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08001 3月25日 雨 不良 （5中山3） 第1日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時10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

47 ビーティングハート 牝3黒鹿54 野中悠太郎藤本 栄史氏 嘉藤 貴行 日高 槇本牧場 452± 01：54．3 15．5�
22 ヒラリーステップ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 上山牧場 B464－ 2 〃 クビ 15．3�
34 マーゴットミニモ 牝3鹿 54 横山 和生前田 良平氏 伊坂 重信 浦河 上山牧場 482＋ 41：54．51� 1．2�
713 テンホワイトラブ 牝3芦 54

52 △小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 新ひだか 片岡 博 502－ 21：54．7� 9．2�
59 シグナルファイアー 牝3芦 54 武士沢友治藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 B474± 01：55．12� 93．3�
58 ラ ン カ グ ア 牝3黒鹿54 石橋 脩吉田 勝己氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 ハナ 9．0	
610 ジ ラ ソ ー レ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 492± 01：55．2クビ 189．4

712 メダルラッシュ 牝3栗 54 池添 謙一青山 洋一氏 村田 一誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468± 01：55．52 41．2�
46 ワレラホシノコ 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二石井 義人氏 中川 公成 新ひだか 前田ファーム 434± 01：55．6クビ 262．2�
611 ベアエクセレント 牝3黒鹿54 菅原 明良熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新冠 佐藤牧場 480＋ 41：56．34 69．5
814 フジブルーダイヤ 牝3鹿 54

52 △横山 琉人�フジレーシング 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 454± 01：56．93� 78．2�
23 サクラグラシュー 牝3栗 54 内田 博幸�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 谷岡牧場 484－ 21：57．0� 305．4�
815 シティウォリアー 牝3栗 54 杉原 誠人�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 454＋ 41：57．31� 178．3�
11 キタノデネブ 牝3青 54 菊沢 一樹北所 直人氏 土田 稔 新冠 北星村田牧場 406 ―1：57．4� 201．3�
35 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 B446－ 6 〃 ハナ 35．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，295，300円 複勝： 214，998，100円 枠連： 13，846，200円
馬連： 58，130，200円 馬単： 43，468，800円 ワイド： 66，760，300円
3連複： 96，605，700円 3連単： 158，704，800円 計： 705，809，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 200円 � 190円 � 110円 枠 連（2－4） 7，010円

馬 連 �� 5，970円 馬 単 �� 16，400円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 330円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 30，210円

票 数

単勝票数 計 532953 的中 � 27503（5番人気）
複勝票数 計2149981 的中 � 67712（5番人気）� 77721（4番人気）� 1678888（1番人気）
枠連票数 計 138462 的中 （2－4） 1530（13番人気）
馬連票数 計 581302 的中 �� 7534（14番人気）
馬単票数 計 434688 的中 �� 1987（30番人気）
ワイド票数 計 667603 的中 �� 14493（13番人気）�� 52453（4番人気）�� 73147（3番人気）
3連複票数 計 966057 的中 ��� 44178（5番人気）
3連単票数 計1587048 的中 ��� 3808（87番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．5―13．0―12．6―12．5―12．7―13．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．2―49．2―1：01．8―1：14．3―1：27．0―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F40．0
1
3
・（4，11）13，5（6，12）7（8，15）（2，9）14－3，10＝1・（4，13）－11（8，12）（6，7，2）（5，15）（14，9）（3，10）＝1

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

勝馬の
紹 介

ビーティングハート �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シーキングザダイヤ デビュー 2022．12．17 中山3着

2020．5．2生 牝3黒鹿 母 ク ロ タ カ 母母 ラプンツェル 4戦1勝 賞金 7，300，000円

08002 3月25日 雨 不良 （5中山3） 第1日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時40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

612 キョウエイカンフ 牡3鹿 56 横山 和生田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか 幌村牧場 500＋ 61：11．1 3．5�
35 コパノエルパソ 牡3鹿 56 森 泰斗小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 北洋牧場 522－ 81：11．2� 3．2�

（船橋）

47 エクトゥシュタール 牡3鹿 56 柴田 大知 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 444＋ 81：11．41� 15．3�

816 クラウンブラヴォー 牡3鹿 56 木幡 巧也�クラウン 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 484± 01：11．61� 5．0�
24 ユーカリプタス 牡3鹿 56 松岡 正海清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 458＋ 21：12．02� 40．0�
23 トーセンサウダージ 牡3鹿 56 大野 拓弥島川 	哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 498－ 21：12．21� 7．4

12 タイガーシュガー 牡3黒鹿 56

52 ★小林 美駒吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 552－ 61：12．73 155．6�
59 イスラデルノルテ 牡3黒鹿56 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：12．8クビ 7．0�
11 ミオファースト 牝3栗 54

52 △小林 脩斗服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 432－10 〃 クビ 233．9
36 ニシノクラウディア 牝3栗 54 江田 照男西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 棚川 祐志 460＋ 21：13．22 42．2�
713 チーフインザスカイ 牡3栗 56 杉原 誠人阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 426－ 2 〃 ハナ 365．0�
611 ダ リ 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 418－ 21：13．52 293．1�
815 アフロビート 牡3鹿 56

53 ▲佐藤 翔馬山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 B448± 01：13．82 28．6�
510 シャインルピナス 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 380－ 61：14．11	 176．7�
714 メイショウイセ 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 448＋ 41：14．41� 110．7�
48 ショウリノシナリオ 牡3黒鹿56 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 浦河 富菜牧場 484－ 61：14．82� 291．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，298，700円 複勝： 61，415，200円 枠連： 12，913，500円
馬連： 66，003，800円 馬単： 26，063，400円 ワイド： 63，563，300円
3連複： 94，675，100円 3連単： 94，519，200円 計： 460，452，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 170円 � 270円 枠 連（3－6） 860円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 460円 �� 990円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 13，440円

票 数

単勝票数 計 412987 的中 � 93347（2番人気）
複勝票数 計 614152 的中 � 107926（2番人気）� 102867（3番人気）� 49278（6番人気）
枠連票数 計 129135 的中 （3－6） 11623（3番人気）
馬連票数 計 660038 的中 �� 55399（3番人気）
馬単票数 計 260634 的中 �� 11101（4番人気）
ワイド票数 計 635633 的中 �� 37936（4番人気）�� 15867（14番人気）�� 18279（12番人気）
3連複票数 計 946751 的中 ��� 21738（12番人気）
3連単票数 計 945192 的中 ��� 5096（47番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．8―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．8―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイカンフ �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 キングズベスト デビュー 2022．10．10 東京3着

2020．3．10生 牡3鹿 母 クラシカルレディ 母母 レディクラシック 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 ダリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月25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 ルクスシュナイダー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 中山競馬 第１日



08003 3月25日 雨 不良 （5中山3） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時10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

11 クリスプブリーズ 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 41：55．0 239．2�
23 ブライテストドーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム B516± 01：55．32 4．3�
36 ジーククローネ 牡3黒鹿56 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 アタマ 6．6�
714 ベルウッドシキシマ 牡3鹿 56 内田 博幸鈴木 照雄氏 辻 哲英 新ひだか 木下牧場 B430－ 41：55．4アタマ 86．2�
815 ブレードキング 牡3黒鹿56 北村 宏司大島 豊彦氏 岩戸 孝樹 浦河 杵臼牧場 528＋ 4 〃 クビ 2．0�
35 エアアレクサンドラ 牝3黒鹿54 森 泰斗 �ラッキーフィールド田中 博康 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：55．82� 9．7	

（船橋）

12 ショウナンバトン 牡3黒鹿56 池添 謙一
湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 496 ―1：56．11� 101．1�
510 クールトラッカー 牡3鹿 56 横山 和生寺田 寿男氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 クビ 11．2�
24 セイウンデイスター 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 前田ファーム 448－141：56．2クビ 266．2
713 サ ト ノ ロ ワ 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B502＋ 21：56．62� 10．3�
47 アスクビックヴァン 牡3青鹿 56

55 ☆永野 猛蔵廣崎 利洋氏 中舘 英二 新冠 マリオステー
ブル 530＋ 4 〃 アタマ 92．7�

612 ヨ シ イ チ 牡3黒鹿56 杉原 誠人玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 B478－101：57．02� 41．0�
48 ワンダーブレス 牡3栗 56

53 ▲佐藤 翔馬山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 グラストレーニ
ングセンター 482 ―1：57．1� 317．5�

611 スマートソニック 牡3鹿 56
52 ★小林 美駒大川 徹氏 村田 一誠 浦河 桑田牧場 512± 01：57．84 95．6�

59 ハートヴオーシャン 牝3青鹿54 津村 明秀兼松 康太氏 田中 剛 新ひだか ウエスタンファーム 448－ 61：59．18 275．1�
816 ミラクルブラウン 牡3鹿 56

54 △横山 琉人プレミアムレースホース 堀内 岳志 新ひだか 村上牧場 418 ―2：01．7大差 222．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，952，800円 複勝： 55，184，100円 枠連： 13，847，900円
馬連： 59，558，000円 馬単： 29，258，100円 ワイド： 60，865，700円
3連複： 88，876，100円 3連単： 104，876，000円 計： 459，418，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 23，920円 複 勝 � 2，150円 � 180円 � 220円 枠 連（1－2） 9，260円

馬 連 �� 24，560円 馬 単 �� 80，080円

ワ イ ド �� 5，920円 �� 10，690円 �� 500円

3 連 複 ��� 30，940円 3 連 単 ��� 520，780円

票 数

単勝票数 計 469528 的中 � 1570（13番人気）
複勝票数 計 551841 的中 � 4851（13番人気）� 97570（2番人気）� 71177（3番人気）
枠連票数 計 138479 的中 （1－2） 1158（20番人気）
馬連票数 計 595580 的中 �� 1879（37番人気）
馬単票数 計 292581 的中 �� 274（94番人気）
ワイド票数 計 608657 的中 �� 2519（38番人気）�� 1388（54番人気）�� 34336（4番人気）
3連複票数 計 888761 的中 ��� 2154（67番人気）
3連単票数 計1048760 的中 ��� 146（709番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―13．1―12．9―12．3―12．2―12．9―13．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―38．3―51．2―1：03．5―1：15．7―1：28．6―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリスプブリーズ �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2022．10．10 東京11着

2020．6．5生 牡3黒鹿 母 ハイデフィニション 母母 マイネマリエ 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 アスクビックヴァン号の調教師中舘英二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルブラウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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 アサクサアダム号・ウィリデシルバ号・マイネルアラウダ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

08004 3月25日 雨 不良 （5中山3） 第1日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時40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

24 ジュンフシナ 牡3黒鹿56 田辺 裕信河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 平野牧場 478＋141：38．2 27．2�
611 マルディランダ 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 480＋121：38．73 3．5�
12 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 448＋ 41：39．33� 10．6�
23 エフロレセンス 牝3鹿 54 横山 和生ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442± 01：39．72� 35．2�
59 ヴィキャンデル 牝3青鹿54 木幡 巧也�坂東牧場 牧 光二 平取 坂東牧場 390 ―1：40．12 68．0	
510 ハ ル オ ー ブ 牡3鹿 56 横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 456＋ 21：40．2� 2．6

48 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 422－ 21：40．3� 6．2�

36 アリダンジェロ 牝3鹿 54 森 泰斗 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 502－ 41：40．4アタマ 15．2�
（船橋）

35 ジャガンナート 牡3鹿 56 丹内 祐次山藤賢� 高木 登 日高 浜本牧場 B504－ 61：40．93 193．5
612 ケンドチョウライ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵岡田 壮史氏 本間 忍 えりも 寺井 文秀 420 ―1：41．22 261．1�
11 オ テ ア 牡3黒鹿56 菊沢 一樹プレミアムレースホース 松山 将樹 日高 サンバマウン

テンファーム 462 ―1：41．41� 157．1�
713 レッドルーセント 牡3栗 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 新ひだか 坂本 智広 470 ―1：41．61 9．5�
816 ア ロ ハ ラ ニ 牝3青鹿54 北村 宏司道永 幸治氏 蛯名 正義 新冠 ムラカミファーム 450－12 〃 クビ 146．2�
815 プロトカルチャー 牡3栗 56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：42．23� 16．5�
714 ウインドアカネール 牝3黒鹿54 武藤 雅福原 正博氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：43．68 387．4�
47 アカラレイア 牝3黒鹿 54

52 △小林 脩斗河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 マリオステー
ブル 442－101：48．7大差 225．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，899，600円 複勝： 69，712，100円 枠連： 12，406，700円
馬連： 69，473，100円 馬単： 31，699，000円 ワイド： 69，834，100円
3連複： 108，792，300円 3連単： 123，936，800円 計： 539，753，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 580円 � 200円 � 250円 枠 連（2－6） 3，870円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 15，280円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 2，370円 �� 830円

3 連 複 ��� 16，360円 3 連 単 ��� 132，520円

票 数

単勝票数 計 538996 的中 � 15823（8番人気）
複勝票数 計 697121 的中 � 26027（8番人気）� 106232（2番人気）� 75703（4番人気）
枠連票数 計 124067 的中 （2－6） 2482（17番人気）
馬連票数 計 694731 的中 �� 8334（20番人気）
馬単票数 計 316990 的中 �� 1555（44番人気）
ワイド票数 計 698341 的中 �� 8690（20番人気）�� 7403（25番人気）�� 22631（9番人気）
3連複票数 計1087923 的中 ��� 4987（47番人気）
3連単票数 計1239368 的中 ��� 678（320番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．8―12．0―12．5―12．6―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．1―48．1―1：00．6―1：13．2―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．1―3F37．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンフシナ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2022．7．31 新潟5着

2020．3．24生 牡3黒鹿 母 アルフィルク 母母 タイキポーラ 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインドアカネール号・アカラレイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

25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 コースタルタウン号・シルバーテーラー号・ロカイユ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



08005 3月25日 雨 不良 （5中山3） 第1日 第5競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時30分 （芝・右・外）
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
1：06．7
1：05．8

良
良

66 アンビバレント 牡3鹿 56 森 泰斗 �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± 01：10．9 14．2�

（船橋）

33 スムースベルベット 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B496＋ 81：11．53� 6．3�
79 アンタノバラード 牝3鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 426± 01：12．14 1．6�
810 シルヴァーゴースト 牝3栗 54

51 ▲今村 聖奈 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 B440± 01：12．31� 11．3�
811 リーリオブランコ 牝3鹿 54

53 ☆永野 猛蔵 �スマイルファーム 清水 英克 日高 スマイルファーム 440＋ 81：12．51� 20．6	
44 スングリダンダン 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 436± 01：12．6	 116．1

67 クリノゴッホ 牡3鹿 56 丹内 祐次栗原 正雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：12．7� 4．3�
22 ヴォーノハート 牝3黒鹿 54

52 △横山 琉人平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 438－141：12．8クビ 39．1�
11 ペインティトブルー 牝3青鹿54 木幡 初也�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 436± 0 〃 ハナ 81．8
78 トゥインクルナイト 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 シンユウフアーム 436－ 21：12．91 250．7�
55 コーヒーカフェ 牡3黒鹿56 菅原 隆一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 斉藤英牧場 460＋ 41：13．75 163．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，885，300円 複勝： 74，248，200円 枠連： 11，850，100円
馬連： 57，220，900円 馬単： 35，594，500円 ワイド： 48，875，000円
3連複： 79，821，300円 3連単： 147，218，300円 計： 502，713，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 270円 � 160円 � 110円 枠 連（3－6） 1，070円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 960円 �� 430円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 20，940円

票 数

単勝票数 計 478853 的中 � 26884（5番人気）
複勝票数 計 742482 的中 � 28411（6番人気）� 64604（3番人気）� 442123（1番人気）
枠連票数 計 118501 的中 （3－6） 8574（5番人気）
馬連票数 計 572209 的中 �� 11067（11番人気）
馬単票数 計 355945 的中 �� 2822（24番人気）
ワイド票数 計 488750 的中 �� 11414（12番人気）�� 28240（5番人気）�� 58151（2番人気）
3連複票数 計 798213 的中 ��� 31192（7番人気）
3連単票数 計1472183 的中 ��� 5097（59番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―11．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．1―46．0―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンビバレント �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2022．10．16 新潟7着

2020．4．8生 牡3鹿 母 フ ォ ー ミ ー 母母 アンファテュエ 5戦2勝 賞金 13，000，000円
〔制裁〕 シルヴァーゴースト号の騎手今村聖奈は，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：11

番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

08006 3月25日 雨 不良 （5中山3） 第1日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時00分 （芝・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
1：44．9
1：43．8

良
良

66 セ オ 牡3鹿 56 横山 和生吉田 千津氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 474－ 21：54．6 5．6�
79 レーベンスティール 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 田中 博康 日高 広富牧場 480＋ 2 〃 アタマ 1．6�
22 ムーンスカイ 牡3鹿 56 津村 明秀永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 428－ 21：55．77 99．2�
67 アンバーホーク 牡3栗 56 横山 武史 �フジワラ・ファーム 蛯名 正義 新ひだか フジワラフアーム 528－ 21：56．23 3．6�
78 マイネルビジョン 牡3鹿 56 菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 アタマ 9．9	
33 ベルウッドミカサ 牡3黒鹿56 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 新ひだか 山際牧場 430＋ 21：56．3クビ 142．2

44 ハクサンビーナス 牝3鹿 54

51 ▲今村 聖奈河﨑 五市氏 寺島 良 新ひだか 三木田牧場 424－121：57．04 32．6�
811 マイネルカンパーナ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 81：57．21� 22．5�
55 チャイボーグ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 468± 01：57．41 227．8
810 ドライカプチーノ 牝3芦 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 424－ 6 〃 クビ 282．7�
11 ショウナンガチャ 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 新ひだか 静内フアーム B492± 01：57．71� 168．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 58，178，600円 複勝： 147，554，900円 枠連： 12，515，600円
馬連： 58，621，900円 馬単： 42，057，200円 ワイド： 58，113，700円
3連複： 84，093，000円 3連単： 189，185，600円 計： 650，320，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 110円 � 720円 枠 連（6－7） 160円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，330円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 27，240円

票 数

単勝票数 計 581786 的中 � 82838（3番人気）
複勝票数 計1475549 的中 � 110778（3番人気）� 1046860（1番人気）� 12697（7番人気）
枠連票数 計 125156 的中 （6－7） 60320（1番人気）
馬連票数 計 586219 的中 �� 104511（2番人気）
馬単票数 計 420572 的中 �� 25511（5番人気）
ワイド票数 計 581137 的中 �� 81509（2番人気）�� 5562（17番人気）�� 9049（14番人気）
3連複票数 計 840930 的中 ��� 12416（14番人気）
3連単票数 計1891856 的中 ��� 5034（63番人気）

ハロンタイム 12．9―13．1―13．9―13．4―12．9―12．7―12．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―26．0―39．9―53．3―1：06．2―1：18．9―1：31．2―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セ オ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Oasis Dream デビュー 2022．9．25 中京7着

2020．3．21生 牡3鹿 母 ル ー ラ 母母 Dominica 7戦2勝 賞金 19，980，000円
〔3走成績による出走制限〕 ドライカプチーノ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月25日まで平地競走に出走でき

ない。
※ハクサンビーナス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



08007 3月25日 小雨 不良 （5中山3） 第1日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・右）

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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

11 フ レ ー ゲ ル 牡5鹿 58 津村 明秀内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 490＋161：11．2 23．9�
713 ニシノコニャック 牡4栗 58 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 456－ 81：11．3� 11．0�
816 ピ カ リ エ 牝4芦 56 柴田 大知 �リトルブルーファーム 金成 貴史 清水 リトルブルーファーム 496＋181：11．4� 104．4�
24 � セオリーリターン 牝4黒鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 460＋10 〃 クビ 37．9�
612 カツノサンキュウ 牡5鹿 58 江田 照男聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 486－121：11．5クビ 45．9	
59 ネオレインボウ �7鹿 58 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 504＋ 8 〃 � 31．5

714 トーアスカーレット 牝4栗 56 菊沢 一樹高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 474－ 61：11．6� 7．6�
815 イ ル ザ 牝4栗 56 森 泰斗中辻 明氏 小手川 準 浦河 バンブー牧場 452＋ 21：11．7クビ 23．5�

（船橋）

12 � ドラゴンゴクウ 牡4黒鹿 58
56 ◇藤田菜七子福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 466± 0 〃 ハナ 24．2

35 パイツィーレン 牝4鹿 56 横山 武史ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 452－ 61：11．8� 5．9�

36 キャロライナリーパ 牝5黒鹿56 横山 和生野嶋 祥二氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 3．0�
510 エリカコレクト 牝4鹿 56

53 ▲西塚 洸二三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B494＋ 41：12．01	 11．4�
47 セイウンゴールド 牡5青鹿 58

57 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 上原 博之 浦河 
川 啓一 B486－101：12．21� 58．8�
48 グラサージュ 牝4黒鹿56 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 534＋ 61：12．72� 38．9�
611 カ リ ュ ウ 牝4鹿 56 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 418－141：14．08 5．3�
23 � プロデューサー �5鹿 58 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 474－ 61：16．0大差 347．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，695，000円 複勝： 73，005，700円 枠連： 21，877，000円
馬連： 80，936，800円 馬単： 33，345，100円 ワイド： 85，181，900円
3連複： 135，983，500円 3連単： 127，253，400円 計： 606，278，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 620円 � 360円 � 2，690円 枠 連（1－7） 2，760円

馬 連 �� 16，810円 馬 単 �� 44，490円

ワ イ ド �� 4，730円 �� 18，340円 �� 12，080円

3 連 複 ��� 449，280円 3 連 単 ��� 1，647，470円

票 数

単勝票数 計 486950 的中 � 16295（8番人気）
複勝票数 計 730057 的中 � 30729（8番人気）� 59524（5番人気）� 6449（15番人気）
枠連票数 計 218770 的中 （1－7） 6132（11番人気）
馬連票数 計 809368 的中 �� 3730（49番人気）
馬単票数 計 333451 的中 �� 562（117番人気）
ワイド票数 計 851819 的中 �� 4682（52番人気）�� 1194（95番人気）�� 1816（80番人気）
3連複票数 計1359835 的中 ��� 227（403番人気）
3連単票数 計1272534 的中 ��� 56（2065番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．1―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―46．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ レ ー ゲ ル �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2020．9．12 中山14着

2018．4．4生 牡5鹿 母 ハルトリーゲル 母母 デサイデローザ 19戦1勝 賞金 20，030，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロデューサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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 ミューティー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

08008 3月25日 小雨 不良 （5中山3） 第1日 第8競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，56�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

46 スズノテレサ 牝4黒鹿56 津村 明秀小紫 嘉之氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 452＋161：53．7 5．8�
814 ハローサブリナ 牝4鹿 56

55 ☆永野 猛蔵小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B508－ 61：53．91� 34．8�
11 ファミリークレスト 牝4黒鹿56 横山 武史吉田 和美氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：54．11 5．3�
33 ミツカネヴィーナス 牝4栗 56

52 ★小林 美駒小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 452－ 81：54．31� 10．1�
711 ビーマイセルフ 牝5青鹿56 北村 宏司�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 472± 0 〃 ハナ 13．2�
58 トゥザヒロイン 牝4栗 56 杉原 誠人 DMMドリームクラブ	 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B536＋22 〃 クビ 27．1

45 エレボアブランシュ 牝5芦 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 438± 01：54．4クビ 7．3�
57 � ウィズザワールド 牝5栗 56 大野 拓弥阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 472－ 6 〃 クビ 5．2�
34 ルージュフェリーク 牝5黒鹿56 菅原 明良 	東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B458－ 41：54．5� 65．5
712 シンボリックレルム 牝4黒鹿56 江田 照男吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 494＋ 41：54．92� 29．4�
69 チャーチャンテン 牝5黒鹿56 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 大滝 康晴 414－ 61：55．0	 191．3�
813 クインズジョイフル 牝4栗 56 丸田 恭介 	ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 ハシモトフアーム 446＋221：55．31	 13．1�
22 イ シ ュ タ ル 牝5鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 532－ 41：55．4クビ 6．9�
610 オーロラアーク 牝4芦 56 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 428＋ 6 〃 アタマ 18．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，330，200円 複勝： 78，745，300円 枠連： 19，693，300円
馬連： 87，371，200円 馬単： 33，092，300円 ワイド： 87，420，300円
3連複： 138，800，600円 3連単： 129，498，700円 計： 623，951，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 940円 � 220円 枠 連（4－8） 1，280円

馬 連 �� 15，640円 馬 単 �� 23，860円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 700円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 23，640円 3 連 単 ��� 181，950円

票 数

単勝票数 計 493302 的中 � 66893（3番人気）
複勝票数 計 787453 的中 � 99670（3番人気）� 17601（12番人気）� 101721（2番人気）
枠連票数 計 196933 的中 （4－8） 11886（3番人気）
馬連票数 計 873712 的中 �� 4329（56番人気）
馬単票数 計 330923 的中 �� 1040（94番人気）
ワイド票数 計 874203 的中 �� 5921（49番人気）�� 34024（4番人気）�� 5494（54番人気）
3連複票数 計1388006 的中 ��� 4402（94番人気）
3連単票数 計1294987 的中 ��� 516（717番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．7―12．8―12．3―11．9―12．6―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．8―50．6―1：02．9―1：14．8―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズノテレサ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2021．12．25 中山4着

2019．1．28生 牝4黒鹿 母 ピュアマインド 母母 スプリングアマイン 8戦2勝 賞金 17，920，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ビーマイセルフ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金100，000円。



08009 3月25日 小雨 不良 （5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，58�，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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

35 ヴァガボンド 牡5栗 58 北村 宏司 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 490－ 61：09．8 25．7�

612 ウラカワノキセキ 牝4鹿 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 456－ 41：10．01 5．9�
510� ジ ゲ ン 牡6鹿 58 戸崎 圭太林 正道氏 中村 直也 米 Diamond A

Racing Corp. 472－ 21：10．32 2．5�
815 セイカフォルゴーレ 牡4栗 58 横山 琉人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 512－ 2 〃 アタマ 6．0�
24 フ ル ム 牡4黒鹿58 水口 優也 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 新ひだか 高橋フアーム 474± 01：10．51	 13．2�
23 アイヴォリードレス 牝4芦 56 森 泰斗 	サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：10．81
 13．3

（船橋）

12 � アメリカンファクト 牡8栗 58 内田 博幸 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B516± 01：10．9
 92．2�
47 ヴァリアント 牡7青鹿58 横山 武史 �カナヤマホール

ディングス 茶木 太樹 新冠 守矢牧場 486＋ 21：11．0
 10．3�
59 ワイドソロモン 牡6栗 58 池添 謙一幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 498＋ 21：11．21 22．6
36 タイセイグラシア 牝5黒鹿56 藤懸 貴志田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 448－ 2 〃 クビ 156．1�
714 マイヨアポア 牝5鹿 56 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 478－ 81：11．3
 12．2�
48 シゲルヒラトリ 牡5栗 58 柴田 善臣森中 啓子氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 492± 01：11．4� 118．9�
611 ヒロノトウリョウ 牡7鹿 58 江田 照男小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 B500± 01：11．5クビ 170．1�
713 レッドランサー 牡8黒鹿58 永野 猛蔵 �東京ホースレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 B476＋ 21：11．71	 212．8�
816 グ ル ア ー ブ 牝6鹿 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド B442－ 2 〃 ハナ 41．4�
11 キ ミ ワ テ ル 牡5栗 58 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：16．2大差 19．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，084，900円 複勝： 98，901，400円 枠連： 22，346，900円
馬連： 130，710，200円 馬単： 48，785，200円 ワイド： 119，422，000円
3連複： 211，290，100円 3連単： 219，381，800円 計： 916，922，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 570円 � 220円 � 130円 枠 連（3－6） 7，200円

馬 連 �� 11，590円 馬 単 �� 27，760円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 1，170円 �� 470円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 92，680円

票 数

単勝票数 計 660849 的中 � 20558（10番人気）
複勝票数 計 989014 的中 � 31415（10番人気）� 108352（4番人気）� 269194（1番人気）
枠連票数 計 223469 的中 （3－6） 2404（25番人気）
馬連票数 計1307102 的中 �� 8737（36番人気）
馬単票数 計 487852 的中 �� 1318（78番人気）
ワイド票数 計1194220 的中 �� 8917（41番人気）�� 25576（11番人気）�� 71230（3番人気）
3連複票数 計2112901 的中 ��� 17017（29番人気）
3連単票数 計2193818 的中 ��� 1716（290番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．0―11．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．7―45．2―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァガボンド �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．9．26 中京2着

2018．4．24生 牡5栗 母 カプリースレディー 母母 フェアリージェム 13戦4勝 賞金 48，906，000円
〔制裁〕 セイカフォルゴーレ号の騎手横山琉人は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・7番・3

番・16番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キミワテル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クロデメニル号・マイステージ号・ローレルジャック号
（非抽選馬） 6頭 キタノブレイド号・サイファーシチー号・サンキューユウガ号・ナックドロップス号・ナンヨープランタン号・

パワフルヒロコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

08010 3月25日 曇 不良 （5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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

57 ミ ト ノ オ ー 牡3栗 56 木幡 巧也ロイヤルパーク 牧 光二 新ひだか 築紫 洋 492－ 61：51．9 2．5�
22 モックモック 牡3青鹿56 今村 聖奈山口 正行氏 寺島 良 新ひだか オギオギ牧場 478－ 81：52．32	 8．5�
11 
 ヒーローコール 牡3黒鹿57 森 泰斗山口 裕介氏 小久保 智 新ひだか 坂本 春雄 490－ 61：52．72	 7．4�

（浦和） （船橋）

69 アイファーテイオー 牡3黒鹿56 藤懸 貴志中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社
アースファーム 448＋ 21：52．8	 37．6�

712 オーロイプラータ 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム B534＋ 8 〃 クビ 20．3�
46 カレンアルカンタラ 牡3鹿 56 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 490－ 21：52．9クビ 6．7�
610 ベンダバリラビア 牡3栗 56 田辺 裕信幅田 昌伸氏 寺島 良 日高 中前牧場 516－ 41：53．0� 7．1	
58 マオノアラシ 牡3栗 56 大野 拓弥湯浅 健司氏 加藤士津八 浦河 ダイヤモンドファーム 490＋ 21：53．1	 66．3

34 モンドプリューム 牡3鹿 56 津村 明秀落合 幸弘氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 484－ 81：53．41	 15．1�
45  ティルドーン 牡3栗 56 松岡 正海藤田 晋氏 森 秀行 米 Brad King 512－ 61：53．82	 113．1�
33 � フジラプンツェル 牝3栗 54 永野 猛蔵フジレーシング 高橋 文雅 安平 �橋本牧場 500＋ 21：54．01� 346．9�
813 ダ ス ク 牡3栗 56 武藤 雅 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 宮内牧場 466＋ 21：54．53 85．6�
711 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± 01：54．6クビ 9．3�
814 ルクスフロンティア 牡3黒鹿56 菅原 明良�ルクス 松永 幹夫 新ひだか 千代田牧場 486－ 4 〃 クビ 31．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 97，490，500円 複勝： 108，019，800円 枠連： 26，774，200円
馬連： 162，390，000円 馬単： 58，847，500円 ワイド： 137，571，100円
3連複： 245，843，500円 3連単： 247，462，000円 計： 1，084，398，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 260円 � 270円 枠 連（2－5） 1，090円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 580円 �� 510円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 11，880円

票 数

単勝票数 計 974905 的中 � 305874（1番人気）
複勝票数 計1080198 的中 � 243187（1番人気）� 93091（5番人気）� 89433（6番人気）
枠連票数 計 267742 的中 （2－5） 19001（4番人気）
馬連票数 計1623900 的中 �� 96215（4番人気）
馬単票数 計 588475 的中 �� 22634（3番人気）
ワイド票数 計1375711 的中 �� 62522（6番人気）�� 72232（3番人気）�� 23912（18番人気）
3連複票数 計2458435 的中 ��� 48334（9番人気）
3連単票数 計2474620 的中 ��� 15100（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．6―49．0―1：01．2―1：13．1―1：25．4―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ ト ノ オ ー �
�
父 ロ ゴ タ イ プ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2022．8．7 新潟1着

2020．4．24生 牡3栗 母 シダクティヴリー 母母 Torrid Affair 4戦3勝 賞金 36，365，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



08011 3月25日 曇 不良 （5中山3） 第1日 第11競走 ��
��2，500�第71回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減，R4．3．26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，R4．3．25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 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

22 タイトルホルダー 牡5鹿 59 横山 和生山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 22：36．8 2．4�
56 ボッケリーニ 牡7栗 58 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－ 22：38．18 17．1�
55 ディアスティマ 牡6青鹿57 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B492＋ 62：38．2� 34．4�
44 ラ イ ラ ッ ク 牝4鹿 54 M．デムーロ芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 434－ 42：38．3� 5．9�
811 マカオンドール 牡5芦 57 戸崎 圭太關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 500＋12 〃 クビ 69．2	
812 ヒートオンビート 牡6鹿 57 池添 謙一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 486＋ 62：38．72	 13．0

33 キングオブドラゴン 牡6黒鹿57 松岡 正海窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 508－ 42：39．12	 34．3�
710 マイネルファンロン 牡8青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 22：39．2	 63．3�
79 アスクビクターモア 牡4鹿 58 田辺 裕信廣崎利洋HD� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482＋ 62：39．4� 2．3
68 カ ン ト ル 牡7鹿 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486± 02：39．82	 165．9�
67 アリストテレス 牡6鹿 57 菅原 明良近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：41．07 63．3�
11 コトブキテティス 牝6黒鹿55 柴田 善臣尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 446± 02：41．31� 356．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 258，453，100円 複勝： 233，505，300円 枠連： 66，560，400円
馬連： 505，615，600円 馬単： 219，336，800円 ワイド： 413，701，300円
3連複： 956，144，800円 3連単： 1，511，807，200円 計： 4，165，124，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 170円 � 320円 � 530円 枠 連（2－5） 1，420円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，420円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 14，260円 3 連 単 ��� 41，550円

票 数

単勝票数 計2584531 的中 � 834717（2番人気）
複勝票数 計2335053 的中 � 462083（2番人気）� 176845（5番人気）� 93595（7番人気）
枠連票数 計 665604 的中 （2－5） 36191（6番人気）
馬連票数 計5056156 的中 �� 182548（7番人気）
馬単票数 計2193368 的中 �� 64039（10番人気）
ワイド票数 計4137013 的中 �� 167796（7番人気）�� 74299（14番人気）�� 32980（28番人気）
3連複票数 計9561448 的中 ��� 50286（38番人気）
3連単票数 計15118072 的中 ��� 26376（116番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．0―12．9―12．6―13．1―12．9―12．7―12．8―12．4―12．5―11．9―12．4

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―18．6―30．6―43．5―56．1―1：09．2―1：22．1―1：34．8―1：47．6―2：00．0―2：12．5―2：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F49．2―3F36．8
1
�

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

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

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5鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 14戦7勝 賞金 860，965，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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25日 小雨 不良 （5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，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

46 サトノスライヴ 牡6黒鹿58 石橋 脩里見 治氏 上原 佑紀 新ひだか フジワラフアーム 520－ 81：52．5 9．8�
611 スイートフィル 牝5芦 56 津村 明秀シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 472± 0 〃 クビ 23．2�
610 クインズミモザ 牝5鹿 56 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 508－ 41：52．7� 13．3�
712 スノーグレース 牝4栗 56 武藤 雅 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 アタマ 4．4�
814 ヨ ン ク 牡7鹿 58 戸崎 圭太古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 502＋ 21：52．8� 4．4	
23 イエローウィン 牝4黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B466－ 21：52．91 29．8

58 レオカクテル 牡5栗 58 木幡 巧也�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 B500－ 21：53．21� 45．0�
815 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 462－ 61：53．3� 5．6�
713 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± 01：53．5� 22．2
59 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 512＋ 2 〃 クビ 32．7�
34 スピードソルジャー 牡4栗 58 菅原 明良保坂 和孝氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 508＋161：53．71 21．9�
35 リアルシング 牡6黒鹿58 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 緒方 努 新ひだか 岡田牧場 548－ 21：53．81 7．6�
11 リズムオブザナイト 牡5鹿 58 松岡 正海吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B482± 01：53．9クビ 69．3�
22 � ス ウ ェ ア ー 牡6鹿 58 柴田 善臣松谷 翔太氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム B526＋ 21：54．01 131．8�
47 � ウインジョイフル 牡6青鹿58 内田 博幸庄司 修二氏 鈴木慎太郎 新ひだか 松田牧場 B506＋ 41：54．1� 13．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 100，199，100円 複勝： 136，692，000円 枠連： 48，681，900円
馬連： 179，839，900円 馬単： 64，384，800円 ワイド： 187，459，100円
3連複： 312，468，700円 3連単： 303，588，800円 計： 1，333，314，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 330円 � 520円 � 410円 枠 連（4－6） 2，750円

馬 連 �� 15，800円 馬 単 �� 22，700円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 1，950円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 56，780円 3 連 単 ��� 341，770円

票 数

単勝票数 計1001991 的中 � 81345（5番人気）
複勝票数 計1366920 的中 � 112947（5番人気）� 65736（9番人気）� 87135（6番人気）
枠連票数 計 486819 的中 （4－6） 13717（12番人気）
馬連票数 計1798399 的中 �� 8820（56番人気）
馬単票数 計 643848 的中 �� 2127（84番人気）
ワイド票数 計1874591 的中 �� 11203（55番人気）�� 25089（23番人気）�� 11417（53番人気）
3連複票数 計3124687 的中 ��� 4127（181番人気）
3連単票数 計3035888 的中 ��� 644（1034番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．8―12．8―12．1―12．1―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―38．1―50．9―1：03．0―1：15．1―1：27．3―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノスライヴ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．1．18 小倉5着

2017．4．10生 牡6黒鹿 母 サトノフラリッシュ 母母 ピサノベネチアン 32戦3勝 賞金 53，900，000円



（5中山3）第1日 3月25日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 172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

320，760，000円
37，130，000円
2，130，000円
42，140，000円
2，000，000円
78，502，500円
4，934，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
921，763，100円
1，351，982，100円
283，313，700円
1，515，871，600円
665，932，700円
1，398，767，800円
2，553，394，700円
3，357，432，600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 12，048，458，300円

総入場人員 14，663名 （有料入場人員 14，196名）
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