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06073 3月20日 晴 不良 （4中山2） 第7日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05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
1：48．5
1：47．6

重
重

47 イエローウィン 牝3黒鹿54 田辺 裕信平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B466± 01：54．4 5．8�
612 レインボーエンゼル 牝3栗 54 横山 和生�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 470－141：54．6� 22．9�
12 ヴァルドマルヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介村野 康司氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 410＋ 41：54．81� 312．9�
510 チャメドレア 牝3鹿 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 464－ 21：55．22� 6．4�
713 ブロードリーチ 牝3栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 430＋101：55．62 5．2	
611 キ ッ ト ク ル 牝3黒鹿54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 456＋ 21：56．34 4．5

816 クロミチャン 牝3青鹿54 柴田 大知 �リトルブルーファーム 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 458 ―1：56．4� 7．1�
48 アポロリップ 牝3鹿 54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 B508－ 81：56．6� 7．0�
36 スマイルサキ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗松野 真一氏 松山 将樹 日高 白瀬 盛雄 442 ―1：57．55 96．1
714 ナツイチバン 牝3栗 54 吉田 豊鈴木 康弘氏 村田 一誠 浦河 有限会社

吉田ファーム 452－ 6 〃 クビ 6．9�
23 シュガーエンジェル 牝3黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 新ひだか 片山牧場 406± 01：57．81� 322．3�
815 チ ャ チ ャ 牝3芦 54

51 ▲佐々木大輔石井 義孝氏 中野 栄治 茨城 内藤牧場 484± 01：58．22� 276．4�
11 キリシマミッチー 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人茂木 道和氏 大和田 成 新冠 川島牧場 446± 01：58．4� 104．5�
59 ラ ス タ 牝3栗 54 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 446± 0 〃 クビ 212．9�
24 シゲルハナミズキ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹森中 蕃氏 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 486－ 61：58．82 146．5�
35 マールシュトローム 牝3鹿 54

52 △山田 敬士玉置 潔氏 深山 雅史 安平 �橋本牧場 496 ―2：02．8大差 200．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，124，700円 複勝： 59，867，600円 枠連： 19，056，700円
馬連： 77，716，600円 馬単： 33，574，300円 ワイド： 69，685，900円
3連複： 123，141，500円 3連単： 126，555，600円 計： 548，722，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 730円 � 5，840円 枠 連（4－6） 670円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 12，290円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 17，840円 �� 61，330円

3 連 複 ��� 360，760円 3 連 単 ��� 1，872，500円

票 数

単勝票数 計 391247 的中 � 53634（3番人気）
複勝票数 計 598676 的中 � 86603（4番人気）� 19970（8番人気）� 2266（14番人気）
枠連票数 計 190567 的中 （4－6） 21868（3番人気）
馬連票数 計 777166 的中 �� 8698（24番人気）
馬単票数 計 335743 的中 �� 2048（45番人気）
ワイド票数 計 696859 的中 �� 7955（24番人気）�� 1000（62番人気）�� 290（98番人気）
3連複票数 計1231415 的中 ��� 256（243番人気）
3連単票数 計1265556 的中 ��� 49（1256番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．7―12．8―12．3―12．2―12．9―13．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．2―50．0―1：02．3―1：14．5―1：27．4―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イエローウィン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2021．8．8 新潟9着

2019．4．22生 牝3黒鹿 母 ラプンツェル 母母 ラ ク リ ス 10戦1勝 賞金 8，580，000円
〔制裁〕 シュガーエンジェル号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マールシュトローム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月20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 ニシノカケハシ号

06074 3月20日 晴 不良 （4中山2） 第7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

510 キーチズカンパニー 牡3鹿 56 大野 拓弥山本 益臣氏 小手川 準 平取 北島牧場 488＋ 21：12．2 2．1�
611 バオバブスピリット 牝3青鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社
安達牧場 436－ 21：12．41� 3．4�

59 ピースオンアース 牡3黒鹿56 江田 照男グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 アサヒ牧場 488± 01：12．5クビ 61．2�
815 スローテキーラ 牝3青鹿54 丹内 祐次吉田 千津氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 458＋ 81：12．6� 12．1�
816 ラブミードゥ 牝3栗 54 柴田 大知上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 440＋101：12．7� 16．6�
713 セ イ タ ー ド 牡3栗 56 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新冠 松浦牧場 456＋ 41：12．8� 6．6	
35 ミッテルライン 牝3栗 54 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 424± 01：13．01� 17．0�
23 ニューレトロ 牡3鹿 56 武藤 雅�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 456－ 41：13．21 49．4�
714 キタノラズベリ 牝3栃栗 54

53 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 田中 裕之 444＋121：13．41� 26．2
24 ユイノセンリガン 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 株式会社 森
本スティーブル B466± 01：13．5� 74．0�

12 キタノコレット 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 米田牧場 426－ 4 〃 クビ 153．0�
47 ビルボードライブ 牝3鹿 54 三浦 皇成安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 420± 01：14．03 35．1�
48 トキノショウヘイ 牡3栗 56

53 ▲原 優介田中 準市氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468 ―1：15．48 118．5�
36 グランドルチル 牡3鹿 56

53 ▲水沼 元輝田畑 利彦氏 加藤 和宏 新ひだか 片岡 博 520 ―1：16．99 210．6�
612 マインエンブレム 牡3芦 56 岩部 純二峰 哲馬氏 石栗 龍彦 日高 池内 健二 476 ―1：17．75 183．4�
11 ブルーアンドグレイ 牡3青鹿56 杉原 誠人
ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか キヨタケ牧場 458＋24 （競走中止） 325．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，283，500円 複勝： 64，112，300円 枠連： 14，516，400円
馬連： 68，220，600円 馬単： 32，610，300円 ワイド： 66，891，800円
3連複： 114，289，000円 3連単： 123，394，400円 計： 521，318，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 760円 枠 連（5－6） 290円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，480円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 11，040円

票 数

単勝票数 計 372835 的中 � 137736（1番人気）
複勝票数 計 641123 的中 � 279354（1番人気）� 109455（2番人気）� 9511（10番人気）
枠連票数 計 145164 的中 （5－6） 37894（1番人気）
馬連票数 計 682206 的中 �� 153433（1番人気）
馬単票数 計 326103 的中 �� 46199（1番人気）
ワイド票数 計 668918 的中 �� 126288（1番人気）�� 9627（18番人気）�� 8405（20番人気）
3連複票数 計1142890 的中 ��� 20892（11番人気）
3連単票数 計1233944 的中 ��� 8101（30番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キーチズカンパニー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．6．12 東京4着

2019．1．25生 牡3鹿 母 ク ナ ウ 母母 フラワーブリーズ 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔競走中止〕 ブルーアンドグレイ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランドルチル号・マインエンブレム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

4月20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。
（非抽選馬） 3頭 ニシノロゼ号・ミザール号・ロデム号

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月20日 晴 不良 （4中山2） 第7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

714 サクセスミノル 牡3芦 56 C．ルメール 吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 478－ 61：54．1 1．9�
23 フォーワンセルフ 牡3栗 56 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 514＋ 21：54．2� 12．5�
816 ラ イ リ ッ ズ 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：54．41� 4．0�
611 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B444－ 41：54．61 10．3�
36 ブ レ イ ク 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 えりも 寺井 文秀 464－ 61：55．02� 66．8	
47 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± 01：55．21� 35．0

24 ア ス リ エ ル 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 シンボリ牧場 468 ―1：55．52 159．6�

35 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 536＋ 21：55．71 86．9�
815 ストームシャドウ 牡3鹿 56 津村 明秀飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 456－ 61：55．8クビ 30．7
48 レオプレシード 牡3鹿 56 菊沢 一樹�レオ 小手川 準 平取 オークツリー

ファーム 522＋12 〃 アタマ 18．2�
713 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± 01：56．01 25．7�
12 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 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B496＋ 41：56．74 23．7�
11 コスタデプラタ 牡3芦 56 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 日高 オリオンファーム 476± 01：56．91 16．1�
59 ブレイクザソング 牡3栗 56

53 ▲西塚 洸二井上 久光氏 戸田 博文 日高 サンバマウン
テンファーム 466± 01：57．96 478．0�

510 コーラルパール 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 猿橋 義昭 448± 01：59．510 383．3�
612 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 480－ 6 （競走中止） 82．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，511，500円 複勝： 89，937，600円 枠連： 18，924，700円
馬連： 82，361，600円 馬単： 40，549，900円 ワイド： 92，221，900円
3連複： 146，953，000円 3連単： 158，744，100円 計： 681，204，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 150円 枠 連（2－7） 1，010円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 460円 �� 220円 �� 990円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 8，730円

票 数

単勝票数 計 515115 的中 � 214122（1番人気）
複勝票数 計 899376 的中 � 357481（1番人気）� 57110（4番人気）� 130578（2番人気）
枠連票数 計 189247 的中 （2－7） 14481（5番人気）
馬連票数 計 823616 的中 �� 45732（3番人気）
馬単票数 計 405499 的中 �� 17766（4番人気）
ワイド票数 計 922219 的中 �� 48220（3番人気）�� 128478（1番人気）�� 20520（12番人気）
3連複票数 計1469530 的中 ��� 62339（2番人気）
3連単票数 計1587441 的中 ��� 13182（17番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．8―13．0―12．0―12．3―12．7―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．6―50．6―1：02．6―1：14．9―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サクセスミノル �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．11．13 東京8着

2019．3．25生 牡3芦 母 ティンクルチャーミ 母母 ピサノベネチアン 5戦1勝 賞金 9，810，000円
〔発走状況〕 ブレイクザソング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 シゲルジンベイザメ号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症したため1コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コーラルパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月20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） 3頭 グレートバリア号・サイモンソーラン号・メールブルー号
（非抽選馬） 2頭 ジョブックフィオリ号・ピースワンドルチェ号

06076 3月20日 晴 重 （4中山2） 第7日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時35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
1：30．3
1：30．3

良
良

714 レディナビゲーター 牝3芦 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：35．6 2．3�
36 カヨウネンカ 牝3栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 442＋ 41：35．7� 2．2�
35 ミュステーリオン 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 41：36．33� 158．5�
11 イ ワ ク ニ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 472± 01：36．4� 12．1�
47 ソフィーズチョイス 牝3青鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 416± 01：36．5クビ 24．4�
815 ショウナンラブリー 牝3鹿 54 岩田 康誠�湘南 稲垣 幸雄 新ひだか 静内フアーム 412－ 41：36．6� 274．5	
24 ナ ム ラ ロ ロ 牡3栗 56 岩部 純二奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 426－ 4 〃 アタマ 215．0

23 フロスティグレイ �3黒鹿56 福永 祐一 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 482－ 41：36．7� 50．4�
12 クロシンジュ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 434 ―1：36．91� 54．0

59 ライラックジェンヌ 牝3鹿 54
51 ▲原 優介吉田 智氏 和田 勇介 浦河 三好牧場 390 ―1：37．32� 337．1�

48 レ イ ア リ イ 牝3栗 54 北村 宏司 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 396－181：37．61� 143．6�

611 セクシーデザイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 422－ 61：37．7� 68．3�
816 イエローブーケ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 480＋ 4 〃 クビ 127．5�
713 スマートクレール 牝3青鹿 54

51 ▲西塚 洸二大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 454± 0 〃 アタマ 235．5�
510 ジェイケイボス 牡3鹿 56 内田 博幸小谷野次郎氏 西田雄一郎 新冠 村上 欽哉 460＋141：38．12� 15．5�
612 オーケードリーム 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人小野 建氏 相沢 郁 新ひだか 山際セントラルスタッド 452－101：39．48 9．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，219，700円 複勝： 83，958，800円 枠連： 16，240，200円
馬連： 82，621，600円 馬単： 45，082，300円 ワイド： 76，675，500円
3連複： 136，165，100円 3連単： 196，658，900円 計： 686，622，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 1，150円 枠 連（3－7） 190円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 150円 �� 3，750円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 492197 的中 � 168237（2番人気）
複勝票数 計 839588 的中 � 229017（2番人気）� 338317（1番人気）� 6571（10番人気）
枠連票数 計 162402 的中 （3－7） 63959（1番人気）
馬連票数 計 826216 的中 �� 320690（1番人気）
馬単票数 計 450823 的中 �� 92991（1番人気）
ワイド票数 計 766755 的中 �� 193235（1番人気）�� 3954（30番人気）�� 6780（22番人気）
3連複票数 計1361651 的中 ��� 14418（21番人気）
3連単票数 計1966589 的中 ��� 6672（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．2―47．0―59．1―1：11．4―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

レディナビゲーター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．6 東京2着

2019．1．20生 牝3芦 母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド 5戦1勝 賞金 12，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤザルミナ号・サクセスソング号・ヨール号



06077 3月20日 晴 重 （4中山2） 第7日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時25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

48 レ ガ ラ ー ル 牡3栗 56 横山 武史 �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 488 ―2：03．9 4．1�
35 コスモフロイデ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 折手牧場 464＋10 〃 クビ 121．0�
817 フォーグッド 牡3黒鹿56 武 豊江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508－ 22：04．11� 3．7�
713 メンアットワーク 牡3青鹿56 斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 448－ 6 〃 アタマ 10．2�
818 ゴーシェナイト 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：04．2� 2．6�
11 ポッドヴァイン 牡3鹿 56 横山 和生小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 416＋ 22：04．31 18．6	
715 キラリヒカルゲーム 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 492－ 62：04．4クビ 45．6

12 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 414＋ 22：04．5� 13．0�
59 キアナフリューゲル 牝3栗 54 大野 拓弥鈴木 昌樹氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 478＋ 62：04．6� 150．2�
510 ノーティアス 牡3鹿 56 岩田 望来吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 514± 02：04．7� 20．2
816 スピアヘッド 牡3黒鹿56 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 438－ 62：04．91� 72．3�
714 ア カ カ ゲ 牡3黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 沖田 博志 506＋ 2 〃 クビ 294．1�
23 オセアブライト 牡3栗 56 野中悠太郎 XIAOジャパン 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 450 ―2：05．0クビ 62．0�
24 エクセレントマン 牡3栗 56 菅原 明良田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 476＋122：05．31� 212．0�
47 スカーレットフレア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介�ターフ・スポート小手川 準 浦河 大北牧場 426＋ 42：05．51� 373．7�
611 サンデンガンバレ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 472＋ 62：06．03 398．0�
36 インテンシティ 牡3黒鹿56 木幡 育也山内 晃氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 512－ 42：06．74 392．0�

（17頭）
612 マコトチガネマル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�ディアマント 村田 一誠 様似 出口 繁夫 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 55，080，600円 複勝： 76，407，200円 枠連： 21，861，400円
馬連： 80，152，700円 馬単： 36，677，200円 ワイド： 87，157，800円
3連複： 143，333，900円 3連単： 158，176，500円 計： 658，847，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 220円 � 1，250円 � 160円 枠 連（3－4） 28，610円

馬 連 �� 37，370円 馬 単 �� 50，840円

ワ イ ド �� 8，760円 �� 450円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 29，370円 3 連 単 ��� 202，960円

票 数

単勝票数 計 550806 的中 � 105218（3番人気）
複勝票数 計 764072 的中 � 91628（3番人気）� 11288（11番人気）� 163860（2番人気）
枠連票数 計 218614 的中 （3－4） 592（25番人気）
馬連票数 計 801527 的中 �� 1662（46番人気）
馬単票数 計 366772 的中 �� 541（71番人気）
ワイド票数 計 871578 的中 �� 2406（49番人気）�� 55110（2番人気）�� 5156（30番人気）
3連複票数 計1433339 的中 ��� 3660（63番人気）
3連単票数 計1581765 的中 ��� 565（392番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．4―12．9―13．0―12．4―12．3―12．4―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―36．6―49．5―1：02．5―1：14．9―1：27．2―1：39．6―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3

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

15，8（7，5，16）（2，17）（9，18）（3，13）14（6，10）－4－（11，1）・（15，8）（7，5，16，17）18（3，2）（13，9，1）（10，14）4－11－6
勝馬の
紹 介

レ ガ ラ ー ル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．1．31生 牡3栗 母 ディアデラマドレ 母母 ディアデラノビア 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔出走取消〕 マコトチガネマル号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 アカカゲ号の騎手佐々木大輔は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7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） 2頭 デカメロン号・ルージュノブレス号
（非抽選馬） 1頭 ジュングローリー号

06078 3月20日 晴 重 （4中山2） 第7日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

612 ビーオンザマーチ 牝3栗 54 津村 明秀吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 454－ 21：10．3 14．9�
11 クールライズ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵久木田 隆氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470－ 21：10．5� 2．9�
713 イチゴキネンビ 牡3鹿 56 田中 勝春合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 460－ 61：11．35 21．2�
510 リオンラファール 牡3鹿 56 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 村上牧場 530＋ 41：11．4� 4．8�
816 ケイティレインボー 牡3青鹿56 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム 470－101：11．5� 13．8�
59 ナックドロップス 牝3鹿 54 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 456± 0 〃 アタマ 52．4	
714 ベアグッジョブ 牡3鹿 56 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 492－ 41：11．81� 170．3

47 モズジャックポット 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 前野牧場 470－ 41：12．01� 109．3�
815 イ カ ロ ス 牡3鹿 56 武藤 雅�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 478－ 21：12．1� 25．2
36 ローズブルーム 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 446－ 61：12．2クビ 146．5�
48 サカエショウ 牡3鹿 56 横山 武史齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 514± 01：12．41� 2．8�
35 アーリーレッグ 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454－161：12．5クビ 415．8�
611 ボルタドマール 牡3鹿 56 内田 博幸今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 522± 0 〃 クビ 33．1�
23 クールココナヒメ 牝3鹿 54

51 ▲松本 大輝川上 哲司氏 松下 武士 浦河 チェスナット
ファーム 482－ 61：13．45 17．6�

12 モ モ サ ン 牝3黒鹿54 菊沢 一樹是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492± 01：14．89 133．0�
（15頭）

24 バイハリウッド 牡3鹿 56
53 ▲水沼 元輝ニットー商事� 金成 貴史 新冠 武田 修一 486± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 63，942，700円 複勝： 82，696，000円 枠連： 21，122，200円
馬連： 99，148，800円 馬単： 41，135，000円 ワイド： 95，949，600円
3連複： 150，425，300円 3連単： 168，190，400円 計： 722，610，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 330円 � 170円 � 390円 枠 連（1－6） 1，440円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 870円 �� 3，370円 �� 860円

3 連 複 ��� 9，650円 3 連 単 ��� 50，680円

票 数

単勝票数 差引計 639427（返還計 8733） 的中 � 34111（5番人気）
複勝票数 差引計 826960（返還計 18355） 的中 � 57435（5番人気）� 162069（2番人気）� 47625（7番人気）
枠連票数 差引計 211222（返還計 1224） 的中 （1－6） 11301（6番人気）
馬連票数 差引計 991488（返還計 55917） 的中 �� 36074（5番人気）
馬単票数 差引計 411350（返還計 20842） 的中 �� 4812（22番人気）
ワイド票数 差引計 959496（返還計 56475） 的中 �� 28792（8番人気）�� 7013（31番人気）�� 29470（7番人気）
3連複票数 差引計1504253（返還計167556） 的中 ��� 11691（27番人気）
3連単票数 差引計1681904（返還計179123） 的中 ��� 2406（137番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．1―12．2―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．1―45．3―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーオンザマーチ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．6．6 東京1着

2019．4．16生 牝3栗 母 ヴィクトリーマーチ 母母 ヴィクトリークライ 6戦2勝 賞金 18，000，000円
〔競走除外〕 バイハリウッド号は，馬場入場後に放馬。疾病〔右上腕骨々折〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ケイティレインボー号の騎手長岡禎仁は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

アーリーレッグ号の騎手西塚洸二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モモサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月20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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アカザ号・アリススプリングス号・アルムブラーヴ号・アレクサンドラ号・ウィンダミア号・キョウエイゾロ号・

スコラーリ号・ペイシャカレン号・ライヴアメシスト号・ライラボンド号・ロープスピニング号・ワセダタンク号



06079 3月20日 晴 重 （4中山2） 第7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

47 コスモコラッジョ 牡4鹿 57
54 ▲小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 浦河 金石牧場 B500＋ 41：52．8 6．0�

713� ブルベアカイリ 牡5栗 57 内田 博幸�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 512－ 61：53．01� 26．5�
24 リズムオブザナイト 牡4鹿 57 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B486－ 21：53．1� 3．9�
611� ラ ン ス ル ー 牡4栗 57 武 豊前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 546－141：53．2クビ 20．4�
12 インヴァリアンス 牡4栗 57 横山 武史�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 480＋ 6 〃 ハナ 4．9	
35 サンズオブタイム 牡4黒鹿57 大野 拓弥ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 21：53．3� 8．1

36 トーセンインディゴ 牡4鹿 57 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－101：54．04 6．0�
612 アグードイメル 牡5栗 57

54 ▲横山 琉人ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 518＋421：54．1� 72．6
48 セイウンオードリー 牡4鹿 57 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 510－ 41：54．3� 25．5�
59 ジンフラッシュ 牡5青鹿57 田中 勝春長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 508－ 21：54．4� 25．2�
510 ダイチヴィット 牡5芦 57

56 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 466－ 21：54．61� 232．3�
23 サトノアレックス �5栗 57

55 △永野 猛蔵 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B500＋121：54．8� 32．7�
815 ゴ ム マ リ 牝7黒鹿55 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 498＋161：55．01� 125．4�
11 シンクロゲイザー 牡5黒鹿57 菅原 明良松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 460± 01：55．64 203．1�
816 ブレッシングレイン �5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム B500－ 21：57．19 9．6�
714 プ ル ク ラ �6栗 57

54 ▲佐々木大輔金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478＋ 21：57．41� 103．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，788，600円 複勝： 65，322，000円 枠連： 17，001，800円
馬連： 82，673，200円 馬単： 35，032，700円 ワイド： 79，609，900円
3連複： 135，140，200円 3連単： 145，853，800円 計： 604，422，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 570円 � 170円 枠 連（4－7） 4，860円

馬 連 �� 9，960円 馬 単 �� 20，380円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 490円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 12，950円 3 連 単 ��� 91，870円

票 数

単勝票数 計 437886 的中 � 57839（4番人気）
複勝票数 計 653220 的中 � 75934（4番人気）� 22934（11番人気）� 126465（1番人気）
枠連票数 計 170018 的中 （4－7） 2708（21番人気）
馬連票数 計 826732 的中 �� 6430（32番人気）
馬単票数 計 350327 的中 �� 1289（69番人気）
ワイド票数 計 796099 的中 �� 7648（32番人気）�� 45857（2番人気）�� 9046（28番人気）
3連複票数 計1351402 的中 ��� 7823（45番人気）
3連単票数 計1458538 的中 ��� 1151（306番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．3―12．6―12．1―12．1―12．5―12．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．6―49．2―1：01．3―1：13．4―1：25．9―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモコラッジョ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．7．4 福島8着

2018．2．20生 牡4鹿 母 マイネフェリックス 母母 マイネカレッシュ 19戦2勝 賞金 25，370，000円

06080 3月20日 晴 稍重 （4中山2） 第7日 第8競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

22 アステロイドベルト �5鹿 57 岩田 望来 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478－ 42：02．3 4．6�
69 セントオブゴールド 牡5鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 62：02．4	 2．0�
712 プレイイットサム 牡4芦 57 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 512－ 62：02．5クビ 9．0�
813 ハーランズハーツ 牡5黒鹿57 福永 祐一林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 440＋ 4 〃 ハナ 8．0�
33 ク ロ ス セ ル 牝5鹿 55 内田 博幸�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 544＋ 82：02．71 7．1	
46 ナックイルシーブ 牡4芦 57 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 02：02．81 150．5

11 ウインアルカンナ 牝5黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 2 〃 アタマ 44．9�
57 ルヴェルソー 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 454－ 42：02．9クビ 66．4�
610 ビートザウイングス �5栗 57

55 △永野 猛蔵 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B486± 02：03．0	 16．1
58 インペリアルフィズ 牡8栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B478－102：03．31
 227．0�
711 ピースディオン 牡5鹿 57 武藤 雅久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 494＋ 4 〃 クビ 147．1�
45 コスモスタック 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新ひだか 稲葉牧場 468± 02：03．93	 132．1�
34 アポロミラクル 牡4黒鹿57 菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 506＋ 22：04．0
 116．3�
814 ホウオウジョルノ 牡4芦 57 横山 和生小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 462－ 42：04．2
 24．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 59，865，700円 複勝： 86，035，900円 枠連： 19，774，600円
馬連： 103，667，400円 馬単： 47，178，100円 ワイド： 91，966，400円
3連複： 156，028，100円 3連単： 211，017，300円 計： 775，533，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 250円 枠 連（2－6） 500円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 250円 �� 690円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 10，440円

票 数

単勝票数 計 598657 的中 � 103059（2番人気）
複勝票数 計 860359 的中 � 134710（2番人気）� 321238（1番人気）� 53213（6番人気）
枠連票数 計 197746 的中 （2－6） 30221（2番人気）
馬連票数 計1036674 的中 �� 148866（1番人気）
馬単票数 計 471781 的中 �� 25005（4番人気）
ワイド票数 計 919664 的中 �� 105598（1番人気）�� 31043（8番人気）�� 41204（7番人気）
3連複票数 計1560281 的中 ��� 54107（6番人気）
3連単票数 計2110173 的中 ��� 14649（28番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―12．7―12．9―12．5―11．5―11．9―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．7―37．4―50．3―1：02．8―1：14．3―1：26．2―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1
1
3
・（1，2）（12，11）（6，7）9（3，4，14）（8，10）13－5
1（12，11）（6，2，9）（7，14）（3，4）（8，10）13－5

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

勝馬の
紹 介

アステロイドベルト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．12 京都2着

2017．3．5生 �5鹿 母 サトノジュピター 母母 アドマイヤテレサ 16戦3勝 賞金 46，296，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06081 3月20日 晴 稍重 （4中山2） 第7日 第9競走 ��
��1，800�スピカステークス

発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

11 ホウオウエミーズ 牝5鹿 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 460＋101：47．8 4．9�
714 スパイラルノヴァ 牡4黒鹿57 M．デムーロ�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 6 〃 クビ 5．0�
611 ク ク ナ 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 3．2�
24 ヤマニンデンファレ 牝4芦 55 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 486＋ 21：47．9クビ 13．1�
47 コ コ ニ ア ル 牝5栗 55 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 21：48．32� 103．6	
816 エヴァーガーデン 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 482－ 4 〃 クビ 50．3

23 レッドクレオス 牡6栗 57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B478－ 2 〃 ハナ 152．5�
36 ストゥーティ 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 438＋141：48．4� 6．0�
510 モ ク レ レ 	8黒鹿57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：48．72 142．0
48 モリノカンナチャン 牝4鹿 55 三浦 皇成森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 444－ 4 〃 ハナ 22．8�
59 ル ヴ ァ ン 牡5鹿 57 菅原 明良 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B474－101：48．8クビ 41．0�
35 ミヤビパーフェクト 	6鹿 57 岩田 望来村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 480－101：49．11
 35．5�
815 タガノパッション 牝4鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460－121：49．31 14．5�
713 サクラトゥジュール 牡5青鹿57 横山 武史�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 518＋14 〃 クビ 12．3�
12 ショウリノカンパイ 牝4鹿 55 田辺 裕信平井 裕氏 村田 一誠 日高 川端 正博 480－ 41：49．83 184．8�
612 シ ャ チ 牡5鹿 57 田中 勝春中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 476＋ 21：50．01� 186．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，943，900円 複勝： 123，945，600円 枠連： 26，934，100円
馬連： 168，135，400円 馬単： 57，224，700円 ワイド： 142，769，600円
3連複： 246，110，800円 3連単： 267，512，900円 計： 1，109，577，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 160円 � 140円 枠 連（1－7） 860円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 8，250円

票 数

単勝票数 計 769439 的中 � 123917（2番人気）
複勝票数 計1239456 的中 � 200699（2番人気）� 192229（3番人気）� 256016（1番人気）
枠連票数 計 269341 的中 （1－7） 24199（3番人気）
馬連票数 計1681354 的中 �� 114637（4番人気）
馬単票数 計 572247 的中 �� 17847（7番人気）
ワイド票数 計1427696 的中 �� 91660（3番人気）�� 91944（2番人気）�� 108029（1番人気）
3連複票数 計2461108 的中 ��� 126177（1番人気）
3連単票数 計2675129 的中 ��� 23481（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．5―48．6―1：00．3―1：12．0―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

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5鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 18戦4勝 賞金 74，758，000円
※ショウリノカンパイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

06082 3月20日 晴 重 （4中山2） 第7日 第10競走 ��
��1，200�

ち ば

千葉ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3．3．20以降4．3．13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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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

815 スマートダンディー 牡8鹿 57 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 B504± 01：10．0 6．1�
611 ヒロシゲゴールド 牡7青鹿57．5 北村 宏司�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B474－131：10．1クビ 13．6�
48 シ ョ ー ム 牡7栗 55 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B508＋101：10．21 24．8�
36 ゼンノアンジュ 牝4鹿 52 岩田 望来大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 494－ 8 〃 ハナ 8．2�
612 ア ポ ロ ビ ビ 牡6栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 466－ 41：10．3クビ 5．8�
510 サダムスキャット 牝5栗 52 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 470－ 81：10．51 8．3	
12 オヌシナニモノ 牡5鹿 54 斎藤 新ニットー商事
 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 484－ 21：10．6� 4．4�
35 アイアムハヤスギル 牡6黒鹿54 田辺 裕信堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 478± 01：10．7� 17．9�
714 スピリットワンベル 牡7鹿 54 野中悠太郎鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 544＋ 41：10．91 68．3
713 ガ ン ケ ン 牡6黒鹿54 川又 賢治岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B556＋16 〃 クビ 42．4�
59 メイショウミライ 牡7栗 54 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 492－14 〃 ハナ 42．1�
816 ホウショウナウ 牡7栗 56 大野 拓弥芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 512＋ 21：11．11 38．8�
11 コカボムクイーン 牝7黒鹿52 丹内 祐次三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 480－ 41：11．2� 164．8�
24 	 クーファピーカブー 牝6栗 52 田中 健大迫 正善氏 中村 直也 新冠 川島牧場 470＋ 41：11．3クビ 55．4�
47 ジェネティクス 牡5鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 518－ 2 〃 クビ 6．2�
23 スナークスター 
6鹿 53 永野 猛蔵杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 466－ 21：11．61� 124．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，891，700円 複勝： 117，175，300円 枠連： 40，670，200円
馬連： 213，045，900円 馬単： 74，281，800円 ワイド： 168，628，800円
3連複： 351，985，600円 3連単： 352，037，400円 計： 1，403，716，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 250円 � 460円 � 630円 枠 連（6－8） 1，220円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，900円 �� 5，450円

3 連 複 ��� 29，200円 3 連 単 ��� 129，550円

票 数

単勝票数 計 858917 的中 � 112551（3番人気）
複勝票数 計1171753 的中 � 138303（3番人気）� 64042（8番人気）� 44211（9番人気）
枠連票数 計 406702 的中 （6－8） 25628（4番人気）
馬連票数 計2130459 的中 �� 34615（19番人気）
馬単票数 計 742818 的中 �� 6682（34番人気）
ワイド票数 計1686288 的中 �� 26762（20番人気）�� 22996（23番人気）�� 7819（60番人気）
3連複票数 計3519856 的中 ��� 9039（104番人気）
3連単票数 計3520374 的中 ��� 1970（439番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．7―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F36．3
3 ・（4，11）（2，7，14）（10，15）（6，13）（3，9，8，16）（1，5，12） 4 ・（4，11）（2，14，15）（6，7）（10，13）（3，9，8，16）（1，12）5

勝馬の
紹 介

スマートダンディー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2017．2．11 京都2着

2014．5．18生 牡8鹿 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 34戦9勝 賞金 217，508，000円
〔制裁〕 スナークスター号の騎手永野猛蔵は，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：1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の33頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロジペルレスト号
（非抽選馬）32頭 アストラエンブレム号・アーバンイェーガー号・イーサンパンサー号・ヴァニラアイス号・ウインマイティー号・

エンプティチェア号・オーロラテソーロ号・カイザーメランジェ号・クラヴァシュドール号・ケイアイサクソニー号・
サイクロトロン号・サンノゼテソーロ号・シセイヒテン号・ショックアクション号・スズカフェスタ号・
スペクタクル号・スマートアルタイル号・ディサーニング号・トウカイエトワール号・ビリーバー号・フォーテ号・
ブランクエンド号・フランツ号・ブランノワール号・マテンロウスパーク号・ミスズグランドオー号・
ラルナブリラーレ号・リッターシュラーク号・ロッシュローブ号・ロンドンテソーロ号・ロードアクア号・
ロードラズライト号

１レース目
３レース目



06083 3月20日 曇 稍重 （4中山2） 第7日 第11競走 ��
��1，800�第71回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

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

フジテレビ賞（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 938，000円 268，000円 134，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

11 ビーアストニッシド 牡3黒鹿56 岩田 康誠村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 472＋ 21：48．4 7．0�

812 ア ラ イ バ ル 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 ハナ 5．0�
33 サトノヘリオス 牡3鹿 56 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 友道 康夫 千歳 社台ファーム 474－ 41：48．61� 12．0�
22 エンギダルマ 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 506± 01：48．71 36．7�
57 デ ィ オ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 478－ 8 〃 ハナ 18．3	
56 ド ー ブ ネ 牡3青 56 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 472－ 81：49．01� 19．2

710 アルナシーム 牡3鹿 56 福永 祐一ライオンレースホース� 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 426± 01：49．21� 5．6�
45 サ ノ ラ キ 牡3鹿 56 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 B482－10 〃 クビ 174．0�
813 オウケンボルト 牡3青鹿56 M．デムーロ福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 452－ 41：49．3アタマ 26．3
69 ソ リ タ リ オ 牡3栗 56 横山 武史 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 ハナ 5．4�
68 ア サ ヒ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 504－ 61：49．51� 4．0�
44 グランドライン 牡3青鹿56 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 518＋ 41：49．6	 26．8�
711 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿56 田中 勝春島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 21：50．98 195．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 329，192，300円 複勝： 416，186，600円 枠連： 136，789，600円 馬連： 880，964，500円 馬単： 303，093，300円
ワイド： 698，861，800円 3連複： 1，595，360，700円 3連単： 2，024，916，500円 5重勝： 796，083，300円 計： 7，181，448，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 190円 � 370円 枠 連（1－8） 1，500円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，500円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，370円 3 連 単 ��� 40，790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����� 63，940円

票 数

単勝票数 計3291923 的中 � 372154（5番人気）
複勝票数 計4161866 的中 � 483337（5番人気）� 634358（2番人気）� 249637（6番人気）
枠連票数 計1367896 的中 （1－8） 70432（8番人気）
馬連票数 計8809645 的中 �� 373351（8番人気）
馬単票数 計3030933 的中 �� 61492（16番人気）
ワイド票数 計6988618 的中 �� 254543（9番人気）�� 125290（16番人気）�� 130803（14番人気）
3連複票数 計15953607 的中 ��� 162265（25番人気）
3連単票数 計20249165 的中 ��� 35990（135番人気）
5重勝票数 計7960833 的中 ����� 8714

ハロンタイム 12．9―11．6―12．2―12．1―12．0―12．3―12．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．7―48．8―1：00．8―1：13．1―1：25．1―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビーアストニッシド �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．3 中京3着

2019．2．28生 牡3黒鹿 母 マ オ リ オ 母母 ジョウノファミリー 6戦2勝 賞金 90，999，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりビーアストニッシド号・アライバル号・サトノヘリオス号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06084 3月20日 曇 重 （4中山2） 第7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

46 � ジャスパーゴールド 牡4栗 57
54 ▲松本 大輝加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee

Myers B444－ 61：10．9 19．6�
34 グランドストローク 牡5黒鹿57 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 474± 01：11．0� 7．1�
11 � メサテソーロ 牝5青鹿 55

52 ▲西塚 洸二了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 米 Clearsky

Farms B526－ 61：11．1� 152．8�
712 コ ル ニ リ ア 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 448－14 〃 クビ 55．9�
815 ノーベルプライズ 牡6黒鹿57 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 日高 中原牧場 518－ 41：11．2クビ 5．7	
22 ビップエレナ 牝4芦 55

52 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 468－ 81：11．41	 7．7

814 ショウナンアストラ 牡4黒鹿57 吉田 豊国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 474－ 4 〃 ハナ 42．3�
59 モリノカワセミ 牝6鹿 55 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 468＋ 21：11．61 11．9�
610 グアドループ 牡4栗 57 C．ルメール 平井 裕氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 540－ 2 〃 アタマ 3．2
23 ナ ム ラ ブ ル 牡6鹿 57 丸田 恭介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 498＋121：12．02� 61．2�
35 サノノクヒオ 牡5栗 57 菅原 明良佐野 信幸氏 西田雄一郎 日高 木村牧場 504－16 〃 ハナ 5．0�
58 アイアムスゴスギル 牡5栗 57

55 △永野 猛蔵堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B506＋ 61：12．52� 40．0�
47 
 ルピナステソーロ 牝4栗 55 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 熊本 ストームファーム
コーポレーション 464＋221：12．71� 12．4�

（13頭）
611 カンタベリーマッハ 牡4鹿 57 木幡 巧也峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 ― （出走取消）

713 コ パ シ ー ナ �5栗 57 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 120，245，100円 複勝： 142，551，700円 枠連： 52，589，700円
馬連： 240，040，600円 馬単： 90，469，900円 ワイド： 209，980，800円
3連複： 371，309，000円 3連単： 441，466，600円 計： 1，668，653，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 620円 � 240円 � 3，340円 枠 連（3－4） 1，800円

馬 連 �� 6，880円 馬 単 �� 13，900円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 17，470円 �� 15，490円

3 連 複 ��� 181，530円 3 連 単 ��� 1，084，960円

票 数

単勝票数 差引計1202451（返還計 3119） 的中 � 48987（8番人気）
複勝票数 差引計1425517（返還計 3288） 的中 � 56879（8番人気）� 192568（4番人気）� 9531（13番人気）
枠連票数 差引計 525897（返還計 114） 的中 （3－4） 22553（7番人気）
馬連票数 差引計2400406（返還計 19456） 的中 �� 27021（26番人気）
馬単票数 差引計 904699（返還計 6564） 的中 �� 4880（49番人気）
ワイド票数 差引計2099808（返還計 12115） 的中 �� 27235（23番人気）�� 3067（72番人気）�� 3461（70番人気）
3連複票数 差引計3713090（返還計 42305） 的中 ��� 1534（230番人気）
3連単票数 差引計4414666（返還計 56325） 的中 ��� 295（1319番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―12．2―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―46．1―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．0
3 ・（1，3）（2，12，6）－（4，5，8）10（9，14）－15－7 4 ・（1，3）6，2，12（4，5）（8，10）（9，14）15＝7

勝馬の
紹 介

�ジャスパーゴールド �
�
父 Khozan �

�
母父 Put It Back デビュー 2020．11．8 福島2着

2018．4．20生 牡4栗 母 Gracious Lady 母母 Rare Elegance 15戦3勝 賞金 32，170，000円
〔出走取消〕 カンタベリーマッハ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。

コパシーナ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔発走状況〕 サノノクヒオ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出走取消馬 レゴリス号（疾病〔左後肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キュムロンニンバス号・サウスジェラート号

５レース目



（4中山2）第7日 3月20日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 184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

300，980，000円
8，640，000円
30，660，000円
2，330，000円
40，380，000円
82，573，000円
5，281，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
1，012，090，000円
1，408，196，600円
405，481，600円
2，178，748，900円
836，909，500円
1，880，399，800円
3，670，242，200円
4，374，524，400円
796，083，300円
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�
�
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�
�

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 16，562，676，300円

総入場人員 6，569名 （有料入場人員 6，196名）
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