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06025 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 ルルシュシュ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 浦河 市川フアーム 500－ 41：55．8 5．8�

23 ア イ ベ ラ 牝3黒鹿54 津村 明秀�G1レーシング 田中 博康 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：56．01� 4．0�

59 オズモポリタン 牝3青鹿54 内田 博幸琴浦 諒氏 本間 忍 新ひだか 松本牧場 490＋ 61：56．42� 28．8�
47 ヒラリーステップ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 上山牧場 B466＋ 41：56．5クビ 8．7�
36 ヴォンヌヴォー 牝3鹿 54 木幡 巧也平川 浩之氏 菊川 正達 浦河 谷口牧場 B452± 01：56．71� 20．3	
35 ビーティングハート 牝3黒鹿54 北村 宏司藤本 栄史氏 嘉藤 貴行 日高 槇本牧場 452＋ 2 〃 クビ 4．4

12 ドゥラミチャン 牝3栗 54 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 454－ 4 〃 クビ 6．0�
11 ニシノツキアカリ 牝3鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 462－ 4 〃 ハナ 124．4�
24 ナムラオリビア 牝3鹿 54 木幡 初也奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム 438＋ 21：57．55 186．3
48 ス ペ ロ 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 454＋ 61：57．6クビ 34．8�
815 コ ト シ ロ 牝3鹿 54 丹内 祐次平川 浩之氏 尾形 和幸 日高 川島 正広 482± 01：57．7� 27．6�
714 フェアリーパイン 牝3鹿 54

51 ▲石田 拓郎飯島 利彦氏 新開 幸一 登別 ユートピア牧場 440－121：58．33� 108．1�
816 ウォーカーカップ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和美氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 428 ―1：58．4� 61．9�
713 サクラグラシュー 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 谷岡牧場 486－ 41：58．5クビ 28．0�
510 スマイリングウェイ 牝3栗 54

52 △横山 琉人�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 428－ 61：59．14 135．8�
611 ポルトロッソ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：01．7大差 10．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，979，400円 複勝： 67，896，000円 枠連： 15，797，700円
馬連： 79，812，600円 馬単： 32，600，500円 ワイド： 85，225，300円
3連複： 132，776，100円 3連単： 124，997，000円 計： 581，084，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 150円 � 570円 枠 連（2－6） 720円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，120円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 37，930円

票 数

単勝票数 計 419794 的中 � 57036（3番人気）
複勝票数 計 678960 的中 � 110663（2番人気）� 147192（1番人気）� 21572（9番人気）
枠連票数 計 157977 的中 （2－6） 17002（2番人気）
馬連票数 計 798126 的中 �� 63948（2番人気）
馬単票数 計 326005 的中 �� 11625（5番人気）
ワイド票数 計 852253 的中 �� 58774（2番人気）�� 9727（25番人気）�� 13024（17番人気）
3連複票数 計1327761 的中 ��� 12408（24番人気）
3連単票数 計1249970 的中 ��� 2389（117番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．9―13．0―12．3―12．5―12．9―13．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．4―50．4―1：02．7―1：15．2―1：28．1―1：41．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ルルシュシュ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2023．1．5 中山2着

2020．4．8生 牝3黒鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド 4戦1勝 賞金 8，830，000円
〔発走状況〕 サクラグラシュー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 スペロ号の騎手佐々木大輔は，競走当日の認定調整ルームからの移動に際し，競馬場への到着が遅れたことについて戒

告。
〔その他〕 ポルトロッソ号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非当選馬） 1頭 トキメキセンヒメ号

06026 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

816 イデアミラーグロ 牡3鹿 56 丹内 祐次益田 修一氏 本間 忍 浦河 中脇 満 486＋ 61：13．0 3．8�
36 カツノテンス 牡3黒鹿56 松岡 正海勝野産業� 伊藤 伸一 新冠 新冠伊藤牧場 436± 01：13．1� 7．3�
612 ケイツードラム 牡3鹿 56 江田 照男楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 竹中牧場 454－ 41：13．2� 4．6�
714 モノノフイエロー 牡3鹿 56 伊藤 工真ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 伊坂 重信 新冠 佐藤 静子 446－ 4 〃 クビ 24．4�
47 マ ロ ン ド レ 牡3栗 56 菅原 明良伊藤 功一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 456± 01：13．94 11．9	
23 ト リ オ ー レ 牡3青鹿56 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田スタツド 480 ―1：14．0クビ 6．4

510 シークレットトーク 牡3栗 56

53 ▲小林 勝太石川 佳弘氏 加藤士津八 日高 白井牧場 472＋ 6 〃 アタマ 100．6�
12 ダイチストリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲佐々木大輔服部 英利氏 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 462－ 41：14．1� 273．4�
24 アトリーテソーロ 牡3鹿 56

54 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 リョーケンファー

ム株式会社 472 ―1：14．31� 179．3
611 ミニストリー 牝3黒鹿 54

52 △横山 琉人�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 454＋ 21：14．51� 3．4�
815 ワクワクタロー 牡3鹿 56

52 ★小林 美駒西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 484＋ 21：14．6クビ 66．4�
11 ステイジョリー 牡3黒鹿56 木幡 巧也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 440± 01：15．02� 375．5�
48 シ ュ ウ 牡3鹿 56 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 472 ―1：15．21� 67．3�
713 オスカーレイ 牝3芦 54

51 ▲佐藤 翔馬森 保彦氏 小桧山 悟 様似 清水 誠一 404－ 21：15．3� 208．0�
35 オールオナーズ 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝小原準一郎氏 加藤 和宏 浦河 上山牧場 514 ― 〃 クビ 98．2�
59 キタノサウンド 牝3鹿 54

52 △小林 凌大北所 直人氏 小西 一男 新ひだか タイヘイ牧場 416 ―1：16．04 222．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，482，100円 複勝： 59，135，000円 枠連： 15，528，000円
馬連： 65，981，700円 馬単： 28，856，700円 ワイド： 62，846，600円
3連複： 96，904，000円 3連単： 100，732，700円 計： 469，466，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 190円 � 160円 枠 連（3－8） 1，150円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 390円 �� 380円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 8，140円

票 数

単勝票数 計 394821 的中 � 82236（2番人気）
複勝票数 計 591350 的中 � 110727（2番人気）� 73147（4番人気）� 99769（3番人気）
枠連票数 計 155280 的中 （3－8） 10445（6番人気）
馬連票数 計 659817 的中 �� 50003（4番人気）
馬単票数 計 288567 的中 �� 11079（7番人気）
ワイド票数 計 628466 的中 �� 41150（5番人気）�� 43222（4番人気）�� 34126（6番人気）
3連複票数 計 969040 的中 ��� 37220（6番人気）
3連単票数 計1007327 的中 ��� 8967（20番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．5―12．0―13．0―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．8―45．8―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．2
3 ・（16，14）（10，6，3）－（7，11）12－（15，2，4）－1－（13，9）8－5 4 ・（16，14）6（10，3）－12，7（4，11）2，15－1，8，13，9＝5

勝馬の
紹 介

イデアミラーグロ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 アドマイヤボス デビュー 2022．10．1 中山9着

2020．5．10生 牡3鹿 母 メルシーミヨ 母母 ヴィンチェンテ 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 シークレットトーク号の騎手小林勝太は，3コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：

16番）
〔その他〕 シュウ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 アルマセラフ号・ロマンスハイウェイ号
（非抽選馬） 3頭 シュンセツ号・ルーチェステラーレ号・レアジーニアス号

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

510 ゴールドバランサー 牡3栗 56 内田 博幸居城 寿与氏 鈴木慎太郎 新冠 北勝ファーム 458－ 41：55．4 2．9�
36 ロフティーイデアル 牝3鹿 54 丸山 元気�G1レーシング 林 徹 安平 追分ファーム 470± 01：56．99 35．9�
12 フィールザクラウン 牡3青鹿56 北村 宏司櫻井 正氏 伊藤 大士 むかわ 平岡牧場 424－ 61：57．21� 91．6�
714 バルフォアテソーロ 牡3黒鹿 56

54 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 高橋 修 482± 0 〃 アタマ 27．9�

59 ニットウライジン 牡3芦 56
55 ☆永野 猛蔵�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 496± 0 〃 アタマ 17．0	

47 ボールズピラミッド 牡3黒鹿56 松岡 正海窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 21：57．3� 24．0

816 キャルドーン 牡3青鹿56 三浦 皇成里見 治紀氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 510± 01：57．61� 2．1�
815 デルマオクリダシ 牡3鹿 56 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464－ 41：58．34 14．0�
24 パープルアドミラル 牡3鹿 56 横山 和生岡田 牧雄氏 堀内 岳志 新ひだか 聖心台牧場 438－ 2 〃 クビ 78．1
48 シャインソテツ �3芦 56

53 ▲小林 勝太皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 474－ 61：58．4� 25．0�
611 カウノスライト 牡3鹿 56

53 ▲石田 拓郎高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 賀張三浦牧場 484＋ 21：59．25 172．5�
612 カフェフィッツロイ 牡3鹿 56 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 550± 01：59．52 7．8�
11 サクラマイウェイ 牡3栗 56

54 △横山 琉人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 496＋ 81：59．71 102．8�
713 メーリッハベイ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 中川 公成 新冠 村上牧場 450－12 〃 アタマ 285．8�
35 スペースソニック 牡3鹿 56 江田 照男松谷 翔太氏 田村 康仁 むかわ 上水牧場 460－ 42：00．12 309．2�
23 レーガンテソーロ 牡3鹿 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 牧 光二 日高 ノースガーデン 434± 02：04．1大差 399．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，590，600円 複勝： 75，756，600円 枠連： 17，823，000円
馬連： 76，119，400円 馬単： 37，927，800円 ワイド： 87，687，200円
3連複： 123，392，700円 3連単： 147，691，700円 計： 622，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 190円 � 670円 � 1，250円 枠 連（3－5） 3，300円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，980円 �� 11，130円

3 連 複 ��� 37，400円 3 連 単 ��� 140，890円

票 数

単勝票数 計 565906 的中 � 154130（2番人気）
複勝票数 計 757566 的中 � 138427（2番人気）� 25941（9番人気）� 13134（11番人気）
枠連票数 計 178230 的中 （3－5） 4183（12番人気）
馬連票数 計 761194 的中 �� 12807（15番人気）
馬単票数 計 379278 的中 �� 4462（22番人気）
ワイド票数 計 876872 的中 �� 21680（10番人気）�� 11380（20番人気）�� 1967（57番人気）
3連複票数 計1233927 的中 ��� 2474（82番人気）
3連単票数 計1476917 的中 ��� 760（328番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．4―13．8―13．1―13．1―13．0―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．8―51．6―1：04．7―1：17．8―1：30．8―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゴールドバランサー �
�
父 ゴールドアクター �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．7．23 福島2着

2020．4．22生 牡3栗 母 ゴールドグローリー 母母 ハチマンダイボサツ 7戦1勝 賞金 13，620，000円
〔その他〕 レーガンテソーロ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非当選馬） 1頭 チェリーロシアン号

06028 3月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （5中山2） 第3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

813 ヤップヤップヤップ 牡7栗 60 江田 勇亮薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋ 63：10．6 12．0�
57 ブルメンダール 牡5青 60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 1．4�
33 ラジェドール �5芦 60 草野 太郎根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 504± 03：11．87 21．0�
46 ショウナンバルディ 牡7黒鹿 60

58 △小牧加矢太国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 460－ 83：11．9クビ 6．4�
69 アドマイヤレビン 牡5鹿 60 小野寺祐太近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 43：12．0� 32．9�
712 イザトナレバ �4鹿 59 金子 光希大久保幸夫氏 伊坂 重信 浦河 有限会社

吉田ファーム 464＋ 23：12．74 48．1	
711	 トーセンオリジン 牡6鹿 60 上野 翔本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 有限会社 エ

スティファーム 464＋ 23：14．29 5．7

58 ノアチェリー 牝4黒鹿57 大江原 圭佐山 公男氏 小笠 倫弘 新冠 長浜牧場 470＋ 23：14．83� 85．2�
34 セイウンフィーバー 牡4芦 59 鈴木 慶太西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 466＋103：16．07 198．3�
22 	 クリノサンシャイン 牝6鹿 58 井上 敏樹栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 448＋103：16．21 166．9
11 
	 サンメディル �6鹿 60 大庭 和弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

500－ 23：17．37 352．9�
45 ミルトクリーガー 牡4黒鹿59 平沢 健治永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 454－14 （競走中止） 118．4�
610 アイアムスゴスギル 牡6栗 60 五十嵐雄祐堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 512＋22 （競走中止） 69．2�
814 ストラテジーマップ �6鹿 60 伴 啓太 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 478＋ 2 （競走中止） 48．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，784，000円 複勝： 90，600，900円 枠連： 12，001，800円
馬連： 44，789，500円 馬単： 28，310，800円 ワイド： 45，682，800円
3連複： 85，061，300円 3連単： 116，063，900円 計： 455，295，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 180円 � 110円 � 270円 枠 連（5－8） 630円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，200円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 18，530円

票 数

単勝票数 計 327840 的中 � 21820（4番人気）
複勝票数 計 906009 的中 � 46390（4番人気）� 654470（1番人気）� 24502（5番人気）
枠連票数 計 120018 的中 （5－8） 14643（3番人気）
馬連票数 計 447895 的中 �� 46950（3番人気）
馬単票数 計 283108 的中 �� 7429（8番人気）
ワイド票数 計 456828 的中 �� 43951（3番人気）�� 8727（14番人気）�� 22178（5番人気）
3連複票数 計 850613 的中 ��� 24636（7番人気）
3連単票数 計1160639 的中 ��� 4540（51番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 52．0－3F 39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→
→�→�」
1
�
・（7，9）－13－3－1（10，8）6，12，11－4－2＝5・（7，9）13－（6，3）＝（8，12）－1－11－4，2－10

�
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤップヤップヤップ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2018．8．11 新潟5着

2016．3．10生 牡7栗 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 障害：8戦1勝 賞金 13，480，000円
〔競走中止〕 ストラテジーマップ号は，1周目3号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ミルトクリーガー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目2コーナーで競走中止。
アイアムスゴスギル号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



06029 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3日 第5競走 ��
��1，600�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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

35 ダイシンヤマト 牡3栗 56 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 478± 01：34．4 4．3�
12 ハ ル オ ー ブ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 454± 01：34．5� 2．3�
612 フライウィズミー 牝3青鹿 54

52 △横山 琉人ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 424± 01：34．71� 6．6�

11 ティックルハート 牝3鹿 54 菅原 明良�G1レーシング 高木 登 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋ 81：34．8� 17．1�

714 アリダンジェロ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 506＋ 41：34．9	 20．8�
24 ディバイングレース 牝3青 54 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 422 ―1：35．0� 6．8

59 ゴールドシアター 牝3黒鹿54 津村 明秀居城 寿与氏 村田 一誠 新冠 北勝ファーム 422 ―1：35．1クビ 241．7�
611 ゴールデンパリー 牝3鹿 54 丹内 祐次簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 428－ 81：35．21 211．8�
510 クレイプマートル 牝3鹿 54 黛 弘人	ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 522－ 61：35．41� 42．7
36 アイルトンライト 牝3栗 54 団野 大成吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 418 ―1：36．57 52．2�
713
 ルージュナディア 牝3鹿 54 横山 和生 �東京ホースレーシング 国枝 栄 英 Mr John

Gunther 432－ 6 〃 アタマ 8．4�
815 アジアノカイゾク 牡3黒鹿56 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 新冠 須崎牧場 506 ―1：36．6� 178．0�
23 ピ ー ク 牝3鹿 54 松岡 正海和泉 憲一氏 堀内 岳志 新ひだか 北洋牧場 418 ―1：36．81� 415．8�
47 グラスミラー 牡3鹿 56 田中 勝春半沢	 菊川 正達 新ひだか 松田牧場 484± 01：36．9	 129．0�
816 オモルフォス 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗 	ビッグレッドファーム 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 390－ 41：37．53� 619．3�
48 トーセンジャネット 牝3鹿 54 石川裕紀人島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 418 ―1：37．71 234．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，734，700円 複勝： 73，568，400円 枠連： 16，169，000円
馬連： 77，963，100円 馬単： 35，590，400円 ワイド： 78，023，700円
3連複： 115，454，300円 3連単： 130，787，500円 計： 582，291，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 110円 � 160円 枠 連（1－3） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 190円 �� 430円 �� 300円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，280円

票 数

単勝票数 計 547347 的中 � 99843（2番人気）
複勝票数 計 735684 的中 � 143385（2番人気）� 209625（1番人気）� 93850（3番人気）
枠連票数 計 161690 的中 （1－3） 31213（1番人気）
馬連票数 計 779631 的中 �� 138487（1番人気）
馬単票数 計 355904 的中 �� 26897（2番人気）
ワイド票数 計 780237 的中 �� 125283（1番人気）�� 39727（5番人気）�� 63220（2番人気）
3連複票数 計1154543 的中 ��� 98713（1番人気）
3連単票数 計1307875 的中 ��� 22116（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―34．7―46．7―58．4―1：10．3―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ダイシンヤマト �
�
父 ヤマカツエース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2023．1．14 中山4着

2020．3．22生 牡3栗 母 ダイシンパーティー 母母 ダイシンシルビア 3戦1勝 賞金 8，630，000円
〔制裁〕 ハルオーブ号の騎手三浦皇成は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・13番・16番・1番・12番・6

番）
ダイシンヤマト号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・16番・1番・12番・6番）

06030 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時55分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

11 ライツオブキングス 牡3青鹿56 C．ルメール �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500＋101：48．3 1．6�
12 コスモアバンサ 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ �ビッグレッドファーム 奥村 武 日高 沖田牧場 480＋ 41：48．93� 4．7�

（独）

36 サクセスパルス 牡3黒鹿56 三浦 皇成柴田実千代氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 450＋ 2 〃 ハナ 11．9�
714 ネザーランドリマ 牝3鹿 54

51 ▲佐藤 翔馬小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 412± 01：49．11� 33．9�
611 ミッキーグロリア 牝3鹿 54 吉田 隼人野田みづき氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 426＋121：49．41� 5．4�
24 アンクルコンシャス 牝3鹿 54 横山 和生吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 470＋ 21：49．5クビ 16．0	
510 ナンヨーノサラ 牝3芦 54 武藤 雅中村 德也氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 486＋16 〃 クビ 62．7

47 スキップアビート 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 368－ 21：49．81� 71．5�
35 ア ポ テ カ 牝3栗 54 菊沢 一樹井上 久光氏 松山 将樹 日高 細川牧場 430＋ 61：49．9クビ 452．9�
815 コスモエランドール 牝3鹿 54

52 △小林 凌大 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 日高 オリオンファーム 402－ 61：50．11� 217．9
23 テ ル テ 牝3黒鹿54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 424－ 21：50．52� 65．6�
816 レジーナヌーボ 牝3黒鹿 54

52 △原 優介永山 勝敏氏 武市 康男 新ひだか 本桐牧場 422－ 2 〃 アタマ 289．6�
48 ベ ニ エ 牝3鹿 54 野中悠太郎 �フジワラ・ファーム 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 454－ 41：50．81� 391．9�
713 ビクトリーキャッチ 牝3芦 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 鈴木慎太郎 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：51．11� 87．9�
612 イサムサンカ 牡3黒鹿56 丸田 恭介岡田 勇氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：51．41� 137．1�
59 ロジメリオール 牡3鹿 56

53 ▲石田 拓郎久米田正明氏 新開 幸一 新冠 村田牧場 454－ 61：51．82� 223．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，507，700円 複勝： 73，249，600円 枠連： 19，069，400円
馬連： 68，600，800円 馬単： 37，181，300円 ワイド： 69，852，200円
3連複： 112，391，600円 3連単： 151，969，200円 計： 585，821，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（1－1） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 340円 �� 470円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 535077 的中 � 257787（1番人気）
複勝票数 計 732496 的中 � 318294（1番人気）� 105875（2番人気）� 67941（4番人気）
枠連票数 計 190694 的中 （1－1） 40514（2番人気）
馬連票数 計 686008 的中 �� 144198（1番人気）
馬単票数 計 371813 的中 �� 55617（1番人気）
ワイド票数 計 698522 的中 �� 103553（1番人気）�� 48680（4番人気）�� 32974（5番人気）
3連複票数 計1123916 的中 ��� 84819（2番人気）
3連単票数 計1519692 的中 ��� 46745（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．5―48．4―1：00．3―1：12．3―1：24．3―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
1，3（4，8）（11，10）（2，14，16）－（6，13，15）－（5，7）－12－9・（1，3）8（4，11，10）（2，14，16）6－（13，15）5，7，12＝9

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

勝馬の
紹 介

ライツオブキングス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．7．31 札幌2着

2020．3．11生 牡3青鹿 母 マキシマムドパリ 母母 マドモアゼルドパリ 3戦1勝 賞金 8，820，000円
〔制裁〕 ネザーランドリマ号の騎手佐藤翔馬は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：16番）

ネザーランドリマ号の騎手佐藤翔馬は，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：10番・8番・11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。
（非抽選馬） 3頭 クリノミスゴールド号・ケイツークローン号・ワクワクルンルン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06031 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3日 第7競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時25分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

35 ハチメンロッピ 牡3鹿 56
54 △原 優介�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 486＋ 41：11．0 19．0�

47 ビ ル カ ー ル 牡3黒鹿56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 新冠 サンローゼン 482－ 41：11．21� 99．5�
59 � ハードワイヤード 牡3鹿 56 B．ムルザバエフゴドルフィン 加藤 征弘 米 Godolphin 504－ 6 〃 クビ 4．8�

（独）

815 グッドロマンス 牝3栗 54 津村 明秀�ビリオンスター稲垣 幸雄 新ひだか 服部 牧場 460－ 21：11．3	 24．7�
23 サイモンギフト 牡3青鹿56 田辺 裕信澤田 昭紀氏 勢司 和浩 浦河 笠松牧場 492－ 41：11．61	 8．9	
713 スズカコーズ 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 506＋ 81：11．7
 2．7

24 ミルトプライム 牡3鹿 56 菊沢 一樹永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 472＋ 21：11．8クビ 9．0�
816 ベアカワイコチャン 牝3栗 54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 忠幸 476－ 2 〃 クビ 95．2�
36 ダンスインザリング 牡3鹿 56 岩田 康誠古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 450＋ 4 〃 アタマ 122．1
714 トロピカルヒーロー 牡3鹿 56 武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 494－ 21：12．22	 32．3�
11 ユイノマチブセ 牡3鹿 56 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 438－ 61：12．3
 8．8�
510 テンコマンドゥール 牡3鹿 56 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 484－ 21：12．61
 128．7�
48 キーチキング 牡3鹿 56

53 ▲佐藤 翔馬山本 益臣氏 小手川 準 新ひだか グランド牧場 B464＋141：12．7
 20．4�
612 アンビバレント 牡3鹿 56 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 日高 碧雲牧場 458± 01：13．12	 18．0�
611 マジックタッチ 牡3鹿 56 内田 博幸藤本 栄史氏 加藤士津八 浦河 宮内牧場 534＋ 21：13．31 13．5�
12 � カレイジャス 牝3鹿 54

51 ▲小林 勝太ケンレーシング組合 村田 一誠 千歳 社台ファーム 424－ 6 〃 クビ 403．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，031，600円 複勝： 86，810，300円 枠連： 21，731，000円
馬連： 91，218，200円 馬単： 35，878，300円 ワイド： 99，573，600円
3連複： 158，932，700円 3連単： 150，966，200円 計： 700，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 430円 � 1，460円 � 210円 枠 連（3－4） 10，970円

馬 連 �� 45，750円 馬 単 �� 88，510円

ワ イ ド �� 10，620円 �� 3，260円 �� 8，590円

3 連 複 ��� 134，380円 3 連 単 ��� 1，022，900円

票 数

単勝票数 計 550316 的中 � 23141（8番人気）
複勝票数 計 868103 的中 � 50463（7番人気）� 12962（12番人気）� 129613（2番人気）
枠連票数 計 217310 的中 （3－4） 1534（28番人気）
馬連票数 計 912182 的中 �� 1545（73番人気）
馬単票数 計 358783 的中 �� 304（139番人気）
ワイド票数 計 995736 的中 �� 2407（73番人気）�� 7961（36番人気）�� 2978（64番人気）
3連複票数 計1589327 的中 ��� 887（233番人気）
3連単票数 計1509662 的中 ��� 107（1558番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―11．2―12．2―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―33．1―45．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハチメンロッピ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．10．29 阪神2着

2020．5．22生 牡3鹿 母 メイショウユウゼン 母母 ローマステーション 4戦2勝 賞金 15，800，000円
〔制裁〕 ミルトプライム号の騎手菊沢一樹は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000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。
（非当選馬） 4頭 コパノバークレー号・サニーサフラン号・サノノウォーリア号・ワタシダケドナニカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06032 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上1勝クラス

発走14時00分 （芝・右・外）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

59 ホウオウプレミア 牡4芦 58 内田 博幸小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：32．8 1．8�
23 ビジュノワール 牝4青鹿56 津村 明秀吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 444－ 21：33．11� 11．8�
714	 アルファウェーブ 
6栗 58 北村 宏司吉田 勝己氏 辻 哲英 愛 Athassel House

Stud Ltd B540－ 41：33．2クビ 51．6�
35 ユヌエトワール 牝6黒鹿56 石川裕紀人 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 430－ 21：33．51� 22．3�
48 モンタナアゲート 牡4黒鹿58 C．ルメール 吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 556－12 〃 ハナ 4．1�
11 ハリウッドヒルズ 牡6鹿 58 菅原 明良ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 2 〃 クビ 15．3	
510 マンドローネ 牝4青鹿56 B．ムルザバエフ �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 448± 01：33．71� 12．0


（独）

47 セキテイオー 牡4青鹿58 田中 勝春杉山 元洋氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 476＋ 21：33．8� 11．6�

36 モメントグスタール 
5鹿 58 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 468± 01：33．9� 106．6
713 ホウオウジュレップ 牝5芦 56 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 426＋101：34．22 393．7�
815� マコトチガネマル 牝4黒鹿56 吉田 隼人�ディアマント 村田 一誠 様似 出口 繁夫 442－161：34．41 379．9�
612� ツキニホエル 牡4栗 58

57 ☆秋山 稔樹植村 仁氏 武市 康男 浦河 木戸口牧場 440＋10 〃 ハナ 559．7�
12 ア リ シ ア ン 牝4鹿 56

54 △横山 琉人広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 486－ 2 〃 ハナ 33．9�
611� テールデトワール 牝4黒鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 上原 佑紀 安平 ノーザンファーム 430－131：35．35 27．4�
24 マブセレナード 牝4青鹿 56

53 ▲西塚 洸二マブレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 470＋161：35．72 341．1�
816 ロ ジ ロ ー ズ 牡5黒鹿58 野中悠太郎久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム B472＋101：35．91� 353．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，069，300円 複勝： 117，465，700円 枠連： 22，197，600円
馬連： 99，042，700円 馬単： 46，306，200円 ワイド： 97，567，400円
3連複： 150，063，300円 3連単： 189，571，900円 計： 787，284，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 730円 枠 連（2－5） 1，060円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，430円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 13，530円 3 連 単 ��� 38，530円

票 数

単勝票数 計 650693 的中 � 281428（1番人気）
複勝票数 計1174657 的中 � 595485（1番人気）� 68936（3番人気）� 19994（10番人気）
枠連票数 計 221976 的中 （2－5） 16186（4番人気）
馬連票数 計 990427 的中 �� 60111（4番人気）
馬単票数 計 463062 的中 �� 19020（4番人気）
ワイド票数 計 975674 的中 �� 46769（4番人気）�� 17289（14番人気）�� 4336（42番人気）
3連複票数 計1500633 的中 ��� 8316（41番人気）
3連単票数 計1895719 的中 ��� 3567（113番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．8―11．5―11．9―12．1―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―33．7―45．2―57．1―1：09．2―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウプレミア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．8．15 札幌1着

2019．1．22生 牡4芦 母 アドマイヤテンバ 母母 アドマイヤグルーヴ 9戦2勝 賞金 29，648，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハッピープリベイル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06033 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3日 第9競走 ��
��2，500�

い た こ

潮 来 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，R4．3．5以降R5．2．26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 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

810 ブローザホーン 牡4鹿 55 菅原 明良岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 420－ 82：31．5 4．7�
44 エンドロール 牡4黒鹿54 永野 猛蔵石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 468－ 22：31．81� 17．1�
33 サンセットクラウド 牡4芦 56 吉田 隼人前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 22：32．12 2．5�
811 ワープスピード 牡4鹿 54 横山 和生山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム B500＋ 42：32．41� 4．9�
22 シャインユニバンス 牝5鹿 54 武藤 雅亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 クビ 12．3�
55 セツメンノトビウオ 牡6芦 54 津村 明秀三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 468－ 22：32．5� 50．0�
67 ウインチェレステ 牡5鹿 55 松岡 正海	ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム B502－ 52：33．13� 41．8

79 ポレンティア 牝6青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 62：33．42 4．2�
78 ナックイルシーブ 牡5芦 54 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 B516－ 42：33．93 161．5
66 シュブリーム 牡7黒鹿54 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 488＋102：34．32� 55．2�
11 クリノキングボス 牡6栗 51 武士沢友治栗本 博晴氏 天間 昭一 様似 様似渡辺牧場 484± 02：35．25 268．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，797，200円 複勝： 67，416，900円 枠連： 19，561，600円
馬連： 98，168，800円 馬単： 45，911，300円 ワイド： 81，143，400円
3連複： 149，759，100円 3連単： 221，438，000円 計： 738，196，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 290円 � 120円 枠 連（4－8） 2，140円

馬 連 �� 3，330円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 780円 �� 280円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 16，820円

票 数

単勝票数 計 547972 的中 � 92635（3番人気）
複勝票数 計 674169 的中 � 104236（3番人気）� 40909（6番人気）� 197564（1番人気）
枠連票数 計 195616 的中 （4－8） 7063（7番人気）
馬連票数 計 981688 的中 �� 22812（13番人気）
馬単票数 計 459113 的中 �� 5938（23番人気）
ワイド票数 計 811434 的中 �� 24168（12番人気）�� 84441（2番人気）�� 36993（8番人気）
3連複票数 計1497591 的中 ��� 50263（9番人気）
3連単票数 計2214380 的中 ��� 9540（56番人気）

ハロンタイム 7．1―11．8―11．9―11．6―11．8―12．7―12．6―12．6―12．1―11．7―11．9―11．5―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．9―30．8―42．4―54．2―1：06．9―1：19．5―1：32．1―1：44．2―1：55．9―2：07．8―2：19．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブローザホーン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 デュランダル デビュー 2021．11．27 東京4着

2019．5．10生 牡4鹿 母 オートクレール 母母 ジョイアサーティン 13戦3勝 賞金 40，302，000円

06034 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，R4．3．5以降R5．2．26まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 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

59 ベストリーガード 牡4黒鹿57 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 482＋ 21：51．8 3．7�
48 ミッキーヌチバナ 牡5鹿 56 C．ルメール 野田みづき氏 高橋 亮 安平 追分ファーム 520＋ 41：51．9� 7．5�
510 コパノニコルソン 牡4栗 56 石川裕紀人小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 520± 01：52．53� 22．4�
35 サトノフウジン 牡6黒鹿55 三浦 皇成里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 アタマ 86．8�
24 オンザライン 牡5青鹿57 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 ハナ 14．1�
36 ト ラ モ ン ト 	6栗 56 北村 宏司 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 508－ 4 〃 アタマ 11．7	
815 ソニックベガ 牝6黒鹿53 吉田 隼人 �シルクレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 470± 01：52．81� 73．5

612 ガ ン ダ ル フ 牡5鹿 57 B．ムルザバエフ �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：53．22� 2．4�

（独）

23 タイセイスラッガー 牡5鹿 55 菅原 明良田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B546－ 41：53．41 40．0�
47 タヒチアンダンス 牝4栗 54 永野 猛蔵吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470－ 21：53．5� 84．6
714 カフェスペランツァ 牡6鹿 55 吉田 豊西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 520＋ 6 〃 ハナ 121．2�
611 ラグラスドシエル 牝5黒鹿53 丹内 祐次 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 456－181：54．35 128．4�
12 
 フジマサインパクト 牡5鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B442＋ 41：54．4� 13．5�
713 ナリノモンターニュ 牡6黒鹿54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 522＋ 21：54．6� 87．4�
11 ホウオウライジン 牡7栗 55 岩田 康誠小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 504＋10 〃 クビ 117．1�
816 コーラスケイト 牝5鹿 53 江田 照男大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 530＋ 8 （競走中止） 15．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，094，500円 複勝： 105，898，400円 枠連： 32，291，600円
馬連： 151，895，800円 馬単： 56，666，400円 ワイド： 133，919，500円
3連複： 246，144，300円 3連単： 257，455，300円 計： 1，056，365，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 250円 � 450円 枠 連（4－5） 920円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，240円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 24，900円

票 数

単勝票数 計 720945 的中 � 152680（2番人気）
複勝票数 計1058984 的中 � 191622（2番人気）� 108370（3番人気）� 49826（8番人気）
枠連票数 計 322916 的中 （4－5） 27053（3番人気）
馬連票数 計1518958 的中 �� 78821（4番人気）
馬単票数 計 566664 的中 �� 16134（7番人気）
ワイド票数 計1339195 的中 �� 48809（7番人気）�� 27686（13番人気）�� 13940（24番人気）
3連複票数 計2461443 的中 ��� 25605（24番人気）
3連単票数 計2574553 的中 ��� 7495（68番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．5―12．6―12．1―12．3―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．2―49．8―1：01．9―1：14．2―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストリーガード �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．7．4 福島7着

2019．3．22生 牡4黒鹿 母 ジョリファム 母母 メジロアニマート 11戦4勝 賞金 61，625，000円
〔発走状況〕 コパノニコルソン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 コーラスケイト号は，競走中に疾病〔両第1指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔調教再審査〕 コパノニコルソン号は，発走調教再審査。
※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 ペイシャクェーサー号・マイネルクロンヌ号・リバプールタウン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06035 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3日 第11競走 ��
��1，200�第18回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減，R4．3．5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，
R4．3．4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）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

59 ヴェントヴォーチェ 牡6鹿 57 C．ルメール エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 514－ 41：07．4 4．4�
11 ディヴィナシオン 牡6黒鹿57 菅原 明良一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 472－ 41：07．72 154．7�
713 エイシンスポッター 牡4栗 57 角田 大河�栄進堂 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 492－ 61：07．8� 7．5�
816	 マリアズハート 牝7鹿 55 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 498＋ 2 〃 ハナ 22．5�

36 ジュビリーヘッド 牡6鹿 57 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B474－ 21：08．01
 4．3	
24 ロードマックス 牡5鹿 57 団野 大成 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 442－ 81：08．1クビ 30．8

48 カイザーメランジェ 牡8鹿 57 黛 弘人ライフエンタープライズ� 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 490－ 2 〃 アタマ 380．7�
714 ス ン リ 牝5鹿 55 B．ムルザバエフ 白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B488＋ 2 〃 アタマ 27．7�

（独）

12 ナランフレグ 牡7栗 59 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 498＋15 〃 ハナ 5．4
510 レ イ ハ リ ア 牝5鹿 55 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 458＋10 〃 ハナ 147．3�
612 タイムトゥヘヴン 牡5鹿 57 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 494＋ 2 〃 クビ 18．0�
611 キミワクイーン 牝4鹿 55 岩田 康誠浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 446＋ 21：08．2クビ 5．4�
815	 ジャスパージャック 牡7鹿 57 北村 宏司加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud B542－ 2 〃 ハナ 13．1�
23 グラスミヤラビ 牝4黒鹿55 柴田 善臣半沢� 杉浦 宏昭 新冠 飛渡牧場 490－ 21：08．41
 77．7�
47 オパールシャルム 牝6栗 55 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 486＋101：08．5� 85．8�
35 	 ジャズエチュード 牝5鹿 55 石川裕紀人吉田 勝己氏 黒岩 陽一 豪 Morning

Rise Stud 536＋201：08．81� 73．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 222，487，700円 複勝： 283，879，800円 枠連： 89，462，400円
馬連： 520，803，400円 馬単： 164，807，100円 ワイド： 429，468，500円
3連複： 1，003，132，100円 3連単： 1，003，098，600円 計： 3，717，139，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 2，430円 � 300円 枠 連（1－5） 1，850円

馬 連 �� 37，100円 馬 単 �� 48，790円

ワ イ ド �� 10，130円 �� 1，100円 �� 16，950円

3 連 複 ��� 113，200円 3 連 単 ��� 580，400円

票 数

単勝票数 計2224877 的中 � 396421（2番人気）
複勝票数 計2838798 的中 � 427783（2番人気）� 24211（14番人気）� 252511（5番人気）
枠連票数 計 894624 的中 （1－5） 37336（12番人気）
馬連票数 計5208034 的中 �� 10878（62番人気）
馬単票数 計1648071 的中 �� 2533（107番人気）
ワイド票数 計4294685 的中 �� 10722（67番人気）�� 104941（11番人気）�� 6387（81番人気）
3連複票数 計10031321 的中 ��� 6646（210番人気）
3連単票数 計10030986 的中 ��� 1253（1100番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．3―11．4―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．4―44．8―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F34．0
3 10（7，15）（5，6）（8，11）（1，9）（13，14）4，16－（2，3，12） 4 ・（10，15）7（5，6，11，9）（8，1）（13，14）4（2，16）（3，12）

勝馬の
紹 介

ヴェントヴォーチェ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Distant View デビュー 2020．1．26 小倉1着

2017．4．20生 牡6鹿 母 ランウェイスナップ 母母 クリアーパス 14戦7勝 賞金 177，485，000円
〔制裁〕 ナランフレグ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 サトノファビュラス号・シセイヒテン号・チェアリングソング号・マイネルジェロディ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヴェントヴォーチェ号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06036 3月4日 晴 良 （5中山2） 第3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，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 パワーブローキング 牡4鹿 58 横山 和生ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 524－ 21：53．2 3．6�

48 シンヨモギネス 牡5鹿 58 C．ルメール 岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486－ 21：53．3クビ 6．2�
611 クリーンドリーム 牡5芦 58

54 ★小林 美駒石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 480± 0 〃 ハナ 14．5�
11 アラゴナイト 牝5黒鹿56 大野 拓弥重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 468＋ 41：53．61� 17．6�
815 フリーフロー 牡6栗 58 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 474－ 8 〃 クビ 45．7�
23 コスモコラッジョ 牡5鹿 58 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 浦河 金石牧場 B516＋ 81：53．7クビ 9．1	
12 オレデイイノカ 牡5栗 58 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 504± 01：53．8� 3．4

35 デルマタモン 牡5栗 58 北村 宏司浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 510－ 41：54．33 17．5�
59 サトノアレックス �6栗 58 菅原 明良里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B498－ 21：54．61� 17．2�
816 サラフィエル 牡4栗 58 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム B454＋ 21：54．7クビ 16．3
24 � ス ウ ェ ア ー 牡6鹿 58

57 ☆永野 猛蔵松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム B524＋101：55．12	 179．8�
47 オメガロマンス 牝5黒鹿56 吉田 隼人原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B462＋ 21：55．2クビ 36．7�
713 キョウエイパラスト 牡6栗 58 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 510－ 4 〃 クビ 439．8�
714 マイネルイリャルギ 牡6鹿 58 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 528＋201：55．3クビ 210．3�
510 カ ラ ン セ 牝4鹿 56 伊藤 工真野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 81：55．72	 29．5�
36 � トロワシャルム �6青鹿 58

55 ▲西塚 洸二村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－ 41：56．65 50．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 112，983，500円 複勝： 158，139，400円 枠連： 52，141，200円
馬連： 218，379，800円 馬単： 74，197，000円 ワイド： 218，264，300円
3連複： 354，151，500円 3連単： 354，208，100円 計： 1，542，464，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 230円 � 330円 枠 連（4－6） 730円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 460円 �� 760円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計1129835 的中 � 247787（2番人気）
複勝票数 計1581394 的中 � 256474（2番人気）� 182950（3番人気）� 106664（5番人気）
枠連票数 計 521412 的中 （4－6） 54916（2番人気）
馬連票数 計2183798 的中 �� 164295（2番人気）
馬単票数 計 741970 的中 �� 33693（2番人気）
ワイド票数 計2182643 的中 �� 130425（2番人気）�� 72722（6番人気）�� 47941（14番人気）
3連複票数 計3541515 的中 ��� 69901（8番人気）
3連単票数 計3542081 的中 ��� 19870（15番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．9―13．0―12．2―12．5―12．6―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．1―50．1―1：02．3―1：14．8―1：27．4―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パワーブローキング �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．8．15 新潟6着

2019．5．23生 牡4鹿 母 ピクシープリンセス 母母 オータムメロディー 13戦3勝 賞金 35，100，000円
〔制裁〕 クリーンドリーム号の騎手小林美駒は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズノイナズマ号



（5中山2）第3日 3月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

265，600，000円
8，210，000円
35，320，000円
1，650，000円
34，560，000円
85，745，000円
6，185，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
861，542，300円
1，259，817，000円
333，774，300円
1，592，775，800円
624，233，800円
1，489，254，500円
2，728，163，000円
2，948，980，100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 11，838，540，800円

総入場人員 13，661名 （有料入場人員 13，163名）
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