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05037 3月8日 雨 稍重 （2中山2） 第4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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 ルコントブルー 牝3黒鹿54 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 544＋ 41：54．7 3．7�

（南ア）

814 ジェロボーム 牝3栗 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 478－ 81：55．55 2．3�
58 シ ャ ー レ 牝3鹿 54 石橋 脩東海林貴大氏 武市 康男 新冠 須崎牧場 454＋ 21：56．45 3．8�
35 セイウンヒロイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム B506－ 41：56．6� 11．6�
712 ロッソビアンコ 牝3鹿 54 三浦 皇成平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 436＋ 41：57．66 13．9�
610 タ マ サ イ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 440＋101：58．34 449．5	
611 アオイサンゴショウ 牝3栗 54 武藤 雅芹澤 精一氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 430± 01：58．51� 193．6

11 アポロファルコン 牝3黒鹿54 横山 和生アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 B492－ 41：58．6� 77．8�
23 ディアデイジー 牝3鹿 54 内田 博幸豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 446＋ 21：58．81� 29．1�
34 ミ ュ ー ズ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介パニオロ 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 476－ 21：59．54 253．3�
22 モアナグレイス 牝3鹿 54

52 △木幡 育也日下 幸徳氏 和田 雄二 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 416－ 22：00．13� 139．8�

713 ナ ゲ キ ッ ス 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 418－ 42：00．73� 15．1�

59 タレントバイオ 牝3鹿 54 木幡 巧也バイオ 牧 光二 平取 清水牧場 474＋ 42：00．91� 361．1�
46 エドノスカッシュ 牝3鹿 54 津村 明秀遠藤 喜松氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 忠幸 478＋ 22：02．17 454．2�
47 ラブマリリン 牝3鹿 54 田辺 裕信オールラブクラブ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ

アーム 448－ 82：04．3大差 180．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，139，900円 複勝： 46，207，400円 枠連： 12，105，900円
馬連： 57，689，600円 馬単： 27，171，900円 ワイド： 46，266，800円
3連複： 91，409，800円 3連単： 107，450，400円 計： 420，441，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（8－8） 460円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 190円 �� 270円 �� 220円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，710円

票 数

単勝票数 計 321399 的中 � 68214（2番人気）
複勝票数 計 462074 的中 � 78454（3番人気）� 135789（1番人気）� 83069（2番人気）
枠連票数 計 121059 的中 （8－8） 20353（2番人気）
馬連票数 計 576896 的中 �� 89991（1番人気）
馬単票数 計 271719 的中 �� 20399（3番人気）
ワイド票数 計 462668 的中 �� 66076（1番人気）�� 40377（3番人気）�� 53315（2番人気）
3連複票数 計 914098 的中 ��� 149834（1番人気）
3連単票数 計1074504 的中 ��� 28742（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．1―50．3―1：03．0―1：15．6―1：28．5―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルコントブルー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2019．12．8 中山2着

2017．4．17生 牝3黒鹿 母 シェアザストーリー 母母 ディアブロズストーリー 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モアナグレイス号・ナゲキッス号・タレントバイオ号・エドノスカッシュ号・ラブマリリン号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月8日まで平地競走に出走できない。
※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。

05038 3月8日 雨 稍重 （2中山2） 第4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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 スターファイター 牡3鹿 56 田辺 裕信 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 472± 01：12．6 3．6�
816 サンドストーム 牡3黒鹿56 石川裕紀人古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 漆原 武男 430＋ 21：12．81� 9．6�
48 スリーハーバー 牡3栗 56 勝浦 正樹永井商事� 柄崎 孝 厚真 阿部 栄乃進 490－ 4 〃 アタマ 8．4�
612 チートコード 牡3鹿 56 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 508－ 2 〃 ハナ 4．8�
510 ブ ン ロ ー ト 牡3鹿 56 大野 拓弥石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム 516＋ 2 〃 ハナ 3．8�
714 バーンパッション 牡3黒鹿56 津村 明秀岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 464－ 41：13．33 12．2	
12 グレートコート 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 468－ 21：13．4� 6．7

24 ローズブランシェ 牝3芦 54 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 21：13．5クビ 334．7�
36 ソフィスティケイト 牝3鹿 54 F．ミナリク阿部 善武氏 大和田 成 新冠 森 牧場 444± 01：13．6� 75．2

（独）

611 アルトゥーロ 牡3黒鹿56 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 434＋ 4 〃 クビ 393．6�
35 ネ ネ サ マ 牝3鹿 54 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B460＋ 41：13．81� 48．3�
47 ダビデヴィットリオ 	3鹿 56 西田雄一郎加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 472＋ 41：14．75 288．2�
815 キングオブキャロル 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 498＋ 21：15．12� 353．6�
713 サーブルルミエール 牡3栗 56 武藤 雅落合 幸弘氏 伊藤 大士 新ひだか 上村 清志 B456－ 41：15．31� 110．8�
23 ラインサラマンダー 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 バンブー牧場 456－ 6 〃 ハナ 622．2�
11 パ シ ス タ 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 日高 川島 正広 484－ 21：15．93� 164．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，343，600円 複勝： 53，231，400円 枠連： 11，028，400円
馬連： 68，283，400円 馬単： 25，284，300円 ワイド： 49，322，900円
3連複： 93，748，000円 3連単： 98，878，200円 計： 431，120，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 260円 � 250円 枠 連（5－8） 1，050円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 640円 �� 610円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 22，750円

票 数

単勝票数 計 313436 的中 � 67967（1番人気）
複勝票数 計 532314 的中 � 126088（1番人気）� 45811（6番人気）� 47205（5番人気）
枠連票数 計 110284 的中 （5－8） 8110（5番人気）
馬連票数 計 682834 的中 �� 27881（8番人気）
馬単票数 計 252843 的中 �� 5708（13番人気）
ワイド票数 計 493229 的中 �� 20215（8番人気）�� 21115（7番人気）�� 10844（18番人気）
3連複票数 計 937480 的中 ��� 19835（17番人気）
3連単票数 計 988782 的中 ��� 3150（94番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―12．3―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―46．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターファイター �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2019．9．14 中山2着

2017．2．12生 牡3鹿 母 レ ヴ リ 母母 トーヨーラクーン 7戦1勝 賞金 14，700，000円
※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。

第２回 中山競馬 第４日



05039 3月8日 雨 稍重 （2中山2） 第4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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

45 シゲルタイタン 牡3鹿 56 C．ルメール 森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 476± 01：56．5 1．9�
69 サトノレガリア 牡3栗 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 504＋ 21：56．81� 3．6�
57 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 502＋ 6 〃 アタマ 4．3�
22 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460± 01：57．75 10．0�

610 マラジェッツ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン
牧場 456＋10 〃 クビ 38．1�

34 ウインラディアント 牡3芦 56 F．ミナリク�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 548± 01：58．23 23．4	
（独）

813 フリーファッション 牡3栗 56
53 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 464－ 61：58．84 479．8


711 ゲンパチビーム 牡3鹿 56
53 ▲小林 脩斗平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 博志 422＋ 2 〃 ハナ 288．6�

11 キタノコドウ 牡3芦 56 江田 照男北所 直人氏 高木 登 浦河 富菜牧場 474＋ 21：59．22� 81．1�
46 ジ ョ ウ ハ リ 牡3栗 56 武士沢友治林 弘之氏 田島 俊明 様似 様似共栄牧場 438± 01：59．41 218．8
33 テイエムクロホマレ 牡3黒鹿56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 アイズスタッド株式会社 466－ 62：00．78 36．3�
712 キューゴーパドック 牡3鹿 56 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 492－102：00．8クビ 169．1�
58 ソドゥバスク 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 478± 02：00．9� 570．7�
814 ジョウショウバイオ 牡3鹿 56 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 476± 02：01．53� 328．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，889，400円 複勝： 41，057，600円 枠連： 9，399，600円
馬連： 51，111，300円 馬単： 27，670，200円 ワイド： 38，857，700円
3連複： 77，316，200円 3連単： 116，778，300円 計： 393，080，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（4－6） 280円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 170円 �� 170円 �� 270円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，170円

票 数

単勝票数 計 308894 的中 � 127405（1番人気）
複勝票数 計 410576 的中 � 145024（1番人気）� 75407（2番人気）� 73062（3番人気）
枠連票数 計 93996 的中 （4－6） 25687（1番人気）
馬連票数 計 511113 的中 �� 112083（1番人気）
馬単票数 計 276702 的中 �� 34585（1番人気）
ワイド票数 計 388577 的中 �� 62605（2番人気）�� 62942（1番人気）�� 30163（4番人気）
3連複票数 計 773162 的中 ��� 160503（1番人気）
3連単票数 計1167783 的中 ��� 71917（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―13．1―13．4―12．7―12．8―13．0―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．4―51．8―1：04．5―1：17．3―1：30．3―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
5－9，4，10，6，11（1，12）（2，8）7，3，14，13
5，9（4，10）－6（11，12）（1，2，7）－14（8，13）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルタイタン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2019．6．22 阪神4着

2017．2．15生 牡3鹿 母 メリーウェザー 母母 パシフィックベル 7戦1勝 賞金 10，750，000円
※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。

05040 3月8日 雨 稍重 （2中山2） 第4日 第4競走 ��
��1，200�3歳新馬

発走11時40分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 コーリングローリー 牡3栗 56 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 448 ―1：13．1 6．0�
713 ショウナンバービー 牝3鹿 54 三浦 皇成�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 492 ―1：13．84 8．7�
23 � マジカルマジカル 牡3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 久保田貴士 豪 Emirates

Park Pty Ltd 484 ―1：15．28 1．7�
36 ダ ニ ュ ー ブ 牝3栗 54 武 豊ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ―1：15．3� 5．1�
612 ハ ー イ 牝3栗 54 木幡 巧也福原 晃氏 的場 均 新ひだか グランド牧場 428 ―1：15．51	 154．9�
816 ブノワデラダンス 牝3栗 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 沼田 照秋 434 ―1：15．7� 14．5	
11 ノ ボ パ ニ コ 牝3鹿 54 F．ミナリク
LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 464 ―1：15．8
 37．0�
（独）

35 サラマンドラ 牝3鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 378 ―1：15．9
 23．8�

815 ラベンダーアッシュ 牝3鹿 54 武士沢友治岡田 牧雄氏 小島 茂之 新冠 対馬 正 444 ―1：16．0
 81．4
611 キタノエイカン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 漆原 武男 444 ―1：16．63
 165．5�
59 アイアンプラン 牝3鹿 54

52 △木幡 育也池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか グローリーファーム 510 ― 〃 クビ 176．0�
48 サクラトップホーム 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗
トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 446 ―1：17．45 51．2�
12 ノーブルデューク 牡3黒鹿56 宮崎 北斗吉木 伸彦氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 484 ―1：18．57 194．8�
714 デルマアパタイト 牡3栗 56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 506 ―1：18．6� 143．1�
47 オンリーザブレイブ 牡3鹿 56 井上 敏樹 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 シグラップファーム 472 ―1：20．9大差 261．5�
24 サ ン キ ラ ラ 牝3鹿 54 嶋田 純次諸岡 慶氏 石毛 善彦 日高 北田 剛 478 ―1：21．21� 186．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，730，600円 複勝： 38，821，000円 枠連： 9，401，200円
馬連： 48，710，300円 馬単： 26，986，200円 ワイド： 39，323，200円
3連複： 67，845，900円 3連単： 94，422，300円 計： 363，240，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（5－7） 2，200円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 530円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 12，360円

票 数

単勝票数 計 377306 的中 � 49589（3番人気）
複勝票数 計 388210 的中 � 55729（2番人気）� 48334（4番人気）� 138026（1番人気）
枠連票数 計 94012 的中 （5－7） 3308（9番人気）
馬連票数 計 487103 的中 �� 19211（6番人気）
馬単票数 計 269862 的中 �� 4457（16番人気）
ワイド票数 計 393232 的中 �� 16958（6番人気）�� 38767（2番人気）�� 37141（3番人気）
3連複票数 計 678459 的中 ��� 41319（3番人気）
3連単票数 計 944223 的中 ��� 5537（34番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．0―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．7―48．1―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーリングローリー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2017．3．5生 牡3栗 母 ヤ ヤ ラ ー ラ 母母 ヒアズホーピング 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 デルマアパタイト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 アイアンプラン号の騎手木幡育也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）
〔調教再審査〕 デルマアパタイト号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノーブルデューク号・デルマアパタイト号・オンリーザブレイブ号・サンキララ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月8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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シゲルアトラス号・ディープマックス号・ナオラブリイ号・マサノオリンピアン号・ミストラルウインド号
※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。



05041 3月8日 雨 稍重 （2中山2） 第4日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

11 エルセンブルグ 牡3芦 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 528－ 22：19．1 9．1�

47 アルディエンテ 牡3青 56 横山 典弘�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 470－ 4 〃 クビ 3．8�
23 マイネルクロンヌ 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 浦河 小島牧場 512± 02：19．2� 58．4�
35 ア ル マ ス 牡3栗 56 石橋 脩吉田 勝己氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 388＋ 22：19．41� 39．3�
815 コスモタイシ 牡3栗 56 F．ミナリク岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 458－102：19．61� 43．9	

（独）

59 ル カ 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 490± 02：19．7� 7．3

816 フジマサヒーロー 牡3鹿 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B488± 02：19．91 352．6�
12 マイロングタイム 牡3鹿 56 村田 一誠佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 452＋ 2 〃 クビ 36．1�
612 ルージュカプリス 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹 �友駿ホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 三石橋本牧場 404－ 22：20．53� 388．5
713 マカレナダンス 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �京都ホースレーシング 鈴木 伸尋 浦河 �川 啓一 474± 02：20．71 13．8�
611 ハラハラドキドキ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗廣崎利洋HD� 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD B456＋ 42：20．91� 36．9�

48 アルベロベッロ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：21．22 2．0�

510 シゲルペガススザ 牡3鹿 56 坂井 瑠星森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 488－ 52：21．41 227．7�
36 ジョブックコラード 牡3黒鹿56 原田 和真�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 460＋ 72：22．35 333．9�
714 エンドレスレイン 牡3黒鹿56 吉田 豊丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 486＋ 2 〃 クビ 24．9�
24 シュラハトシップ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ダイヤモンドファーム 大江原 哲 日高 細川牧場 466＋122：22．5� 549．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，568，200円 複勝： 56，533，800円 枠連： 13，527，600円
馬連： 62，235，300円 馬単： 29，005，600円 ワイド： 54，207，800円
3連複： 91，770，200円 3連単： 120，618，300円 計： 466，466，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 240円 � 160円 � 850円 枠 連（1－4） 570円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 560円 �� 3，680円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 16，990円 3 連 単 ��� 112，830円

票 数

単勝票数 計 385682 的中 � 33774（4番人気）
複勝票数 計 565338 的中 � 60894（4番人気）� 120715（2番人気）� 12819（11番人気）
枠連票数 計 135276 的中 （1－4） 18177（4番人気）
馬連票数 計 622353 的中 �� 28293（6番人気）
馬単票数 計 290056 的中 �� 5039（12番人気）
ワイド票数 計 542078 的中 �� 26987（5番人気）�� 3617（33番人気）�� 5865（28番人気）
3連複票数 計 917702 的中 ��� 4049（46番人気）
3連単票数 計1206183 的中 ��� 775（271番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．1―13．1―12．7―12．7―12．4―12．3―12．7―12．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．8―37．9―51．0―1：03．7―1：16．4―1：28．8―1：41．1―1：53．8―2：06．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
13，14（10，16）（9，11）（7，12）（2，6）8，3（4，15）5－1・（13，14）（16，11）－（10，9，12）7，8（2，3）15，5，6（4，1）

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

勝馬の
紹 介

エルセンブルグ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2020．1．12 中山3着

2017．3．29生 牡3芦 母 アイスフォーリス 母母 リ リ ウ ム 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 ハラハラドキドキ号の騎手小林脩斗は，2コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

アルディエンテ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番）
※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） 2頭 スカイテラス号・ベリンダアン号
（非抽選馬） 2頭 アイゼングラフ号・テンカビト号
※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。

05042 3月8日 雨 重 （2中山2） 第4日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13時00分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 シ ェ ダ ル 牡3栗 56 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：54．0 1．5�
（南ア）

88 ニーズヘッグ 牝3鹿 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 476－ 21：54．31� 33．8�
89 ロンドンデリーエア 牡3栗 56 武 豊 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 460－ 41：54．4� 10．3�
33 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 56 丸田 恭介田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 492＋ 4 〃 クビ 14．6�
22 ラ マ ト リ ス 牝3芦 54 大野 拓弥吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－121：55．57 133．3	
66 アイスナイン 牡3鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 492－ 61：56．24 50．9

55 ス ペ ロ デ ア 牝3栗 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 460－ 21：56．41 24．6�
77 キングスバーンズ 牡3栗 56 C．ルメール 丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 524＋ 41：56．61� 3．1�
44 ビービーレガロ 牡3鹿 56 三浦 皇成�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 534＋ 41：57．02� 73．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，941，100円 複勝： 126，182，900円 枠連： 8，762，300円
馬連： 62，416，700円 馬単： 42，896，200円 ワイド： 49，904，900円
3連複： 86，643，000円 3連単： 215，809，800円 計： 647，556，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 390円 � 200円 枠 連（1－8） 580円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 670円 �� 310円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 11，670円

票 数

単勝票数 計 549411 的中 � 286787（1番人気）
複勝票数 計1261829 的中 � 914064（1番人気）� 22857（6番人気）� 57633（3番人気）
枠連票数 計 87623 的中 （1－8） 11618（2番人気）
馬連票数 計 624167 的中 �� 24715（6番人気）
馬単票数 計 428962 的中 �� 12952（7番人気）
ワイド票数 計 499049 的中 �� 18503（7番人気）�� 45616（2番人気）�� 6731（17番人気）
3連複票数 計 866430 的中 ��� 17451（10番人気）
3連単票数 計2158098 的中 ��� 13398（36番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．6―12．8―13．1―13．0―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―35．9―48．5―1：01．3―1：14．4―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4F52．7―3F39．6
1
3
・（1，5）＝2，7，9，6，8，3，4
1，5－2（7，9）3（6，8）－4

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

勝馬の
紹 介

シ ェ ダ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．1．18 中山1着

2017．3．31生 牡3栗 母 マイティースルー 母母 スルーオール 2戦2勝 賞金 13，300，000円
※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。



05043 3月8日 雨 重 （2中山2） 第4日 第7競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 ダウンタウンプリマ 牝4栗 55 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 458－ 21：11．8 7．4�
815 フジノタカネ 牡4芦 57 武 豊星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B528＋ 61：11．9� 3．2�
611 イワネコゴシキ 牡4青鹿57 F．ミナリク丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 508－ 21：12．0	 23．9�

（独）

612 イサチルダイチ 牡4鹿 57 武藤 雅小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 500± 01：12．32 2．9�
714 マイネルナイペス 牡4鹿 57 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B466－ 1 〃 ハナ 10．8�
23 
 カズミドリーム 牝5栗 55 田中 勝春藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 472± 0 〃 アタマ 17．2	
11 
 ギ ニ ー 牡4鹿 57 石川裕紀人中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 520＋141：12．4クビ 54．6

12 マジェスティゲート 牡4鹿 57 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 484＋121：12．5	 7．9�
816 バナナボート 牡6栗 57 野中悠太郎田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 462＋181：12．92 35．1�
713 ラ ヴ ノ ッ ト 牝5鹿 55 吉田 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 484－ 2 〃 アタマ 123．4
47 スプレーモゲレイロ �7鹿 57

54 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 452－ 1 〃 アタマ 240．0�

510 キミワテンマ �5鹿 57
54 ▲原 優介浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 502－ 1 〃 ハナ 33．7�

35 ダブルスプリット 牡6栗 57 丸山 元気椎名 節氏 上原 博之 日高 山際 辰夫 B498＋141：13．21	 21．3�
36 
 デルマヴェルサイユ 牝4黒鹿55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474± 01：13．94 84．2�
48 
 クリノルナマヤ 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗栗本 博晴氏 萱野 浩二 新ひだか 秋田育成牧場 442－ 21：14．32� 181．6�
（15頭）

59 コスモリミックス 牡4青 57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 446＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 31，690，300円 複勝： 43，413，200円 枠連： 15，319，400円
馬連： 71，114，700円 馬単： 31，231，300円 ワイド： 54，678，000円
3連複： 100，457，500円 3連単： 102，930，200円 計： 450，834，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 170円 � 430円 枠 連（2－8） 870円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，260円 �� 990円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 46，520円

票 数

単勝票数 差引計 316903（返還計 1989） 的中 � 33862（3番人気）
複勝票数 差引計 434132（返還計 2330） 的中 � 49361（3番人気）� 80065（2番人気）� 21119（8番人気）
枠連票数 差引計 153194（返還計 112） 的中 （2－8） 13582（3番人気）
馬連票数 差引計 711147（返還計 9535） 的中 �� 31781（5番人気）
馬単票数 差引計 312313（返還計 4019） 的中 �� 5697（12番人気）
ワイド票数 差引計 546780（返還計 8571） 的中 �� 19864（7番人気）�� 5976（26番人気）�� 14314（12番人気）
3連複票数 差引計1004575（返還計 26271） 的中 ��� 9006（29番人気）
3連単票数 差引計1029302（返還計 27994） 的中 ��� 1604（147番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―12．2―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダウンタウンプリマ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 City Zip デビュー 2018．10．28 東京9着

2016．3．10生 牝4栗 母 ダウンタウンガール 母母 Beautiful Moment 10戦2勝 賞金 15，600，000円
〔競走除外〕 コスモリミックス号は，疾病〔左前肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。
〔発走状況〕 デルマヴェルサイユ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ウィズアウィッシュ号・カガスター号・クラウンヴォルカン号・スターライトキス号・ロードレジェンド号
※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。

05044 3月8日 雨 重 （2中山2） 第4日 第8競走 ��2，200�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・右・外）（500万円以下）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

67 ス マ イ ル 牡4鹿 56 F．ミナリク石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 522－ 42：18．0 2．5�
（独）

11 キタサンバルカン 牡4鹿 56 C．ルメール�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 438－ 22：18．21� 2．6�
33 エ レ ベ ル 牝4鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 414＋ 22：18．51� 9．1�
810 カイザースクルーン �4芦 56 L．ヒューイットソン �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－142：18．6	 14．4�
（南ア）

79 
 アルスラーン 牡5黒鹿57 吉田 豊小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 504－ 22：18．8	 30．8�
22 ドリームインパクト 牡4鹿 56 武 豊 DMMドリームクラブ	 国枝 栄 日高 下河辺牧場 506＋ 8 〃 クビ 4．8

55 ブルースカイハーツ 牡6黒鹿57 野中悠太郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 456＋202：19．01� 53．0�
66 マイネルエキサイト 牡4青鹿56 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 484－ 22：19．21 55．4�
44 インペリアルフィズ 牡6栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B486＋ 8 〃 ハナ 77．1
811 ファントムグレイ 牡7芦 57 木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B436± 02：19．41� 159．4�
78 
 イ サ ミ ア シ 牡5鹿 57

54 ▲原 優介中西 功氏 武井 亮 新冠 中本牧場 448－ 82：30．7大差 357．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 54，081，600円 複勝： 53，899，000円 枠連： 10，402，300円
馬連： 80，888，800円 馬単： 36，995，700円 ワイド： 55，786，600円
3連複： 107，293，500円 3連単： 165，975，700円 計： 565，323，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（1－6） 360円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 380円 �� 390円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，050円

票 数

単勝票数 計 540816 的中 � 168986（1番人気）
複勝票数 計 538990 的中 � 127907（1番人気）� 125992（2番人気）� 67818（4番人気）
枠連票数 計 104023 的中 （1－6） 21913（1番人気）
馬連票数 計 808888 的中 �� 176492（1番人気）
馬単票数 計 369957 的中 �� 45387（1番人気）
ワイド票数 計 557866 的中 �� 87435（1番人気）�� 34203（4番人気）�� 33306（5番人気）
3連複票数 計1072935 的中 ��� 91173（2番人気）
3連単票数 計1659757 的中 ��� 39446（4番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．8―13．2―13．6―12．5―12．6―12．3―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．1―37．9―51．1―1：04．7―1：17．2―1：29．8―1：42．1―1：54．0―2：05．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス マ イ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．3．10 中山1着

2016．2．28生 牡4鹿 母 アシュレイリバー 母母 チャールストンハーバー 7戦2勝 賞金 20，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イサミアシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月8日まで平地競走に出

走できない。
※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。



05045 3月8日 曇 重 （2中山2） 第4日 第9競走 ��
��1，200�アクアマリンステークス

発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．3．2以降2．3．1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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

36 メジェールスー 牝5鹿 53 F．ミナリク太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 476＋ 21：09．5 13．3�
（独）

714 ニシノキントウン 牡5黒鹿53 内田 博幸西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 466－ 2 〃 クビ 17．6�
611 シャンデリアムーン 牝4鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 470＋ 41：09．6� 8．9�
48 � サンノゼテソーロ 牡4芦 55 武 豊了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

456＋ 41：09．7クビ 3．1�
815 タケショウベスト 牝6鹿 52 武藤 雅�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 476－ 21：09．91	 46．5	
23 ジョーマンデリン 牝4芦 54 坂井 瑠星上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 486－ 2 〃 クビ 18．5

612 ブライティアレディ 牝7青鹿54 C．ルメール 小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 436－ 4 〃 アタマ 9．0�
12 ホープフルサイン 牡4黒鹿56 江田 照男 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 494＋101：10．0� 10．1�
24 ダイトウキョウ 牡8鹿 55 田辺 裕信市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 470＋ 4 〃 クビ 16．2
713 グッドジュエリー 牝5芦 54 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 464－ 21：10．21	 6．3�
35 � ショウナンアリアナ 牝4鹿 52 吉田 豊国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 416－ 61：10．3� 47．8�
11 インスピレーション 牡5黒鹿55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 488± 0 〃 アタマ 9．5�
47 レーヴムーン 牡7黒鹿55 津村 明秀ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 494＋ 21：10．4クビ 68．6�
816 エンゲージリング 牝5芦 53 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 476－ 41：10．61	 71．6�
59 ムスコローソ 牡5栗 54 L．ヒューイットソン 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 クビ 39．4�

（南ア）

510
 プレディクト 牡5鹿 51 木幡 育也西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 498＋ 21：10．92 216．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，776，600円 複勝： 84，168，500円 枠連： 28，128，700円
馬連： 131，917，400円 馬単： 43，989，400円 ワイド： 99，248，100円
3連複： 203，850，100円 3連単： 201，697，600円 計： 855，776，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 590円 � 450円 � 380円 枠 連（3－7） 3，280円

馬 連 �� 14，360円 馬 単 �� 28，810円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 3，320円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 65，050円 3 連 単 ��� 456，970円

票 数

単勝票数 計 627766 的中 � 37494（7番人気）
複勝票数 計 841685 的中 � 35786（9番人気）� 49919（7番人気）� 61685（6番人気）
枠連票数 計 281287 的中 （3－7） 6637（15番人気）
馬連票数 計1319174 的中 �� 7116（53番人気）
馬単票数 計 439894 的中 �� 1145（109番人気）
ワイド票数 計 992481 的中 �� 6117（54番人気）�� 7728（41番人気）�� 7165（43番人気）
3連複票数 計2038501 的中 ��� 2350（206番人気）
3連単票数 計2016976 的中 ��� 320（1379番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．4―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．3―46．0―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 11，6（3，8）（2，12）（1，14）（5，7，15）10（4，9，16）13 4 11，6（3，8，14）（2，12）（1，7）（5，15）（4，9）10（13，16）

勝馬の
紹 介

メジェールスー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．7．29 札幌3着

2015．3．14生 牝5鹿 母 エイジアンウインズ 母母 サクラサクⅡ 18戦4勝 賞金 59，491，000円
※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。

05046 3月8日 曇 重 （2中山2） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

そ う ぶ

総武ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

47 メイショウワザシ 牡5栗 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 538－ 21：52．9 2．6�
611 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡4白 57 L．ヒューイットソン 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 480－ 21：53．11	 6．4�

（南ア）

59 ゴ ラ イ ア ス 牡5青鹿56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 504＋ 81：53．31
 8．8�

11 デアフルーグ 牡4鹿 56 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 518＋ 21：53．72
 5．4�
816 バ レ ッ テ ィ �6鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 クビ 23．4	
815 ローズプリンスダム 牡6青鹿57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 B480＋ 41：53．8
 17．3

36 メイプルブラザー 牡6栗 56 田中 勝春節 英司氏 清水 久詞 新ひだか 本桐牧場 510＋101：53．9クビ 59．0�
24 フェニックスマーク 牡6鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 554＋ 61：54．0� 101．9�
714 イーグルフェザー �7鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 494＋ 41：54．1� 80．9
35 スウィフトレイド �7栗 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 508＋ 21：54．2
 18．1�
12 ジョルジュサンク 牡7栗 56 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 520－101：54．3クビ 254．6�
510� ク ロ ス ケ 牡5青鹿56 北村 宏司助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 452－ 81：54．4
 23．8�
23 コズミックフォース 牡5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋14 〃 アタマ 8．2�
48 クラシックメタル �9鹿 56 石川裕紀人吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：54．5
 28．4�
713� アイファーイチオー 牡6栗 57 丸山 元気中島 稔氏 上村 洋行 新ひだか 静内山田牧場 516＋ 61：54．82 75．2�
612 ランガディア 牡6黒鹿56 F．ミナリク吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 85．7�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，636，000円 複勝： 95，461，100円 枠連： 27，102，900円
馬連： 160，553，500円 馬単： 54，988，400円 ワイド： 110，153，100円
3連複： 235，118，400円 3連単： 244，851，000円 計： 991，864，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 180円 � 220円 枠 連（4－6） 900円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 400円 �� 480円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 9，160円

票 数

単勝票数 計 636360 的中 � 192320（1番人気）
複勝票数 計 954611 的中 � 216876（1番人気）� 128708（3番人気）� 97095（4番人気）
枠連票数 計 271029 的中 （4－6） 23088（3番人気）
馬連票数 計1605535 的中 �� 125373（2番人気）
馬単票数 計 549884 的中 �� 24246（2番人気）
ワイド票数 計1101531 的中 �� 73833（2番人気）�� 58947（3番人気）�� 37709（6番人気）
3連複票数 計2351184 的中 ��� 73309（3番人気）
3連単票数 計2448510 的中 ��� 19365（9番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．0―13．2―12．3―12．3―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．9―51．1―1：03．4―1：15．7―1：28．0―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウワザシ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．9．30 阪神1着

2015．2．21生 牡5栗 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 16戦5勝 賞金 101，962，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ヴァニラアイス号・エントシャイデン号・カラクプア号・タムロミラクル号・ダンツゴウユウ号・

フュージョンロック号・プレスティージオ号
※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。

２レース目



05047 3月8日 曇 重 （2中山2） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第57回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
3歳；負担重量は，馬齢重量

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 サトノフラッグ 牡3鹿 56 武 豊 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492－ 22：02．9 2．8�
78 ワ ー ケ ア 牡3鹿 56 C．ルメール 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：03．21� 2．5�
810 オーソリティ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506－ 22：03．3� 3．9�

（南ア）

55 ブラックホール 牡3黒鹿56 石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 430＋ 2 〃 アタマ 14．2�
44 オーロアドーネ 牡3栗 56 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 浦河 上山牧場 486± 02：03．51	 26．6	
79 ア ラ タ 牡3鹿 56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 462－ 42：03．71� 125．3

22 エンデュミオン 牡3黒鹿56 田中 勝春�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 436－ 82：03．91	 168．9�
66 ウインカーネリアン 牡3栗 56 F．ミナリク�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 22：04．0クビ 29．5�

（独）

33 パンサラッサ 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 452± 02：04．1� 16．3
67 メイショウボサツ 牡3青鹿56 横山 典弘松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 464＋102：04．52� 34．0�
811 ディヴィナシオン 牡3黒鹿56 内田 博幸一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 430－ 62：06．9大差 107．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 308，380，700円 複勝： 246，551，700円 枠連： 65，174，300円 馬連： 758，826，000円 馬単： 377，988，200円
ワイド： 407，551，200円 3連複： 1，092，870，100円 3連単： 2，327，878，500円 5重勝： 649，643，300円 計： 6，234，864，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（1－7） 370円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 200円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，510円

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

キャリーオーバー なし����� 1，142，580円

票 数

単勝票数 計3083807 的中 � 860673（2番人気）
複勝票数 計2465517 的中 � 543389（2番人気）� 660797（1番人気）� 456817（3番人気）
枠連票数 計 651743 的中 （1－7） 135958（1番人気）
馬連票数 計7588260 的中 �� 1662919（1番人気）
馬単票数 計3779882 的中 �� 405657（1番人気）
ワイド票数 計4075512 的中 �� 633030（1番人気）�� 478869（3番人気）�� 496835（2番人気）
3連複票数 計10928701 的中 ���1917075（1番人気）
3連単票数 計23278785 的中 ���1115333（1番人気）
5重勝票数 計6496433 的中 ����� 398

ハロンタイム 12．7―11．4―12．1―12．3―12．6―12．6―12．6―12．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．2―48．5―1：01．1―1：13．7―1：26．3―1：38．8―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．6
1
3
6，3，11－4，10（8，9）1，2，5－7・（6，11，4，10）3（8，9）1，2，5－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノフラッグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2019．10．19 東京6着

2017．2．26生 牡3鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 4戦3勝 賞金 67，084，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサトノフラッグ号・ワーケア号・オーソリティ号は，皐月賞（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。

05048 3月8日 小雨 重 （2中山2） 第4日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

56 フォルコメン 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 512± 01：35．5 2．6�
57 ア ビ ー ム 牝5青鹿55 武 豊 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 472＋ 21：35．92� 6．9�
711 ロ ザ ム ー ル 牝4栗 55 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 482± 0 〃 クビ 10．5�
44 カ ル リ ー ノ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 514＋ 41：36．11	 8．7�
68 ヘイワノツカイ 牡4栗 57 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 460± 0 〃 アタマ 7．7	
22 リンシャンカイホウ 牡5鹿 57 江田 照男�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B458＋ 41：36．2� 39．8

710 ミモザイエロー 牝4栗 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 458± 01：36．3クビ 9．8�
11 マイティーワークス 牝5青鹿55 野中悠太郎中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B476＋ 21：36．4� 100．4�
813 サトノフォース 牡4黒鹿57 L．ヒューイットソン �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 458－ 21：36．61	 5．4

（南ア）

69 ロードプレミアム 牡7黒鹿57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 504＋ 41：36．91
 40．2�
812 ロジスカーレット 牡5鹿 57 田辺 裕信久米田正明氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 446＋ 81：37．53� 46．9�
33 ド ウ デ ィ 牡6鹿 57 柴田 善臣 e馬主組合 小野 次郎 新冠 松浦牧場 482－ 21：37．81� 56．6�
45 � クリップスプリンガ 牡6鹿 57 木幡 巧也山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 454－ 2 〃 クビ 148．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 104，015，300円 複勝： 142，714，800円 枠連： 45，114，400円
馬連： 230，022，700円 馬単： 91，578，900円 ワイド： 172，116，500円
3連複： 349，201，400円 3連単： 472，205，600円 計： 1，606，969，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 190円 � 250円 枠 連（5－5） 880円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 380円 �� 540円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 7，110円

票 数

単勝票数 計1040153 的中 � 312472（1番人気）
複勝票数 計1427148 的中 � 293943（1番人気）� 183537（3番人気）� 124090（7番人気）
枠連票数 計 451144 的中 （5－5） 39474（4番人気）
馬連票数 計2300227 的中 �� 212525（2番人気）
馬単票数 計 915789 的中 �� 60098（2番人気）
ワイド票数 計1721165 的中 �� 123479（2番人気）�� 81786（5番人気）�� 46621（13番人気）
3連複票数 計3492014 的中 ��� 117118（4番人気）
3連単票数 計4722056 的中 ��� 48115（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―11．2―11．4―11．9―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―35．4―46．8―58．7―1：10．8―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

フォルコメン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．1．12 中山4着

2016．3．13生 牡4鹿 母 イマーキュレイトキャット 母母 Myhrr 8戦3勝 賞金 40，093，000円
※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。

５レース目



（2中山2）第4日 3月8日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 168頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

293，590，000円
29，840，000円
2，180，000円
36，200，000円
67，878，750円
4，807，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
850，193，300円
1，028，242，400円
255，467，000円
1，783，769，700円
815，786，300円
1，177，416，800円
2，597，524，100円
4，269，495，900円
649，643，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，427，538，800円

総入場人員 ０名 （有料入場人員 ０名）

特 記 事 項
第2回中山競馬第4日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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