーヤノキセキ 牡8青鹿56 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 510＋10 〃 アタマ 21．6�
714 フィルストバーン �6黒鹿54 内田 博幸�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 472＋ 21：11．5クビ 68．0�
11 アウトウッズ 牡5鹿 55 津村 明秀林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 528＋ 6 〃 クビ 6．5	
12 ジャスパーイーグル 牡5栗 54 M．デムーロ加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B510＋ 21：11．6クビ 50．0

510 ニシノライトニング 牡4鹿 54 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 514± 01：11．7� 12．0�
611 ディスモーメント 牡6黒鹿55 石橋 脩大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 538＋ 41：12．01� 19．6�
24 レ ジ ェ モ ー 牝5鹿 52 北村 宏司吉田 照哉氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 442± 01：12．1	 106．6
59 � スワーヴシャルル 牡6黒鹿56 川田 将雅�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B484－ 4 〃 クビ 3．7�
35 � アスタースウィング 牡8栗 54 横山 琉人加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 518－ 81：12．2クビ 173．3�
23 ノアヴィグラス 牝4栗 52 吉田 豊佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 476＋12 〃 クビ 46．0�
47 クインズレモン 牝4栗 52 菅原 明良 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 浦河 高昭牧場 500± 01：12．4� 35．3�
48 � ス テ ラ ー タ 牝5栗 53 丸山 元気小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：12．5	 61．8�
612 イ デ ィ オ ム 牡4栗 55 西村 淳也小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 482－ 41：12．6� 11．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，108，600円 複勝： 122，958，800円 枠連： 36，400，600円
馬連： 193，707，200円 馬単： 65，887，700円 ワイド： 158，152，500円
3連複： 315，763，700円 3連単： 309，593，100円 計： 1，280，572，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 250円 � 250円 枠 連（3－7） 2，690円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，020円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 7，100円 3 連 単 ��� 34，550円

票 数

単勝票数 計 781086 的中 � 131899（2番人気）
複勝票数 計1229588 的中 � 185213（2番人気）� 119912（5番人気）� 122064（4番人気）
枠連票数 計 364006 的中 （3－7） 10453（14番人気）
馬連票数 計1937072 的中 �� 55516（8番人気）
馬単票数 計 658877 的中 �� 11134（12番人気）
ワイド票数 計1581525 的中 �� 45658（8番人気）�� 39838（9番人気）�� 37471（10番人気）
3連複票数 計3157637 的中 ��� 33310（20番人気）
3連単票数 計3095931 的中 ��� 6496（86番人気）

ハロンタイム 11．5―10．2―11．3―11．8―12．4―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―21．7―33．0―44．8―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハコダテブショウ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2020．11．23 東京3着

2018．4．25生 牡4鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ 8戦4勝 賞金 44，043，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 オルクリスト号・シゲルヒラトリ号・シャマル号・スズカカナロア号・ナイスプリンセス号・パワフルヒロコ号・

ボイラーハウス号・ローレルジャック号

２レース目



06023 2月27日 晴 良 （4中山2） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第96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，3．2．27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，3．2．26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 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

35 パンサラッサ 牡5鹿 56 吉田 豊広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 482＋ 21：46．4 4．4�
611 カ ラ テ 牡6黒鹿56 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 534± 01：46．82� 6．7�
612 アドマイヤハダル 牡4鹿 55 横山 武史近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 5．5�
23 ガロアクリーク 牡5鹿 56 田辺 裕信水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 522＋121：47．22 26．9�
47 ウインイクシード 牡8黒鹿56 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 498－ 21：47．41	 17．3�
24 ヒュミドール 
6鹿 56 M．デムーロ	サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 472＋ 41：47．71� 13．3

815 ダノンザキッド 牡4鹿 55 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 522－ 61：47．8� 2．6�
816 ワールドウインズ 
5鹿 56 田中 勝春川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 B460－ 8 〃 ハナ 146．3�
36 レッドサイオン 
6鹿 56 木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B436± 01：47．9� 93．8
714 コントラチェック 牝6黒鹿54 丸山 元気 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：48．0クビ 17．5�
713 ワールドリバイバル 牡4鹿 55 津村 明秀鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 520＋ 81：48．21� 128．0�
48 マルターズディオサ 牝5青鹿54 戸崎 圭太藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 454＋ 21：48．3� 37．0�
11 � ソッサスブレイ 
8栗 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 454－ 41：48．61� 222．6�
510 ルフトシュトローム 牡5鹿 56 石橋 脩 	サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：49．02� 170．0�
59 ゴーフォザサミット 
7黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 B518＋ 21：50．59 86．7�
12 トーラスジェミニ 牡6鹿 56 西村 淳也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B472－ 41：50．71� 66．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 419，203，900円 複勝： 496，560，900円 枠連： 195，075，600円 馬連： 1，059，554，100円 馬単： 386，311，100円
ワイド： 820，375，700円 3連複： 2，077，991，300円 3連単： 2，570，364，700円 5重勝： 787，644，500円 計： 8，813，081，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 200円 � 180円 枠 連（3－6） 750円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 680円 �� 570円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 15，510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����� 1，645，820円

票 数

単勝票数 計4192039 的中 � 752870（2番人気）
複勝票数 計4965609 的中 � 674407（3番人気）� 627069（4番人気）� 739604（2番人気）
枠連票数 計1950756 的中 （3－6） 199590（2番人気）
馬連票数 計10595541 的中 �� 441221（6番人気）
馬単票数 計3863111 的中 �� 94748（12番人気）
ワイド票数 計8203757 的中 �� 306038（6番人気）�� 376899（4番人気）�� 317162（5番人気）
3連複票数 計20779913 的中 ��� 504783（6番人気）
3連単票数 計25703647 的中 ��� 120125（36番人気）
5重勝票数 計7876445 的中 ����� 335

ハロンタイム 12．7―11．2―11．3―11．1―11．3―11．5―11．6―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．2―46．3―57．6―1：09．1―1：20．7―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パンサラッサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Montjeu デビュー 2019．9．21 阪神6着

2017．3．1生 牡5鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching 19戦5勝 賞金 192，480，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりパンサラッサ号は，大阪杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

06024 2月27日 晴 良 （4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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

712 ロ ン コ ー ネ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 488－ 61：55．1 3．1�
11 ヨ ン ク 牡6鹿 57 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 502± 0 〃 ハナ 32．1�
58 アベックフォルス 牡5鹿 57 西村 淳也田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 486＋ 2 〃 クビ 139．7�
815 ダイワドノヴァン �8黒鹿57 田辺 裕信大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 534± 01：55．41� 9．0�
35 � アナンシエーション 牡4栗 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck

Stables LLC 514－ 41：55．5	 1．9	
22 ヤマニンバンタジオ �8栗 57 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 540＋ 21：55．6アタマ 45．2

610 コ ス モ オ リ 牡5栗 57 津村 明秀 �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 B466－ 4 〃 クビ 26．3�
59 ゴールドフレーム �6栗 57 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 01：56．34 34．4�
814 フーズサイド 牡6黒鹿57 菊沢 一樹西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 502－ 61：56．4� 112．1
23 ルドヴィクス 牡4青 56 菅原 明良村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 522＋ 61：57．14 13．4�
611 ロ ン グ ラ ン �4鹿 56 大野 拓弥梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 482－ 81：57．42 21．8�
34 
 フューリアス 牡4黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗ケンレーシング組合 村田 一誠 日高 サンバマウン
テンファーム 438－141：57．92� 115．2�

46 ダルムシュタット �5鹿 57 丸山 元気村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 アタマ 242．4�
47 ルヴェルソー 牝5黒鹿55 内田 博幸 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 458－ 41：58．22 27．7�
713 フォギーデイ 牝5青鹿 55

52 ▲横山 琉人岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 472－141：58．3� 97．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 140，088，600円 複勝： 172，682，500円 枠連： 52，440，700円
馬連： 265，653，700円 馬単： 134，202，100円 ワイド： 243，921，000円
3連複： 487，496，000円 3連単： 731，993，100円 計： 2，228，477，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 580円 � 1，530円 枠 連（1－7） 4，570円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 3，480円 �� 15，520円

3 連 複 ��� 68，840円 3 連 単 ��� 227，470円

票 数

単勝票数 計1400886 的中 � 358090（2番人気）
複勝票数 計1726825 的中 � 376378（2番人気）� 66404（8番人気）� 23185（12番人気）
枠連票数 計 524407 的中 （1－7） 8879（15番人気）
馬連票数 計2656537 的中 �� 49854（14番人気）
馬単票数 計1342021 的中 �� 16176（18番人気）
ワイド票数 計2439210 的中 �� 57946（13番人気）�� 17874（30番人気）�� 3947（66番人気）
3連複票数 計4874960 的中 ��� 5311（118番人気）
3連単票数 計7319931 的中 ��� 2333（424番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．9―12．8―12．2―12．6―13．2―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．9―50．7―1：02．9―1：15．5―1：28．7―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ン コ ー ネ �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．11．15 東京2着

2018．3．13生 牡4黒鹿 母 サマーティアラ 母母 キョウワノメガミ 10戦3勝 賞金 41，000，000円
〔発走状況〕 アナンシエーション号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

５レース目



（4中山2）第2日 2月27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 176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

296，470，000円
26，780，000円
2，380，000円
38，480，000円
5，000，000円
77，703，000円
5，112，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
1，113，304，800円
1，510，229，300円
432，334，700円
2，250，150，600円
948，585，700円
1，892，592，100円
4，006，402，100円
5，088，567，800円
787，644，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 18，029，811，600円

総入場人員 6，408名 （有料入場人員 6，107名）
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