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06037 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05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

48 ミッキーストロング 牡3栗 56
55 ☆秋山 稔樹野田みづき氏 大竹 正博 日高 白井牧場 530 ―1：58．2 16．5�

47 ブランショセット 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498± 01：58．41� 12．4�

612 サパテアール 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B516＋ 41：58．5� 1．5�
36 ゼ フ ァ ラ ス 牡3鹿 56 M．デムーロ落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 B476＋ 2 〃 ハナ 32．3�
714 タイセイマイスター 牡3栗 56 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村上牧場 504 ―1：58．6� 49．0�
815 ジョブックフィオリ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介	萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 438± 01：59．13 99．2

713 スノーホルンロード 牡3芦 56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 494 ―1：59．63 3．3�
59 ナンベイコー 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 428＋ 42：00．13 29．4�
816 ピースワンドルチェ 牡3芦 56 菅原 隆一長谷川成利氏 小野 次郎 日高 大江牧場 478＋ 42：00．63 108．6
510 ブ レ ス ク 牡3黒鹿56 菅原 明良	G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B522＋102：01．02 28．8�
35 パ ン ケ ー キ 牝3青 54 水口 優也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 424－ 22：01．31� 262．3�
611 ライクアパール 牝3青鹿54 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 460± 02：02．04 353．2�
23 ピットリミッツ 牡3鹿 56 丹内 祐次飯田 貴大氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 502 ―2：02．74 158．1�
11 リンガスパイロ 牡3黒鹿56 石川裕紀人伊藤 巖氏 稲垣 幸雄 日高 株式会社

ケイズ 518 ―2：03．02 73．7�
12 グランドメノウ 牡3芦 56 伊藤 工真田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 多田 善弘 492 ―2：06．7大差 340．2�
24 エターナルパール 牝3青鹿54 木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 484± 0 （競走中止） 312．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，848，500円 複勝： 162，720，600円 枠連： 18，888，700円
馬連： 71，954，800円 馬単： 46，948，100円 ワイド： 67，853，300円
3連複： 131，006，800円 3連単： 180，587，700円 計： 723，808，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 270円 � 210円 � 110円 枠 連（4－4） 8，500円

馬 連 �� 8，020円 馬 単 �� 16，960円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 470円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 37，390円

票 数

単勝票数 計 438485 的中 � 21191（4番人気）
複勝票数 計1627206 的中 � 38626（4番人気）� 57717（3番人気）� 1244497（1番人気）
枠連票数 計 188887 的中 （4－4） 1721（16番人気）
馬連票数 計 719548 的中 �� 6946（17番人気）
馬単票数 計 469481 的中 �� 2076（29番人気）
ワイド票数 計 678533 的中 �� 10015（17番人気）�� 36722（3番人気）�� 66670（2番人気）
3連複票数 計1310068 的中 ��� 39400（7番人気）
3連単票数 計1805877 的中 ��� 3501（98番人気）

ハロンタイム 13．0―12．9―13．2―13．5―13．1―12．6―13．1―13．0―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．9―39．1―52．6―1：05．7―1：18．3―1：31．4―1：44．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキーストロング �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．5．18生 牡3栗 母 ミッキーアップル 母母 エリモジェンヌ 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走中止〕 エターナルパール号は，4コーナーで急に外側に逃避し，最後の直線コースで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エターナルパール号は，令和4年3月7日から令和4年3月27日まで出走停止。停止期間の満了後

に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドメノウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月6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 スピードソルジャー号
（非抽選馬） 1頭 アルティマナイト号

06038 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時35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

714 イ グ ザ ル ト 牡3黒鹿56 丸山 元気青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 492－ 81：13．2 2．0�
24 スターオブフェイス 牡3鹿 56 M．デムーロ光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 434－101：13．83� 26．3�
12 ゲ キ ザ ル 牡3芦 56 内田 博幸橘 倍男氏 青木 孝文 日高 広富牧場 458－ 41：13．9� 4．2�
816 トキメキナイト 牡3青鹿 56

53 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 470＋ 41：14．32� 4．1�
23 マリノプロヴァンス 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 444 ―1：14．4� 144．3�
11 メイクザウインド 牝3鹿 54

52 △山田 敬士平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 490－161：14．5� 497．7	
611 ムーンワード 牝3鹿 54 大野 拓弥伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 B488－ 2 〃 ハナ 8．2

36 クインズハッピー 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 450－ 21：14．6� 15．0�
47 ス テ ッ プ 牝3鹿 54 武士沢友治�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 444 ―1：14．91� 120．1�
59 キ ネ ン ビ 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 中田 浩美 458－ 41：15．0� 454．2
713 マロンブリンク 牝3栗 54 水口 優也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 浜口牧場 416－ 41：15．63� 421．2�
612 マリノニジェール 牝3鹿 54 柴田 大知�クラウン 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 416－18 〃 クビ 83．7�
815 ベルヴュードライヴ 牡3黒鹿 56

53 ▲水沼 元輝谷口 悦一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 410± 01：16．45 153．9�
48 ゲールズヒーロー �3鹿 56 木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社

大原ファーム 478＋181：17．03� 589．8�
510 ハクサンポラリス 牡3黒鹿56 菊沢 一樹篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 468＋181：17．1� 237．3�
35 ライヴガーネット 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 480－ 61：17．31� 242．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，392，200円 複勝： 63，636，700円 枠連： 16，153，800円
馬連： 83，827，400円 馬単： 40，940，700円 ワイド： 71，820，800円
3連複： 136，750，700円 3連単： 163，406，400円 計： 627，928，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 310円 � 140円 枠 連（2－7） 2，750円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 720円 �� 220円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 12，160円

票 数

単勝票数 計 513922 的中 � 203706（1番人気）
複勝票数 計 636367 的中 � 168733（1番人気）� 34524（6番人気）� 125981（2番人気）
枠連票数 計 161538 的中 （2－7） 4547（10番人気）
馬連票数 計 838274 的中 �� 23949（10番人気）
馬単票数 計 409407 的中 �� 8669（15番人気）
ワイド票数 計 718208 的中 �� 22884（10番人気）�� 100340（1番人気）�� 19586（11番人気）
3連複票数 計1367507 的中 ��� 50221（7番人気）
3連単票数 計1634064 的中 ��� 9741（40番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―12．7―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―47．1―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ グ ザ ル ト �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2021．6．6 東京14着

2019．2．27生 牡3黒鹿 母 イ ン ド リ ヤ 母母 Sophie’s Salad 7戦1勝 賞金 9，110，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライヴガーネット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月6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 ドキ号

第２回 中山競馬 第４日



06039 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時05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

815 クーシフォン 牝3鹿 54 石橋 脩水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 444－ 21：56．9 37．1�
35 ミラキュラスライト 牡3青 56 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 61：57．0クビ 2．1�
611 パーペチュイティ 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 588－ 61：57．21� 69．7�
48 パワーエンブレム 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新ひだか 増本牧場 496－ 61：57．62� 8．8�
47 サバンナキャット 牡3鹿 56 三浦 皇成石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 浜本牧場 534－ 61：57．71 20．1�
714 ヴ ラ デ ィ ア 牡3青 56 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 480－ 81：58．12� 62．7	
510 デライトアゲン 牡3芦 56 野中悠太郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 佐々木 恵一 B482± 01：58．2クビ 14．2

36 コパノカールトン 牡3栗 56 M．デムーロ小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 532＋ 41：58．41� 4．2�
12 サトノゼノビア 牝3鹿 54 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B484－10 〃 クビ 13．6�
816 ヤマタケコーチャン 牡3黒鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 B440± 0 〃 ハナ 8．3
612 セイウンフィーバー 牡3芦 56

53 ▲土田 真翔西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 442＋ 41：58．6� 45．3�
24 ウィンターアゲイン 牡3芦 56 伊藤 工真保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 田中 裕之 456－ 41：59．34 255．4�
713 グ ル メ 牡3鹿 56 菅原 明良�明栄商事 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 554－141：59．82� 40．3�
59 メイショウアラマサ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹松本 好�氏 和田 勇介 浦河 浦河日成牧場 430 ―2：00．44 260．7�
23 ヴィルトブローム 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二伊藤 正樹氏 高橋 文雅 新ひだか 斉藤スタッド 464± 02：03．7大差 216．3�
（15頭）

11 サトノタケル 牡3鹿 56 松岡 正海 �サトミホースカンパニー 田中 剛 浦河 辻 牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，223，100円 複勝： 62，044，700円 枠連： 19，491，200円
馬連： 76，175，100円 馬単： 37，530，000円 ワイド： 76，559，400円
3連複： 127，384，300円 3連単： 143，979，700円 計： 587，387，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，710円 複 勝 � 610円 � 150円 � 1，260円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 9，210円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 15，900円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 51，580円 3 連 単 ��� 395，390円

票 数

単勝票数 計 442231 的中 � 9522（8番人気）
複勝票数 計 620447 的中 � 21694（9番人気）� 152258（1番人気）� 9827（12番人気）
枠連票数 計 194912 的中 （3－8） 31442（2番人気）
馬連票数 計 761751 的中 �� 21164（10番人気）
馬単票数 計 375300 的中 �� 3055（29番人気）
ワイド票数 計 765594 的中 �� 16937（12番人気）�� 1208（70番人気）�� 7143（31番人気）
3連複票数 計1273843 的中 ��� 1852（117番人気）
3連単票数 計1439797 的中 ��� 264（739番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―13．1―12．7―12．1―12．5―13．2―13．7―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．4―51．1―1：03．2―1：15．7―1：28．9―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F41．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

クーシフォン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．10 東京9着

2019．3．8生 牝3鹿 母 ジ ー ニ ア ル 母母 プレシャスフラワー 6戦1勝 賞金 5，970，000円
〔出走取消〕 サトノタケル号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィルトブローム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エコロエース号・エリンスパークル号・シャドウマッドネス号・ツキニホエル号・ロデム号

06040 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第4競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走11時35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

47 イサチルプリンス �4黒鹿57 菅原 明良小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 490± 01：13．0 11．1�
35 �� ベストマジック 牡6鹿 57 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B512－ 21：13．1	 6．9�
510� フレーズメーカー 牡4青鹿 57

54 ▲西塚 洸二山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 笠松牧場 B502＋16 〃 ハナ 29．6�
816� コパノフレディー 牡4栗 57 大野 拓弥小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 B496－ 41：13．2	 6．6�
611 ネオトゥルー 牡5鹿 57 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 492± 0 〃 アタマ 3．4�
713 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474－ 2 〃 アタマ 265．4�
612� ファイティング �5栗 57 岩部 純二田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 478＋ 61：13．3クビ 208．6	
48 マリーアミノル 牝4栗 55

52 ▲小林 脩斗吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 410－ 2 〃 ハナ 3．6

36 ディベルティール 牡4鹿 57 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 508＋ 21：13．72 5．8�
23 � エスパダアスール 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 444＋16 〃 クビ 20．5
24 ダイイチターミナル 牡8鹿 57 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 484＋121：13．8クビ 337．0�
815� アイアンフラワー 牝4黒鹿55 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 456＋ 41：13．9
 290．4�
12 レオスパンキー 牡4黒鹿57 柴田 大知�レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン B512－ 21：14．64 46．9�
59 カ ー ド 牝4黒鹿55 江田 照男井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 468＋101：14．7
 126．6�
11 � スマートバーベナ 牝9栗 55

53 ◇藤田菜七子鳴戸 雄一氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 416－ 51：17．0大差 358．2�
714 ユキノヴェルデ 牡6鹿 57

56 ☆秋山 稔樹井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 B518－ 61：17．42 528．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，733，400円 複勝： 86，705，900円 枠連： 18，972，400円
馬連： 98，558，300円 馬単： 43，587，700円 ワイド： 91，006，900円
3連複： 158，787，600円 3連単： 174，293，800円 計： 731，646，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 350円 � 270円 � 950円 枠 連（3－4） 360円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 8，100円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 5，260円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 41，770円 3 連 単 ��� 187，480円

票 数

単勝票数 計 597334 的中 � 42981（6番人気）
複勝票数 計 867059 的中 � 65450（6番人気）� 94470（5番人気）� 20949（8番人気）
枠連票数 計 189724 的中 （3－4） 39976（1番人気）
馬連票数 計 985583 的中 �� 23335（14番人気）
馬単票数 計 435877 的中 �� 4034（32番人気）
ワイド票数 計 910069 的中 �� 21090（13番人気）�� 4377（36番人気）�� 5631（31番人気）
3連複票数 計1587876 的中 ��� 2851（80番人気）
3連単票数 計1742938 的中 ��� 674（415番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．0―12．2―13．0―14．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．0―45．2―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F40．0
3 ・（3，10）5－（8，6）9，7－（2，11）12，4，15－16，1，13＝14 4 ・（3，5，10）－（8，6）（7，9）－11（2，12）4，15，16－13－1＝14

勝馬の
紹 介

イサチルプリンス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．24 東京6着

2018．1．22生 �4黒鹿 母 プリンセスキナウ 母母 アスターフォーマリア 14戦2勝 賞金 17，630，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユキノヴェルデ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルチキュウ号・スイートカルデア号
（非抽選馬） 3頭 エレグア号・ダディフィンガー号・バットオールソー号



06041 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．7

良
良

36 バトルボーン 牡3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 492＋122：14．1 1．9�
47 マイネルメサイア 牡3芦 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 62：14．84 3．9�
612� アルバスドラコ 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 堀 宣行 愛 Fortmill

Farm 478 ―2：15．22� 4．9�
48 ニジイロノコマ 牝3栗 54 嶋田 純次 �YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 オリオンファーム 478－ 22：15．31 51．0�
12 ポッドヴァイン 牡3鹿 56 石川裕紀人小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 414－ 2 〃 ハナ 13．0	
24 タフトテソーロ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 462－ 42：15．4� 144．2


35 マリノフォルテシモ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�クラウン 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 498± 02：15．61� 94．1�
713 フ ミ ロ ー グ �3鹿 56

53 ▲西塚 洸二林 文彦氏 鹿戸 雄一 浦河 有限会社
松田牧場 448－ 82：17．08 155．4�

510 メノーグラジオラス 牡3黒鹿56 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 482－ 62：17．1� 176．6
611 サ リ ヴ ァ ン 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 2 〃 アタマ 535．1�
23 パンパシフィック 牡3鹿 56 菅原 明良ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514 ―2：17．31� 33．4�
816 レ ラ ア シ リ 牡3鹿 56 内田 博幸北浦 博樹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 452＋ 22：17．4� 494．6�
11 ルールオブルーラー 牡3黒鹿56 M．デムーロ諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 552－ 42：17．5	 8．3�
714 ガ リ ン シ ャ 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 434－ 2 〃 アタマ 324．8�
815 プ レ ヴ ィ ア 牡3黒鹿56 三浦 皇成佐々木主浩氏 奥村 武 日高 スマイルファーム 484 ―2：17．92� 218．3�
59 ポンテビアンカ 牝3青鹿54 原田 和真 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 460－ 82：18．75 588．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，208，500円 複勝： 77，452，500円 枠連： 19，175，500円
馬連： 94，090，400円 馬単： 48，639，200円 ワイド： 85，882，300円
3連複： 145，372，900円 3連単： 200，110，200円 計： 732，931，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（3－4） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 260円 �� 350円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，980円

票 数

単勝票数 計 622085 的中 � 252664（1番人気）
複勝票数 計 774525 的中 � 217825（1番人気）� 179938（2番人気）� 94218（4番人気）
枠連票数 計 191755 的中 （3－4） 44005（1番人気）
馬連票数 計 940904 的中 �� 202225（1番人気）
馬単票数 計 486392 的中 �� 69786（1番人気）
ワイド票数 計 858823 的中 �� 152850（1番人気）�� 80952（2番人気）�� 52904（5番人気）
3連複票数 計1453729 的中 ��� 188000（1番人気）
3連単票数 計2001102 的中 ��� 72913（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．4―37．1―49．9―1：02．5―1：15．0―1：26．9―1：38．6―1：50．2―2：02．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．5
1
3
6，7，10（2，5）12（4，9）16，13，8，11，15（3，14）－1・（6，7）（2，5，10）12，4（16，8）－9，13－（11，1）－15，3，14

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

勝馬の
紹 介

バトルボーン �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．11．21 東京2着

2019．4．27生 牡3鹿 母 コ ン カ ラ ン 母母 ク バ タ ー 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 バトルボーン号は，枠入り不良。

ルールオブルーラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 フミローグ号の騎手西塚洸二は，2コーナー手前での御法（内柵に接触した）について戒告。（被害馬：11番・3番・14番）

アルバスドラコ号の騎手福永祐一は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
ガリンシャ号の騎手佐々木大輔は，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：9番）

06042 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時55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

810 アバンチュリエ 牡3栗 56 横山 武史 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：35．5 2．4�
55 ソ ウ テ ン 牡3鹿 56 福永 祐一林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 41：35．6� 3．7�
78 ダイバリオン 牡3鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 アタマ 3．6�
33 トーセンサンダー 牡3青鹿56 丹内 祐次島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 21：36．02� 23．4	
11 セプテンベル 牝3鹿 54 大野 拓弥大冨 智弘氏 武井 亮 新ひだか 上村 清志 424－ 81：36．1� 226．7

77 � ドラゴンゴクウ 牡3黒鹿56 丸山 元気福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 472＋ 4 〃 クビ 110．4�
44 イエヴァンポルッカ 牡3芦 56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 486＋161：36．2クビ 7．7�
22 コ ウ キ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 広富牧場 478＋ 4 〃 ハナ 58．2
66 テラフォーミング 牡3鹿 56 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 468－ 41：36．3� 13．0�
89 ア ラ ク レ 牝3黒鹿54 菅原 明良 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：36．94 93．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 64，217，700円 複勝： 62，784，500円 枠連： 10，987，200円
馬連： 81，267，500円 馬単： 44，957，300円 ワイド： 67，386，600円
3連複： 118，509，700円 3連単： 198，868，200円 計： 648，978，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 220円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 642177 的中 � 212258（1番人気）
複勝票数 計 627845 的中 � 174613（1番人気）� 123071（3番人気）� 136878（2番人気）
枠連票数 計 109872 的中 （5－8） 19008（2番人気）
馬連票数 計 812675 的中 �� 136164（2番人気）
馬単票数 計 449573 的中 �� 41814（2番人気）
ワイド票数 計 673866 的中 �� 95925（2番人気）�� 98406（1番人気）�� 72686（3番人気）
3連複票数 計1185097 的中 ��� 219746（1番人気）
3連単票数 計1988682 的中 ��� 78274（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―11．9―12．1―12．2―12．0―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．4―48．5―1：00．7―1：12．7―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アバンチュリエ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．6．27 東京1着

2019．1．20生 牡3栗 母 パ ン デ イ ア 母母 ムーンライトダンス 5戦2勝 賞金 20，030，000円



06043 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 トーセンインパルス 牡4黒鹿57 福永 祐一島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 496－ 21：55．3 4．2�
815 アイアムイチリュウ 牡5黒鹿57 田辺 裕信堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B518＋14 〃 クビ 5．5�
714 チュウワジョーダン �5黒鹿57 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B448－ 41：55．72� 3．6�
816� ビヨンドザシーン 牡4黒鹿57 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 456－ 41：56．01� 15．4�
36 アシタガアルサ 牡4栗 57 江田 照男千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 B450－ 61：57．38 8．6	
23 � ナンヨーヴィヨレ 牡4鹿 57 内田 博幸中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 464± 0 〃 クビ 18．8

611� ポ ン フ ー 牡4黒鹿57 丹内 祐次杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト

クラブ 500－ 2 〃 ハナ 108．0�
510 グランディス �4鹿 57 北村 宏司石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 B466＋161：57．51� 28．6�
612 サクラカレント 牝4鹿 55 石川裕紀人さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 482－ 21：57．81� 51．0�
713 イントゥザワールド 牡4鹿 57 菊沢 一樹石瀬 浩三氏 高橋 文雅 浦河 荻伏三好フ

アーム 450± 01：58．11� 75．3�
48 ワイドモーゼ 牡4青鹿 57

56 ☆秋山 稔樹幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 488＋ 41：58．63 20．7�
24 � アルジェンタータ 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗岡田 壮史氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 434＋ 41：59．45 153．4�
47 � アイファーラクーン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 426－ 21：59．61� 174．5�

59 ハイオプターレ 牡4栗 57 菅原 明良ディアレストクラブ 高木 登 新ひだか 千代田牧場 534＋ 81：59．92 50．2�
35 � スマッシュパワー 牡5鹿 57

54 ▲水沼 元輝�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 442＋ 22：00．21� 320．4�
12 ホウオウサンデー 牡4鹿 57 横山 武史小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：00．51� 6．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，933，300円 複勝： 61，872，900円 枠連： 24，512，200円
馬連： 89，264，300円 馬単： 34，429，000円 ワイド： 80，157，100円
3連複： 146，097，100円 3連単： 150，036，700円 計： 626，302，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 160円 � 150円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 400円 �� 350円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 399333 的中 � 75889（2番人気）
複勝票数 計 618729 的中 � 102891（2番人気）� 96941（3番人気）� 114031（1番人気）
枠連票数 計 245122 的中 （1－8） 34712（2番人気）
馬連票数 計 892643 的中 �� 55350（3番人気）
馬単票数 計 344290 的中 �� 11780（5番人気）
ワイド票数 計 801571 的中 �� 50041（3番人気）�� 59685（1番人気）�� 57804（2番人気）
3連複票数 計1460971 的中 ��� 87761（1番人気）
3連単票数 計1500367 的中 ��� 13561（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．6―50．3―1：02．8―1：15．7―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

トーセンインパルス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2020．8．9 新潟3着

2018．1．26生 牡4黒鹿 母 シーリーコート 母母 シ ー リ ー ル 14戦2勝 賞金 23，290，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウサンデー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月6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 セイシェルノユウヒ号・ロイヤルダンス号

06044 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第8競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （芝・右・外）

負担重量は，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
1：30．3
1：30．3

良
良

33 ガ ン ダ ル フ 牡4鹿 57 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494－ 61：33．4 2．1�
66 イズンシーラブリー 牝4鹿 55 福永 祐一諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424＋ 21：33．93 2．5�
78 ワ ン ス カ イ 牡5青鹿57 石川裕紀人平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 516＋161：34．11� 13．2�
810 ユキノファラオ 牡4鹿 57 田辺 裕信井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 482－ 41：34．2クビ 6．5�
89 アラビアンナイト 牝4青鹿55 丸山 元気 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 446＋ 2 〃 クビ 27．0	
22 セイウンパワフル 牡5鹿 57

54 ▲横山 琉人西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 474－ 21：34．41 42．3

55 イルヴェントデーア 牝6鹿 55 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト

クラブ 466± 01：34．61� 12．3�
11 ミモザイエロー 牝6栗 55 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 476－ 21：34．81� 73．2�
44 コスモヨハネ 牡10栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 490－ 21：34．9� 282．4
77 	 ヴィクトワールメイ 牝6黒鹿55 丸田 恭介山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 456＋ 21：36．8大差 229．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，214，000円 複勝： 88，919，300円 枠連： 15，290，600円
馬連： 95，627，500円 馬単： 52，617，600円 ワイド： 74，232，500円
3連複： 144，334，900円 3連単： 282，587，100円 計： 808，823，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（3－6） 210円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 130円 �� 440円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 2，890円

票 数

単勝票数 計 552140 的中 � 202733（1番人気）
複勝票数 計 889193 的中 � 369355（1番人気）� 254318（2番人気）� 49936（4番人気）
枠連票数 計 152906 的中 （3－6） 54096（1番人気）
馬連票数 計 956275 的中 �� 339184（1番人気）
馬単票数 計 526176 的中 �� 98345（1番人気）
ワイド票数 計 742325 的中 �� 201531（1番人気）�� 33342（7番人気）�� 35384（5番人気）
3連複票数 計1443349 的中 ��� 104160（4番人気）
3連単票数 計2825871 的中 ��� 70773（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．1―46．5―58．0―1：09．7―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ダ ル フ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2020．11．29 東京5着

2018．3．6生 牡4鹿 母 ア メ リ 母母 ア ゼ リ 8戦3勝 賞金 38，724，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06045 3月6日 晴 良 （4中山2） 第4日 第9競走 ��
��2，200�

わんがん

湾岸ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

714 キングオブドラゴン 牡5黒鹿57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 508＋ 62：12．4 18．7�
11 エドノフェリーチェ 牝5芦 55 M．デムーロ遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B466＋ 22：12．5クビ 15．0�
713 スルーセブンシーズ 牝4鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 452＋22 〃 アタマ 4．8�
48 アルビージャ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512－ 4 〃 クビ 8．5�
24 ワイドエンペラー 牡4鹿 56 内田 博幸幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 494－ 22：12．81� 6．5�
59 ビッグリボン 牝4鹿 54 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 496± 02：12．9� 2．0	
36 サトノラディウス 	6鹿 57 三浦 皇成 
サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488－ 8 〃 クビ 31．4�
816 レヴェッツァ 牡4鹿 56 福永 祐一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 490± 02：13．0クビ 22．6�
47 コーストライン 牝4鹿 54 秋山 稔樹吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 アタマ 168．3
611 ブレークアップ 牡4栗 56 武 豊阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 496＋ 22：13．11 23．9�
510 レザネフォール 牡5黒鹿57 菅原 明良前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466－ 62：13．41
 125．1�
815 ナリノモンターニュ 牡5黒鹿57 大野 拓弥成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514± 02：13．93 228．7�
35 ヤマニンマヒア 牡6黒鹿57 横山 典弘土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 460± 02：14．0� 154．0�
23 ニホンピロスクーロ 	5青鹿57 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 496－ 82：14．31� 94．9�
612 エターナルヴィテス 牡6鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 482－ 22：14．62 284．9�
12 ナンヨーイザヨイ 	6黒鹿57 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 492± 02：15．12� 305．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，437，200円 複勝： 133，859，500円 枠連： 30，790，400円
馬連： 192，861，700円 馬単： 74，723，700円 ワイド： 163，272，600円
3連複： 315，484，600円 3連単： 353，011，900円 計： 1，362，441，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 370円 � 300円 � 220円 枠 連（1－7） 2，070円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 14，640円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，290円 �� 950円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 102，250円

票 数

単勝票数 計 984372 的中 � 41945（6番人気）
複勝票数 計1338595 的中 � 86521（6番人気）� 114961（5番人気）� 181173（3番人気）
枠連票数 計 307904 的中 （1－7） 11507（8番人気）
馬連票数 計1928617 的中 �� 23974（21番人気）
馬単票数 計 747237 的中 �� 3826（44番人気）
ワイド票数 計1632726 的中 �� 30953（17番人気）�� 32259（16番人気）�� 45131（10番人気）
3連複票数 計3154846 的中 ��� 22245（36番人気）
3連単票数 計3530119 的中 ��� 2503（302番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．3―11．1―11．5―11．8―12．1―12．4―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．2―36．5―47．6―59．1―1：10．9―1：23．0―1：35．4―1：47．7―1：59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．0
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングオブドラゴン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2019．11．9 福島2着

2017．4．2生 牡5黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 22戦4勝 賞金 95，209，000円
〔騎手変更〕 ワイドエンペラー号の騎手C．ルメールは，病気のため内田博幸に変更。
〔制裁〕 レヴェッツァ号の騎手福永祐一は，1コーナー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：11番・5番・9

番・13番）
※ナンヨーイザヨイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

06046 3月6日 曇 良 （4中山2） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

そ う ぶ

総武ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 バーデンヴァイラー 牡4黒鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：54．1 1．6�
814 サンダーブリッツ 牡5黒鹿56 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 500－ 41：54．52	 4．0�
22 ロードリバーサル 牡6鹿 56 川田 将雅 �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 500－ 21：54．81
 24．3�
712 ダノンファスト 牡5黒鹿57 石橋 脩�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474＋ 21：55．11
 14．7�
58 タイガーインディ 牡5黒鹿56 田中 勝春伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456－ 41：55．31� 20．2	
45 トランスナショナル �6栗 56 武 豊吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 クビ 25．8

610 エ イ コ ー ン 牡7鹿 56 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 462－ 21：55．4	 13．8�
813 ド リ ュ ウ 牡7栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 468＋ 41：55．5	 73．7�
11 ラ ス ト マ ン 牡5栗 56 菅原 明良堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 482＋ 41：55．71 57．0
46 ハギノアトラス 牡6栗 56 戸崎 圭太安岡美津子氏 島 一歩 浦河 村下 明博 504＋ 6 〃 ハナ 17．7�
57 ホウオウスクラム 牡7栗 56 内田 博幸小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 540＋281：56．01
 133．8�
711� ヴ ィ ー ダ �7栗 56 菊沢 一樹 �スマイルファーム 鈴木慎太郎 日高 スマイルファーム 456－ 4 〃 ハナ 76．4�
34 マサハヤニース 牡7鹿 56 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488＋ 8 〃 クビ 69．8�
69 マイネルユキツバキ 牡7鹿 59 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 536＋ 2 〃 アタマ 236．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 101，468，000円 複勝： 149，433，300円 枠連： 37，725，200円
馬連： 212，956，400円 馬単： 103，630，800円 ワイド： 165，150，300円
3連複： 356，364，300円 3連単： 487，907，100円 計： 1，614，635，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 410円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 250円 �� 760円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 7，180円

票 数

単勝票数 計1014680 的中 � 490990（1番人気）
複勝票数 計1494333 的中 � 703161（1番人気）� 214615（2番人気）� 42264（8番人気）
枠連票数 計 377252 的中 （3－8） 65322（1番人気）
馬連票数 計2129564 的中 �� 323309（1番人気）
馬単票数 計1036308 的中 �� 123358（1番人気）
ワイド票数 計1651503 的中 �� 195755（1番人気）�� 51729（8番人気）�� 32546（13番人気）
3連複票数 計3563643 的中 ��� 105050（5番人気）
3連単票数 計4879071 的中 ��� 49252（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．9―51．3―1：03．9―1：16．3―1：28．7―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3
・（3，5）（6，7）（4，11）－（2，14）（12，10）（1，9）－13，8・（3，5，6）（4，11，7）14（2，9）（12，10，13）（8，1）

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

勝馬の
紹 介

バーデンヴァイラー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．11 京都3着

2018．3．19生 牡4黒鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 8戦5勝 賞金 72，500，000円
〔騎手変更〕 ロードリバーサル号の騎手C．ルメールは，病気のため川田将雅に変更。
〔発走状況〕 ハギノアトラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 クレスコブレイブ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）・リッターシュラーク号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エクスパートラン号
（非抽選馬） 9頭 ヴェスターヴァルト号・キメラヴェリテ号・グラティアス号・サイクロトロン号・スライリー号・ブランクエンド号・

ホウオウピースフル号・ボンセルヴィーソ号・マリオマッハー号

１レース目 ３レース目



06047 3月6日 曇 良 （4中山2） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第59回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

810 アスクビクターモア 牡3鹿 56 田辺 裕信廣崎利洋HD� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 474－ 42：00．5 6．7�
67 ドウデュース 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 8 〃 クビ 2．2�
66 ボーンディスウェイ 牡3黒鹿56 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 494± 02：00．6� 25．5�
11 ジャスティンロック 牡3黒鹿56 川田 将雅三木 正浩氏 吉岡 辰弥 浦河 酒井牧場 498＋102：00．7� 8．6�
79 インダストリア 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 488－ 62：00．8� 5．1	
33 リューベック 牡3鹿 56 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：01．11� 30．5

811 ロジハービン 牡3鹿 56 M．デムーロ久米田正明氏 国枝 栄 新冠 村田牧場 528± 0 〃 アタマ 13．1�
44 アケルナルスター 牡3青鹿56 菅原 明良永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 2 〃 クビ 67．3�
22 メイショウゲキリン 牡3黒鹿56 横山 武史松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 508＋ 2 〃 ハナ 22．5
55 マテンロウレオ 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 478＋ 22：01．41� 10．6�
78 ラ ー グ ル フ 牡3黒鹿56 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 486－102：01．61 19．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 537，452，200円 複勝： 635，118，900円 枠連： 162，703，900円 馬連： 1，270，060，400円 馬単： 520，042，900円
ワイド： 1，103，535，800円 3連複： 2，364，363，900円 3連単： 3，704，127，700円 5重勝： 792，916，000円 計： 11，090，321，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 180円 � 120円 � 400円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，630円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 25，180円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 1，305，970円

票 数

単勝票数 計5374522 的中 � 633035（3番人気）
複勝票数 計6351189 的中 � 845714（3番人気）� 1898118（1番人気）� 274336（8番人気）
枠連票数 計1627039 的中 （6－8） 264187（2番人気）
馬連票数 計12700604 的中 �� 1253824（2番人気）
馬単票数 計5200429 的中 �� 178585（7番人気）
ワイド票数 計11035358 的中 �� 920046（2番人気）�� 171521（22番人気）�� 265426（10番人気）
3連複票数 計23643639 的中 ��� 354689（15番人気）
3連単票数 計37041277 的中 ��� 106626（88番人気）
5重勝票数 計7929160 的中 ����� 425

ハロンタイム 12．7―11．6―11．9―12．5―12．4―12．4―11．8―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．2―48．7―1：01．1―1：13．5―1：25．3―1：36．8―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
3，10，6，2（5，7）8，1，9（4，11）・（3，10，11）（6，7）（8，1）2（5，4，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクビクターモア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2021．6．26 東京3着

2019．4．1生 牡3鹿 母 カ ル テ ィ カ 母母 Cayman Sunset 5戦3勝 賞金 73，508，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアスクビクターモア号・ドウデュース号・ボーンディスウェイ号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06048 3月6日 曇 良 （4中山2） 第4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 11，100，000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
1：08．5
1：08．5

重
重

612 スリーピート 牡5栗 57 池添 謙一永井商事� 上村 洋行 新冠 北星村田牧場 516＋ 41：12．0 1．9�
48 ライフレッスンズ 牡5鹿 57

54 ▲横山 琉人金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 追分ファーム 506＋ 41：12．31� 33．9�

714 ネヴァタップアウト 牡5栗 57 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 538＋ 41：12．61� 13．8�
815 ブーケオブアイリス 牡4黒鹿57 武 豊小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 510＋ 21：12．81� 10．9�
24 ブルースコード 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 488－ 2 〃 ハナ 5．4	

47 アイアムピッカピカ 牝6黒鹿55 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B454－101：12．9� 146．6

36 フォックススリープ 牡4鹿 57 菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B488＋ 2 〃 ハナ 6．6�
35 ラストサムライ 牡4芦 57 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：13．0クビ 15．3�
611 ケイアイメープル 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 484＋ 81：13．42� 33．8
713 マリノエンブレム 牝4青鹿55 丹内 祐次矢野 恭裕氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 460＋ 21：13．61� 195．6�
59 ダイシンウィット 牡5栗 57

56 ☆秋山 稔樹大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B508± 01：13．81� 61．0�
11 ゴールドクロス 牡7鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 502－ 21：13．9クビ 107．9�
816	 キュウドウクン 牡6鹿 57

54 ▲松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 480－ 2 〃 ハナ 32．1�

12 オンリーワンボーイ 牡5青鹿57 石川裕紀人金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B464－ 2 〃 クビ 22．2�
510 ドラゴンズバック 牡5鹿 57 丸田 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 480＋ 21：14．11� 329．2�
23 レインボービーム 牡5黒鹿 57

54 ▲水沼 元輝北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 488－101：14．2クビ 269．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 146，444，600円 複勝： 171，717，600円 枠連： 63，722，800円
馬連： 292，071，800円 馬単： 124，706，000円 ワイド： 251，850，100円
3連複： 478，334，300円 3連単： 631，008，400円 計： 2，159，855，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 660円 � 250円 枠 連（4－6） 2，540円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 480円 �� 4，970円

3 連 複 ��� 11，630円 3 連 単 ��� 49，550円

票 数

単勝票数 計1464446 的中 � 594402（1番人気）
複勝票数 計1717176 的中 � 491476（1番人気）� 46852（11番人気）� 155233（4番人気）
枠連票数 計 637228 的中 （4－6） 19379（9番人気）
馬連票数 計2920718 的中 �� 69259（9番人気）
馬単票数 計1247060 的中 �� 20439（15番人気）
ワイド票数 計2518501 的中 �� 47754（13番人気）�� 146693（4番人気）�� 12198（47番人気）
3連複票数 計4783343 的中 ��� 30826（38番人気）
3連単票数 計6310084 的中 ��� 9232（151番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―12．5―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―46．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーピート �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．11．16 京都5着

2017．4．22生 牡5栗 母 アンケセナーメン 母母 ミヤビトップレディ 20戦3勝 賞金 57，794，000円
〔騎手変更〕 ブーケオブアイリス号の騎手C．ルメールは，病気のため武豊に変更。
〔制裁〕 キュウドウクン号の騎手松本大輝は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番・13番・11番・

10番・9番・8番）
ブルースコード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過怠金30，000円。（被害馬：9番・13番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカユース号
（非抽選馬） 2頭 サンキーウエスト号・デルマクリスタル号

５レース目



（4中山2）第4日 3月6日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

305，750，000円
8，210，000円
30，660，000円
2，160，000円
41，260，000円
75，388，000円
4，917，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
1，304，572，700円
1，756，266，400円
438，413，900円
2，658，715，600円
1，172，753，000円
2，298，707，700円
4，622，791，100円
6，669，924，900円
792，916，000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 21，715，061，300円

総入場人員 6，540名 （有料入場人員 6，202名）
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