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05073 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

510 エ ス ト ロ 牝3鹿 54
52 △木幡 育也 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476－ 61：13．8 8．0�

36 トリッチトラッチ 牝3芦 54 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B420± 01：14．01� 7．0�
11 ナ ー ラ ッ ク 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 442± 01：14．21� 9．2�
816 チェリーガイア 牝3芦 54

51 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 456± 01：14．4� 12．9�
713 ハイエストプレイズ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 8 〃 クビ 6．7	
12 プレミアムレイ 牝3青 54 草野 太郎 H.F Association 大竹 正博 日高 門別牧場 472＋ 61：14．71� 158．6

47 ゾ ー ル シ カ 牝3芦 54

51 ▲山田 敬士山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 440＋ 81：14．91 230．4�
59 レジイナアン 牝3青鹿54 岩田 康誠 TURFレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 488－ 6 〃 ハナ 4．1�
611 クレインギフト 牝3鹿 54 江田 照男新熊 一生氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 468± 0 〃 ハナ 20．8
714 オーラソラーレ 牝3黒鹿54 丸山 元気吉田 千津氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 468＋ 21：15．32� 4．2�
612 ハワイアンムーン 牝3鹿 54 F．ミナリク窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 45．8�

（独）

35 グレイトサンディー 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 442± 0 〃 ハナ 87．2�

23 アーデントラブ 牝3鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 田中 博康 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442 ―1：16．15 61．3�

24 アンビルクローラー 牝3鹿 54 石橋 脩 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B434－ 41：16．63 17．4�
815 ト キ ノ ヒ ト 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 394－12 〃 アタマ 228．3�
48 ラビングシーン 牝3芦 54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 日高 宝寄山 拓樹 482 ―1：17．45 281．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，143，600円 複勝： 65，272，400円 枠連： 14，151，300円
馬連： 63，237，100円 馬単： 27，387，300円 ワイド： 58，237，800円
3連複： 99，074，600円 3連単： 96，315，300円 計： 458，819，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 290円 � 220円 � 280円 枠 連（3－5） 900円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 6，190円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，340円 �� 740円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 42，010円

票 数

単勝票数 計 351436 的中 � 34886（5番人気）
複勝票数 計 652724 的中 � 56304（6番人気）� 85515（3番人気）� 58482（5番人気）
枠連票数 計 141513 的中 （3－5） 12081（3番人気）
馬連票数 計 632371 的中 �� 16083（15番人気）
馬単票数 計 273873 的中 �� 3318（30番人気）
ワイド票数 計 582378 的中 �� 14215（14番人気）�� 10931（18番人気）�� 20725（8番人気）
3連複票数 計 990746 的中 ��� 9359（28番人気）
3連単票数 計 963153 的中 ��� 1662（147番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．6―13．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―46．6―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ス ト ロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．9．1 新潟4着

2017．1．23生 牝3鹿 母 スピードリッパー 母母 ポ ッ プ ス 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 トキノヒト号の騎手小林脩斗は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

チェリーガイア号の騎手小林凌大は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番）
※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。

05074 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

611 ドラゴンウォリアー 牡3鹿 56 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 B508＋ 21：55．6 2．8�
23 マイネルイリャルギ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 496± 01：56．13 6．5�
713 キ ン ブ レ ル 牡3鹿 56 石橋 脩 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B464－ 61：56．41� 7．4�
35 ソルメンシス 牡3栗 56 野中悠太郎ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B480－121：57．25 93．5�
48 シチリアフレイバー 牡3鹿 56 大野 拓弥尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 470－ 21：57．3� 3．3�
815 イッツオーライト 牡3栗 56 北村 宏司田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 452± 01：58．15 63．0	
11 アナザーチャンス 牡3栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B446－ 11：58．52� 33．0

714 シュゴテンシ 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子門野 重雄氏 大竹 正博 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 21：58．6クビ 60．5�
612 グランクロワ �3黒鹿56 横山 和生村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 クビ 101．4�
59 セイカタチバナ 牡3栗 56 津村 明秀久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 476－ 41：58．81� 59．5
24 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 436－ 2 〃 ハナ 265．6�
510 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 454－101：58．9クビ 179．8�
47 ブレイドラン 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹岡村 善行氏 高橋 文雅 新冠 山岡ファーム 524－ 21：59．75 208．2�
12 ワイルドフレーズ 牡3青鹿56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 B474± 01：59．8� 16．5�
816 オーケーゴールド 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 536－ 42：00．11� 8．5�
36 トリッキーカフェ 牡3鹿 56 横山 典弘西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 452－ 22：00．52� 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，328，100円 複勝： 51，587，100円 枠連： 9，238，700円
馬連： 58，752，800円 馬単： 23，578，700円 ワイド： 47，620，100円
3連複： 81，429，400円 3連単： 84，525，700円 計： 385，060，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 160円 � 170円 枠 連（2－6） 760円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 310円 �� 400円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 4，720円

票 数

単勝票数 計 283281 的中 � 79662（1番人気）
複勝票数 計 515871 的中 � 140582（1番人気）� 77494（3番人気）� 64463（4番人気）
枠連票数 計 92387 的中 （2－6） 9319（2番人気）
馬連票数 計 587528 的中 �� 60188（2番人気）
馬単票数 計 235787 的中 �� 13969（1番人気）
ワイド票数 計 476201 的中 �� 40674（2番人気）�� 29992（3番人気）�� 25506（5番人気）
3連複票数 計 814294 的中 ��� 41591（3番人気）
3連単票数 計 845257 的中 ��� 12971（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．7―38．7―51．7―1：04．3―1：16．5―1：29．3―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンウォリアー �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2019．7．13 福島11着

2017．4．26生 牡3鹿 母 バトルキクヒメ 母母 キクノトッポリーノ 10戦1勝 賞金 9，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 ジョウハリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月20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。
（非当選馬） 2頭 フジノヤマテソーロ号・メイプルスター号
（非抽選馬） 1頭 ウインライヴリー号

第２回 中山競馬 第７日



05075 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

611 トーセンリズム 牡3黒鹿 56
55 ☆菊沢 一樹島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 41：12．5 9．1�
714 ダイシンウィット 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B492－ 21：12．71� 3．0�

（南ア）

23 アイドルヲサガセ 牝3鹿 54 田辺 裕信福田 光博氏 小西 一男 新ひだか 増本牧場 444－ 21：13．55 32．5�
48 カズモンレアーレ 牡3鹿 56 野中悠太郎合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 446＋18 〃 クビ 32．6�
11 ハルノマリーナ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士丸山 竜一氏 小桧山 悟 日高 クラウン日高牧場 460＋ 11：13．6� 67．7�
24 サノノクヒオ 牡3栗 56 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 488－ 2 〃 クビ 2．5	
612 サツキオーゴン 牝3黒鹿54 丹内 祐次小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 414－ 8 〃 アタマ 355．1

12 アシュモレアン 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 422－ 21：13．7クビ 11．9�
36 ノーブルウルフ 牡3鹿 56 武藤 雅吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 高村牧場 486＋ 41：13．8� 4．7
816 ペイシャスワン 牝3栗 54

52 △木幡 育也北所 直人氏 本間 忍 平取 二風谷ファーム 446＋ 61：14．01 110．5�
510 イエローハート 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大高橋 宏弥氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 470＋141：14．74 330．5�
59 デルマエメラルド 牝3鹿 54 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 416－ 21：15．44 152．6�
47 バトルショータイム 牡3青 56 木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 浦河 岡本牧場 460＋121：15．61� 139．5�
815 ヴォレクィーン 牝3鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 南田美知雄 日高 中川 欽一 448＋ 6 〃 ハナ 258．9�
35 ヒスイクロシェット 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹吉井 理人氏 相沢 郁 浦河 林 孝輝 404－ 81：15．8� 198．5�
713 マインヒロイン 牝3栗 54 丸田 恭介峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 428＋ 4 （競走中止） 64．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，944，100円 複勝： 45，105，100円 枠連： 9，532，100円
馬連： 56，116，200円 馬単： 26，699，600円 ワイド： 45，018，800円
3連複： 81，154，300円 3連単： 99，966，800円 計： 394，537，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 220円 � 150円 � 510円 枠 連（6－7） 890円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，520円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 36，290円

票 数

単勝票数 計 309441 的中 � 26989（4番人気）
複勝票数 計 451051 的中 � 52082（4番人気）� 95919（2番人気）� 17598（6番人気）
枠連票数 計 95321 的中 （6－7） 8289（4番人気）
馬連票数 計 561162 的中 �� 50127（3番人気）
馬単票数 計 266996 的中 �� 7756（10番人気）
ワイド票数 計 450188 的中 �� 36501（3番人気）�� 4242（22番人気）�� 7968（14番人気）
3連複票数 計 811543 的中 ��� 9045（18番人気）
3連単票数 計 999668 的中 ��� 1997（99番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―12．0―12．8―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンリズム �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．9．21 中山6着

2017．2．28生 牡3黒鹿 母 タ チ ア ナ 母母 ウォートルベリー 4戦1勝 賞金 7，170，000円
〔発走状況〕 マインヒロイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 マインヒロイン号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ペイシャスワン号の騎手木幡育也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・6番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マインヒロイン号は，令和2年3月21日から令和2年4月19日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グラスディアブロ号・ゴラッソゴール号・レインボービーム号
（非抽選馬） 1頭 インプルソ号
※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。

05076 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第4競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走11時35分 （500万円以下） （ダート・右）
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

713 バーナードループ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 514＋ 41：54．3 2．8�
510 ファイアランス 牡3鹿 56 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 41：54．61� 7．6�
714 エースレイジング 牡3黒鹿56 岩田 康誠三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 41：54．7� 30．9�
59 	 ア イ ノ ア 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 米

Fred W. Hertrich III,
John D. Fielding &
Robert L. Tribbett

474－ 81：55．55 54．3�
48 マイネルアストリア 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 41：55．82 26．8	
36 フラッフィクラウド 牡3芦 56 北村 宏司�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 464－ 21：55．9クビ 12．0

47 	 シアトルテソーロ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 了德寺健二ホールディングス� 栗田 徹 米 John

Cummins 496＋ 2 〃 クビ 5．0�
（南ア）

23 フリーフロー 牡3栗 56 大野 拓弥里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468－ 2 〃 アタマ 4．8�
815 ルナエクリプス 牡3栗 56 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 516± 01：56．0クビ 24．9
11 リュードマン 牡3黒鹿56 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B472± 01：56．1� 85．2�
612 メタルスパーク 牡3芦 56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 6 〃 ハナ 47．3�
12 モ ル タ ル 牡3芦 56 内田 博幸阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 480－ 41：56．3� 29．0�
611 ハルプモント 牡3鹿 56 石川裕紀人保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B488－ 61：57．15 50．2�
24 エ ウ ロ パ 牝3栗 54 木幡 巧也 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456－ 41：58．05 239．9�
816 ブレイクザボーダー 牡3栗 56 F．ミナリク �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか 萩澤 國男 472± 01：58．32 53．4�

（独）

35 ワセダウォリアー 牡3黒鹿56 M．デムーロ大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：58．61� 21．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，677，400円 複勝： 69，713，100円 枠連： 13，049，100円
馬連： 68，155，700円 馬単： 27，144，300円 ワイド： 62，785，200円
3連複： 105，964，300円 3連単： 102，734，600円 計： 492，223，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 240円 � 530円 枠 連（5－7） 860円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，440円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 8，020円 3 連 単 ��� 23，630円

票 数

単勝票数 計 426774 的中 � 118820（1番人気）
複勝票数 計 697131 的中 � 155200（1番人気）� 70679（4番人気）� 26097（7番人気）
枠連票数 計 130491 的中 （5－7） 11665（3番人気）
馬連票数 計 681557 的中 �� 45169（3番人気）
馬単票数 計 271443 的中 �� 12573（3番人気）
ワイド票数 計 627852 的中 �� 34244（4番人気）�� 10909（14番人気）�� 5943（29番人気）
3連複票数 計1059643 的中 ��� 9900（21番人気）
3連単票数 計1027346 的中 ��� 3151（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．3―51．5―1：03．6―1：15．7―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バーナードループ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．12．14 中山2着

2017．5．17生 牡3黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 3戦2勝 賞金 15，200，000円
〔制裁〕 アイノア号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番）
※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。



05077 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

35 ヴィンクーロ 牝3黒鹿54 北村 宏司 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：51．4 2．7�
815 パ イ ネ 牝3黒鹿54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：51．5� 3．9�
48 ナンヨーショウエイ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 396± 01：51．92� 45．8�
816 コースタルチャート 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470＋ 61：52．11� 10．3�
611 ウインアルカンナ 牝3黒鹿54 原田 和真�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 444± 0 〃 ハナ 8．3	
714 スパイラルバンブー 牝3栗 54 江田 照男�ジェイアール 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 446± 01：52．41� 18．3

612 オメガレイスター 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗�桜井牧場 上原 博之 新冠 対馬 正 408－ 21：52．5� 109．1�
59 レットミーアウト 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 476＋101：52．6� 7．3�
24 ライクアジュエリー 牝3鹿 54 武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480 ―1：52．7� 41．4
12 バースデーギフト 牝3鹿 54 木幡 巧也小國 和紀氏 牧 光二 新冠 ハクツ牧場 416－ 21：53．01� 13．4�
47 リライトザスターズ 牝3芦 54 L．ヒューイットソン 飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 494＋ 41：53．1� 22．0�

（南ア）

11 ディープブルーム 牝3鹿 54 岩田 康誠横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 468 ―1：53．2� 46．5�
23 エンジェルエナ 牝3鹿 54 丸田 恭介桑畑 夏美氏 大竹 正博 浦河 成隆牧場 434 ―1：53．41� 99．2�
36 ボンヌシャンス 牝3黒鹿54 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 486＋ 41：53．6� 199．6�
713 タイドライン 牝3黒鹿54 田辺 裕信藤田 在子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 458－ 2 〃 クビ 151．4�
510 ガナドルメモリア 牝3栗 54 木幡 初也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B446－ 41：53．7� 371．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，764，200円 複勝： 55，962，700円 枠連： 12，877，000円
馬連： 62，555，500円 馬単： 27，929，100円 ワイド： 55，577，600円
3連複： 92，260，100円 3連単： 97，258，000円 計： 444，184，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 150円 � 550円 枠 連（3－8） 370円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，200円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 20，500円

票 数

単勝票数 計 397642 的中 � 117335（1番人気）
複勝票数 計 559627 的中 � 157675（1番人気）� 100678（2番人気）� 15945（9番人気）
枠連票数 計 128770 的中 （3－8） 26683（1番人気）
馬連票数 計 625555 的中 �� 80970（1番人気）
馬単票数 計 279291 的中 �� 23602（1番人気）
ワイド票数 計 555776 的中 �� 76638（1番人気）�� 5691（23番人気）�� 5006（26番人気）
3連複票数 計 922601 的中 ��� 10669（21番人気）
3連単票数 計 972580 的中 ��� 3438（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―38．0―50．8―1：03．0―1：15．4―1：27．7―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴィンクーロ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．12．14 中山2着

2017．5．10生 牝3黒鹿 母 ミッキーパール 母母 エヴリウィスパー 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 パイネ号の騎手三浦皇成は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・7番・6番）
※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 キタノエクセル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

05078 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第6競走 ��
��2，200�3歳未勝利

発走12時55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

59 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 508－ 42：15．5 5．8�

611 ベスビアナイト �3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500－14 〃 ハナ 19．4�
23 エルバルーチェ 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 448－ 22：15．71� 2．1�
713 シャドウワルツ 牡3黒鹿56 岩田 康誠飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 428－ 22：15．91	 5．5�
610 コスモレペティール 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 62：16．0クビ 12．3	
11 エドノフェリーチェ 牝3芦 54 石川裕紀人遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B446± 0 〃 ハナ 36．1

46 ベリンダアン 牝3青鹿54 池添 謙一 TURFレーシング 大竹 正博 むかわ 平岡牧場 418± 02：16．31
 9．3�
814 フェスティヴスーリ 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 466＋ 22：16．61
 293．7�
22 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 B484－ 4 〃 クビ 40．8
815 メ ン フ ィ ス 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 浦河 栄進牧場 462－ 2 〃 クビ 34．8�

（南ア）

35 シアンフィデール �3鹿 56 丸山 元気吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 504－102：17．34 10．8�
58 � セイウンソルジャー 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.
Hertrich III B510－ 22：17．72� 254．4�

712� アウティスタ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 University
of Kentucky 454－ 22：18．12� 113．5�

34 フィエールボス �3芦 56 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 元道牧場 452－ 22：18．41� 272．3�
47 シュラハトシップ 牡3鹿 56

54 △木幡 育也 �ダイヤモンドファーム 大江原 哲 日高 細川牧場 464－ 22：18．61� 472．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，043，800円 複勝： 45，761，200円 枠連： 8，318，500円
馬連： 55，436，700円 馬単： 24，418，400円 ワイド： 41，901，900円
3連複： 77，561，600円 3連単： 87，716，300円 計： 370，158，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 410円 � 120円 枠 連（5－6） 1，630円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 9，910円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 260円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 32，980円

票 数

単勝票数 計 290438 的中 � 39719（3番人気）
複勝票数 計 457612 的中 � 70755（2番人気）� 19334（7番人気）� 128015（1番人気）
枠連票数 計 83185 的中 （5－6） 3942（6番人気）
馬連票数 計 554367 的中 �� 6292（21番人気）
馬単票数 計 244184 的中 �� 1848（32番人気）
ワイド票数 計 419019 的中 �� 6061（19番人気）�� 47665（1番人気）�� 11378（10番人気）
3連複票数 計 775616 的中 ��� 16973（10番人気）
3連単票数 計 877163 的中 ��� 1928（106番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．1―12．3―12．4―12．4―12．4―11．8―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．5―36．6―48．9―1：01．3―1：13．7―1：26．1―1：37．9―1：50．2―2：02．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルクロンヌ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．12．15 中山6着

2017．3．4生 牡3鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 マイネルクロンヌ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 フィエールボス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年5月20日まで平地競走に出走でき

ない。
※エドノフェリーチェ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



05079 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第7競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時25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

816 エンパイアシュアー 牡4鹿 57 丸田 恭介�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 472－101：11．6 22．3�
11 オルダージュ 牡4黒鹿57 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 476－ 8 〃 クビ 4．1�
35 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± 01：11．7� 4．1�

（独）

510	 アースコレクション 牡7鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム尾関 知人 米
Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

524－ 61：11．8クビ 4．1�
59 ラ ヴ ノ ッ ト 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大 �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± 01：12．01
 141．1	

36 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± 01：12．1クビ 12．7


714 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 440＋10 〃 アタマ 7．9�
48 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 448＋ 81：12．2� 43．5�
612� デルマアンバリッド 牝4鹿 55 武藤 雅浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476－ 61：12．52 28．4
611 サンハンツビル 牝4黒鹿55 横山 和生 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 452＋ 61：12．6� 132．2�
47 � リ ゼ 牝4栗 55

53 △木幡 育也榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド B444＋ 2 〃 クビ 39．7�
24 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 480－ 41：12．7クビ 13．9�
23 ディアバビアナ 牝5栗 55 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 494－ 81：13．01� 64．8�
713� レッツゴーゲレイロ 5鹿 57 西田雄一郎西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 大林ファーム 442－ 91：13．53 175．9�
815 ジュンノサップ 牡4鹿 57 藤井勘一郎河合 純二氏 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 486＋ 2 〃 クビ 70．6�
12 ブルーアガヴェ 牡4黒鹿57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 462＋ 61：14．45 13．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，401，300円 複勝： 41，241，500円 枠連： 11，356，900円
馬連： 58，836，600円 馬単： 24，209，000円 ワイド： 43，615，600円
3連複： 85，514，100円 3連単： 93，762，600円 計： 387，937，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 460円 � 190円 � 180円 枠 連（1－8） 2，740円

馬 連 �� 5，090円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，740円 �� 430円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 69，010円

票 数

単勝票数 計 294013 的中 � 10537（8番人気）
複勝票数 計 412415 的中 � 18469（8番人気）� 59580（3番人気）� 67943（2番人気）
枠連票数 計 113569 的中 （1－8） 3209（12番人気）
馬連票数 計 588366 的中 �� 8958（18番人気）
馬単票数 計 242090 的中 �� 1646（41番人気）
ワイド票数 計 436156 的中 �� 6672（20番人気）�� 6129（21番人気）�� 28892（2番人気）
3連複票数 計 855141 的中 ��� 8076（24番人気）
3連単票数 計 937626 的中 ��� 985（218番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．9―12．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．5―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F38．0
3 ・（16，1）8（5，9，15）（6，12）3（2，7，10）14－11，4，13 4 ・（16，1）8（5，9）（3，15，12）（6，10）（7，14）2，11，4，13

勝馬の
紹 介

エンパイアシュアー �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．6．17 東京7着

2016．4．25生 牡4鹿 母 チェリーシェル 母母 キュートネスⅡ 16戦2勝 賞金 12，600，000円
〔制裁〕 エンパイアシュアー号の騎手丸田恭介は，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：15番・8

番）
※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。

05080 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第8競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬および�
3�増，J・GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード3：40．8良

11 メイショウダッサイ 牡7黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 512＋ 43：42．0 1．7�
56 メドウラーク 牡9鹿 60 北沢 伸也吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 512＋123：43．27 15．9�
813 ルペールノエル 牡10黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 520± 03：44．58 14．7�
33 コウキチョウサン 牡7鹿 60 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 464－ 63：44．6� 11．1�
22 � カポラヴォーロ 	5栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 494－103：45．13 42．7�

45 ディライトフル 	9鹿 60 白浜 雄造�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 23：45．41
 3．7	

68 コスモロブロイ 牡5青鹿60 草野 太郎岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 532＋123：45．82� 7．4

44 シゲルピーマン 	5鹿 60 小坂 忠士森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 466－ 43：45．9
 84．2�
710 トーヨーピース 牡6鹿 60 小野寺祐太中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B476± 03：47．07 216．8�
711 スリーミュージアム 牡7鹿 60 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 444－ 43：48．27 223．3
57 クラウンフレイム 	8鹿 60 難波 剛健�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 484－ 83：49．68 303．2�
69 � セガールフォンテン 牡10栗 60 上野 翔吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 508± 0 〃 同着 412．1�
812� ホリデーモード 	5黒鹿60 伴 啓太下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 480± 0 （競走中止） 174．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，001，700円 複勝： 69，164，800円 枠連： 8，264，400円
馬連： 45，033，400円 馬単： 26，780，100円 ワイド： 34，953，700円
3連複： 76，265，400円 3連単： 126，605，200円 計： 416，068，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 260円 � 210円 枠 連（1－5） 1，030円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 480円 �� 360円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 7，170円

票 数

単勝票数 計 290017 的中 � 133575（1番人気）
複勝票数 計 691648 的中 � 456899（1番人気）� 25747（6番人気）� 34526（4番人気）
枠連票数 計 82644 的中 （1－5） 6191（5番人気）
馬連票数 計 450334 的中 �� 33526（5番人気）
馬単票数 計 267801 的中 �� 13994（6番人気）
ワイド票数 計 349537 的中 �� 18839（6番人気）�� 26324（5番人気）�� 6339（15番人気）
3連複票数 計 762654 的中 ��� 23569（10番人気）
3連単票数 計1266052 的中 ��� 12786（23番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 53．0－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウダッサイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2015．9．27 阪神8着

2013．4．8生 牡7黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 障害：12戦5勝 賞金 133，606，000円
〔競走中止〕 ホリデーモード号は，10号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



05081 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第9競走 ��
��1，800�

い ち は ら

市 原 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 750，000
750，000

円
円

付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード
中央レコード

1：48．5
1：47．6

重
重

12 テ ィ タ ー ヌ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 458＋ 41：52．7 11．7�
48 � バスカヴィル 牡6鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

480＋ 41：53．01	 34．9�
24 アルーフクライ 牡6鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 ハナ 25．6�
11 ダイワドノヴァン 牡6黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B532＋ 21：53．1
 41．6�
35 ブラックヘイロー 牡4青鹿57 丸山 元気吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 498－10 〃 クビ 1．9	
47 モリトユウブ 牡5鹿 57 内田 博幸吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 502＋ 2 〃 同着 62．2

23 レトロフィット 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 484± 01：53．2クビ 11．3�
36 ネオブレイブ 牡4栗 57 柴田 善臣西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 512＋ 41：53．3
 30．1�
510 パイロキネシスト 牡8黒鹿57 横山 和生平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B498－ 21：53．61	 57．8
612 ハイアーグラウンド �6鹿 57 野中悠太郎小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 520± 0 〃 ハナ 15．0�
816 セイヴァリアント 牡4黒鹿57 吉田 豊金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 506＋ 61：53．81� 4．5�
59 キャベンディッシュ 牡5栗 57 菊沢 一樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 520＋ 41：54．12 23．9�
713 プライムコード 牡6栗 57 黛 弘人�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 498＋ 61：54．31 157．4�
611 グリニッジシチー �4栗 57 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 454－10 〃 クビ 33．0�
714 プエルタデルソル 牡6栗 57 M．デムーロ前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋101：54．51� 21．9�
815 マテリアルワールド 牡4鹿 57 木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 B522＋ 81：54．7	 134．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，347，800円 複勝： 68，049，200円 枠連： 17，157，600円
馬連： 108，522，200円 馬単： 40，092，000円 ワイド： 76，416，600円
3連複： 158，080，500円 3連単： 180，102，800円 計： 689，768，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 380円 � 1，150円 � 570円 枠 連（1－4） 9，590円

馬 連 �� 21，510円 馬 単 �� 31，090円

ワ イ ド �� 5，800円 �� 2，400円 �� 8，270円

3 連 複 ��� 107，880円 3 連 単 ��� 562，820円

票 数

単勝票数 計 413478 的中 � 28260（4番人気）
複勝票数 計 680492 的中 � 50330（5番人気）� 14493（13番人気）� 31359（6番人気）
枠連票数 計 171576 的中 （1－4） 1386（26番人気）
馬連票数 計1085222 的中 �� 3910（47番人気）
馬単票数 計 400920 的中 �� 967（70番人気）
ワイド票数 計 764166 的中 �� 3386（51番人気）�� 8334（27番人気）�� 2363（64番人気）
3連複票数 計1580805 的中 ��� 1099（200番人気）
3連単票数 計1801028 的中 ��� 232（1027番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．9―13．1―12．2―12．0―12．3―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．1―50．2―1：02．4―1：14．4―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テ ィ タ ー ヌ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．16 中山6着

2016．2．19生 牡4鹿 母 ヴァインバッハ 母母 ド メ ー ヌ 10戦3勝 賞金 30，285，000円
〔発走状況〕 グリニッジシチー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ブラックヘイロー号の騎手丸山元気は，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30，000円。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダイワインパルス号・ツブラナヒトミ号
（非抽選馬） 6頭 ギンゴー号・グラスボイジャー号・セイウンオフロード号・トーセンヴィータ号・ハシカミ号・ホウオウライジン号

05082 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第10競走 ��
��1，600�

まくはり

幕張ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

11 トーラスジェミニ 牡4鹿 57 田辺 裕信柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484－ 61：33．3 9．0�
814 ア ガ ラ ス 牡4青鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 クビ 4．7�
712 ロ ラ イ マ �7鹿 57 L．ヒューイットソン �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456－ 61：33．61	 35．0�

（南ア）

46 スマートエレメンツ 牡6鹿 57 柴田 善臣大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 518－ 81：33．7
 52．2�

34 ワールドヘリテージ 牡5鹿 57 横山 典弘谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 456＋ 41：33．8クビ 20．4�
610 スーパーブレイク 牡6黒鹿57 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 476－ 21：34．11	 7．4	
711 アバルラータ 牝6鹿 55 岩田 康誠安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 456＋ 41：34．31� 17．0

813 キングリッド 牡6鹿 57 津村 明秀吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 462＋12 〃 クビ 22．7�
33 レッドベルディエス 牝4鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460－ 21：34．4クビ 2．0
57 ソロフレーズ 牡5青鹿57 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 6 〃 クビ 70．0�
45 メイショウハニー 牝5黒鹿55 北村 宏司松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 426－ 41：34．61
 182．0�
22 カフジバンガード 牡5鹿 57 藤岡 佑介加藤 守氏 木原 一良 浦河 酒井牧場 478－ 8 〃 アタマ 18．9�
58 ウインゼノビア 牝4栗 55 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 478－ 4 〃 ハナ 54．8�
69 セイウンクールガイ 牡5栗 57 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B452－ 61：34．7
 180．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，970，200円 複勝： 74，320，700円 枠連： 19，370，500円
馬連： 118，482，000円 馬単： 45，996，400円 ワイド： 80，505，700円
3連複： 170，472，000円 3連単： 206，746，500円 計： 770，864，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 250円 � 200円 � 500円 枠 連（1－8） 1，870円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，260円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 18，960円 3 連 単 ��� 93，210円

票 数

単勝票数 計 549702 的中 � 48824（4番人気）
複勝票数 計 743207 的中 � 77448（4番人気）� 114945（2番人気）� 32518（8番人気）
枠連票数 計 193705 的中 （1－8） 8019（8番人気）
馬連票数 計1184820 的中 �� 38526（9番人気）
馬単票数 計 459964 的中 �� 6248（18番人気）
ワイド票数 計 805057 的中 �� 25724（8番人気）�� 6195（33番人気）�� 9461（26番人気）
3連複票数 計1704720 的中 ��� 6743（60番人気）
3連単票数 計2067465 的中 ��� 1608（285番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―10．9―11．3―11．7―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―34．9―45．8―57．1―1：08．8―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

トーラスジェミニ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．1 福島9着

2016．4．30生 牡4鹿 母 エリモエトワール 母母 ステラーオデッセイ 15戦4勝 賞金 50，755，000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。

１レース目 ３レース目



05083 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第11競走 ��
��1，800�第34回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，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
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

813 ア ブ レ イ ズ 牝3青鹿54 藤井勘一郎前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480＋ 41：48．2 79．3�

814 レッドルレーヴ 牝3鹿 54 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 446＋ 41：48．3	 8．6�
（南ア）

712 シーズンズギフト 牝3青鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 474－ 41：48．61
 3．5�
33 チェスナットドレス 牝3栗 54 石橋 脩東海林貴大氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 458－ 41：48．81� 39．6�
711 ク リ ス テ ィ 牝3芦 54 吉田 隼人薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 482＋ 2 〃 クビ 3．9	
69 ミ ア マ ン テ 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422± 01：49．01� 8．1

610 ポレンティア 牝3青鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 4 〃 アタマ 9．0�
46 キングスタイル 牝3黒鹿54 三浦 皇成廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 400－ 21：49．1クビ 48．7�
58 フラワリングナイト 牝3青鹿54 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：49．31� 20．5
45 ナリノクリスティー 牝3青鹿54 石川裕紀人成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 436－ 41：49．4
 13．2�
34 ア ミ ー ク ス 牝3鹿 54 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 450± 01：49．5	 79．5�
57 ショウナンハレルヤ 牝3鹿 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 450－ 61：49．92
 8．9�
11 エ ン ジ ョ イ 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 61：52．2大差 216．1�
22 � トリンカデイラ 牝3栗 54 坂井 瑠星ゴドルフィン 島 一歩 愛 Diomed Blood-

stock Ltd 430＋ 21：53．58 17．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 178，884，300円 複勝： 236，284，400円 枠連： 72，093，700円 馬連： 433，709，900円 馬単： 146，833，900円
ワイド： 296，768，700円 3連複： 725，858，900円 3連単： 888，734，500円 5重勝： 372，130，400円 計： 3，351，298，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，930円 複 勝 � 1，450円 � 290円 � 160円 枠 連（8－8） 21，370円

馬 連 �� 32，060円 馬 単 �� 78，940円

ワ イ ド �� 8，260円 �� 5，250円 �� 730円

3 連 複 ��� 32，610円 3 連 単 ��� 340，910円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 52，098，250円

票 数

単勝票数 計1788843 的中 � 18040（12番人気）
複勝票数 計2362844 的中 � 31544（13番人気）� 199188（5番人気）� 502449（1番人気）
枠連票数 計 720937 的中 （8－8） 2614（26番人気）
馬連票数 計4337099 的中 �� 11156（57番人気）
馬単票数 計1468339 的中 �� 1395（133番人気）
ワイド票数 計2967687 的中 �� 8944（62番人気）�� 14139（50番人気）�� 110711（7番人気）
3連複票数 計7258589 的中 ��� 16692（96番人気）
3連単票数 計8887345 的中 ��� 1890（805番人気）
5重勝票数 差引計3721304（返還計 77809） 的中 ����� 5

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．8―47．6―59．2―1：11．3―1：23．8―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9
1
3
5，13（11，12）2（7，10）－（1，14）3，4，9－8，6
5，13，11（2，7，12）10，14－（1，4）9（3，8）6

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

勝馬の
紹 介

ア ブ レ イ ズ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．2．2 京都1着

2017．4．18生 牝3青鹿 母 エ デ ィ ン 母母 ナインミューズ 2戦2勝 賞金 41，504，000円
〔制裁〕 トリンカデイラ号の騎手坂井瑠星は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

レッドルレーヴ号の騎手L．ヒューイットソンは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・9番）
※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。

05084 3月20日 晴 良 （2中山2） 第7日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）（500万円以下）

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

11 スズノアリュール 牡5鹿 57 津村 明秀新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 496－ 21：53．2 2．4�
89 トランスポーター 牡4芦 57 L．ヒューイットソン 安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 494＋ 21：53．3� 3．1�

（南ア）

77 � デ ス ト ロ イ 牡6栗 57 M．デムーロ諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B518－ 41：54．36 2．7�
55 キミワテンマ �5鹿 57 藤井勘一郎浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 494－ 81：55．15 18．5�
33 � 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 518－ 2 〃 ハナ 104．5�
88 キセキノカガヤキ 牝4黒鹿55 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 洞	湖 レイクヴィラファーム 452＋101：55．2
 26．3	
22 プログレスシチー �7鹿 57

55 ◇藤田菜七子 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 468－191：55．3クビ 27．4

44 ハ チ ヨ ウ 牡4鹿 57

55 △木幡 育也髙田 秀信氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム B492－141：55．72
 34．0�
66 � デルマエトワール 牝4芦 55 伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 488＋101：57．5大差 179．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 74，779，800円 複勝： 58，867，600円 枠連： 14，733，300円
馬連： 104，166，400円 馬単： 60，117，400円 ワイド： 69，109，900円
3連複： 154，210，900円 3連単： 342，305，100円 計： 878，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－8） 440円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 140円 �� 120円 �� 140円

3 連 複 ��� 180円 3 連 単 ��� 1，130円

票 数

単勝票数 計 747798 的中 � 242062（1番人気）
複勝票数 計 588676 的中 � 175486（2番人気）� 101840（3番人気）� 189408（1番人気）
枠連票数 計 147333 的中 （1－8） 25948（3番人気）
馬連票数 計1041664 的中 �� 194925（2番人気）
馬単票数 計 601174 的中 �� 57363（5番人気）
ワイド票数 計 691099 的中 �� 110583（3番人気）�� 158208（1番人気）�� 118957（2番人気）
3連複票数 計1542109 的中 ��� 633835（1番人気）
3連単票数 計3423051 的中 ��� 219576（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．0―50．8―1：02．9―1：15．1―1：27．4―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズノアリュール 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．1．14 京都6着

2015．3．4生 牡5鹿 母 アジアンプリンセス 母母 Golden Aster 23戦2勝 賞金 21，250，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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7日 3月20日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

252，120，000円
24，540，000円
2，090，000円
29，670，000円
74，875，500円
5，872，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
614，286，300円
881，329，800円
210，143，100円
1，233，004，500円
501，186，200円
912，511，600円
1，907，846，100円
2，406，773，400円
372，130，400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 9，039，211，400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7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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