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05061 3月15日 晴 不良 （2中山2） 第6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

811 ラブエスポー 牝3鹿 54
51 ▲秋山 稔樹増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 458－ 41：55．3 6．1�

22 マーチクイーン 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤士津八 日高 槇本牧場 B456－ 21：55．72� 33．0�
33 タイセイプルミエ 牝3鹿 54 西田雄一郎田中 成奉氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 472＋ 61：55．8クビ 12．7�
710 カフェレヨン 牝3黒鹿54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 504－ 4 〃 アタマ 20．1�
68 サンバトルクリーク 牝3鹿 54 野中悠太郎 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 丸村村下

ファーム 472± 01：56．43� 37．3�
44 モンパスタン 牝3黒鹿 54

52 △木幡 育也諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436－ 61：56．61� 86．3	
55 ナックダイヤ 牝3鹿 54 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B496－ 6 〃 ハナ 10．4

812 アオイスター 牝3栗 54 丸田 恭介鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 前田ファーム 450－121：56．7� 69．3�
11 ブランブランブラン 牝3芦 54

51 ▲原 優介飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 474－ 81：56．8� 91．1�
67 タッシーアレッタ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉岡 輝美氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 2 〃 ハナ 2．3
79 ニ ー ニ ャ 牝3芦 54 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：57．43� 2．9�
56 グラスカルメン 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 B442＋ 41：59．6大差 234．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，173，000円 複勝： 28，041，600円 枠連： 6，907，100円
馬連： 41，001，200円 馬単： 20，901，900円 ワイド： 33，199，400円
3連複： 62，877，900円 3連単： 84，162，800円 計： 300，264，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 560円 � 270円 枠 連（2－8） 7，070円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 10，960円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 930円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 13，820円 3 連 単 ��� 83，010円

票 数

単勝票数 計 231730 的中 � 30179（3番人気）
複勝票数 計 280416 的中 � 48480（3番人気）� 10707（7番人気）� 26657（5番人気）
枠連票数 計 69071 的中 （2－8） 757（15番人気）
馬連票数 計 410012 的中 �� 4846（18番人気）
馬単票数 計 209019 的中 �� 1430（30番人気）
ワイド票数 計 331994 的中 �� 4977（17番人気）�� 9427（10番人気）�� 4175（19番人気）
3連複票数 計 628779 的中 ��� 3410（36番人気）
3連単票数 計 841628 的中 ��� 735（203番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．3―12．7―12．3―12．8―13．1―13．4―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．7―49．4―1：01．7―1：14．5―1：27．6―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブエスポー �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2020．2．9 東京7着

2017．5．3生 牝3鹿 母 ルナースフィア 母母 ルナオーキッド 3戦1勝 賞金 5，610，000円

05062 3月15日 晴 不良 （2中山2） 第6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 エターナルダイヤ 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 41：12．0 2．0�
11 ソ ラ ン 牡3黒鹿56 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B520－ 41：12．1� 4．4�
815 ハッピーミニスター 牡3黒鹿56 大野 拓弥堀 祥子氏 池上 昌和 新ひだか 萩澤 泰博 464＋ 2 〃 ハナ 36．2�
24 ジャックオレンジ 牡3栗 56

53 ▲原 優介 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン
テンファーム B490＋ 81：12．2クビ 10．6�

35 ウインオーサム 牡3栗 56 F．ミナリク�ウイン 中舘 英二 新冠 コスモヴューファーム 458－ 41：12．3� 71．3�
（独）

612 ブラウンアイズ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新冠 村上 進治 512－ 41：12．4� 21．3	
713 マイネルエスペルト 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 千代田牧場 502＋ 41：12．5クビ 26．1

47 スラーリドラーテ 牝3鹿 54 野中悠太郎加藤 厚子氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 458－ 21：12．6� 33．7�
12 ク ロ キ シ 牝3青鹿54 木幡 巧也門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 400± 0 〃 クビ 41．2�
36 ユウヒノプリンス 牡3栗 56 岩部 純二坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 476± 01：12．7� 130．2
714 キ ク 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 豊洋牧場 462－ 41：13．01� 10．0�
611 ヨネンサンクミ 牝3黒鹿54 杉原 誠人藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 B434＋ 2 〃 アタマ 72．4�
816 スズカアイドル 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 428＋ 21：13．32 7．3�
510 フジノホーオー 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 466＋ 8 〃 ハナ 307．5�
23 タ チ 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 450± 01：13．61� 273．2�
48 アースレイナ 牝3鹿 54

52 △木幡 育也松山 増男氏 清水 英克 新ひだか チャンピオンズファーム 414－ 21：14．66 129．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，103，700円 複勝： 39，193，400円 枠連： 10，395，000円
馬連： 52，534，800円 馬単： 24，662，400円 ワイド： 42，779，100円
3連複： 80，893，600円 3連単： 88，764，800円 計： 368，326，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 600円 枠 連（1－5） 290円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，450円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 13，450円

票 数

単勝票数 計 291037 的中 � 111089（1番人気）
複勝票数 計 391934 的中 � 122510（1番人気）� 71774（2番人気）� 9504（10番人気）
枠連票数 計 103950 的中 （1－5） 27087（1番人気）
馬連票数 計 525348 的中 �� 103375（1番人気）
馬単票数 計 246624 的中 �� 35632（1番人気）
ワイド票数 計 427791 的中 �� 62261（1番人気）�� 6647（19番人気）�� 5224（20番人気）
3連複票数 計 808936 的中 ��� 12527（13番人気）
3連単票数 計 887648 的中 ��� 4782（36番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．3―12．1―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―34．1―46．2―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルダイヤ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．7．6 函館5着

2017．2．17生 牡3栗 母 エターナルムーン 母母 ノーブルエターナル 11戦1勝 賞金 11，130，000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。
（非当選馬） 2頭 シルバーウェーブ号・ノーブレスサンデー号
（非抽選馬） 1頭 ダビデヴィットリオ号
※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。

第２回 中山競馬 第６日



05063 3月15日 晴 不良 （2中山2） 第6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

35 チョーズンワン 牡3黒鹿56 F．ミナリク�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460± 01：53．9 10．8�

（独）

815� グーガルドリームズ 牡3黒鹿56 北村 宏司藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako
Fujita 490－ 41：54．0� 7．6�

36 キ ャ ル ベ イ 牡3鹿 56 津村 明秀里見 治紀氏 田中 博康 日高 田端牧場 526＋181：54．1� 1．9�
12 エメラルホープ 牡3黒鹿56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 520－ 61：54．2クビ 22．3�
47 ケイアイタカプナ 牡3黒鹿56 江田 照男亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 458－ 41：54．83	 12．1�
24 シゲルガラテア 牡3栗 56 村田 一誠森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B484－ 21：55．22	 134．0	
59 プルークファーレン 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 81：55．51� 40．7

714 カ ラ ヤ ン 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 470－ 41：55．6クビ 69．3�
23 テンチシンメイ 牡3鹿 56 石橋 脩岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 502＋ 21：55．81
 4．4�
11 ラ テ ィ ノ ス 牡3鹿 56 吉田 豊小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 494± 0 〃 ハナ 29．4
816 ビレッジイーグル 牡3黒鹿56 武藤 雅村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 488－ 81：56．01	 115．3�
48 サバイバルボス 牡3栗 56 丸山 元気福田 光博氏 和田 雄二 浦河 鎌田 正嗣 494－ 61：56．21
 92．5�
612 キタノフウライジン 牡3栗 56

55 ☆川又 賢治北所 直人氏 松永 康利 新冠 石郷岡 雅樹 478－ 21：56．94 139．2�
713 キタノユニヴァース 牡3鹿 56 野中悠太郎北所 直人氏 本間 忍 浦河 東栄牧場 496－ 41：57．22 22．5�
510 メイショウカチゴマ 牡3鹿 56 横山 和生松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 472－101：57．51	 119．9�
611 ホウオウベルタ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 小笹 芳央氏 矢野 英一 日高 中前牧場 442＋162：00．5大差 57．9�

（南ア）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，350，800円 複勝： 47，186，600円 枠連： 10，127，300円
馬連： 56，543，600円 馬単： 26，963，800円 ワイド： 47，978，300円
3連複： 87，485，900円 3連単： 105，080，200円 計： 414，716，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 230円 � 180円 � 130円 枠 連（3－8） 570円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 470円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 26，880円

票 数

単勝票数 計 333508 的中 � 24599（4番人気）
複勝票数 計 471866 的中 � 42276（5番人気）� 62140（3番人気）� 127806（1番人気）
枠連票数 計 101273 的中 （3－8） 13645（2番人気）
馬連票数 計 565436 的中 �� 11755（12番人気）
馬単票数 計 269638 的中 �� 2673（25番人気）
ワイド票数 計 479783 的中 �� 10806（13番人気）�� 26278（4番人気）�� 38832（2番人気）
3連複票数 計 874859 的中 ��� 27792（6番人気）
3連単票数 計1050802 的中 ��� 2834（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．8―49．9―1：02．9―1：15．6―1：28．5―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チョーズンワン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2020．2．23 東京2着

2017．4．4生 牡3黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウベルタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年4月15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。
（非当選馬） 1頭 トーセンオリジン号
※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。

05064 3月15日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（2中山2） 第6日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時40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

46 クオンタムシフト 牡4鹿 59 北沢 伸也 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512＋ 23：12．5 13．8�
711 フォワードカフェ 牡8黒鹿60 山本 康志西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 536－ 23：12．92� 1．7�
610 ニシノベイオウルフ 牡5黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 508－ 43：13．64 15．2�
813 シゲルキハダマグロ 牡7栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 470＋ 83：15．210 15．2�
11 ノーザンクリス 牡5芦 60 五十嵐雄祐 C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 528± 03：15．62� 57．6�
58 スワーヴノートン 牡6鹿 60 上野 翔	NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 486＋ 23：15．91� 22．2

69 	 ブラックワンダー 牡4青鹿59 石神 深一佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 474＋ 23：16．21� 3．6�
57 クールエイジア 牡8鹿 60 伴 啓太	山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 468± 03：16．94 86．8�
712 ビービーゲイル 牡4鹿 59 大庭 和弥坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 500－ 43：17．32� 192．9
33 モリトシュン 牡4青鹿59 小野寺祐太吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B484＋ 23：17．83 37．8�
34 ジャスパーゲラン 牡5栗 60 金子 光希 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 498± 03：19．410 95．9�
45 ブルベアペスカ 牡4栗 59 熊沢 重文 	ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 482－ 6 〃 同着 13．4�
22 サ ン ペ ド ロ 牡7栗 60 江田 勇亮ディアレストクラブ	 田村 康仁 日高 豊洋牧場 486＋143：21．7大差 99．2�
814 シオンコタン 牝4鹿 57 蓑島 靖典村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 472＋123：23．8大差 255．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，837，500円 複勝： 35，306，400円 枠連： 8，566，700円
馬連： 33，631，300円 馬単： 19，884，100円 ワイド： 25，838，700円
3連複： 54，264，600円 3連単： 83，870，400円 計： 280，199，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 370円 � 110円 � 210円 枠 連（4－7） 520円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，100円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 29，010円

票 数

単勝票数 計 188375 的中 � 10892（4番人気）
複勝票数 計 353064 的中 � 11157（6番人気）� 196152（1番人気）� 24254（3番人気）
枠連票数 計 85667 的中 （4－7） 12575（2番人気）
馬連票数 計 336313 的中 �� 17948（5番人気）
馬単票数 計 198841 的中 �� 3777（12番人気）
ワイド票数 計 258387 的中 �� 10709（5番人気）�� 2835（23番人気）�� 22752（2番人気）
3連複票数 計 542646 的中 ��� 11290（10番人気）
3連単票数 計 838704 的中 ��� 2096（78番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 53．3－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クオンタムシフト �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．17 阪神2着

2016．3．24生 牡4鹿 母 セレブリティモデル 母母 マンハッタンセレブ 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
※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 クーザ号・レヴァンテライオン号



05065 3月15日 晴 重 （2中山2） 第6日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

58 ヒューマンコメディ 牝3黒鹿54 武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 482－ 42：05．1 68．2�
46 ミスミルドレッド 牝3黒鹿54 吉田 豊丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 440± 0 〃 アタマ 3．1�
59 プモリテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 486＋ 22：05．31 2．6�
814 アストンクリントン 牡3黒鹿56 L．ヒューイットソン �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 484 ―2：05．4� 6．4�

（南ア）

35 アトラクトボイス 牡3鹿 56
53 ▲小林 凌大大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 424－ 2 〃 クビ 228．7	
22 エクセレントラン 牡3鹿 56 柴田 善臣田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 488－ 22：05．5� 19．0

23 シゲルセイウン 牝3黒鹿54 江田 照男森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 前川 勝春 402－ 42：05．71 129．4�
47 ナンヨーユウヤク 牡3鹿 56 横山 武史中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 クビ 32．7�
713 ボウイッシュ 牝3鹿 54 丸山 元気山岡 重行氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 424－ 62：05．8クビ 22．1
610 シェーンクラート 牡3黒鹿56 横山 典弘金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 494－ 42：05．9� 6．5�
611 カ ン ト ナ 牝3栗 54 津村 明秀 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 380＋ 62：06．11� 252．3�
815 ジャストザキラキラ 牝3黒鹿54 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 新ひだか 前田ファーム 432－ 62：06．31� 210．4�
34 クラウンフォース 牡3鹿 56 木幡 巧也矢野 恭裕氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 522－ 42：06．62 13．9�
712 グラスエルファロ 牡3鹿 56 田中 勝春半沢� 菊川 正達 日高 ヤナガワ牧場 444－ 22：06．7� 94．7�
11 ヤエノロータス 牡3鹿 56 西田雄一郎柳田 英子氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 466－162：07．02 351．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，652，300円 複勝： 40，719，000円 枠連： 8，550，900円
馬連： 53，423，200円 馬単： 22，777，800円 ワイド： 39，897，900円
3連複： 74，229，000円 3連単： 85，155，800円 計： 354，405，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，820円 複 勝 � 770円 � 150円 � 130円 枠 連（4－5） 400円

馬 連 �� 10，490円 馬 単 �� 27，200円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 1，800円 �� 220円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 82，090円

票 数

単勝票数 計 296523 的中 � 3477（9番人気）
複勝票数 計 407190 的中 � 8248（9番人気）� 75604（2番人気）� 107946（1番人気）
枠連票数 計 85509 的中 （4－5） 16253（1番人気）
馬連票数 計 534232 的中 �� 3945（25番人気）
馬単票数 計 227778 的中 �� 628（57番人気）
ワイド票数 計 398979 的中 �� 3133（28番人気）�� 4957（22番人気）�� 59070（1番人気）
3連複票数 計 742290 的中 ��� 8744（21番人気）
3連単票数 計 851558 的中 ��� 752（228番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―37．4―50．7―1：04．1―1：16．4―1：28．4―1：40．4―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ヒューマンコメディ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．12．7 中山8着

2017．4．10生 牝3黒鹿 母 チョコレートリリー 母母 ラフィンムード 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ミスミルドレッド号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 ラインシュプール号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。
（非当選馬） 2頭 ウインルモンド号・フローラルキスミー号
（非抽選馬） 1頭 ベアーズレター号
※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。

05066 3月15日 晴 重 （2中山2） 第6日 第6競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

24 パルディエス 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 464± 01：10．9 2．9�
510 ニルカンタテソーロ 牡3栗 56 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 440＋ 4 〃 ハナ 53．4�
611 エンプティチェア 牡3鹿 56 石橋 脩江馬 由将氏 音無 秀孝 浦河 帰山 清貴 468＋ 81：11．0� 4．2�
11 サザンレインボー 牡3栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 日高 スウィング

フィールド牧場 540－ 21：11．32 4．9�
815 デビルスダンサー 牝3栗 54 F．ミナリク前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 432± 01：11．51� 53．4	

（独）

714 グランドデューク 牡3栗 56
55 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512－ 81：11．6� 35．9


48 デルマガーネット 牝3黒鹿54 藤井勘一郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 438－ 8 〃 アタマ 261．0�
23 � プレストレジェーロ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 426－101：11．81 31．9�
36 ドラゴンズバック 牡3鹿 56 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 446－ 8 〃 ハナ 39．0
59 メモワールミノル 牡3芦 56 柴田 善臣吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：12．33 44．7�
816 ハヤブサペコムスメ 牝3栗 54 石川裕紀人武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 444－101：12．51 17．9�
47 トリプルシックス 牝3黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 468＋ 21：12．71� 9．1�
713 チェスナットロール 牝3栗 54 北村 宏司田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 450± 01：12．8クビ 7．4�
12 グッドブリッジ 牡3栗 56 野中悠太郎吉橋 厚司氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 474－ 21：12．9� 59．0�
35 レムリアンシード 牡3芦 56 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 448＋ 21：13．11� 172．7�
612 クリアミッション 牡3鹿 56 大庭 和弥大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 504－ 21：14．69 167．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，049，300円 複勝： 60，212，200円 枠連： 11，685，100円
馬連： 69，452，300円 馬単： 27，757，200円 ワイド： 57，064，100円
3連複： 100，191，500円 3連単： 102，186，800円 計： 469，598，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 930円 � 140円 枠 連（2－5） 3，820円

馬 連 �� 9，240円 馬 単 �� 13，320円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 280円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 9，220円 3 連 単 ��� 61，580円

票 数

単勝票数 計 410493 的中 � 110708（1番人気）
複勝票数 計 602122 的中 � 121248（2番人気）� 10428（12番人気）� 135213（1番人気）
枠連票数 計 116851 的中 （2－5） 2369（14番人気）
馬連票数 計 694523 的中 �� 5820（29番人気）
馬単票数 計 277572 的中 �� 1562（39番人気）
ワイド票数 計 570641 的中 �� 5560（27番人気）�� 62688（1番人気）�� 5236（30番人気）
3連複票数 計1001915 的中 ��� 8149（27番人気）
3連単票数 計1021868 的中 ��� 1203（190番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．2―11．9―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．4―45．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルディエス �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．12．28 阪神1着

2017．3．19生 牡3鹿 母 サンクスアロット 母母 ディソサード 3戦2勝 賞金 16，100，000円
〔制裁〕 プレストレジェーロ号の騎手小林脩斗は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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） 9頭 エスニックソング号・キョシンタンカイ号・キラービー号・ストレガ号・タピオカ号・ダリル号・プリンサン号・

ヤマタケクララ号・ロフティーピーク号
※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。



05067 3月15日 晴 重 （2中山2） 第6日 第7競走 ��2，000�4歳以上2勝クラス
発走13時30分 （芝・右）（1000万円以下）

牝；負担重量は，55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

44 パルクデラモール 牝5鹿 55 武藤 雅�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 22：02．0 13．3�

22 エバーミランダ 牝5鹿 55 横山 典弘宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 432－ 22：02．21� 8．7�
66 エ ト ワ ー ル 牝4栗 55 石橋 脩近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492＋ 62：02．3� 2．5�
67 シングフォーユー 牝4鹿 55 L．ヒューイットソン �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 468＋ 22：02．51� 4．0�

（南ア）

79 コンダクトレス 牝5黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 13．6	
810 アストラサンタン 牝5青鹿55 吉田 豊丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 アタマ 4．6

11 フラッシングジェム 牝4青鹿55 F．ミナリク �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 480＋ 82：02．6クビ 42．8�

（独）

55 ホクセンジョウオー 牝5黒鹿55 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 478＋ 62：02．7� 23．4�
33 トーセンリスト 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹島川 哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 450＋ 4 〃 クビ 19．3�
811 バケットリスト 牝5鹿 55 野中悠太郎宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 478－ 82：04．19 141．7�
78 フレスコパスト 牝6鹿 55

52 ▲秋山 稔樹岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 426± 02：06．4大差 312．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 33，408，200円 複勝： 45，967，000円 枠連： 9，593，200円
馬連： 58，975，500円 馬単： 27，114，200円 ワイド： 42，582，400円
3連複： 81，842，600円 3連単： 112，092，500円 計： 411，575，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 260円 � 230円 � 120円 枠 連（2－4） 4，500円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 10，740円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 590円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 33，720円

票 数

単勝票数 計 334082 的中 � 19992（5番人気）
複勝票数 計 459670 的中 � 35288（5番人気）� 42530（4番人気）� 133540（1番人気）
枠連票数 計 95932 的中 （2－4） 1651（13番人気）
馬連票数 計 589755 的中 �� 10092（18番人気）
馬単票数 計 271142 的中 �� 1892（37番人気）
ワイド票数 計 425824 的中 �� 8782（18番人気）�� 18738（6番人気）�� 24023（4番人気）
3連複票数 計 818426 的中 ��� 17214（14番人気）
3連単票数 計1120925 的中 ��� 2410（125番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．2―12．5―12．7―12．1―11．8―12．0―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．9―48．4―1：01．1―1：13．2―1：25．0―1：37．0―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F37．0
1
3
3（2，9）7（6，10）11，1－（5，8）4
7（3，10）（2，9，11）6（1，5）4－8

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

勝馬の
紹 介

パルクデラモール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Privately Held デビュー 2018．1．13 中山2着

2015．2．2生 牝5鹿 母 レディシャツィ 母母 Shatzi 20戦3勝 賞金 45，925，000円
〔その他〕 フレスコパスト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フレスコパスト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年4月15日まで出走できない。
※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。

05068 3月15日 晴 重 （2中山2） 第6日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走14時00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
1：48．5
1：47．6

重
重

36 � ヴ ィ ー ダ 	5栗 57 木幡 巧也 �スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 438＋ 21：52．4 3．8�
24 ライトカラカゼ 牡5鹿 57 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474± 01：52．72 3．7�
713� チェリートリトン 牡6芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 490± 01：53．33
 7．5�
611 グラファイト 牡5青鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482－ 21：53．61� 16．8�
11 カウンターエア 牡4鹿 57 津村 明秀 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 552－141：53．7
 13．5	
510 ファンタスティック 牡4栗 57 藤井勘一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 476± 0 〃 クビ 101．2

816 ベルジュネス 	4鹿 57 F．ミナリク岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 454＋ 4 〃 ハナ 28．0�

（独）

35 � サウスブルーグラス 牡4黒鹿57 北村 宏司越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm 466＋121：53．8
 23．7�

59 クリノクーニング 牡5鹿 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 454＋ 2 〃 クビ 59．0
48 ダンスメーカー 牡5黒鹿57 武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 486－ 41：54．01 5．2�
815 キ ュ ア ン 	4鹿 57 伊藤 工真松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 512± 01：54．1
 26．5�
23 � ブレイブウォリアー 牡6青鹿57 武士沢友治谷口 祐人氏 小桧山 悟 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 4 〃 ハナ 102．6�
714 ゴールドパッション 牡5栗 57 野中悠太郎居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 528＋ 61：54．74 131．1�
12 シ ン ラ イ 牡4芦 57 横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 480＋ 21：55．33
 11．0�
612� エムオーマックス 牡4栗 57 勝浦 正樹大浅 貢氏 藤原 辰雄 日高 Wing Farm B484－ 21：56．04 280．6�
47 � ブラックアンバー 牡4黒鹿57 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 大栄牧場 520＋101：56．42
 91．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，155，800円 複勝： 52，769，200円 枠連： 15，554，400円
馬連： 75，753，300円 馬単： 27，527，500円 ワイド： 57，555，000円
3連複： 106，339，000円 3連単： 111，239，400円 計： 479，893，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 150円 � 160円 枠 連（2－3） 730円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 350円 �� 570円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 8，660円

票 数

単勝票数 計 331558 的中 � 68409（2番人気）
複勝票数 計 527692 的中 � 84600（3番人気）� 97023（1番人気）� 79305（4番人気）
枠連票数 計 155544 的中 （2－3） 16304（1番人気）
馬連票数 計 757533 的中 �� 72484（1番人気）
馬単票数 計 275275 的中 �� 13548（1番人気）
ワイド票数 計 575550 的中 �� 44506（1番人気）�� 24708（6番人気）�� 32650（3番人気）
3連複票数 計1063390 的中 ��� 43149（2番人気）
3連単票数 計1112394 的中 ��� 9311（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．6―49．6―1：02．4―1：15．0―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴ ィ ー ダ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス

2015．4．21生 	5栗 母 アイーンベル 母母 ミスベルベール 13戦1勝 賞金 22，850，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



05069 3月15日 晴 稍重 （2中山2） 第6日 第9競走 ��
��2，000�スピカステークス

発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．3．9以降2．3．8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 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

55 ワイプティアーズ 牡5栗 55 武藤 雅吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 530＋ 62：01．6 14．0�
78 エ ア ジ ー ン 牝4鹿 53 大野 拓弥 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454＋ 22：01．7� 5．7�
810 レッドサイオン 牡4鹿 55 L．ヒューイットソン �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460＋ 4 〃 ハナ 2．8�

（南ア）

66 � ナ イ マ マ 牡4鹿 55 横山 武史岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 480＋ 4 〃 クビ 10．9�
44 ダイワダグラス 牡4鹿 55 F．ミナリク大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506＋ 82：01．91	 5．9�

（独）

79 モンテグロッソ 牡5青鹿54 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502－ 6 〃 アタマ 10．4	

22 ヴァンケドミンゴ 牡4鹿 55 石橋 脩幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 466－ 22：02．0
 10．9

11 ハナズレジェンド 牡7栗 56 石川裕紀人広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 468－ 42：02．1
 19．5�
33 ケンホファヴァルト 牡7鹿 55 勝浦 正樹中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 474－ 2 〃 クビ 41．5�
811 ウィナーポイント 牝5黒鹿52 横山 典弘岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 430± 0 〃 アタマ 17．2
67 ギ ャ ラ ッ ド �5鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 480－ 22：02．31	 14．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，812，300円 複勝： 68，723，200円 枠連： 16，230，300円
馬連： 96，197，400円 馬単： 34，888，300円 ワイド： 67，532，800円
3連複： 133，305，900円 3連単： 157，696，800円 計： 623，387，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 350円 � 170円 � 140円 枠 連（5－7） 3，260円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 9，010円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，140円 �� 350円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 46，410円

票 数

単勝票数 計 488123 的中 � 27857（7番人気）
複勝票数 計 687232 的中 � 36717（9番人気）� 108055（2番人気）� 160884（1番人気）
枠連票数 計 162303 的中 （5－7） 3854（15番人気）
馬連票数 計 961974 的中 �� 17944（19番人気）
馬単票数 計 348883 的中 �� 2904（42番人気）
ワイド票数 計 675328 的中 �� 13043（19番人気）�� 14328（17番人気）�� 54519（1番人気）
3連複票数 計1333059 的中 ��� 18289（15番人気）
3連単票数 計1576968 的中 ��� 2463（172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．1―48．7―1：01．2―1：13．4―1：25．5―1：37．6―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイプティアーズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．12．3 中京4着

2015．5．10生 牡5栗 母 ナミダガキラリ 母母 Leading Light 20戦4勝 賞金 68，618，000円
〔発走状況〕 ワイプティアーズ号は，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6分遅延。
〔制裁〕 ワイプティアーズ号の騎手武藤雅は，発馬機内での御法（くぐられた）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ワイプティアーズ号は，令和2年3月16日から令和2年4月5日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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。

05070 3月15日 晴 稍重 （2中山2） 第6日 第10競走 ��
��1，600�

こ ち

東風ステークス（Ｌ）
発走15時10分 （芝・右・外）
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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

12 ストーミーシー 牡7栗 57 横山 武史�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 548＋ 21：34．1 7．7�
24 アストラエンブレム 	7鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：34．2
 7．0�
36 サーブルオール 牡7鹿 56 津村 明秀 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：34．41� 20．5�
714� シャイニービーム 牡8鹿 56 丸山 元気小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 466＋ 61：34．5
 14．6�
510 イレイション 牡8栗 56 F．ミナリクゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 21：34．71 13．7�
（独）

816 カ ツ ジ 牡5鹿 57 横山 典弘 	カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 ハナ 8．3


35 クライムメジャー 牡6栗 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞湖 レイクヴィラファーム 526－ 61：34．8
 38．9�
47 キャプテンペリー 	7栗 56 江田 照男千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 508＋ 41：34．9
 37．8�
611 ハーレムライン 牝5鹿 55 木幡 巧也吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 476＋141：35．0� 23．8
612� ジャンダルム 牡5黒鹿58 藤井勘一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 510＋ 41：35．1クビ 3．2�
815 エントシャイデン 牡5芦 56 大野 拓弥前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 61：35．31� 22．8�
59 ボンセルヴィーソ 牡6栗 56 石橋 脩名古屋友豊	 池添 学 日高 白井牧場 478± 01：35．51� 7．7�
11 ノ ー ワ ン 牝4鹿 55 川又 賢治藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 478－101：35．6
 24．7�
48 ショウナンライズ 牡7栗 57 北村 宏司国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 472± 01：36．13 61．3�
23 ミュゼエイリアン 	8鹿 57 野中悠太郎菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 496± 01：36．84 98．8�
713 ファストアプローチ 	5栗 56 L．ヒューイットソン 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 554＋ 21：37．11� 34．3�

（南ア）

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，920，400円 複勝： 71，414，300円 枠連： 24，963，400円
馬連： 148，628，600円 馬単： 46，577，600円 ワイド： 94，247，500円
3連複： 219，814，800円 3連単： 218，593，300円 計： 880，159，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 220円 � 460円 枠 連（1－2） 1，410円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，170円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 11，050円 3 連 単 ��� 47，900円

票 数

単勝票数 計 559204 的中 � 57596（4番人気）
複勝票数 計 714143 的中 � 82975（3番人気）� 92211（2番人気）� 35291（8番人気）
枠連票数 計 249634 的中 （1－2） 13632（6番人気）
馬連票数 計1486286 的中 �� 56026（5番人気）
馬単票数 計 465776 的中 �� 7891（9番人気）
ワイド票数 計 942475 的中 �� 30881（5番人気）�� 10933（24番人気）�� 13345（18番人気）
3連複票数 計2198148 的中 ��� 14915（25番人気）
3連単票数 計2185933 的中 ��� 3308（100番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―11．5―11．8―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．1―45．6―57．4―1：09．4―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．7

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

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

ストーミーシー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2015．7．4 福島2着

2013．2．3生 牡7栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 44戦5勝 賞金 184，165，000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。

２レース目



05071 3月15日 晴 稍重 （2中山2） 第6日 第11競走 ��
��1，600�アネモネステークス（Ｌ）

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

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

67 インターミッション 牝3黒鹿54 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 400－101：35．5 17．9�
812 フィオリキアリ 牝3鹿 54 藤井勘一郎槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－12 〃 アタマ 20．1�
68 フェルミスフィア 牝3栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434－ 41：35．71 4．6�
55 ビッククインバイオ 牝3栗 54 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 5．2�
11 ソングオブザハート 牝3鹿 54 川又 賢治幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 412－ 41：35．8� 51．7	
33 ジェラペッシュ 牝3鹿 54 吉田 豊柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 446± 01：35．9� 8．1

22 バ ル ト リ 牝3黒鹿54 L．ヒューイットソン ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋10 〃 クビ 2．9�
（南ア）

44 インザムービー 牝3鹿 54 石橋 脩安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 41：36．0� 29．3�
811 カイトレッド 牝3鹿 54 武藤 雅本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 444－ 61：36．31� 71．4
710 メイショウベッピン 牝3鹿 54 柴田 善臣松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 454－161：37．47 62．2�
79 クリノプレミアム 牝3栗 54 北村 宏司栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 450－ 41：38．67 5．5�
56 マ ン バ ー 牝3芦 54 宮崎 北斗 �ブルースターズファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 61：40．210 102．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 117，095，000円 複勝： 118，543，200円 枠連： 39，026，700円 馬連： 275，572，600円 馬単： 103，488，600円
ワイド： 141，900，800円 3連複： 366，792，400円 3連単： 550，460，300円 5重勝： 670，079，100円 計： 2，382，958，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 390円 � 570円 � 170円 枠 連（6－8） 2，680円

馬 連 �� 11，280円 馬 単 �� 25，020円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 900円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 14，470円 3 連 単 ��� 133，290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����� 1，804，050円

票 数

単勝票数 計1170950 的中 � 52115（6番人気）
複勝票数 計1185432 的中 � 72150（6番人気）� 45639（8番人気）� 228413（2番人気）
枠連票数 計 390267 的中 （6－8） 11259（13番人気）
馬連票数 計2755726 的中 �� 18926（27番人気）
馬単票数 計1034886 的中 �� 3101（60番人気）
ワイド票数 計1419008 的中 �� 10803（28番人気）�� 41882（11番人気）�� 24242（17番人気）
3連複票数 計3667924 的中 ��� 19003（46番人気）
3連単票数 計5504603 的中 ��� 2994（339番人気）
5重勝票数 計6700791 的中 ����� 260

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．7―46．5―58．3―1：10．6―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F37．2

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

勝馬の
紹 介

インターミッション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．8 中山1着

2017．1．19生 牝3黒鹿 母 レ イ カ ー ラ 母母 カーラパワー 3戦2勝 賞金 29，833，000円
〔その他〕 マンバー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※インザムービー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりインターミッション号・フィオリキアリ号は，桜花賞（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。

05072 3月15日 晴 重 （2中山2） 第6日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（1000万円以下）

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
1：08．7
1：08．7

重
重

59 ローレルジャック 牡7黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 498＋ 61：10．5 54．8�
815 サンマルベスト 牡4栗 57 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 474＋ 6 〃 クビ 10．1�
714 カシノブレンド �4芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 442－ 61：10．6クビ 30．5�
48 ウィンターリリー 牝4芦 55

54 ☆川又 賢治田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 434＋ 61：10．81� 47．2�
11 イナズママンボ 牝6鹿 55 津村 明秀小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B478± 01：10．9� 5．5�
12 トウカイパシオン 牝5青 55 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 458＋121：11．0� 3．3	
510 アイアムピッカピカ 牝4黒鹿55 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B456＋ 4 〃 クビ 9．8

47 ト ッ カ ー タ 牡5黒鹿57 武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 486－ 21：11．21� 33．6�
816 ホウオウジャッジ 牡5鹿 57 野中悠太郎小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 470－ 21：11．3� 62．8�
23 アオイサンシャイン 牝7黒鹿55 石橋 脩新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B530＋ 61：11．4� 12．9
24 シルバーストーン 牡6芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 520＋181：11．5� 39．2�
612 スマートマルシェ 牝4鹿 55 大野 拓弥大川 徹氏 加藤 征弘 浦河 山口 義彦 482± 0 〃 クビ 7．4�
35 アメリカンツイスト �5鹿 57 北村 宏司 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 478－ 41：11．6クビ 6．6�
611 フォーティプリンス 牡6栗 57

54 ▲小林 凌大ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 488＋ 41：12．13 225．7�
713 ロマンチスト 牡7栗 57 L．ヒューイットソン 窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 528－ 21：12．84 18．9�

（南ア）

36 	 ポッドグレイシー 牡5鹿 57 菅原 隆一小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 504－131：14．28 198．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 96，806，400円 複勝： 131，060，300円 枠連： 46，494，500円
馬連： 211，961，600円 馬単： 75，254，000円 ワイド： 156，440，300円
3連複： 321，657，800円 3連単： 401，824，200円 計： 1，441，499，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，480円 複 勝 � 1，250円 � 340円 � 630円 枠 連（5－8） 3，490円

馬 連 �� 27，850円 馬 単 �� 64，570円

ワ イ ド �� 5，700円 �� 8，990円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 119，420円 3 連 単 ��� 994，270円

票 数

単勝票数 計 968064 的中 � 14118（13番人気）
複勝票数 計1310603 的中 � 25276（12番人気）� 113830（5番人気）� 53756（9番人気）
枠連票数 計 464945 的中 （5－8） 10313（16番人気）
馬連票数 計2119616 的中 �� 5898（64番人気）
馬単票数 計 752540 的中 �� 874（141番人気）
ワイド票数 計1564403 的中 �� 7055（55番人気）�� 4451（72番人気）�� 16353（28番人気）
3連複票数 計3216578 的中 ��� 2020（243番人気）
3連単票数 計4018242 的中 ��� 293（1612番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―45．6―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルジャック �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．12．12 中山5着

2013．3．9生 牡7黒鹿 母 アラマサダンサー 母母 アラホウトク 24戦3勝 賞金 28，700，000円
〔制裁〕 スマートマルシェ号の騎手大野拓弥は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・6番・

5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ステラルーチェ号・ナイスドゥ号・フレッシビレ号・プロトイチバンボシ号
（非抽選馬） 1頭 ベアクアウフ号
※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。

５レース目



（2中山2）第6日 3月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

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

244，220，000円
11，240，000円
28，080，000円
1，270，000円
29，240，000円
73，757，000円
5，528，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
560，364，700円
739，136，400円
208，094，600円
1，173，675，400円
457，797，400円
807，016，300円
1，689，695，000円
2，101，127，300円
670，079，100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
5 重 勝
計 8，406，986，200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6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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