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08013 3月26日 小雨 不良 （5中山3） 第2日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時55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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

510 ダノンフレア 牝3鹿 54 横山 武史�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456－ 21：11．2 8．2�
611 メルティーショコラ 牝3栗 54

52 △小林 脩斗�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 466－ 41：11．51� 12．3�
816 ライブリームーラン 牝3鹿 54 菅原 明良山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 506± 01：11．6� 4．2�
48 ア ル メ リ ア 牝3鹿 54 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 3．0�
47 テイエムスイスイ 牝3黒鹿54 幸 英明竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 512± 01：12．45 2．8	
714 ホクトブルース 牝3栗 54 宮崎 北斗井上 久光氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 490 ―1：13．04 28．6

12 サワヤカサワチャン 牝3鹿 54 柴田 大知荒井 城志氏 南田美知雄 新冠 竹中牧場 472－ 41：13．52� 167．3�
36 ハーツファンタジア 牝3鹿 54 田辺 裕信ライオンレースホース� 加藤士津八 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 41：13．6� 24．7�
612 コロラドテソーロ 牝3鹿 54

52 △横山 琉人了德寺健二ホール
ディングス� 勢司 和浩 日高 リョーケンファー

ム株式会社 442－101：13．71 90．4
59 パープルブリーズ 牝3黒鹿54 原田 和真�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 424 ― 〃 アタマ 94．8�
713 ヘ ル ス ケ ア 牝3鹿 54 山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 440－101：13．8クビ 208．8�
24 ツクバセイヴァー 牝3栗 54

52 △小林 凌大細谷 武史氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 394－ 21：14．01 249．3�

815 モリヤトツイキ 牝3鹿 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 青森 滝沢牧場 478 ―1：14．11 168．2�
23 デライトアルバム 牝3芦 54 大野 拓弥�ターフ・スポート小島 茂之 浦河 田中スタッド 454± 0 〃 ハナ 103．3�
35 カントリーマダム 牝3鹿 54 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 新冠 今野 活博 450 ―1：14．31 184．5�
11 レボロテアール 牝3鹿 54 武士沢友治ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 462 ―1：14．51� 112．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，478，100円 複勝： 35，499，700円 枠連： 12，640，900円
馬連： 52，670，000円 馬単： 24，523，500円 ワイド： 44，484，000円
3連複： 85，249，900円 3連単： 96，821，400円 計： 384，367，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 260円 � 320円 � 230円 枠 連（5－6） 3，810円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 720円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 36，370円

票 数

単勝票数 計 324781 的中 � 31338（4番人気）
複勝票数 計 354997 的中 � 36247（4番人気）� 26960（5番人気）� 43282（3番人気）
枠連票数 計 126409 的中 （5－6） 2571（10番人気）
馬連票数 計 526700 的中 �� 10537（11番人気）
馬単票数 計 245235 的中 �� 2281（24番人気）
ワイド票数 計 444840 的中 �� 8806（13番人気）�� 16197（8番人気）�� 15029（9番人気）
3連複票数 計 852499 的中 ��� 13857（13番人気）
3連単票数 計 968214 的中 ��� 1930（101番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフレア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2023．1．15 中山7着

2020．3．14生 牝3鹿 母 ダノンチェリー 母母 ウィーミスフランキー 2戦1勝 賞金 5，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 イナホ号・サンマルマインド号・ローズミカ号

08014 3月26日 小雨 不良 （5中山3） 第2日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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

23 エドノトップラン 牡3栗 56 宮崎 北斗遠藤 喜松氏 嘉藤 貴行 新ひだか 沖田 忠幸 B484－ 21：53．7 4．0�
510 タマモヴェナトル 牡3黒鹿56 菊沢 一樹タマモ� 菊沢 隆徳 新ひだか 前田牧場 426－10 〃 アタマ 6．2�
48 シンボリタイプ 牡3栗 56

54 △横山 琉人シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 530＋ 41：54．55 124．6�
815 デ ス テ ィ ノ 牡3青鹿56 横山 武史 �Gリビエール・

レーシング 田島 俊明 浦河 ディアレスト
クラブ 538－ 21：54．92� 4．0�

713 シャノンフォールズ 牡3鹿 56 野中悠太郎水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B480－181：55．0� 6．0�
12 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± 01：55．21� 13．8	
816 キョウエイルーマー 牡3栗 56

54 △原 優介田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 452－121：55．3クビ 22．1

59 エイチエヌバンピー 牡3鹿 56

53 ▲佐藤 翔馬鳴田 啓志氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 444－ 11：55．62 178．8�
24 トーアモルペウス �3鹿 56 大野 拓弥高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 B486 ―1：55．7クビ 100．0�
611 モジャータルマエ 牡3鹿 56 斎藤 新MOJA 斎藤 誠 様似 清水スタッド 496－ 6 〃 ハナ 6．2
612 ショウナンワタリ 牡3青鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B546－ 61：55．8� 14．9�
35 ロジドレフォン 牡3青鹿56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B502－ 61：56．11� 41．2�
11 グランキューブ 牡3栗 56 菅原 明良原 	子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 484－ 61：56．63 59．8�
36 ジェイエルバルカー 牡3栗 56

54 △小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 新ひだか グローリーファーム 496 ―1：58．310 125．6�
47 ゴールドフォックス 牡3鹿 56 山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 株式会社 新

冠川上牧場 438－ 8 〃 クビ 330．6�
714 コウユーマサニキミ 牡3栗 56 木幡 初也加治屋貞光氏 竹内 正洋 日高 坂戸 節子 B488± 01：58．82� 81．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，538，400円 複勝： 56，165，600円 枠連： 12，796，500円
馬連： 67，915，700円 馬単： 27，181，200円 ワイド： 62，065，700円
3連複： 104，592，300円 3連単： 103，019，600円 計： 470，275，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 210円 � 2，260円 枠 連（2－5） 1，590円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 510円 �� 7，810円 �� 10，570円

3 連 複 ��� 52，400円 3 連 単 ��� 190，530円

票 数

単勝票数 計 365384 的中 � 71471（2番人気）
複勝票数 計 561656 的中 � 98387（1番人気）� 77871（4番人気）� 4655（11番人気）
枠連票数 計 127965 的中 （2－5） 6219（9番人気）
馬連票数 計 679157 的中 �� 41270（5番人気）
馬単票数 計 271812 的中 �� 9284（4番人気）
ワイド票数 計 620657 的中 �� 34790（4番人気）�� 1946（45番人気）�� 1433（56番人気）
3連複票数 計1045923 的中 ��� 1497（105番人気）
3連単票数 計1030196 的中 ��� 392（452番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．4―50．2―1：02．6―1：15．3―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エドノトップラン �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．12．24 中山9着

2020．3．27生 牡3栗 母 フレンチムスメ 母母 ジョージアキヨ 5戦1勝 賞金 8，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーマサニキミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サクラトップロール号・ミツカネアース号

第３回 中山競馬 第２日



08015 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時55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

714 アイノセンシ 牡3鹿 56 石橋 脩日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 516＋ 21：12．1 5．1�
59 ロ ジ ェ 牝3栗 54

53 ☆永野 猛蔵吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 432－ 21：12．41� 7．3�
815 リュウノステルス 牡3芦 56

52 ★小林 美駒蓑島 竜一氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 清 440－ 41：12．61� 4．2�
611 ク レ テ イ ユ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗グリーンスウォード萱野 浩二 新ひだか 鳥谷 勝彦 456 ―1：12．7� 27．1�
713 トーアカラカウア 牡3鹿 56 菊沢 一樹高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 482－ 8 〃 ハナ 9．4�
612 スマートローラ 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 408－ 81：13．01� 59．8	
47 ラージフィールド �3鹿 56 大野 拓弥坂口 慎吾氏 松永 康利 浦河 チェスナット

ファーム 480－ 21：13．21� 25．6

36 ラディーヴァ 牝3芦 54 木幡 初也小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか へいはた牧場 450± 01：13．3� 9．6�
35 ト レ オ ン 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 新冠 樋渡 志尚 446 ―1：13．4� 142．3�
48 マ ケ ン 牡3鹿 56 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 日高 スマイルファーム 478 ― 〃 アタマ 25．5
24 ヒダカエクスプレス 牡3鹿 56 菅原 明良岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 大狩部牧場 506－121：14．03� 4．4�
510 チキチキチータ 牝3栗 54

51 ▲佐藤 翔馬小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 414＋ 21：14．1クビ 122．1�
23 モ デ リ ス タ 牡3鹿 56 斎藤 新髙瀬 正志氏 加藤士津八 浦河 高昭牧場 514 ―1：14．2� 48．5�
11 ヒロノサクセス 牡3黒鹿56 嶋田 純次石川 博氏 大和田 成 新ひだか 有限会社石川牧場 420＋ 41：14．3� 136．5�
12 ナムラアダム 牡3鹿 56 幸 英明奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 日高 藤本 直弘 420－101：14．51� 19．3�
816 トロワフレーシュ 牡3栗 56 杉原 誠人橋詰 弘一氏 加藤士津八 新ひだか 久井牧場 530－ 41：14．71 45．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，668，000円 複勝： 53，479，200円 枠連： 15，702，200円
馬連： 65，165，500円 馬単： 27，718，600円 ワイド： 67，948，000円
3連複： 104，468，000円 3連単： 97，008，400円 計： 469，157，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 210円 � 160円 枠 連（5－7） 970円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 690円 �� 520円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 19，080円

票 数

単勝票数 計 376680 的中 � 58327（3番人気）
複勝票数 計 534792 的中 � 75207（3番人気）� 62448（4番人気）� 91118（1番人気）
枠連票数 計 157022 的中 （5－7） 12422（3番人気）
馬連票数 計 651655 的中 �� 26770（7番人気）
馬単票数 計 277186 的中 �� 5700（12番人気）
ワイド票数 計 679480 的中 �� 24580（6番人気）�� 33628（2番人気）�� 38154（1番人気）
3連複票数 計1044680 的中 ��� 31056（2番人気）
3連単票数 計 970084 的中 ��� 3685（43番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．6―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイノセンシ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2022．10．10 東京13着

2020．1．25生 牡3鹿 母 スターズアラインド 母母 Senora Galilei 3戦1勝 賞金 5，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エコロヴィーガ号・ナックレガシー号・ナムラレオ号

08016 3月26日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（5中山3） 第2日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時25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

33 ショウナンアストラ 牡5黒鹿60 五十嵐雄祐国本 哲秀氏 西田雄一郎 むかわ 上水牧場 488＋ 83：18．0 3．6�
57 ポールトゥウィン 牡6鹿 60

58 △小牧加矢太 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 浦河 三嶋牧場 520＋ 23：20．2大差 15．1�

46 テイエムクロマル 牡4黒鹿59 大江原 圭竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 490＋103：20．3� 21．4�
813� メイショウコホク 牡6鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三嶋牧場 506－ 83：20．62 8．8�
69 ブリヨンカズマ 牡4芦 59 平沢 健治合同会社雅苑興業 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 522＋ 23：21．23� 6．2�
45 アースブレイブ �6青鹿60 江田 勇亮松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 464＋ 63：21．51� 4．9	
34 ラジェドール �5芦 60 石神 深一根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 496－ 83：21．71 4．0

22 スターファースト 牡4鹿 59 黒岩 悠 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新ひだか 福岡 駿弥 492＋ 43：21．81 30．5�
58 アサクサトラマル 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466－ 43：23．6大差 60．2�
610 ホウオウヴォーヌ 牡5栗 60 伴 啓太小笹 芳央氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 63：23．7� 46．3
11 タイキモンストル 牡4栗 59 金子 光希�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500－ 43：24．01� 180．0�
712� クリノサンシャイン 牝6鹿 58 大庭 和弥栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 448± 03：24．63� 138．3�
814� スマートブリーズ �5鹿 60 難波 剛健大川 徹氏 畑端 省吾 浦河 三嶋牧場 514－103：24．7� 47．5�
711 イサチルプリンス �5黒鹿60 上野 翔小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 494－ 83：28．6大差 32．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，764，800円 複勝： 28，582，500円 枠連： 12，647，700円
馬連： 40，984，800円 馬単： 21，145，200円 ワイド： 36，290，700円
3連複： 75，408，200円 3連単： 83，896，700円 計： 322，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 210円 � 400円 � 520円 枠 連（3－5） 1，170円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，860円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 27，660円 3 連 単 ��� 98，260円

票 数

単勝票数 計 237648 的中 � 52267（1番人気）
複勝票数 計 285825 的中 � 42972（3番人気）� 17578（6番人気）� 12724（7番人気）
枠連票数 計 126477 的中 （3－5） 8331（5番人気）
馬連票数 計 409848 的中 �� 8202（12番人気）
馬単票数 計 211452 的中 �� 2672（22番人気）
ワイド票数 計 362907 的中 �� 6672（13番人気）�� 5047（18番人気）�� 1802（46番人気）
3連複票数 計 754082 的中 ��� 2044（78番人気）
3連単票数 計 838967 的中 ��� 619（259番人気）
上り 1マイル 1：50．0 4F 53．8－3F 40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→
→	→�」
1
�
3－6－12（4，7）－13（2，5，9）（1，8，11）－14＝10
3，6＝（13，4，7）＝（5，9）－2－1（14，12）8－11，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアストラ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．8．16 新潟16着

2018．4．19生 牡5黒鹿 母 チョコレートリリー 母母 ラフィンムード 障害：2戦1勝 賞金 8，690，000円



08017 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第5競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走12時15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 コスモフリーゲン 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 510 ―1：53．9 22．7�
612 レッドバレンティア 牡3青鹿56 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 440－ 21：54．43 4．3�
23 コスモスプモーニ 牡3鹿 56 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 日高 荒井ファーム 468＋ 61：54．61� 23．1�
47 ルヴェルリドー 牡3黒鹿56 津村 明秀�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 470－ 4 〃 アタマ 2．0�
815 エンライトメント 牡3鹿 56 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 478－ 2 〃 アタマ 17．3	
59 サクセスパルス 牡3黒鹿56 菅原 明良柴田実千代氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 452＋ 21：54．7クビ 9．6

48 プレサージオ 牡3鹿 56 幸 英明吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 460＋ 41：54．8� 13．3�
35 ファンシーカラー 牝3栗 54 菊沢 一樹�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 416－ 21：55．97 376．1�
510 スピニングマーリン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹神田 宏治氏 西田雄一郎 新ひだか 谷岡スタット 504 ―1：56．01 142．5
24 レグルレガリス 	3鹿 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 グランデファーム 444 ―1：56．31� 9．0�
714 サーキュラーキー 牡3鹿 56 田辺 裕信丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480＋ 21：56．4クビ 18．2�
816 ツ ワ モ ノ 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 21：56．93 139．7�
36 ショートストップ 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 444－ 21：58．38 435．1�
713 マリノフェアレディ 牝3栗 54

52 △小林 凌大矢野 雅子氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 428－ 21：58．4
 222．3�
12 ブラックデコ 牝3青 54

52 △横山 琉人林 正道氏 尾関 知人 浦河 三嶋牧場 412＋ 21：58．71
 165．1�
611 サバンナテソーロ 牝3鹿 54

52 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 山口 忠彦 436－122：05．5大差 156．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，107，600円 複勝： 52，739，900円 枠連： 15，026，400円
馬連： 65，303，200円 馬単： 31，438，800円 ワイド： 61，541，800円
3連複： 97，993，300円 3連単： 116，584，200円 計： 487，735，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 490円 � 180円 � 490円 枠 連（1－6） 3，830円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 4，170円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 24，870円 3 連 単 ��� 156，230円

票 数

単勝票数 計 471076 的中 � 16580（8番人気）
複勝票数 計 527399 的中 � 24092（9番人気）� 99463（2番人気）� 24489（8番人気）
枠連票数 計 150264 的中 （1－6） 3037（12番人気）
馬連票数 計 653032 的中 �� 10229（14番人気）
馬単票数 計 314388 的中 �� 2136（32番人気）
ワイド票数 計 615418 的中 �� 9445（19番人気）�� 3733（33番人気）�� 10301（18番人気）
3連複票数 計 979933 的中 ��� 2954（61番人気）
3連単票数 計1165842 的中 ��� 541（355番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―37．0―49．7―1：02．5―1：15．7―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモフリーゲン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2020．3．31生 牡3栗 母 フライングメリッサ 母母 ウイングオブラック 1戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 プレサージオ号の騎手幸英明は，4コーナー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：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショートストップ号・マリノフェアレディ号・ブラックデコ号・サバンナテソーロ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オールスイート号・ニシノスナイパー号

08018 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第6競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時45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

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 474－ 81：11．9 12．4�
815 エ リ ス グ リ 牡3芦 56 横山 典弘中西 功氏 牧田 和弥 平取 高橋 啓 484－ 8 〃 アタマ 10．4�
612� メタマックス 牡3鹿 56 菅原 明良藤田 晋氏 森 秀行 米 Brookstone Farm

& Lee Mauberret 518－ 41：12．1� 6．5�
59 ト モ ジ ャ ミ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 佐藤牧場 504＋10 〃 クビ 14．0�
714 メイデンタワー 牝3栗 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：12．2クビ 7．2�
11 コスモジョセフ 牡3鹿 56

54 △原 優介 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 シンユウフアーム B472± 01：12．3	 64．9	
713 バ ト ゥ ー キ 牡3栗 56 幸 英明 
京都ホースレーシング 浜田多実雄 日高 川島 正広 482＋ 2 〃 クビ 3．4�
48 
 ボルドーネセバル 牡3鹿 56 菊沢 一樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シグラップファーム 446＋ 41：12．4� 394．5�
35 ダークンストーミー 牡3黒鹿56 横山 武史荒井 眞澄氏 小笠 倫弘 浦河 上山牧場 444± 01：12．5クビ 9．9
12 カイザーブリッツ 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵ライオンレースホース
 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 486－ 41：12．92	 15．0�
23 サルフトピッチ 牝3黒鹿 54

51 ▲石田 拓郎
明栄商事 新開 幸一 日高 高柳 隆男 438－ 4 〃 クビ 50．6�
24 モズスナイパー 牡3鹿 56

54 △横山 琉人 
キャピタル・システム 村山 明 新ひだか 千代田牧場 502＋ 21：13．0クビ 88．7�
816 セイウンダマシイ 牡3青 56

53 ▲佐藤 翔馬西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 466－ 61：13．1� 136．2�
36 エリカキルシェ 牝3栗 54 大野 拓弥三木 正浩氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム B464± 01：13．52	 81．8�
510 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 486－ 61：14．03 5．7�
611 カレンハサウェイ 牝3鹿 54 斎藤 新鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 448－ 41：14．21� 72．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，203，000円 複勝： 82，119，900円 枠連： 21，427，100円
馬連： 95，088，000円 馬単： 36，147，700円 ワイド： 94，159，000円
3連複： 151，009，300円 3連単： 140，385，000円 計： 677，539，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 350円 � 360円 � 300円 枠 連（4－8） 7，210円

馬 連 �� 6，920円 馬 単 �� 13，040円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，090円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 13，590円 3 連 単 ��� 119，170円

票 数

単勝票数 計 572030 的中 � 36749（7番人気）
複勝票数 計 821199 的中 � 61427（6番人気）� 59480（7番人気）� 73400（4番人気）
枠連票数 計 214271 的中 （4－8） 2302（23番人気）
馬連票数 計 950880 的中 �� 10639（30番人気）
馬単票数 計 361477 的中 �� 2078（58番人気）
ワイド票数 計 941590 的中 �� 11772（31番人気）�� 22627（11番人気）�� 16557（23番人気）
3連複票数 計1510093 的中 ��� 8331（52番人気）
3連単票数 計1403850 的中 ��� 854（435番人気）

ハロンタイム 11．6―10．6―11．2―12．5―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．2―33．4―45．9―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．5
3 ・（3，15）（11，10，7）2（1，9）－（6，12，16）（13，14）（4，5）－8 4 15（1，3，7）（2，11，10）9（6，12）13（14，16）（4，5）8

勝馬の
紹 介

ビ ル カ ー ル �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ストリートセンス デビュー 2022．7．2 福島6着

2020．4．30生 牡3黒鹿 母 サンシャインキッス 母母 ルークラティブ 9戦2勝 賞金 16，880，000円
〔制裁〕 サルフトピッチ号の騎手石田拓郎は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・5番・6番）

サルフトピッチ号の騎手石田拓郎は，4コーナーで外側に斜行したことについて令和5年4月8日から令和5年4月16日まで騎
乗停止。（被害馬：2番・11番・10番・7番・9番）
ボルドーネセバル号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10
番・16番）



08019 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第7競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走13時15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
1：48．5
1：47．6

重
重

68 � エスティメート 牡4栗 58 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 458＋101：53．5 17．9�
55 ペイシャジュン 牡5栗 58 菅原 明良北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 B520± 01：53．6	 3．8�
11 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 472－ 41：53．7クビ 7．0�
44 ブレットフライ 牡4青 58 石川裕紀人�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B500－ 2 〃 クビ 67．6�
811� フロンタルクリス 牡5鹿 58 菊沢 一樹髙橋 正雄氏 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 496－151：54．01	 122．5	
33 サクセスミノル 牡4芦 58 北村 宏司吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム B486± 01：54．1クビ 15．8

812
 ポイズンアロウ 牡4栗 58 内田 博幸長谷川祐司氏 加藤 征弘 米 Hinkle Farms B532－ 41：54．63 40．6�
79 � ロードブライト 牡4黒鹿 58

57 ☆永野 猛蔵 �ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム B528－ 2 〃 クビ 14．2�
56 コースタルテラス 牡4黒鹿58 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B504－ 81：55．23� 2．0
22 � ダ フ ニ ス 牡4青鹿58 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 日高 奥山 博 440＋141：57．2大差 327．7�
67 ベネロングポイント 牡4栗 58 横山 武史 �社台レースホース和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋141：58．69 10．6�
710 デライトアゲン 牡4芦 58 木幡 巧也浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 佐々木 恵一 490＋ 41：59．66 25．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，779，900円 複勝： 65，868，100円 枠連： 19，378，100円
馬連： 76，894，000円 馬単： 37，476，000円 ワイド： 71，674，800円
3連複： 116，647，700円 3連単： 163，462，100円 計： 608，180，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 440円 � 180円 � 250円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，020円 �� 700円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 70，120円

票 数

単勝票数 計 567799 的中 � 25359（7番人気）
複勝票数 計 658681 的中 � 32222（7番人気）� 117368（2番人気）� 66502（4番人気）
枠連票数 計 193781 的中 （5－6） 33074（2番人気）
馬連票数 計 768940 的中 �� 22728（12番人気）
馬単票数 計 374760 的中 �� 4033（25番人気）
ワイド票数 計 716748 的中 �� 27676（8番人気）�� 8651（27番人気）�� 27034（9番人気）
3連複票数 計1166477 的中 ��� 10819（33番人気）
3連単票数 計1634621 的中 ��� 1690（223番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．5―12．8―12．6―12．6―12．7―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．2―49．0―1：01．6―1：14．2―1：26．9―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エスティメート �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フサイチコンコルド

2019．3．8生 牡4栗 母 インティワタナ 母母 エイシンスペイン 18戦1勝 賞金 16，430，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 サクセスミノル号の騎手北村宏司は，発走後の御法（鞭の使用）について過怠金100，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベネロングポイント号・デライトアゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月

26日まで平地競走に出走できない。

08020 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走13時45分 （芝・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
1：44．9
1：43．8

良
良

77 トーセンリョウ 牡4鹿 58 横山 武史島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462－ 41：53．7 1．7�
33 アドマイヤハレー 牡5青鹿58 田辺 裕信近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 466－121：53．91� 4．2�
55 アルディエンテ 牡6青 58

56 △横山 琉人�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 502＋ 81：54．0クビ 17．7�
22 ゲ バ ラ 牡7鹿 58 菅原 明良 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 486± 0 〃 アタマ 13．5�
88 ミ ト ロ ジ ー 	7栗 58 石橋 脩 	シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：55．38 6．1

89 クリノキングボス 牡6栗 58

54 ★小林 美駒栗本 博晴氏 天間 昭一 様似 様似渡辺牧場 480＋ 61：55．82
 123．1�
44 イ ザ ニ コ ス 牝5栗 56 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 468＋10 〃 クビ 7．9�
11 ド ゥ リ ト ル 牡8黒鹿 58

56 △原 優介大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 41：55．9
 143．3
66 オンワードセルフ 牡7鹿 58

57 ☆永野 猛蔵樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B498＋101：56．53
 228．2�
（9頭）

売 得 金
単勝： 47，675，200円 複勝： 112，667，400円 枠連： 10，198，500円
馬連： 63，138，500円 馬単： 40，092，600円 ワイド： 52，472，400円
3連複： 89，261，300円 3連単： 218，429，500円 計： 633，935，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（3－7） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 180円 �� 410円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 2，550円

票 数

単勝票数 計 476752 的中 � 219504（1番人気）
複勝票数 計1126674 的中 � 764181（1番人気）� 93622（2番人気）� 41116（6番人気）
枠連票数 計 101985 的中 （3－7） 24372（1番人気）
馬連票数 計 631385 的中 �� 139532（1番人気）
馬単票数 計 400926 的中 �� 65458（1番人気）
ワイド票数 計 524724 的中 �� 93730（1番人気）�� 29167（7番人気）�� 15557（12番人気）
3連複票数 計 892613 的中 ��� 59036（4番人気）
3連単票数 計2184295 的中 ��� 61886（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―37．8―50．1―1：02．2―1：14．8―1：27．4―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンリョウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2021．11．6 東京1着

2019．5．12生 牡4鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 4戦3勝 賞金 33，517，000円
〔発走状況〕 ドゥリトル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドゥリトル号は，令和5年3月27日から令和5年4月16日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。



08021 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時15分 （芝・右）

牝，3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

811 アグラシアド 牝3鹿 54 津村 明秀ライオンレースホース� 中村 直也 新ひだか 矢野牧場 474＋ 42：06．9 6．1�
22 イージーオンミー 牝3栗 54 石橋 脩�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 B430＋ 2 〃 クビ 7．5�
44 ツインクルトーズ 牝3栗 54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 512－ 2 〃 クビ 17．0�
79 マンマリアーレ 牝3芦 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 小島牧場 456－ 62：07．11 16．4�
11 アスパルディーコ 牝3黒鹿54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 474－ 42：07．52 5．0	
33 ビターグラッセ 牝3鹿 54 幸 英明山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 500± 02：08．14 4．1

55 フェアエールング 牝3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 22：08．2� 18．1�
810 マ イ レ ー ヌ 牝3青鹿54 斎藤 新小関 昭次氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 482－102：11．0大差 8．9�
78 オンザブロッサム 牝3青鹿54 永野 猛蔵久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472－ 42：11．1クビ 28．9
66 フ ラ ミ ニ ア 牝3栗 54 横山 武史 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：11．31� 6．4�
67 ルーチェロッサ 牝3黒鹿54 横山 琉人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 相沢 郁 新ひだか 岡田スタツド 442－122：11．93� 23．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，816，700円 複勝： 68，617，600円 枠連： 16，965，700円
馬連： 96，272，900円 馬単： 35，727，600円 ワイド： 78，437，900円
3連複： 139，156，000円 3連単： 160，859，400円 計： 649，853，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 250円 � 390円 枠 連（2－8） 1，440円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，660円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 9，920円 3 連 単 ��� 32，700円

票 数

単勝票数 計 538167 的中 � 69602（3番人気）
複勝票数 計 686176 的中 � 96158（2番人気）� 73732（5番人気）� 40204（8番人気）
枠連票数 計 169657 的中 （2－8） 9112（7番人気）
馬連票数 計 962729 的中 �� 32666（8番人気）
馬単票数 計 357276 的中 �� 6445（15番人気）
ワイド票数 計 784379 的中 �� 23717（9番人気）�� 11950（24番人気）�� 12665（22番人気）
3連複票数 計1391560 的中 ��� 10520（39番人気）
3連単票数 計1608594 的中 ��� 3566（107番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．1―12．8―12．5―12．4―13．3―13．8―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．6―48．4―1：00．9―1：13．3―1：26．6―1：40．4―1：53．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アグラシアド �
�
父 リアルスティール �

�
母父 Teofilo デビュー 2022．11．20 阪神4着

2020．3．5生 牝3鹿 母 サ ラ シ ー 母母 Marella 5戦2勝 賞金 20，532，000円

08022 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

しゅんきょう

春興ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，R4．3．26以降R5．3．19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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

12 サーマルウインド 牝4鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 526＋121：36．7 5．3�
24 ドゥラモンド 牡5黒鹿56 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－ 61：37．44 6．9�
47 トオヤリトセイト 牡7青鹿55 菊沢 一樹村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム B496＋ 21：37．51 48．4�
612 デコラシオン 牡4鹿 56 横山 武史 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム B514－ 21：37．6� 4．6�
713 フィールシンパシー 牝4鹿 55 横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 41：37．8� 5．8�
815 パープルレディー 牝5鹿 53 松岡 正海井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 426± 01：38．22� 50．4	
510	 リーガルバトル 牡6黒鹿56 石川裕紀人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 530± 0 〃 ハナ 49．7

23 
 コスモエスパーダ 牡7青 56 菅原 明良 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 508＋ 8 〃 クビ 17．7�
11 ユキノファラオ 牡5鹿 55 柴田 善臣井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 488－ 21：38．3クビ 35．1�
611 フォラブリューテ 牝4黒鹿54 杉原 誠人 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464± 01：38．51 105．4
36 ニシノラブウインク 牝4鹿 55 永野 猛蔵西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 468＋ 8 〃 ハナ 17．2�
714 アバンチュリエ 牡4栗 56 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 474－ 41：38．92� 16．3�
35 スリートップキズナ 牡5黒鹿55 内田 博幸永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462－ 41：39．0� 11．5�
816 ヤマニンペダラーダ 牡9黒鹿54 斎藤 新土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 492－ 61：39．1アタマ 181．9�
48 ストゥーティ 牝5鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 452＋141：39．42 12．1�
59 ハーモニーマゼラン 牡6鹿 57 石橋 脩日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 524＋ 41：40．67 11．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，297，900円 複勝： 73，469，000円 枠連： 30，830，800円
馬連： 141，166，000円 馬単： 47，098，300円 ワイド： 112，354，000円
3連複： 226，409，300円 3連単： 215，301，800円 計： 901，927，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 240円 � 250円 � 890円 枠 連（1－2） 1，460円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 900円 �� 6，020円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 35，800円 3 連 単 ��� 126，490円

票 数

単勝票数 計 552979 的中 � 83034（2番人気）
複勝票数 計 734690 的中 � 86016（3番人気）� 85265（4番人気）� 17810（12番人気）
枠連票数 計 308308 的中 （1－2） 16272（5番人気）
馬連票数 計1411660 的中 �� 54108（5番人気）
馬単票数 計 470983 的中 �� 9762（8番人気）
ワイド票数 計1123540 的中 �� 33479（6番人気）�� 4680（64番人気）�� 7358（48番人気）
3連複票数 計2264093 的中 ��� 4743（121番人気）
3連単票数 計2153018 的中 ��� 1234（436番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．0―12．1―11．9―12．1―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．8―35．8―47．9―59．8―1：11．9―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．9

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

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4鹿 母 ラフィエスタ 母母 ライクザウインド 8戦4勝 賞金 50，057，000円

１レース目



08023 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第30回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，R4．3．26以降R5．3．19まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

612 ハヤブサナンデクン 牡7芦 57 津村 明秀武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 514－ 21：51．4 8．8�
48 ウィリアムバローズ 牡5鹿 57．5 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 498± 0 〃 ハナ 3．1�
36 キタノヴィジョン 牡6鹿 57 江田 照男北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 496＋ 21：51．51 38．5�
23 ロードヴァレンチ �4鹿 55 永野 猛蔵 �ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 474± 01：51．6クビ 8．7�
815 カフジオクタゴン 牡4芦 57 北村 宏司加藤 守氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 556＋161：51．7	 21．6�
59 ホウオウルバン 牡5黒鹿57 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B534＋101：51．91 40．0	
47 ハ ピ 牡4黒鹿58．5 横山 典弘寺田 寿男氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 21：52．0	 4．4

611 ダノンスプレンダー 牡7黒鹿57．5 斎藤 新�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B512± 0 〃 ハナ 165．6�
12 カ テ ド ラ ル 牡7鹿 58．5 石川裕紀人 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 492－ 21：52．32 26．4
35 ケンシンコウ 牡6鹿 58 田辺 裕信天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 500－ 21：52．61	 17．2�
713 ゲンパチルシファー 牡7鹿 58 大野 拓弥平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 534± 01：52．7	 88．3�
714 プリティーチャンス 牝6青鹿55．5 石橋 脩廣崎利洋HD� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B472＋ 41：52．8
 21．5�
11 ダノンファラオ 牡6青鹿58 田中 勝春�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 556＋161：53．43	 173．9�
816 サンライズホープ 牡6鹿 59 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 B538－ 11：53．72 11．6�
24 デルマルーヴル 牡7青鹿56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 502＋ 31：53．8クビ 83．9�
510 ヴァルツァーシャル 牡4鹿 56 菅原 明良ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 高木 登 浦河 梅田牧場 490＋ 4 〃 クビ 8．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 172，891，800円 複勝： 207，372，900円 枠連： 101，644，300円
馬連： 484，904，900円 馬単： 150，098，400円 ワイド： 378，715，700円
3連複： 983，816，600円 3連単： 924，623，800円 計： 3，404，068，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 260円 � 150円 � 580円 枠 連（4－6） 880円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，000円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 16，620円 3 連 単 ��� 86，140円

票 数

単勝票数 計1728918 的中 � 156889（5番人気）
複勝票数 計2073729 的中 � 190696（4番人気）� 463697（1番人気）� 71053（10番人気）
枠連票数 計1016443 的中 （4－6） 89329（3番人気）
馬連票数 計4849049 的中 �� 251905（4番人気）
馬単票数 計1500984 的中 �� 25589（13番人気）
ワイド票数 計3787157 的中 �� 181734（2番人気）�� 31188（37番人気）�� 44554（25番人気）
3連複票数 計9838166 的中 ��� 44377（53番人気）
3連単票数 計9246238 的中 ��� 7782（294番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．6―12．7―12．1―12．1―12．2―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．8―49．5―1：01．6―1：13．7―1：25．9―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサナンデクン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．8 阪神1着

2016．3．31生 牡7芦 母 ホワイトクルーザー 母母 ホワイトカーニバル 21戦6勝 賞金 175，284，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 キタノリューオー号・クリノフラッシュ号・スマッシングハーツ号・タイセイサムソン号・ノーブルシルエット号・

ベストリーガード号・メイショウムラクモ号

08024 3月26日 雨 不良 （5中山3） 第2日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：06．7
1：05．8

良
良

56 アイルビーザワン �5栗 58
56 △横山 琉人 �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 490± 01：11．9 41．9�
45 イズンシーラブリー 牝5鹿 56 横山 武史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 426＋ 41：12．0	 3．9�
813 スマートルシーダ 牡5鹿 58 菅原 明良大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 464± 01：12．1クビ 8．0�
11 ゼンカイテン 牡4芦 58

56 △原 優介川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 470－ 2 〃 クビ 12．9�
68 
 グ レ タ 牝4芦 56 杉原 誠人大脇 佑樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 460－ 6 〃 ハナ 52．9�
33 � スーリールダンジュ 牝4黒鹿56 津村 明秀ゴドルフィン 中内田充正 英 Crimbourne

Bloodstock Ltd 480－ 61：12．2クビ 3．5	
710 アップリバー 牝5青鹿56 柴田 善臣平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B492－ 61：12．3� 7．7

812 ジ ャ ガ ー ド 牡5芦 58

57 ☆永野 猛蔵栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 420－ 41：12．4クビ 101．6�
69 
 ポピュラーソング 牝6黒鹿56 菊沢 一樹酒井 孝敏氏 土田 稔 日高 中館牧場 454＋101：12．5� 46．3�
44 ブロンズレッド 牡5栗 58 幸 英明下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 526＋ 21：12．71 16．5
22 カシノフォワード �5鹿 58

54 ★小林 美駒柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン B436± 0 〃 アタマ 11．8�
57 ヒ ノ ク ニ 牝4黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B448＋ 21：13．12	 6．7�
711 アレクサンドラ 牝4栗 56 江田 照男�大樹ファーム 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 504＋ 41：13．2	 75．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 93，444，700円 複勝： 95，501，600円 枠連： 30，500，200円
馬連： 167，730，300円 馬単： 64，637，000円 ワイド： 137，127，800円
3連複： 246，840，800円 3連単： 302，715，800円 計： 1，138，498，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，190円 複 勝 � 780円 � 170円 � 250円 枠 連（4－5） 1，000円

馬 連 �� 11，650円 馬 単 �� 29，740円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 4，500円 �� 600円

3 連 複 ��� 20，420円 3 連 単 ��� 215，580円

票 数

単勝票数 計 934447 的中 � 17825（9番人気）
複勝票数 計 955016 的中 � 24726（10番人気）� 176852（1番人気）� 101999（4番人気）
枠連票数 計 305002 的中 （4－5） 23621（2番人気）
馬連票数 計1677303 的中 �� 11151（32番人気）
馬単票数 計 646370 的中 �� 1630（77番人気）
ワイド票数 計1371278 的中 �� 10065（35番人気）�� 7530（43番人気）�� 63450（3番人気）
3連複票数 計2468408 的中 ��� 9062（67番人気）
3連単票数 計3027158 的中 ��� 1018（566番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．9―12．4―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．7―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイルビーザワン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．9．19 中京8着

2018．5．11生 �5栗 母 シャルマンレーヌ 母母 ジョージビューティ 17戦2勝 賞金 21，740，000円
［他本会外：1戦1勝］

４レース目



（5中山3）第2日 3月26日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 171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

257，980，000円
2，990，000円
34，220，000円
1，660，000円
33，320，000円
78，460，000円
5，773，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
714，666，100円
932，083，400円
299，758，400円
1，417，233，800円
543，284，900円
1，197，271，800円
2，420，852，700円
2，623，107，700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 10，148，258，800円

総入場人員 11，320名 （有料入場人員 10，834名）
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