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08001 3月26日 曇 稍重 （4中山3） 第1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

714 スウィートプロミス 牝3黒鹿54 横山 武史 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 458＋ 21：12．4 2．4�
24 ラッキーガブリエル 牝3栗 54 菅原 明良�ターフ・スポート高木 登 浦河 梅田牧場 476± 01：13．99 22．1�
815 モンサンレジャンド 牝3鹿 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 458± 01：14．11 1．9�
816 ル ピ コ ラ 牝3栗 54 柴田 大知ディアレストクラブ� 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 456－ 6 〃 クビ 30．1�
59 フィールザコメット 牝3鹿 54 丹内 祐次櫻井 正氏 深山 雅史 むかわ 平岡牧場 430＋ 2 〃 ハナ 23．1	
510 カフェティアラ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 462± 01：15．05 197．2

612 キタノブルーアレツ 牝3鹿 54 野中悠太郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 中本牧場 460 ―1：15．1クビ 270．4�
48 サ ノ プ リ 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 416－ 81：15．31� 298．3�
35 メイオーシャン 牝3鹿 54 石川裕紀人千明牧場 勢司 和浩 日高 千明牧場 458 ― 〃 クビ 37．1
12 ケイツーリタス 牝3黒鹿54 江田 照男楠本 勝美氏 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 426± 01：15．4� 275．5�
713 ル ネ ッ タ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 416 ―1：15．61 46．2�

11 ミッキージェンヌ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 436± 01：15．81� 22．0�
23 イシュキック 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人西森 功氏 小笠 倫弘 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 464 ―1：16．11� 77．4�

47 タマモビラカリーナ 牝3黒鹿54 伊藤 工真タマモ� 村田 一誠 新ひだか 岡田牧場 B494＋ 41：16．42 112．0�
36 レクレールドパリ 牝3芦 54 田辺 裕信吉田 千津氏 稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 480－ 41：17．25 13．5�
611 ワンダーコリーナ 牝3栗 54 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか フクダファーム 370 ―1：18．05 211．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，269，400円 複勝： 64，465，700円 枠連： 14，152，900円
馬連： 58，441，500円 馬単： 29，582，600円 ワイド： 58，533，200円
3連複： 103，399，900円 3連単： 117，488，000円 計： 484，333，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 230円 � 110円 枠 連（2－7） 2，100円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 700円 �� 130円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 7，760円

票 数

単勝票数 計 382694 的中 � 123531（2番人気）
複勝票数 計 644657 的中 � 102158（2番人気）� 24800（5番人気）� 373909（1番人気）
枠連票数 計 141529 的中 （2－7） 5222（8番人気）
馬連票数 計 584415 的中 �� 15368（9番人気）
馬単票数 計 295826 的中 �� 5900（11番人気）
ワイド票数 計 585332 的中 �� 15472（9番人気）�� 174717（1番人気）�� 20934（6番人気）
3連複票数 計1033999 的中 ��� 68526（5番人気）
3連単票数 計1174880 的中 ��� 10974（20番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―12．1―12．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．9―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スウィートプロミス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2021．12．19 中山4着

2019．2．1生 牝3黒鹿 母 アースサウンド 母母 Leilani’s Song 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レクレールドパリ号・ワンダーコリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

4月26日まで平地競走に出走できない。

08002 3月26日 曇 稍重 （4中山3） 第1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

59 ア ウ グ ス ト 牡3鹿 56 石川裕紀人�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 504－ 21：55．1 1．6�
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 498－ 61：56．69 12．3�
816 キングスウェイ 牡3鹿 56 武 豊江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－101：56．91� 19．0�
35 オセアレジェンド 牡3青 56 田辺 裕信 XIAOジャパン 田村 康仁 むかわ 上水牧場 482－ 21：57．53� 4．1�
23 サンマルディライト 牡3栗 56 大野 拓弥相馬 勇氏 和田 勇介 新ひだか 佐竹 学 452－ 8 〃 クビ 7．9�
612 サイモンソーラン 牡3栗 56 横山 和生澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 480－ 21：57．6クビ 15．3	
611 マイネルシデン 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 448－12 〃 ハナ 279．8

510 ゼ フ ァ ラ ス 牡3鹿 56 武藤 雅落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 B478＋ 21：58．13 37．3�
11 シャークアタック 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 476－ 6 〃 ハナ 119．0�
48 ア ド ー ニ ス 牡3鹿 56 江田 照男片野 新一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 B446＋ 21：58．2� 95．0
12 メールブルー 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B500－ 61：58．3� 159．2�
36 ギ ン リ ン 牡3芦 56

54 △山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー
ブル 494± 0 〃 ハナ 231．0�

713 プレミアムクイーン 牝3黒鹿54 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 新ひだか 今 牧場 492＋ 21：58．72� 58．6�
47 パリーアーク 牝3鹿 54 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 440－101：59．33� 110．6�
815 メイショウアラマサ 牡3栗 56 田中 勝春松本 好�氏 和田 勇介 浦河 浦河日成牧場 430± 02：02．6大差 421．4�
24 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 472－162：03．77 161．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，196，400円 複勝： 89，115，700円 枠連： 13，373，000円
馬連： 63，493，900円 馬単： 31，699，000円 ワイド： 63，401，600円
3連複： 100，480，400円 3連単： 119，845，900円 計： 526，605，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 360円 枠 連（5－7） 740円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 500円 �� 790円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 451964 的中 � 213736（1番人気）
複勝票数 計 891157 的中 � 475412（1番人気）� 65939（4番人気）� 30115（6番人気）
枠連票数 計 133730 的中 （5－7） 13949（3番人気）
馬連票数 計 634939 的中 �� 44776（4番人気）
馬単票数 計 316990 的中 �� 16070（4番人気）
ワイド票数 計 634016 的中 �� 34856（4番人気）�� 20574（8番人気）�� 7955（20番人気）
3連複票数 計1004804 的中 ��� 13275（15番人気）
3連単票数 計1198459 的中 ��� 5594（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．6―51．1―1：04．1―1：16．7―1：30．0―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
・（1，9）（14，16）（3，5）（13，12）7（11，10）8（6，15）－4－2
9（1，14）（5，16）10（3，13，12）11（8，7）（2，6）－15－4

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ウ グ ス ト �
�
父 ザファクター �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．8．29 新潟9着

2019．3．12生 牡3鹿 母 アプレレクール 母母 チ ア フ ル 6戦1勝 賞金 10，070，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウアラマサ号・サトノタケル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月

26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 トップスティール号

第３回 中山競馬 第１日



08003 3月26日 曇 稍重 （4中山3） 第1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

714 ニシノコニャック 牡3栗 56 丸山 元気西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 466－ 61：13．3 2．4�
12 パイツィーレン 牝3鹿 54 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 442－ 81：13．5� 7．2�
510 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± 01：13．6� 5．1�
815 マサノカヴァリエ 牡3鹿 56 菅原 明良中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480± 0 〃 クビ 8．5�
816 ムッシュージョイ 牡3鹿 56 石橋 脩西村 亮二氏 武市 康男 新冠 対馬 正 470＋ 21：13．81� 10．0�
11 アドマイヤザルミナ 牝3鹿 54 和田 竜二近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 446－101：13．9クビ 41．2�
36 オフレッシュ 牡3鹿 56 田辺 裕信 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 510＋10 〃 クビ 40．7	
59 ベ ル カ ノ ア 牝3栗 54 武藤 雅子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 466± 01：14．0� 72．8

612 エリークラウン 牝3鹿 54 大野 拓弥谷川 正純氏 高橋 文雅 日高 クラウン日高牧場 470－121：14．1クビ 24．5�
48 アポロウェイラーズ 牝3栗 54 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 464± 01：14．31 643．0�
47 プリティーメモリー 牝3鹿 54 三浦 皇成海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 390－ 41：14．51� 19．2
611 ウインエイムハイ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 61：14．6クビ 39．1�
35 ビュートラン 牝3青鹿54 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 日高 オリオンファーム 502－ 21：15．13 78．2�
23 シンキングセンティ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 476＋ 41：15．2� 232．7�
24 ペイシャクィンビー 牝3鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 434－ 81：15．73 10．9�
713 アーリオオーリオ 牝3栗 54 柴田 大知飯田総一郎氏 南田美知雄 新ひだか 大滝 康晴 442－ 41：16．33� 419．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，081，100円 複勝： 61，081，000円 枠連： 14，582，200円
馬連： 68，209，600円 馬単： 28，138，800円 ワイド： 67，367，200円
3連複： 110，581，500円 3連単： 106，938，400円 計： 499，979，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（1－7） 1，110円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 410円 �� 250円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 430811 的中 � 140516（1番人気）
複勝票数 計 610810 的中 � 161295（1番人気）� 69416（3番人気）� 101470（2番人気）
枠連票数 計 145822 的中 （1－7） 10164（4番人気）
馬連票数 計 682096 的中 �� 52859（2番人気）
馬単票数 計 281388 的中 �� 12319（4番人気）
ワイド票数 計 673672 的中 �� 40583（4番人気）�� 75373（1番人気）�� 29460（5番人気）
3連複票数 計1105815 的中 ��� 48331（3番人気）
3連単票数 計1069384 的中 ��� 10884（7番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．7―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．4―48．1―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 ・（3，14）（2，4，15，8）5（1，7，10）（16，12）11（6，13）9 4 14（3，15，8）2（4，7，10）1（16，5，12）－（11，6）（9，13）

勝馬の
紹 介

ニシノコニャック �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．11．27 東京2着

2019．3．3生 牡3栗 母 ニシノテキーラ 母母 リーヴザマーク 5戦1勝 賞金 11，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイファーマオ号・ニシノアジーブ号・ムーランアルザン号・ルプランドル号

08004 3月26日 小雨 良 （4中山3） 第1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

510 サンクション 牡3黒鹿 56
53 ▲横山 琉人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 488＋121：35．5 3．0�

24 ゼンノテンバ 牝3栗 54 横山 和生大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 430－ 61：35．71� 4．8�
611 サクラオーラ 牝3鹿 54 津村 明秀�さくらコマース田中 博康 新ひだか 谷岡牧場 432－ 41：35．91 3．0�
11 ファムスパーブ 牝3黒鹿54 田辺 裕信�G1レーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 460＋161：36．0� 21．5�
713 ロータスペトル 牡3鹿 56 和田 竜二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 2 〃 クビ 11．0	
12 ウインマカナ 牝3青鹿54 丹内 祐次�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 464 ―1：36．31� 54．1

59 ラ ジ エ ル 牝3鹿 54 杉原 誠人 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：36．4� 10．1�
714 テイエムナイスラン 牡3芦 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 村下 明博 516 ―1：36．5� 203．0�
48 モリノドリーム 牝3鹿 54 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 464＋ 4 〃 ハナ 12．1
612 カナイアンゼン 牝3鹿 54 大野 拓弥由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 472 ―1：36．81� 189．6�
36 サ ミ ュ エ ル 牝3栗 54 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム 476 ―1：36．9� 81．2�
815 エ レ オ ス 牝3栗 54 丸山 元気�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526 ―1：37．01 58．4�
47 アルドゥエンナ 牝3青鹿54 木幡 巧也 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 434－ 81：38．38 150．1�
816 ウチノランスター 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗 H.F Association 稲垣 幸雄 新ひだか 村上牧場 408－101：39．57 387．4�
35 キックザファースト 牡3鹿 56 三浦 皇成 KICレーシング 小島 茂之 浦河 田中スタッド 486 ― 〃 クビ 210．8�

（15頭）
23 ブローヴェイス 牡3黒鹿56 菅原 明良豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 424－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，883，000円 複勝： 53，384，500円 枠連： 14，314，500円
馬連： 63，460，400円 馬単： 25，821，800円 ワイド： 55，102，200円
3連複： 83，936，300円 3連単： 93，616，300円 計： 433，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（2－5） 590円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 260円 �� 200円 �� 280円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，260円

票 数

単勝票数 差引計 438830（返還計 24072） 的中 � 113527（2番人気）
複勝票数 差引計 533845（返還計 23746） 的中 � 113177（2番人気）� 79848（3番人気）� 129461（1番人気）
枠連票数 差引計 143145（返還計 2400） 的中 （2－5） 18750（2番人気）
馬連票数 差引計 634604（返還計 67371） 的中 �� 69076（2番人気）
馬単票数 差引計 258218（返還計 26449） 的中 �� 14878（3番人気）
ワイド票数 差引計 551022（返還計 57426） 的中 �� 51699（2番人気）�� 76978（1番人気）�� 45990（3番人気）
3連複票数 差引計 839363（返還計176728） 的中 ��� 77234（1番人気）
3連単票数 差引計 936163（返還計170350） 的中 ��� 15898（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―11．8―12．2―12．2―12．1―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．0―35．8―48．0―1：00．2―1：12．3―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

サンクション �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．8．22 新潟3着

2019．5．25生 牡3黒鹿 母 ゴッドビラブドミー 母母 ゴッドインチーフ 3戦1勝 賞金 8，650，000円
〔競走除外〕 ブローヴェイス号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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 ヨール号



08005 3月26日 小雨 良 （4中山3） 第1日 第5競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時25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
1：06．7
1：06．0

良
良

22 � ジャスパークローネ 牡3栗 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall
& Godolphin 480－ 41：09．1 4．2�

68 ア ラ ク レ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �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± 01：09．31� 99．7�
11 オードゥメール 牝3鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 2 〃 クビ 9．0�
812 グラスミヤラビ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 482± 0 〃 クビ 9．0�
57 フリートオブフット 牝3鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 448－ 41：09．4	 2．8�
45 ネ レ イ ド 牝3鹿 54 柴田 大知�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 440－ 21：09．5	 12．2	
56 ラニュイエトワール 
3鹿 56 津村 明秀吉田 勝己氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 466＋121：09．81	 35．3

710 ジョーブリッランテ 牡3栗 56 松岡 正海上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 498＋ 21：09．9� 3．8�
33 ア カ ザ 牝3鹿 54 宮崎 北斗鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 430－121：10．11 35．5�
69 セイウンシデン 牡3黒鹿56 丸山 元気西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 496－101：10．42 33．8
813 ケイティーズジョウ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�門別牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 454＋121：10．71	 153．7�
711 ウインタースイート 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 402± 01：10．91� 590．3�
44 トビイロノヒトミ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 446－101：11．01 388．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 45，306，500円 複勝： 60，061，100円 枠連： 12，079，400円
馬連： 69，008，800円 馬単： 29，703，500円 ワイド： 63，751，500円
3連複： 103，172，000円 3連単： 118，165，000円 計： 501，247，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 1，290円 � 300円 枠 連（2－6） 4，780円

馬 連 �� 16，880円 馬 単 �� 22，380円

ワ イ ド �� 3，940円 �� 770円 �� 6，580円

3 連 複 ��� 30，760円 3 連 単 ��� 192，510円

票 数

単勝票数 計 453065 的中 � 85273（3番人気）
複勝票数 計 600611 的中 � 92924（3番人気）� 9750（10番人気）� 52528（6番人気）
枠連票数 計 120794 的中 （2－6） 1957（19番人気）
馬連票数 計 690088 的中 �� 3168（34番人気）
馬単票数 計 297035 的中 �� 995（52番人気）
ワイド票数 計 637515 的中 �� 4062（34番人気）�� 22590（11番人気）�� 2416（40番人気）
3連複票数 計1031720 的中 ��� 2515（71番人気）
3連単票数 計1181650 的中 ��� 445（431番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．6―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―45．7―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 ・（2，5）（9，12）（1，3，6）（7，10）（8，13）－11－4 4 2，5（1，9，12）（8，3，6）（7，10）13－11－4

勝馬の
紹 介

�ジャスパークローネ �
�
父 Frosted �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2021．8．21 新潟1着

2019．3．12生 牡3栗 母 Fancy Kitten 母母 Endless Fancy 5戦2勝 賞金 22，551，000円
〔3走成績による出走制限〕 ウインタースイート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月26日まで平地競走に出走で

きない。

08006 3月26日 小雨 良 （4中山3） 第1日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走12時55分 （芝・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
1：44．9
1：43．8

良
良

44 ショウナンマグマ 牡3鹿 56 菅原 明良国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 500－ 21：48．4 4．6�
812 ゼッフィーロ 牡3鹿 56 横山 武史 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 470＋ 61：49．78 2．8�
79 ルークスヘリオス 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：49．8クビ 4．7�
811 レッドラパルマ 牡3鹿 56 和田 竜二 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 488－ 21：50．12 11．6�
67 スパイダーゴールド 牡3栗 56 三浦 皇成村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 488± 01：50．2� 3．5	
22 トーセンクレセント 牡3鹿 56 石橋 脩島川 
哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋ 41：50．3� 36．9�
33 サクセスソング 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 434－ 81：50．51� 390．6�
710	 キスアンドテル 牝3鹿 54 池添 謙一ゴドルフィン 金成 貴史 愛 Godolphin 488－ 61：50．6� 22．0
11 ピッコロバンビーナ 牝3鹿 54 勝浦 正樹谷口 祐人氏 村田 一誠 新冠 守矢牧場 440－ 61：51．02 141．8�
55 ゴールドルパン 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人田畑 利彦氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 B468－121：51．1� 75．5�
68 
 ロイヤルザップ 牡3栗 56 大野 拓弥�ラ・メール 田村 康仁 新冠 松浦牧場 486＋101：51．63 477．7�
56 ナックメジャー 牡3鹿 56 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 490＋ 81：51．92 249．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，323，600円 複勝： 58，774，700円 枠連： 13，996，600円
馬連： 75，583，600円 馬単： 34，743，000円 ワイド： 66，942，200円
3連複： 103，186，000円 3連単： 137，374，400円 計： 543，924，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 350円 �� 260円 �� 330円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 533236 的中 � 91331（3番人気）
複勝票数 計 587747 的中 � 112951（3番人気）� 123735（2番人気）� 89287（4番人気）
枠連票数 計 139966 的中 （4－8） 15394（5番人気）
馬連票数 計 755836 的中 �� 64692（5番人気）
馬単票数 計 347430 的中 �� 13010（12番人気）
ワイド票数 計 669422 的中 �� 46564（6番人気）�� 67811（2番人気）�� 51140（5番人気）
3連複票数 計1031860 的中 ��� 85829（3番人気）
3連単票数 計1373744 的中 ��� 17825（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―11．9―12．2―12．5―12．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．1―48．0―1：00．2―1：12．7―1：25．1―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3
4（2，11）（8，10）1（3，6）（5，12）7－9
4（11，10）2，8，1（3，6，12，7）（5，9）

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマグマ �
�
父 ザファクター �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．8．8 新潟6着

2019．4．29生 牡3鹿 母 レッドメアラス 母母 セイランクイーン 6戦2勝 賞金 15，200，000円



08007 3月26日 小雨 稍重 （4中山3） 第1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

66 キングスバーンズ 牡5栗 57 横山 武史丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B522－ 21：54．2 3．0�
67 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 B510－ 81：54．41� 2．1�
810 テイエムアトム 牡4栃栗57 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B516－ 61：54．5� 6．1�
11 セイハロートゥユー 牡4黒鹿57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B506＋121：55．13� 12．0�
811� 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± 01：55．31� 247．0�
44 セイウンロミオ 牡4鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 	川 啓一 534± 0 〃 ハナ 16．6	
33 � マサカウマザンマイ 牡4鹿 57 菅原 明良鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム 484＋ 61：55．61� 30．5

22 スズノイナズマ 牡4青鹿57 内田 博幸小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 482－ 61：56．23� 19．5�
55 � ビップテッペン 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 446－ 31：56．3� 71．5�
79 フォアシュピール 
5黒鹿57 和田 竜二 キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム B464± 01：56．83 26．6�
78 � ケ プ チ ャ ン 牡4栗 57 杉原 誠人ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 488－ 21：59．0大差 350．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，681，400円 複勝： 54，829，200円 枠連： 18，021，700円
馬連： 67，494，300円 馬単： 32，020，800円 ワイド： 59，986，700円
3連複： 105，709，800円 3連単： 141，501，200円 計： 521，245，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（6－6） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 250円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 計 416814 的中 � 109391（2番人気）
複勝票数 計 548292 的中 � 120046（2番人気）� 189929（1番人気）� 73662（3番人気）
枠連票数 計 180217 的中 （6－6） 45127（2番人気）
馬連票数 計 674943 的中 �� 179374（1番人気）
馬単票数 計 320208 的中 �� 38395（2番人気）
ワイド票数 計 599867 的中 �� 126487（1番人気）�� 43044（3番人気）�� 54303（2番人気）
3連複票数 計1057098 的中 ��� 155216（1番人気）
3連単票数 計1415012 的中 ��� 48922（2番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．9―13．1―12．4―12．8―13．1―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．6―50．7―1：03．1―1：15．9―1：29．0―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングスバーンズ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Meadowlake デビュー 2019．12．21 中山1着

2017．2．21生 牡5栗 母 レディオーカモア 母母 Explosive Kate 7戦2勝 賞金 20，370，000円

08008 3月26日 小雨 稍重 （4中山3） 第1日 第8競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬および�
3�増，J・GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード3：40．8良

55 ビレッジイーグル 牡5黒鹿60 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 508－ 63：45．7 5．2�
67 ブラゾンダムール 牡7黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 494＋14 〃 クビ 3．7�
11 マイサンシャイン 牡6栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 476－143：46．33� 5．5�
33 � アサクサゲンキ 	7鹿 60 小牧加矢太田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

466－103：46．62 3．7�
79 クラウンディバイダ 	9黒鹿60 伴 啓太�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 464± 03：46．7クビ 11．3�
78 ダイシンクローバー 	6黒鹿60 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 480－ 4 〃 アタマ 16．5	
810 マサハヤドリーム 	10鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456－ 83：46．91� 6．7

44 テトラルキア 	7鹿 60 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 492－ 23：47．75 31．2�
66 
 キタノテイオウ 牡7黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 470＋ 83：47．8クビ 105．2�
22 ポルタフォリオ 牡4鹿 59 北沢 伸也吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 498± 03：49．6大差 118．8

（10頭）
811 マイネルヴァッサー 牡9鹿 60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，287，900円 複勝： 41，106，800円 枠連： 14，790，000円
馬連： 61，243，600円 馬単： 26，694，100円 ワイド： 45，344，900円
3連複： 102，246，600円 3連単： 130，380，800円 計： 454，094，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 150円 � 140円 枠 連（5－6） 370円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 320円 �� 470円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 差引計 322879（返還計 991） 的中 � 48755（3番人気）
複勝票数 差引計 411068（返還計 1054） 的中 � 64233（4番人気）� 73502（2番人気）� 77527（1番人気）
枠連票数 差引計 147900（返還計 79） 的中 （5－6） 30250（1番人気）
馬連票数 差引計 612436（返還計 4499） 的中 �� 79345（1番人気）
馬単票数 差引計 266941（返還計 1781） 的中 �� 12340（4番人気）
ワイド票数 差引計 453449（返還計 3584） 的中 �� 38425（1番人気）�� 23520（5番人気）�� 29228（4番人気）
3連複票数 差引計1022466（返還計 15150） 的中 ��� 43880（4番人気）
3連単票数 差引計1303808（返還計 20675） 的中 ��� 12218（14番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．8－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビレッジイーグル �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ニューイングランド デビュー 2019．10．6 東京7着

2017．3．12生 牡5黒鹿 母 トキノナスティア 母母 ブランディニー 障害：11戦2勝 賞金 42，478，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 マイネルヴァッサー号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。



08009 3月26日 曇 稍重 （4中山3） 第1日 第9競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
発走14時35分 （ダート・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

714 ニシノライトニング 牡4鹿 57 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 514± 01：11．6 20．3�
11 ベイビーボス 牡5鹿 57 菅原 明良酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 B480＋141：11．7クビ 27．9�
12 ナイトブリーズ 牝5黒鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 510± 0 〃 クビ 10．1�
35 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± 01：11．8クビ 4．5�
47 ニシノホライゾン 牡5鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 512± 01：11．9� 80．6�
713 ジェットエンブレム 牡4栗 57 田辺 裕信犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B522± 0 〃 アタマ 22．9	
611	 ラホーヤノキセキ 牡8青鹿57 森 一馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 504－ 61：12．0クビ 6．5

36 ダンケシェーン 
7栗 57 横山 和生 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B482－ 81：12．21� 32．7�
59 スズカコーズマンボ 牡5鹿 57 永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488± 0 〃 ハナ 52．6�
816 カ イ ア ワ セ 牝5栗 55 三浦 皇成内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 454± 01：12．3� 3．5
48 メイショウハナモリ 牡6黒鹿57 丸山 元気松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 B518－ 21：12．62 9．7�
510 ネクストストーリー 牝4芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 500－ 61：13．66 51．3�
24 グラスボイジャー 
6黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B536－101：14．23� 81．5�
612 ワイドカント 牡5栗 57 石橋 脩幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 520± 01：14．3� 20．4�
23 ロイヤルバローズ 牡7鹿 57 大野 拓弥猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 B478± 01：14．5� 92．8�
815 ジャズエチュード 牝4鹿 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 黒岩 陽一 豪 Morning

Rise Stud 520＋ 41：14．6� 9．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，082，200円 複勝： 95，363，400円 枠連： 31，719，800円
馬連： 128，484，200円 馬単： 46，269，100円 ワイド： 114，558，700円
3連複： 208，686，500円 3連単： 205，301，900円 計： 893，465，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 510円 � 920円 � 360円 枠 連（1－7） 3，290円

馬 連 �� 27，010円 馬 単 �� 55，970円

ワ イ ド �� 6，950円 �� 2，430円 �� 3，250円

3 連 複 ��� 59，420円 3 連 単 ��� 452，410円

票 数

単勝票数 計 630822 的中 � 24809（7番人気）
複勝票数 計 953634 的中 � 49305（7番人気）� 25226（10番人気）� 75413（5番人気）
枠連票数 計 317198 的中 （1－7） 7470（14番人気）
馬連票数 計1284842 的中 �� 3686（68番人気）
馬単票数 計 462691 的中 �� 620（138番人気）
ワイド票数 計1145587 的中 �� 4206（66番人気）�� 12291（27番人気）�� 9111（37番人気）
3連複票数 計2086865 的中 ��� 2634（179番人気）
3連単票数 計2053019 的中 ��� 329（1220番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―46．4―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノライトニング �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．6．13 東京8着

2018．3．4生 牡4鹿 母 ニシノモンクス 母母 パープルストック 19戦4勝 賞金 51，034，000円
〔制裁〕 メイショウハナモリ号の騎手丸山元気は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 アオイツヤヒメ号・ジオラマ号・シゲルヒラトリ号・パワフルヒロコ号・メイショウヒューマ号

08010 3月26日 曇 稍重 （4中山3） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
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1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 デ リ カ ダ 牝3芦 54 和田 竜二吉田 照哉氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 486＋ 81：52．1 8．1�
88 ノットゥルノ 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 508－ 21：52．2クビ 4．1�
22 ペイシャエス 牡3栗 56 丸山 元気北所 直人氏 小西 一男 様似 髙村 伸一 482－ 6 〃 アタマ 242．3�
66 オ デ ィ ロ ン 牡3鹿 56 池添 謙一橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 488－ 81：52．3	 11．8�
11 ホウオウルーレット 牡3鹿 56 横山 和生小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：53．04 1．3�
55 
 ジャスパーグレイト 牡3芦 56 菅原 明良加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 462＋ 41：53．53 59．4	
33 ラインオブソウル 牡3鹿 56 浜中 俊 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 498－101：53．6	 40．8

77 ゼウスバイオ 牡3栗 56 三浦 皇成バイオ� 畑端 省吾 日高 中館牧場 488＋ 21：54．24 109．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 95，839，900円 複勝： 146，244，500円 枠連： 発売なし
馬連： 101，621，900円 馬単： 76，323，400円 ワイド： 70，688，100円
3連複： 121，985，800円 3連単： 419，456，600円 計： 1，032，160，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 370円 � 340円 � 6，160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 310円 �� 7，200円 �� 4，730円

3 連 複 ��� 24，060円 3 連 単 ��� 123，670円

票 数

単勝票数 計 958399 的中 � 93870（3番人気）
複勝票数 計1462445 的中 � 109475（3番人気）� 123268（2番人気）� 5363（8番人気）
馬連票数 計1016219 的中 �� 59795（4番人気）
馬単票数 計 763234 的中 �� 19013（10番人気）
ワイド票数 計 706881 的中 �� 69520（3番人気）�� 2289（24番人気）�� 3501（21番人気）
3連複票数 計1219858 的中 ��� 3801（31番人気）
3連単票数 計4194566 的中 ��� 2459（139番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．3―13．1―12．5―12．2―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．3―49．4―1：01．9―1：14．1―1：26．6―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
1，2（3，4）6，5，8－7・（1，2）（4，8）（3，5，6）－7

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

勝馬の
紹 介

デ リ カ ダ �

父 パ イ ロ �


母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．17 阪神1着

2019．4．16生 牝3芦 母 ブロンクスシルバー 母母 ラピッドオレンジ 3戦3勝 賞金 32，475，000円



08011 3月26日 曇 稍重 （4中山3） 第1日 第11競走 ��
��2，500�第70回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，3．3．27以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，3．3．26以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，092，000円 312，000円 156，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

611 タイトルホルダー 牡4鹿 57 横山 和生山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476± 02：35．4 1．6�
46 ボッケリーニ 牡6栗 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：35．5クビ 12．2�
47 ヒートオンビート 牡5鹿 56 池添 謙一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 クビ 6．3�
58 クレッシェンドラヴ 牡8鹿 56 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 506＋ 22：35．7� 48．7�
22 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡6白 56 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B484－142：35．8� 103．6	
35 ワイドエンペラー 牡4鹿 55 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 486－ 82：35．9クビ 29．6

815 ス マ イ ル 牡6鹿 56 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B540± 02：36．22 52．8�
712 アサマノイタズラ 牡4黒鹿56 横山 武史星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 502＋ 82：36．3� 8．1�
713 ラストドラフト 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 アタマ 76．0
23 エフェクトオン 牡6黒鹿56 菅原 明良 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 450＋ 22：36．4クビ 56．3�
11 ディバインフォース 牡6鹿 57 田辺 裕信吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 464± 02：36．61	 16．8�
814 ウインキートス 牝5黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 470－10 〃 ハナ 12．4�
610 トラストケンシン 牡7鹿 56 和田 竜二菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 474± 02：36．81 224．3�
59 ランフォザローゼス 
6鹿 56 田中 勝春窪田 芳郎氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 508＋ 62：37．01	 96．1�
34 サクラアリュール 牡7栗 56 丸山 元気�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B488＋182：38．710 241．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 217，242，100円 複勝： 305，810，200円 枠連： 89，691，100円
馬連： 511，308，400円 馬単： 234，989，900円 ワイド： 461，963，700円
3連複： 1，056，312，100円 3連単： 1，439，337，400円 計： 4，316，654，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 150円 枠 連（4－6） 340円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 350円 �� 260円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計2172421 的中 � 1071435（1番人気）
複勝票数 計3058102 的中 � 1179890（1番人気）� 247308（4番人気）� 412624（2番人気）
枠連票数 計 896911 的中 （4－6） 199139（1番人気）
馬連票数 計5113084 的中 �� 467207（4番人気）
馬単票数 計2349899 的中 �� 176250（4番人気）
ワイド票数 計4619637 的中 �� 338877（4番人気）�� 498202（1番人気）�� 159537（6番人気）
3連複票数 計10563121 的中 ��� 536219（2番人気）
3連単票数 計14393374 的中 ��� 255583（5番人気）

ハロンタイム 6．9―12．0―12．6―12．6―12．7―13．4―13．4―12．8―12．3―12．0―11．7―11．2―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．9―31．5―44．1―56．8―1：10．2―1：23．6―1：36．4―1：48．7―2：00．7―2：12．4―2：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．7―3F34．7
1
�
11（6，8）7（2，15）3，9（4，10）5，12，1，13，14・（11，8）（6，7，5）（2，15，10）（3，4，9，12）（1，13）14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイトルホルダー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Motivator デビュー 2020．10．4 中山1着

2018．2．10生 牡4鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 10戦4勝 賞金 385，551，000円
※サクラアリュール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタイトルホルダー号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

08012 3月26日 曇 稍重 （4中山3） 第1日 第12競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

713 シュルードアイズ 牡4栗 57 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 516－ 41：53．4 4．1�
35 グランツアーテム 牡4鹿 57 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 496＋ 21：53．82� 6．5�
816 マイネルイリャルギ 牡5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 ヒカル牧場 516－ 21：54．11� 128．4�
23 ゴールドフレーム �6栗 57 石川裕紀人外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 36．3�
611 クリーンドリーム 牡4芦 57 横山 武史石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 478－ 41：54．2� 3．7�
11 エスシーヴィオラ 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 476－ 21：54．3� 6．2	
12 ダノンブレット 牡4栗 57 内田 博幸�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B512－ 6 〃 同着 7．0

59 トーセンインパルス 牡4黒鹿57 和田 竜二島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 500＋ 41：54．4� 13．2�
47 スピードオブラブ 牝5鹿 55 江田 照男石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 458± 01：55．03� 134．1
815 コ ス モ オ リ 牡5栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B468＋ 21：55．1クビ 29．9�
48 テイルウインド 牡4青鹿57 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 486－ 6 〃 アタマ 25．4�
714 フォギーデイ 牝5青鹿55 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 476＋ 41：55．31� 113．5�
36 デルマラピスラズリ 牡5鹿 57 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 520－ 61：56．15 35．1�
612 レアリザトゥール 牡5黒鹿 57

55 △山田 敬士 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋20 〃 ハナ 65．0�
510	 リワードノルン 牝6黒鹿 55

53 △永野 猛蔵宮﨑 冴子氏 村田 一誠 浦河 有限会社
リワード B478－ 61：56．84 150．0�

24 ロ ン グ ラ ン �4鹿 57 大野 拓弥梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 478－ 41：58．39 26．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 106，317，500円 複勝： 139，195，000円 枠連： 48，214，800円
馬連： 217，090，400円 馬単： 80，290，600円 ワイド： 193，341，000円
3連複： 354，716，700円 3連単： 379，725，100円 計： 1，518，891，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 250円 � 1，810円 枠 連（3－7） 1，110円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 600円 �� 5，230円 �� 8，950円

3 連 複 ��� 38，150円 3 連 単 ��� 140，530円

票 数

単勝票数 計1063175 的中 � 206993（2番人気）
複勝票数 計1391950 的中 � 290501（1番人気）� 143329（5番人気）� 14469（14番人気）
枠連票数 計 482148 的中 （3－7） 33537（5番人気）
馬連票数 計2170904 的中 �� 117355（3番人気）
馬単票数 計 802906 的中 �� 23141（4番人気）
ワイド票数 計1933410 的中 �� 89580（3番人気）�� 9162（49番人気）�� 5323（69番人気）
3連複票数 計3547167 的中 ��� 6973（112番人気）
3連単票数 計3797251 的中 ��� 1959（435番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．5―13．1―13．0―13．1―12．7―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．1―49．2―1：02．2―1：15．3―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

シュルードアイズ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．11．7 東京5着

2018．5．8生 牡4栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 12戦3勝 賞金 34，320，000円
※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 アキノスマート号



（4中山3）第1日 3月26日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

332，170，000円
27，710，000円
2，630，000円
42，720，000円
5，000，000円
72，732，000円
5，355，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
825，511，000円
1，169，431，800円
284，936，000円
1，485，440，600円
676，276，600円
1，320，981，000円
2，554，413，600円
3，409，131，000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
計 11，726，121，600円

総入場人員 6，526名 （有料入場人員 6，265名）
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