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06085 3月21日 曇 重 （4中山2） 第8日 第1競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

612 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 446＋ 21：11．9 13．7�
714 ミニョンルミエール 牝3栗 54 柴田 大知 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー

ブル 442＋141：12．11� 2．4�
815 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 450＋ 21：12．2� 4．7�
48 エレガントミッシー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 420－ 21：12．3� 9．2�
47 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 470－ 61：12．72� 4．6�
510 マ ジ ョ リ ー 牝3鹿 54 横山 和生	ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 424－ 61：12．91� 271．2

23 クリスタルローズ 牝3鹿 54 吉田 豊岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 484－ 4 〃 アタマ 74．5�
35 クラリティスケール 牝3青 54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 栄進牧場 442－ 41：13．1� 9．1�
12 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 B448－ 21：13．21 30．2
816 ベアフィールド 牝3鹿 54 丹内 祐次熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新冠 秋田牧場 498－181：13．3クビ 48．5�
713 プリティバレリーナ 牝3芦 54 木幡 巧也横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 木村牧場 458－10 〃 クビ 42．2�
11 アティトラン 牝3黒鹿54 三浦 皇成�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430－ 21：13．4� 97．4�
36 オーケーキャンティ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 446－ 61：13．5クビ 461．7�
59 キタノポーションズ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 420＋ 4 〃 クビ 476．3�
611 アカポネタテソーロ 牝3鹿 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 日高 リョーケンファー
ム株式会社 440± 01：13．81� 85．4�

24 マリノメローラ 牝3鹿 54
52 △永野 猛蔵矢野 雅子氏 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 498＋ 41：14．11� 214．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，134，100円 複勝： 77，801，900円 枠連： 14，915，200円
馬連： 84，044，200円 馬単： 35，714，400円 ワイド： 89，004，500円
3連複： 155，357，600円 3連単： 157，572，900円 計： 659，544，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 220円 � 110円 � 140円 枠 連（6－7） 1，050円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 420円 �� 700円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 14，540円

票 数

単勝票数 計 451341 的中 � 26273（6番人気）
複勝票数 計 778019 的中 � 59533（5番人気）� 247487（1番人気）� 137453（2番人気）
枠連票数 計 149152 的中 （6－7） 10939（4番人気）
馬連票数 計 840442 的中 �� 48568（5番人気）
馬単票数 計 357144 的中 �� 6219（17番人気）
ワイド票数 計 890045 的中 �� 52047（5番人気）�� 28962（8番人気）�� 103954（1番人気）
3連複票数 計1553576 的中 ��� 78062（3番人気）
3連単票数 計1575729 的中 ��� 7853（40番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ル ザ �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．1．10 中山6着

2019．3．15生 牝3栗 母 エ メ ラ イ ン 母母 オークションルーム 3戦1勝 賞金 6，500，000円

06086 3月21日 曇 重 （4中山2） 第8日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 ビーザラキエスト 牡3鹿 56 川田 将雅ゴドルフィン 鹿戸 雄一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522－ 61：54．5 2．8�

510 ララエフォール 牡3鹿 56 菅原 明良フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 490＋ 21：54．81� 2．9�
（法942）

35 ケイティマジック 牡3鹿 56 菊沢 一樹瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 480－ 2 〃 クビ 34．9�
713 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 B512－ 41：55．22� 7．4�
48 カイザーレオン 牡3鹿 56 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 橋本牧場 450－ 61：55．73 12．9	
24 グールドベルト 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 21：55．91� 23．3

47 ダンディジャック 牡3黒鹿56 田辺 裕信�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 482＋101：56．11 24．7�
815 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 B460－ 61：56．2� 69．9�
11 チャールストン 牡3黒鹿 56

54 △山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 500－ 3 〃 ハナ 356．2
714 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 498＋ 21：56．73 7．1�
59 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 482－ 21：57．44 337．0�
612� ムーディナイル 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 林 徹 米 Camas

Park Stud 536＋ 81：57．5クビ 15．4�
23 ウインプロヴァンス 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 和田正一郎 日高 槇本牧場 518 ―1：58．13� 234．1�
611 チ ェ ル キ オ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 棚川 光男 460± 0 〃 アタマ 557．5�
36 シゲルアリババ 牡3黒鹿56 内田 博幸森中 蕃氏 松山 将樹 平取 坂東牧場 456 ―2：01．3大差 328．5�
12 � ワンダフルサマー 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人ゴドルフィン 小島 茂之 英 Dance Thor-
oughbreds B478－ 42：05．1大差 166．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，786，400円 複勝： 80，455，000円 枠連： 18，896，800円
馬連： 87，094，500円 馬単： 34，484，000円 ワイド： 80，100，500円
3連複： 141，631，600円 3連単： 143，499，100円 計： 637，947，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 400円 枠 連（5－8） 470円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，160円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 12，150円

票 数

単勝票数 計 517864 的中 � 143613（1番人気）
複勝票数 計 804550 的中 � 211189（1番人気）� 175506（2番人気）� 31920（7番人気）
枠連票数 計 188968 的中 （5－8） 30856（2番人気）
馬連票数 計 870945 的中 �� 175358（1番人気）
馬単票数 計 344840 的中 �� 30602（2番人気）
ワイド票数 計 801005 的中 �� 113771（1番人気）�� 15649（13番人気）�� 12905（18番人気）
3連複票数 計1416316 的中 ��� 28620（10番人気）
3連単票数 計1434991 的中 ��� 8556（34番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―13．4―13．7―12．5―12．4―12．5―13．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．4―51．1―1：03．6―1：16．0―1：28．5―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビーザラキエスト �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2021．11．13 東京2着

2019．4．3生 牡3鹿 母 ラッキーボックス 母母 レディバウンティフル 5戦1勝 賞金 11，900，000円
〔制裁〕 ケイティマジック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過怠金30，000円。（被害馬：15番・

4番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアリババ号・ワンダフルサマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

4月21日まで平地競走に出走できない。

第２回 中山競馬 第８日



06087 3月21日 曇 重 （4中山2） 第8日 第3競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

510 ミンナノユメミノル 牡3栗 56 菅原 明良矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 488＋ 41：11．9 1．2�
48 ヒメカミノイタダキ 牡3栗 56 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 484± 01：12．32� 43．2�
24 シルバーキングダム 牡3黒鹿56 吉田 豊平賀 久枝氏 西田雄一郎 浦河 鎌田 正嗣 490－121：12．4� 5．6�
714 チャオベッラ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人吉田 千津氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 452－ 41：12．61 47．9�
59 サヨノフィールド 牡3黒鹿56 江田 照男吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 日高 出口牧場 482 ―1：12．7� 270．3�
12 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 430－ 41：13．02 11．8�
11 クインズソフィア 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗 	ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 B456± 01：13．53 60．8

611 トキメキナイト 牡3青鹿56 武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 474＋ 41：13．61 12．0�
47 アストラガルス 牡3黒鹿56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 株式会社 森

本スティーブル 450－ 21：13．92 191．9�
816 テイエムボーラー �3鹿 56

53 ▲水沼 元輝竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 478－24 〃 クビ 342．0

23 シ ゲ ル ツ ル 牝3黒鹿 54
52 △永野 猛蔵森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 大林ファーム 476± 01：14．0� 308．3�

35 フラスティー 牝3黒鹿54 原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 428＋ 21：14．1クビ 134．4�
36 ハ ロ サ ン 牡3鹿 56 丹内 祐次乙訓 史樹氏 本間 忍 平取 清水牧場 462＋ 3 〃 同着 223．1�
713 カシノイースター �3栗 56

53 ▲佐々木大輔柏木 務氏 和田 雄二 浦河 坂本 晴美 460＋ 41：14．63 636．0�
815 ヒ ナ ゲ シ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 414± 01：15．02� 619．9�
612 ド ミ ナ ン ス 牡3黒鹿56 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 平取 びらとり牧場 458 ―1：15．95 448．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，074，500円 複勝： 181，867，500円 枠連： 13，869，500円
馬連： 60，324，600円 馬単： 49，730，700円 ワイド： 64，862，400円
3連複： 121，519，100円 3連単： 224，194，500円 計： 768，442，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 270円 � 130円 枠 連（4－5） 1，190円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 400円 �� 150円 �� 830円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 4，330円

票 数

単勝票数 計 520745 的中 � 338487（1番人気）
複勝票数 計1818675 的中 � 1491176（1番人気）� 27789（5番人気）� 98681（2番人気）
枠連票数 計 138695 的中 （4－5） 9027（4番人気）
馬連票数 計 603246 的中 �� 38638（4番人気）
馬単票数 計 497307 的中 �� 25980（5番人気）
ワイド票数 計 648624 的中 �� 35239（5番人気）�� 149578（1番人気）�� 15208（9番人気）
3連複票数 計1215191 的中 ��� 97283（3番人気）
3連単票数 計2241945 的中 ��� 37483（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．1―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―46．6―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 4（7，10）（6，8）9，11，5（3，14）－（13，12）2，15，16－1 4 4－（7，10，8）－6（5，9）（11，14）2，3，13，16（15，12）1

勝馬の
紹 介

ミンナノユメミノル �
�
父 ノボジャック �

�
母父 サマーバード デビュー 2021．6．12 札幌10着

2019．4．6生 牡3栗 母 ミンナノユメノセテ 母母 ゴートゥザノース 8戦1勝 賞金 12，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 シゲルツル号・ヒナゲシ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月21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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホウオウモンスター号
（非抽選馬） 3頭 ゲールズヒーロー号・コリコ号・ニシノアジーブ号

06088 3月21日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （4中山2） 第8日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時35分 （芝・ダート）

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

22 ア ノ 牡6栗 60 難波 剛健武田 浩典氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 452－ 43：13．7 2．6�
57 レーヴドオルフェ 牡5栗 60 石神 深一平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 520± 03：14．01� 4．7�
68 � デ ス ト ロ イ �8栗 60 伴 啓太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B510－ 83：15．8大差 3．8�
11 アサクサトラマル 牡4黒鹿59 蓑島 靖典田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 アタマ 83．1�
711 ラジェドール 牡4芦 59 金子 光希根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 500＋ 63：16．32
 105．3�
45 � アメリカンマッハ 牡4鹿 59 上野 翔 �吉澤ホールディングス 村田 一誠 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

500＋ 43：16．61� 11．8	
812 サンライズミリオン �5黒鹿60 中村 将之松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 528－103：16．81� 18．8

69 ダイワセントライト 牡5栗 60 小野寺祐太大城 正一氏 嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 492＋ 2 〃 クビ 14．8�
33 グリニッチヴィレジ 牝9黒鹿58 五十嵐雄祐 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 43：17．75 8．4�
710� コルドゥーン 牡6青鹿60 江田 勇亮西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 464＋123：19．18 118．3
44 � レ ヴ ァ ン テ 牡7栗 60 草野 太郎寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 23：19．63 27．6�
56 パイルドライバー 牡4栗 59 大江原 圭横田 恵子氏 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 454＋ 8 （競走中止） 115．6�
813� スフバータル �9栗 60 西村 太一�和田牧場 松永 康利 新ひだか 城市 公 512＋14 （競走中止） 176．1�
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売 得 金
単勝： 31，867，200円 複勝： 29，431，200円 枠連： 10，580，600円
馬連： 47，424，100円 馬単： 23，300，800円 ワイド： 42，632，700円
3連複： 90，417，000円 3連単： 114，057，900円 計： 389，711，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 230円 �� 190円 �� 300円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 318672 的中 � 95623（1番人気）
複勝票数 計 294312 的中 � 85124（1番人気）� 45185（3番人気）� 52742（2番人気）
枠連票数 計 105806 的中 （2－5） 16840（2番人気）
馬連票数 計 474241 的中 �� 68344（2番人気）
馬単票数 計 233008 的中 �� 18747（2番人気）
ワイド票数 計 426327 的中 �� 45612（2番人気）�� 64211（1番人気）�� 32397（3番人気）
3連複票数 計 904170 的中 ��� 120776（1番人気）
3連単票数 計1140579 的中 ��� 35067（2番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 52．1－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
12－（2，4）11（1，7）9（3，5，10）8＝6・（2，4，7）－12－5，11（1，8）9－3＝10

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

勝馬の
紹 介

ア ノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 With Approval デビュー 2018．12．22 阪神5着

2016．3．10生 牡6栗 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 障害：7戦1勝 賞金 16，700，000円
〔競走中止〕 スフバータル号は，競走中に異常歩様となったため1周目4号障害〔竹柵〕手前で競走中止。

パイルドライバー号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 スフバータル号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。



06089 3月21日 晴 稍重 （4中山2） 第8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

714 ロンギングエーオ 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 486－ 22：15．0 22．1�
12 キ ン ト リ ヒ 牡3芦 56 横山 武史 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 462＋ 42：15．1� 1．7�

815 サ ン ド レ ス 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 504＋ 82：15．2� 4．8�
35 フィレンツェ 牡3鹿 56 田辺 裕信田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 446－ 62：15．62� 98．2�
612 タフトテソーロ 牡3鹿 56 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 460－ 22：15．7� 59．7	
713 ハコダテジョー 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 464－ 62：16．01� 36．4

11 ア シ タ カ 牡3鹿 56 岩田 康誠広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 516＋ 22：16．21� 27．9�
23 ウェルシュゴールド 牝3栗 54 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 468－ 42：16．41� 230．8�
611 ナンヨーアゼリア 牝3青鹿54 戸崎 圭太中村 德也氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 420－ 2 〃 クビ 9．9
510 アスクレッドスター 牡3青鹿56 内田 博幸廣崎利洋HD� 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 B474－ 42：16．5� 40．7�
24 ダ ビ ド 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔八嶋 長久氏 菊川 正達 浦河 中神牧場 422－ 42：16．71� 350．0�
59 エーデルフォルム 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 488－ 22：16．8� 6．0�
48 ルージュレイア 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 446± 02：17．43� 102．3�
36 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 488－102：17．5� 78．7�
47 サクソフォン 牡3青鹿56 津村 明秀広尾レース� 田村 康仁 新ひだか 木村 秀則 412－ 22：17．71� 344．6�
816 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 480－ 2 〃 ハナ 316．5�
817 ハ イ エ ン ド 牡3鹿 56 坂井 瑠星石川 達絵氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 520 ―2：17．8クビ 96．3�
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売 得 金
単勝： 55，311，400円 複勝： 99，114，600円 枠連： 16，945，100円
馬連： 78，942，700円 馬単： 38，363，100円 ワイド： 85，428，900円
3連複： 138，802，600円 3連単： 169，460，800円 計： 682，369，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 320円 � 110円 � 140円 枠 連（1－7） 900円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，150円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 26，120円

票 数

単勝票数 計 553114 的中 � 19991（5番人気）
複勝票数 計 991146 的中 � 36227（5番人気）� 493292（1番人気）� 131811（2番人気）
枠連票数 計 169451 的中 （1－7） 14500（4番人気）
馬連票数 計 789427 的中 �� 42328（4番人気）
馬単票数 計 383631 的中 �� 6234（14番人気）
ワイド票数 計 854289 的中 �� 41103（4番人気）�� 16006（11番人気）�� 129678（1番人気）
3連複票数 計1388026 的中 ��� 55425（4番人気）
3連単票数 計1694608 的中 ��� 4702（68番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．6―12．7―12．4―12．8―12．4―11．8―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―36．0―48．6―1：01．3―1：13．7―1：26．5―1：38．9―1：50．7―2：02．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1
1
3
13，15（8，9）16（6，11）（2，7，14）（4，12）－1，3，5，10，17
13，15（9，16，14）8，11（6，12）（4，2）3，7（1，5）（10，17）

2
4

13－15－（8，9）16（6，11）（2，14）7（4，12）－（1，3）－5－（10，17）・（13，15）－14（9，16）（8，11，12）（6，2）（4，3）（1，5）－7，10－17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロンギングエーオ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2021．10．23 東京9着

2019．2．21生 牡3黒鹿 母 フレンチボウ 母母 マニフィカート 6戦1勝 賞金 7，270，000円
〔3走成績による出走制限〕 ダビド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月21日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ウインアンサンブル号（疾病〔右第1趾骨々折〕のため）

06090 3月21日 晴 稍重 （4中山2） 第8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

69 サーマルウインド 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：34．6 11．8�
711 アスクコンナモンダ 牡3栗 56 川田 将雅廣崎利洋HD� 中内田充正 千歳 社台ファーム 436－ 21：34．7クビ 2．2�
812 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 484－ 61：35．02 15．3�
710 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± 01：35．11 9．6�
813 トータルリコール 牡3鹿 56 坂井 瑠星山本又一郎氏 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：35．31 27．8	
57 エスペラント 牡3青鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 464－ 21：35．51� 3．6

45 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 474－121：35．61 17．3�
33 � レイヴンズコー 牡3黒鹿56 横山 武史ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Godolphin 498－ 2 〃 ハナ 6．6�
68 ジャズブルース 牡3青鹿56 菅原 明良 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 458＋ 21：35．81 54．4
22 	 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± 01：36．01
 225．5�
11 ガトーフレーズ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 416－121：36．1クビ 371．2�
44 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 428＋ 41：36．31� 230．2�
56 ユ キ ヤ ナ ギ 牝3鹿 54 勝浦 正樹山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 436－ 41：36．51� 343．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 64，320，500円 複勝： 91，554，100円 枠連： 16，992，200円
馬連： 96，109，100円 馬単： 41，332，600円 ワイド： 88，167，400円
3連複： 139，593，500円 3連単： 179，783，300円 計： 717，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 320円 � 140円 � 290円 枠 連（6－7） 910円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，170円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，780円 3 連 単 ��� 46，230円

票 数

単勝票数 計 643205 的中 � 43548（5番人気）
複勝票数 計 915541 的中 � 61655（6番人気）� 222453（2番人気）� 71034（5番人気）
枠連票数 計 169922 的中 （6－7） 14332（4番人気）
馬連票数 計 961091 的中 �� 49039（5番人気）
馬単票数 計 413326 的中 �� 6738（17番人気）
ワイド票数 計 881674 的中 �� 48584（5番人気）�� 9803（23番人気）�� 27894（10番人気）
3連複票数 計1395935 的中 ��� 15435（19番人気）
3連単票数 計1797833 的中 ��� 2819（146番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―11．9―12．4―12．3―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．4―46．3―58．7―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

サーマルウインド �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．9．11 中京7着

2019．3．2生 牝3鹿 母 ラフィエスタ 母母 ライクザウインド 4戦2勝 賞金 14，100，000円



06091 3月21日 晴 稍重 （4中山2） 第8日 第7競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

34 � リリーブライト 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 474＋ 22：01．5 60．5�
610 ノーダブルディップ 牡4鹿 57 津村 明秀丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 550－ 6 〃 ハナ 7．1�
712 マイネルマーティン 牡4栗 57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 506＋122：01．6� 22．1�
11 アドマイヤハレー 牡4青鹿57 内田 博幸近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 3．7�
813 スウィートブルーム 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム B428＋ 22：01．81 15．4�
45 エトワールマタン 牝4鹿 55 菅原 明良丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 クビ 11．4	
69 シャドウエリス 牝4鹿 55 M．デムーロ飯塚 知一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 460－ 42：01．9� 14．1

33 � セブンフォールド 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 143．2�
57 	 バニシングポイント 牡4芦 57 C．ルメール 長谷川祐司氏 蛯名 正義 米 Whisper Hill

Farm, LLC 494± 02：02．0� 2．5
22 マイネルパリオート 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 466＋122：02．21
 20．4�
46 シ ル ブ ロ ン 牡4鹿 57 北村 宏司 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 488－ 2 〃 ハナ 16．4�
58 レッドペルーシュ 牝5鹿 55

53 △永野 猛蔵 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 424－ 42：02．3クビ 132．8�
814� スカイテラス 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B496－102：02．4� 38．7�
711� ゾ ロ 牡6栗 57

55 △山田 敬士北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 470－ 82：02．5� 63．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 48，880，700円 複勝： 75，268，300円 枠連： 16，973，500円
馬連： 91，750，700円 馬単： 33，426，100円 ワイド： 84，736，600円
3連複： 139，039，700円 3連単： 155，269，700円 計： 645，345，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，050円 複 勝 � 1，560円 � 320円 � 530円 枠 連（3－6） 10，680円

馬 連 �� 36，860円 馬 単 �� 79，830円

ワ イ ド �� 12，660円 �� 16，020円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 172，930円 3 連 単 ��� 1，356，270円

票 数

単勝票数 計 488807 的中 � 6462（11番人気）
複勝票数 計 752683 的中 � 11429（12番人気）� 68618（3番人気）� 36901（8番人気）
枠連票数 計 169735 的中 （3－6） 1231（26番人気）
馬連票数 計 917507 的中 �� 1929（58番人気）
馬単票数 計 334261 的中 �� 314（121番人気）
ワイド票数 計 847366 的中 �� 1714（66番人気）�� 1353（72番人気）�� 9077（28番人気）
3連複票数 計1390397 的中 ��� 603（240番人気）
3連単票数 計1552697 的中 ��� 83（1485番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．7―36．0―48．7―1：01．1―1：13．2―1：25．3―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リリーブライト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 American Post

2018．2．17生 牡4鹿 母 リリーアメリカ 母母 Miller’s Lily 4戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 マイネルパリオート号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
マイネルマーティン号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒
告。（被害馬：3番）
マイネルマーティン号の騎手石橋脩は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・13番）

06092 3月21日 晴 稍重 （4中山2） 第8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

510�� 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

B510－ 21：11．3 2．2�
24 アルバミノル 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：11．83 5．2�
35 スラップショット �4鹿 57 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 494－ 61：11．9	 4．5�
47 ハッピーアナザー 牡4栗 57 丹内 祐次永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 476－ 81：12．11
 18．8�
11 ネオレインボウ �6鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484± 01：12．2アタマ 19．8�
611 カップッチョ 牡5鹿 57 木幡 育也	ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 496＋121：12．51	 48．1

816� ディランズソング 牡5鹿 57 岩田 康誠 	シルクレーシング 萩原 清 米

Erin Knehr &
Catalyst
Bloodstock

504－ 41：12．71
 8．4�
23 シングンバズーカ 牡5黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B488± 01：12．8クビ 289．2�
12 ド ナ テ ッ ラ 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 472－ 4 〃 
 85．3
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± 01：12．9クビ 36．3�
713 バウンティハンター 牡5黒鹿57 松岡 正海浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 486－101：13．11 12．9�
714 キョウエイロナ 牝4鹿 55 江田 照男田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 436＋ 2 〃 クビ 328．2�
48 � ヌ ン カ プ ト 牡5鹿 57 菊沢 一樹ヌンクラブ� 堀内 岳志 浦河 不二牧場 452－ 21：13．2クビ 150．6�
59 オールミラージュ 牡6栗 57

55 △永野 猛蔵田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 462＋121：13．62
 86．8�
815� ホシフルドヒョウ 牡6黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 B502＋ 8 〃 クビ 63．2�
36 ダディフィンガー 牡6鹿 57 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 むかわ 上水牧場 502＋ 21：14．12
 351．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，325，400円 複勝： 61，397，100円 枠連： 17，866，200円
馬連： 98，926，700円 馬単： 40，729，300円 ワイド： 84，314，700円
3連複： 151，436，200円 3連単： 173，489，400円 計： 677，485，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連（2－5） 710円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 300円 �� 200円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計 493254 的中 � 171792（1番人気）
複勝票数 計 613971 的中 � 190527（1番人気）� 64854（3番人気）� 115144（2番人気）
枠連票数 計 178662 的中 （2－5） 19473（2番人気）
馬連票数 計 989267 的中 �� 100427（2番人気）
馬単票数 計 407293 的中 �� 21722（3番人気）
ワイド票数 計 843147 的中 �� 71619（2番人気）�� 125016（1番人気）�� 29626（7番人気）
3連複票数 計1514362 的中 ��� 81722（1番人気）
3連単票数 計1734894 的中 ��� 19247（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．9―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ベストマジック �

�
父 Speightstown �

�
母父 Hard Spun

2016．3．26生 牡6鹿 母 Glinda the Good 母母 Magical Flash 11戦1勝 賞金 24，100，000円
初出走 JRA

〔その他〕 バウンティハンター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 バウンティハンター号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年4月21日まで出走できない。



06093 3月21日 晴 良 （4中山2） 第8日 第9競走 ��1，600�
す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

22 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 480－ 21：34．5 7．7�
89 アオイシンゴ �8芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 502－121：34．6� 7．4�
11 テ ン バ ガ ー 牡4鹿 57 M．デムーロ�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B516－ 41：34．81� 7．1�
33 ミモザイエロー 牝6栗 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 476± 01：35．01 105．6�
810 ハローユニコーン 牝8鹿 55 北村 宏司 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 村下 明博 472－ 4 〃 クビ 89．0�
66 レ ッ ド ロ ワ 牡4青鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 社台牧場 488－ 21：35．1
 1．3	

78 ララマカロン 牝4鹿 55 戸崎 圭太フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B480± 01：35．41
 28．5

（法942）

77 ペイシャフェスタ 牝4栗 55 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 480－ 6 〃 クビ 46．8�
44 サンディレクション 牡6鹿 57 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：35．61� 84．8�
55 アグリューム 牝6鹿 55 菅原 明良 キャロットファーム 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 81：35．81� 25．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 68，284，800円 複勝： 193，602，700円 枠連： 14，985，400円
馬連： 86，611，500円 馬単： 60，779，300円 ワイド： 79，363，900円
3連複： 148，158，500円 3連単： 318，820，200円 計： 970，606，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 440円 � 550円 � 640円 枠 連（2－8） 2，140円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 500円 �� 600円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 19，090円

票 数

単勝票数 計 682848 的中 � 70120（4番人気）
複勝票数 計1936027 的中 � 120678（2番人気）� 93108（3番人気）� 77679（4番人気）
枠連票数 計 149854 的中 （2－8） 5413（7番人気）
馬連票数 計 866115 的中 �� 32060（8番人気）
馬単票数 計 607793 的中 �� 9407（16番人気）
ワイド票数 計 793639 的中 �� 40487（6番人気）�� 33493（8番人気）�� 41849（5番人気）
3連複票数 計1481585 的中 ��� 36116（10番人気）
3連単票数 計3188202 的中 ��� 12106（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．2―46．8―58．6―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

ユキノファラオ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2020．9．20 中山4着

2018．3．25生 牡4鹿 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル 15戦3勝 賞金 39，776，000円

06094 3月21日 晴 稍重 （4中山2） 第8日 第10競走 ��
��1，800�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

韓国馬事会賞（1着）
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
1：48．5
1：47．6

重
重

47 ウィリアムバローズ 牡4鹿 57 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 484－ 21：51．8 1．8�
713 ソルドラード �6鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 508± 01：52．86 8．7�
612	 ヴォワドアンジェ 牝4黒鹿55 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 454± 01：53．01
 24．9�
510 キタノリューオー 牡4鹿 57 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 460－ 21：53．1クビ 5．8�
611 フィロロッソ 牡5鹿 57 藤岡 康太 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 478－ 81：53．2� 41．7�
714 リキサントライ 牡4栗 57 戸崎 圭太 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 500＋ 4 〃 クビ 24．2	
59 フィニステール 牡5黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス
 中内田充正 日高 白井牧場 B472± 01：53．41
 5．3�
12 ゴールドパラディン 牡5栗 57 坂井 瑠星 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 438－ 4 〃 ハナ 12．6�
36 � リバプールタウン 牡7鹿 57 秋山真一郎薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 486＋ 21：53．61� 354．8
35 ロワマージュ 牡5鹿 57 田辺 裕信ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B492－ 41：53．7 105．7�
815 ヘ ラ イ ア 牝5鹿 55 丸田 恭介吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 21：54．12� 208．6�
23 ギャラクシーソウル 牝5芦 55 石川裕紀人吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム B472＋24 〃 ハナ 44．3�
816 ドラグーンシチー 牡7鹿 57 松岡 正海 
友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 500－101：54．52� 209．8�
48 デルマオニキス 牡5芦 57 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 488＋ 21：54．6� 119．4�
11 タマモアポローン 牡6黒鹿57 永野 猛蔵タマモ
 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 508－141：55．98 270．1�
24 ニーズヘッグ 牝5鹿 55 菊沢 一樹 
YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 496＋ 2 （競走中止） 236．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，612，300円 複勝： 158，057，000円 枠連： 41，528，300円
馬連： 199，638，300円 馬単： 89，722，800円 ワイド： 167，921，600円
3連複： 339，944，600円 3連単： 444，849，600円 計： 1，545，274，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 310円 枠 連（4－7） 560円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 370円 �� 550円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 6，860円

票 数

単勝票数 計1036123 的中 � 439781（1番人気）
複勝票数 計1580570 的中 � 625647（1番人気）� 154532（4番人気）� 80189（6番人気）
枠連票数 計 415283 的中 （4－7） 57456（2番人気）
馬連票数 計1996383 的中 �� 200755（3番人気）
馬単票数 計 897228 的中 �� 61240（3番人気）
ワイド票数 計1679216 的中 �� 124336（3番人気）�� 78672（5番人気）�� 24186（18番人気）
3連複票数 計3399446 的中 ��� 98323（8番人気）
3連単票数 計4448496 的中 ��� 46949（14番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．8―13．1―12．7―12．5―12．4―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．2―50．3―1：03．0―1：15．5―1：27．9―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィリアムバローズ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．5．30 中京7着

2018．2．17生 牡4鹿 母 ダイアナバローズ 母母 チッキーズディスコ 9戦4勝 賞金 52，830，000円
〔競走中止〕 ニーズヘッグ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※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 スーパーフェイバー号・ブライトンロック号
（非抽選馬） 1頭 テリオスベル号

１レース目 ３レース目



06095 3月21日 晴 良 （4中山2） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第36回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

11 スタニングローズ 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．5 4．4�
55 ニシノラブウインク 牝3鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 462＋ 61：48．6	 36．7�
33 シンティレーション 牝3黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 458－ 41：48．92 3．7�
68 ダ イ ム 牝3栗 54 横山 和生五十川雅規氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 428－121：49．0	 17．7�
710 デインティハート 牝3鹿 54 菅原 明良�G1レーシング 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 21：49．1
 7．8	
22 パーソナルハイ 牝3鹿 54 藤岡 康太�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 464＋ 21：49．2	 5．6

79 キタサンシュガー 牝3鹿 54 坂井 瑠星�大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：49．51	 9．6�
56 モカフラワー 牝3栗 54 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 452＋ 4 〃 アタマ 5．6�
812 ティズグロリアス 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 414± 01：49．71� 14．9
44 コ ル ベ イ ユ 牝3鹿 54 勝浦 正樹井手 慶祐氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 4 〃 	 63．2�
67 ア ポ ロ ル タ 牝3鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 430± 01：51．08 131．3�
811 ア プ サ ラ ー 牝3栗 54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 430－101：52．610 189．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 311，927，900円 複勝： 356，263，400円 枠連： 98，535，200円 馬連： 735，435，100円 馬単： 270，456，600円
ワイド： 566，485，800円 3連複： 1，351，517，600円 3連単： 1，914，188，600円 5重勝： 703，859，200円 計： 6，308，669，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 550円 � 150円 枠 連（1－5） 1，260円

馬 連 �� 5，950円 馬 単 �� 8，870円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 310円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 32，150円

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

キャリーオーバー なし����� 72，230円

票 数

単勝票数 計3119279 的中 � 556265（2番人気）
複勝票数 計3562634 的中 � 596907（2番人気）� 117102（9番人気）� 750234（1番人気）
枠連票数 計 985352 的中 （1－5） 60182（6番人気）
馬連票数 計7354351 的中 �� 95685（24番人気）
馬単票数 計2704566 的中 �� 22853（36番人気）
ワイド票数 計5664858 的中 �� 83112（23番人気）�� 550274（1番人気）�� 104829（18番人気）
3連複票数 計13515176 的中 ��� 232825（15番人気）
3連単票数 計19141886 的中 ��� 43164（118番人気）
5重勝票数 計7038592 的中 ����� 6821

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．9―49．1―1：01．3―1：13．1―1：25．1―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スタニングローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．6 中京2着

2019．1．18生 牝3鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 7戦3勝 賞金 71，031，000円
〔制裁〕 キタサンシュガー号の騎手坂井瑠星は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）

06096 3月21日 晴 稍重 （4中山2） 第8日 第12競走 ��2，400�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
2：28．8
2：28．6

重
不良

710 オンザフェーヴル 牡5栗 57 川田 将雅廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 500＋122：36．3 1．5�
67 フィストバンプ 牡6青鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 488－102：36．4� 4．6�
79 ヤマニンバンタジオ �8栗 57 戸崎 圭太土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 534－ 62：37．35 8．3�
44 ウインレゼルヴ 牡5栗 57 丹内 祐次�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 498± 02：37．4� 58．1�
11 クールファイブ 牡4鹿 56 松岡 正海大塚 亮一氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 492－12 〃 アタマ 23．4�
22 トップリーチ 牡5黒鹿57 三浦 皇成紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 462－ 22：37．61 29．8	
811 グッドリドゥンス 牡5栗 57 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 484－ 62：38．23� 15．0

56 キョウエイパラスト 牡5栗 57

55 △永野 猛蔵田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 520－ 42：38．3クビ 20．7�
812 メタルスパーク �5芦 57

54 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B492＋ 22：38．62 145．7�
55 ユ メ ノ サ キ �7栗 57 大野 拓弥山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B534－ 82：39．12� 40．1
68 サイモンサーマル �7鹿 57 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 502＋142：39．31 130．8�
33 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± 02：43．6大差 89．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 99，206，200円 複勝： 252，943，000円 枠連： 37，318，100円
馬連： 186，675，500円 馬単： 116，184，400円 ワイド： 166，599，600円
3連複： 319，293，100円 3連単： 630，802，700円 計： 1，809，022，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（6－7） 250円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 180円 �� 230円 �� 370円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，540円

票 数

単勝票数 計 992062 的中 � 523376（1番人気）
複勝票数 計2529430 的中 � 1790807（1番人気）� 204463（2番人気）� 125029（3番人気）
枠連票数 計 373181 的中 （6－7） 112049（1番人気）
馬連票数 計1866755 的中 �� 466801（1番人気）
馬単票数 計1161844 的中 �� 216012（1番人気）
ワイド票数 計1665996 的中 �� 274980（1番人気）�� 182737（2番人気）�� 97351（4番人気）
3連複票数 計3192931 的中 ��� 406138（1番人気）
3連単票数 計6308027 的中 ��� 296668（1番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―12．1―12．1―13．2―14．4―15．3―14．0―12．2―12．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．6―37．7―49．8―1：03．0―1：17．4―1：32．7―1：46．7―1：58．9―2：11．3―2：23．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オンザフェーヴル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2019．12．21 中山10着

2017．3．29生 牡5栗 母 トレノトマト 母母 フューチャトマト 19戦3勝 賞金 47，818，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レインボービーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月21日まで平地競

走に出走できない。
※クールファイブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（4中山2）第8日 3月21日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 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

253，740，000円
25，350，000円
1，470，000円
32，810，000円
75，704，000円
5，673，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
981，731，400円
1，657，755，800円
319，406，100円
1，852，977，000円
834，224，100円
1，599，618，600円
3，236，711，100円
4，625，988，700円
703，859，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，812，272，000円

総入場人員 6，180名 （有料入場人員 5，937名）



令和4年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，404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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，081，840，000円
30，910，000円
224，270，000円
14，150，000円
271，510，000円
5，000，000円
618，325，000円
41，673，000円
13，478，400円

勝馬投票券売得金
7，504，898，400円
11，450，808，600円
2，812，737，700円
14，889，242，400円
6，316，640，300円
12，784，082，900円
25，341，495，800円
32，551，418，500円
3，837，692，500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 117，489，017，100円

総入場延人員 48，252名 （有料入場延人員 45，983名）
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