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06025 3月6日 曇 稍重 （3中山2） 第3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

510 ラ レ イ ナ 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：56．7 4．4�
611 ペイシャクェーサー 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 462± 01：57．23 7．6�
47 ウィズザワールド 牝3栗 54 柴田 大知阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 466＋ 21：57．3� 2．2�
815 デルマフゲン 牝3栗 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B448－141：57．4� 20．0�
48 ゲームアプレット 牝3芦 54 嶋田 純次薗部 博之氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 448－ 61：58．14 97．4�
59 クアドリフォリオ 牝3黒鹿54 藤岡 康太	ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ B498± 01：58．31 42．2

714 テイエムユキマイ 牝3芦 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 熊谷 武 434± 0 〃 クビ 7．4�
11 ゼンダンツバキ 牝3黒鹿54 吉田 豊渡邊 善男氏 勢司 和浩 新冠 カミイスタット 450－ 4 〃 アタマ 162．2�
12 キャニオニング 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 430－ 61：58．51� 77．3
713 ウィンドスピナー 牝3鹿 54 石川裕紀人 �社台レースホース稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 424＋ 21：59．45 145．1�
36 エクラサンザレ 牝3芦 54

53 ☆富田 暁後藤 英成氏 菊川 正達 様似 中脇 一幸 438＋ 81：59．5� 33．2�
35 スズノアリー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介小紫 嘉之氏 深山 雅史 浦河 高村牧場 436－161：59．7� 140．8�
24 スワンダフル 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也下河邉 博氏 竹内 正洋 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 460 ― 〃 ハナ 136．6�

816 オリエンタルメラク 牝3鹿 54
51 ▲横山 琉人棚網 基己氏 大江原 哲 新冠 ムラカミファーム 426－ 2 〃 アタマ 36．7�

23 エコロマリン 牝3黒鹿54 横山 武史原村 正紀氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 02：00．12� 8．7�

612 スマイルチェンジ 牝3鹿 54 大野 拓弥石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 472＋ 62：00．41� 67．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，237，700円 複勝： 49，968，700円 枠連： 10，628，200円
馬連： 56，289，200円 馬単： 26，432，900円 ワイド： 51，851，000円
3連複： 84，623，200円 3連単： 94，434，500円 計： 406，465，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 170円 � 110円 枠 連（5－6） 1，490円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 660円 �� 300円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 322377 的中 � 58546（2番人気）
複勝票数 計 499687 的中 � 70752（2番人気）� 61948（3番人気）� 153451（1番人気）
枠連票数 計 106282 的中 （5－6） 5514（7番人気）
馬連票数 計 562892 的中 �� 22958（7番人気）
馬単票数 計 264329 的中 �� 6560（11番人気）
ワイド票数 計 518510 的中 �� 18053（8番人気）�� 46913（1番人気）�� 40163（2番人気）
3連複票数 計 846232 的中 ��� 49439（2番人気）
3連単票数 計 944345 的中 ��� 7852（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．9―51．3―1：04．2―1：16．8―1：29．8―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．9
1
3
3（15，7，10）12（5，8，16）（2，6，11）（1，13）（9，14）＝4・（3，15，7）10（5，8，11，12，16）（2，9，14）－（6，1，13）＝4

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

勝馬の
紹 介

ラ レ イ ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．12．6 中山6着

2018．2．19生 牝3鹿 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ウィンドスピナー号の騎手石川裕紀人は，競走当日の認定調整ルームからの移動に際し，競馬場への到着が遅れたことに

ついて戒告。
デルマフゲン号の騎手木幡巧也は，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：12番・11番・10番・8番）
ラレイナ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 カフェリリー号・パッドゥラパン号

06026 3月6日 曇 稍重 （3中山2） 第3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
1：08．5
1：08．5

重
重

59 トップオアシス 牡3黒鹿56 岩部 純二紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 436－ 21：13．0 21．9�
12 ガウナエルフリーデ 牝3栗 54 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 468－ 4 〃 クビ 4．7�
35 ソニックムーヴ 牡3黒鹿56 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮田 敬介 新ひだか 桜井牧場 490＋ 2 〃 ハナ 1．7�
815 マイブリュージュ 牝3鹿 54 三浦 皇成小関 昭次氏 池上 昌和 新ひだか 上村 清志 468－ 61：13．1クビ 10．3�
816 ラナチャンス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 480＋121：13．2� 23．2�
23 ブレーヴトライ 牡3芦 56 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋ 2 〃 クビ 16．5	
48 テイエムマルタン 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 482± 01：13．51� 132．4

714 ビヨンドザシーン 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 462－ 21：13．71 27．2�
510 スターオンステージ 牝3栗 54

51 ▲原 優介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 428－101：13．91� 138．8

612 ニシノメタル 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 西村牧場 422－ 61：14．0� 116．2�
11 エコロブラスト 牡3鹿 56 木幡 巧也原村 正紀氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム B504－ 21：14．1� 52．7�
24 ジオパークマグマ 牡3鹿 56 宮崎 北斗小関 勝紀氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 440－ 61：14．31� 332．8�
47 セ レ ー ジ ャ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B418－121：14．4� 249．8�
36 ハッピーミラクル 牝3黒鹿54 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B482－101：14．71� 259．1�
713 ヤマイチキャプテン 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 502＋ 41：14．8� 8．0�
611 ロックンハニー 牝3鹿 54 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 426－ 21：15．01� 444．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，195，400円 複勝： 87，769，100円 枠連： 11，994，100円
馬連： 57，904，600円 馬単： 32，978，200円 ワイド： 56，048，000円
3連複： 90，300，900円 3連単： 119，390，100円 計： 495，580，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 280円 � 140円 � 110円 枠 連（1－5） 3，990円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 12，520円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 560円 �� 200円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 28，150円

票 数

単勝票数 計 391954 的中 � 14307（6番人気）
複勝票数 計 877691 的中 � 31293（5番人気）� 106037（2番人気）� 497003（1番人気）
枠連票数 計 119941 的中 （1－5） 2328（11番人気）
馬連票数 計 579046 的中 �� 10589（13番人気）
馬単票数 計 329782 的中 �� 1975（30番人気）
ワイド票数 計 560480 的中 �� 11693（12番人気）�� 23051（6番人気）�� 88309（1番人気）
3連複票数 計 903009 的中 ��� 32737（5番人気）
3連単票数 計1193901 的中 ��� 3074（81番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．7―12．3―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―34．3―46．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップオアシス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ヨハネスブルグ デビュー 2021．2．14 東京5着

2018．2．18生 牡3黒鹿 母 レッドキャンティー 母母 ホリディオンワード 2戦1勝 賞金 5，700，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 アルファシャルマン号・ゲッレールト号・スズジャッカル号・タイセイラグーン号

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月6日 曇 稍重 （3中山2） 第3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

48 タマモヒップホップ 牡3鹿 56
53 ▲永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 534± 01：56．0 3．9�

23 タンジェントアーク 牡3黒鹿56 北村 宏司大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 434－101：56．85 21．8�

611 アスマスティーブ �3鹿 56 木幡 初也湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 448＋ 21：57．01� 284．0�
11 サンデイビス 牡3芦 56 江田 照男 �加藤ステーブル 小野 次郎 日高 株式会社

ケイズ 492± 01：57．1クビ 23．5�
36 スパラキシス 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 460± 01：57．31� 20．3�
612 スミソニアン 牡3黒鹿56 木幡 巧也中西 純穂氏 久保田貴士 日高 豊洋牧場 444－ 6 〃 クビ 2．7	
713 コ タ 牡3青鹿56 北村 友一小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B464± 01：57．51� 55．4

815 アウトストラーダ 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 496± 01：57．6アタマ 3．3�
59 ラロワイヤル 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 B518± 01：57．81� 62．5
816 ナリノヴィエンヌ 牡3鹿 56 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 530＋ 21：58．01� 9．4�
714 ベルシャダンディ 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 454－ 6 〃 クビ 78．6�
12 シーレカズマ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新冠 パカパカ
ファーム B482± 01：58．95 56．4�

35 ロ ト 牡3鹿 56
53 ▲原 優介小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 452－ 41：59．64 165．1�

24 バードハズフロウン 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 藤沢牧場 412＋ 22：00．23� 456．7�
47 セイカスタディオン �3芦 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 452－222：00．3� 103．9�
510 コウユーアオイソラ 牡3黒鹿56 伊藤 工真加治屋貞光氏 竹内 正洋 青森 太田ファーム 468 ―2：00．61� 117．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，433，500円 複勝： 42，070，700円 枠連： 11，990，800円
馬連： 54，872，500円 馬単： 24，235，200円 ワイド： 46，607，600円
3連複： 82，303，100円 3連単： 95，626，200円 計： 388，139，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 490円 � 3，420円 枠 連（2－4） 6，720円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 23，800円 �� 62，710円

3 連 複 ��� 360，970円 3 連 単 ��� 1，824，440円

票 数

単勝票数 計 304335 的中 � 61276（3番人気）
複勝票数 計 420707 的中 � 70576（3番人気）� 20979（7番人気）� 2602（13番人気）
枠連票数 計 119908 的中 （2－4） 1382（18番人気）
馬連票数 計 548725 的中 �� 8109（16番人気）
馬単票数 計 242352 的中 �� 1960（28番人気）
ワイド票数 計 466076 的中 �� 7158（16番人気）�� 499（72番人気）�� 189（99番人気）
3連複票数 計 823031 的中 ��� 171（251番人気）
3連単票数 計 956262 的中 ��� 38（1317番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．7―51．3―1：03．9―1：16．3―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4F52．1―3F39．7
1
3
8（9，16）（6，12，15）13，11，1，2，4，14，3－7－5＝10
8（9，16）（6，12，15）（11，13，1）－3（14，2）4＝（10，7）5

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

勝馬の
紹 介

タマモヒップホップ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．2．13 東京3着

2018．3．14生 牡3鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 2戦1勝 賞金 6，600，000円
※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 ハシュマル号

06028 3月6日 曇 稍重 （3中山2） 第3日 第4競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走11時40分 （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
1：08．5
1：08．5

重
重

11 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 56 津村 明秀平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 498＋ 21：11．4 3．4�
714 ノアヴィグラス 牝3栗 54 吉田 豊佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 460－ 41：12．03� 10．7�
510 セルフメイド 牡3栗 56 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 494＋121：12．1� 12．6�
612� マブストーク 牡3鹿 56 石川裕紀人マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 482－ 2 〃 クビ 94．9�
815 ジュラメント 牝3黒鹿54 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 428± 01：12．2クビ 133．6�
59 ニシノライトニング 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 480－ 2 〃 クビ 65．2�
24 ハイオプターレ 牡3栗 56 横山 武史ディアレストクラブ	 高木 登 新ひだか 千代田牧場 528＋ 41：12．3クビ 18．9

12 ジェイケイマクフィ 牝3鹿 54 勝浦 正樹小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 472－ 21：12．4� 258．5�
48 � リンカーンテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス	 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 470± 01：12．5� 3．7�

816 ナリノペッパー 牡3芦 56 三浦 皇成成塚 清志氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478－ 81：12．81� 5．4
47 スイートアリエス 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 454－ 41：12．9� 166．2�
611� リヴェルサス 牡3栗 56 武士沢友治伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 444± 01：13．0� 286．4�
713 プリティインピンク 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 410－ 41：13．1� 18．9�
23 ミ カ ン サ ン 牝3鹿 54 C．ルメール 是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 2 〃 アタマ 6．8�
36 ラストバリオン 牡3鹿 56 石橋 脩中辻 明氏 牧浦 充徳 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：13．73� 26．7�
35 サ ノ カ ポ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 426＋141：15．19 183．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，773，300円 複勝： 75，350，800円 枠連： 15，663，700円
馬連： 74，777，300円 馬単： 34，398，400円 ワイド： 71，499，400円
3連複： 117，167，900円 3連単： 124，946，200円 計： 564，577，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 330円 � 360円 枠 連（1－7） 1，000円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 660円 �� 670円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 20，850円

票 数

単勝票数 計 507733 的中 � 116400（1番人気）
複勝票数 計 753508 的中 � 143461（2番人気）� 53057（5番人気）� 47739（7番人気）
枠連票数 計 156637 的中 （1－7） 12036（4番人気）
馬連票数 計 747773 的中 �� 35811（4番人気）
馬単票数 計 343984 的中 �� 10577（6番人気）
ワイド票数 計 714994 的中 �� 28538（4番人気）�� 27901（5番人気）�� 9418（22番人気）
3連複票数 計1171679 的中 ��� 18502（15番人気）
3連単票数 計1249462 的中 ��� 4343（55番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．5―12．0―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．9―45．9―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．5
3 14（10，6，8）1，16（2，13）9，15，7，12（4，11）－5－3 4 14（1，10）（6，8）－（2，16）9（15，13）7（4，12）11－5，3

勝馬の
紹 介

ゲンパチフォルツァ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2021．1．9 中山1着

2018．4．16生 牡3鹿 母 アイラブリリ 母母 チーキーガールズ 4戦2勝 賞金 17，000，000円
〔制裁〕 ニシノライトニング号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16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） 4頭 アスカロン号・クリノザウルス号・パルデンス号・ファイアダンサー号



06029 3月6日 曇 稍重 （3中山2） 第3日 第5競走 ��1，600�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
1：30．3
1：30．3

良
良

611 ラ ン グ ロ ワ 牝3青鹿54 木幡 巧也ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 428＋101：36．1 9．7�
48 � コスモアディラート 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 豪 Mr G Harvey 464＋ 2 〃 アタマ 8．3�
815 ショウナンナビ 牝3栗 54 津村 明秀国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 496－101：36．42 42．9�
59 マイスターハント 牡3黒鹿56 丸田 恭介ライオンレースホース� 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド B504－ 41：36．5� 326．8�
816 カ ル タ ゴ 牝3青鹿54 田中 勝春	須野牧場 小島 茂之 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 442－10 〃 アタマ 34．1

24 シテフローラル 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 442± 01：36．6クビ 1．7�
35 ファントムルージュ 牝3鹿 54 横山 武史�Horse Net 萩原 清 日高 スマイルファーム 448± 01：36．81� 15．6�
47 マエストリーナ 牝3鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 408± 01：36．9� 86．3
11 テイエムユメノオー 牡3栗 56

55 ☆富田 暁竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 486－ 21：37．11� 244．6�

713 クッキートン 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 安惠氏 大和田 成 安平 追分ファーム 464＋221：37．41� 4．0�
36 ゲットバック 牡3鹿 56 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 452± 01：37．72 92．8�
612 ツクバエクレール 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也細谷 武史氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠伊藤牧場 B450－ 8 〃 ハナ 323．6�
12 サクラテーベ 牝3鹿 54 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 458 ―1：37．91� 62．5�
714 マナフォルトゥーナ 牝3鹿 54 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 41：38．0� 360．1�
23 プラージュプレミア 牝3黒鹿54 吉田 豊磯部 昌史氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 442 ―1：38．21� 180．7�
510 ライラテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 千歳 社台ファーム 520＋ 41：40．3大差 30．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，961，500円 複勝： 126，991，200円 枠連： 14，046，800円
馬連： 68，048，400円 馬単： 36，745，900円 ワイド： 58，101，000円
3連複： 94，173，200円 3連単： 137，391，600円 計： 581，459，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 430円 � 410円 � 1，460円 枠 連（4－6） 3，130円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，540円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 29，000円 3 連 単 ��� 173，830円

票 数

単勝票数 計 459615 的中 � 37737（4番人気）
複勝票数 計1269912 的中 � 80362（4番人気）� 86913（3番人気）� 20872（8番人気）
枠連票数 計 140468 的中 （4－6） 3469（10番人気）
馬連票数 計 680484 的中 �� 16024（10番人気）
馬単票数 計 367459 的中 �� 3748（22番人気）
ワイド票数 計 581010 的中 �� 18779（9番人気）�� 5783（24番人気）�� 3780（31番人気）
3連複票数 計 941732 的中 ��� 2435（62番人気）
3連単票数 計1373916 的中 ��� 573（341番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．6―48．9―1：01．0―1：12．8―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ラ ン グ ロ ワ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．9．20 中山2着

2018．4．10生 牝3青鹿 母 プランシングレディ 母母 コーディング 5戦1勝 賞金 10，220，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライラテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月6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。
（非当選馬） 2頭 ファビュラスノヴァ号・フォレスタ号

06030 3月6日 曇 稍重 （3中山2） 第3日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走13時05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
1：44．9
1：43．9

良
良

11 フ ァ ユ エ ン 牝3鹿 54 宮崎 北斗谷岡 毅氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡スタット 456＋ 41：49．6 7．8�
36 ガンバンテイン 牝3芦 54 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 61：49．91� 28．4�
35 ロジモーリス 牝3鹿 54 田辺 裕信久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486± 01：50．21� 4．7�
24 ホットポッド 牡3青 56

55 ☆木幡 育也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 438－ 21：50．3� 10．6�
47 ジュリエットパール 牝3青鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 酒井牧場 480＋101：50．51� 9．1�
12 アルマドラード 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 514＋121：50．6� 1．9	
816 ハ ナ ノ ミ チ 牝3鹿 54 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 444－ 61：50．7� 31．1

59 ジュエルシーカー 牝3黒鹿54 石川裕紀人�杵臼牧場 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 414 ―1：51．01� 65．4�
510 シックセーラー 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 418－ 61：51．1� 148．7

611 エイメイカカン 牝3黒鹿54 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 428± 0 〃 ハナ 40．0�

612 フェアメーゲン 牝3栗 54 柴田 大知 �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 418－101：51．31� 409．4�

48 ペルスネージュ 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 440－121：51．72� 15．1�
815 ジョブックルーチェ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 460＋ 21：52．12� 179．4�
713 アイスムーン 牝3鹿 54 野中悠太郎ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋141：52．2� 189．2�
714 デルマセンジュ 牝3鹿 54 田中 勝春浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 428－101：52．3クビ 292．7�
23 ウインマルシュ 牡3芦 56 伊藤 工真�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 480 ―1：53．910 197．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，300，500円 複勝： 61，992，900円 枠連： 15，212，400円
馬連： 67，090，100円 馬単： 35，219，700円 ワイド： 58，540，200円
3連複： 96，386，600円 3連単： 135，653，100円 計： 515，395，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 240円 � 430円 � 210円 枠 連（1－3） 350円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 14，920円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 670円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 11，140円 3 連 単 ��� 79，120円

票 数

単勝票数 計 453005 的中 � 46207（3番人気）
複勝票数 計 619929 的中 � 69656（3番人気）� 32101（7番人気）� 85702（2番人気）
枠連票数 計 152124 的中 （1－3） 33310（1番人気）
馬連票数 計 670901 的中 �� 6923（23番人気）
馬単票数 計 352197 的中 �� 1770（42番人気）
ワイド票数 計 585402 的中 �� 9115（19番人気）�� 23578（6番人気）�� 11393（15番人気）
3連複票数 計 963866 的中 ��� 6484（33番人気）
3連単票数 計1356531 的中 ��� 1243（218番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．1―12．2―11．9―11．8―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―36．9―49．1―1：01．0―1：12．8―1：25．0―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ユ エ ン �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．11．21 東京4着

2018．4．23生 牝3鹿 母 サクラパピルス 母母 サクラキャンドル 3戦1勝 賞金 6，970，000円
〔その他〕 アルマドラード号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインマルシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月6日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 アルマドラード号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月6日まで出走できない。



06031 3月6日 曇 稍重 （3中山2） 第3日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （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
1：08．5
1：08．5

重
重

35 コ ル ニ リ ア 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 458＋ 81：11．6 30．4�
612�� ベストマジック 牡5鹿 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

518＋121：11．81� 8．0�
47 � ラ キ ウ ラ 	5黒鹿57 丸山 元気�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 478± 01：12．33 16．2�
48 タマモキャペリン 牝5鹿 55 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 468－ 4 〃 クビ 36．5�
611 タイキスウォード 牡4栗 57

54 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 464＋ 81：12．4
 4．6	
23 ゴ ム マ リ 牝6黒鹿55 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 498＋14 〃 クビ 142．3

815 エリモグリッター 	4鹿 57 田辺 裕信山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 464＋ 81：12．5クビ 8．0�
713 コーリングローリー 牡4栗 57 柴田 善臣伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 456± 0 〃 ハナ 26．7�
36 � ジッピーレーサー 	4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 470＋ 21：12．92
 4．9
12 エ ル ピ ド 牡5青鹿57 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 472＋ 8 〃 ハナ 186．9�
510 ク ロ ッ チ 	4黒鹿57 木幡 巧也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 450± 01：13．0
 17．0�
816 ユヌエトワール 牝4黒鹿55 横山 典弘 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 416＋101：13．53 9．0�
24 エアダンルース 牡4栗 57 三浦 皇成 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 522＋141：13．6
 5．5�
59 デ ク ス タ ー 牡4栗 57 木幡 初也小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 472＋121：13．7
 41．7�
11 � スマートレジーナ 牝5鹿 55 江田 照男大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス

マート 452－ 81：14．02 42．6�
714� ロイヤルパープル 	4芦 57 西村 太一ゴドルフィン 加藤 征弘 英 Rabbah Blood-

stock Limited B496＋ 21：14．32 68．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，443，900円 複勝： 69，466，300円 枠連： 17，522，800円
馬連： 84，630，000円 馬単： 29，979，000円 ワイド： 72，673，600円
3連複： 123，257，100円 3連単： 121，928，300円 計： 557，901，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 560円 � 420円 � 540円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 14，860円 馬 単 �� 41，560円

ワ イ ド �� 5，030円 �� 3，950円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 57，340円 3 連 単 ��� 420，940円

票 数

単勝票数 計 384439 的中 � 10100（10番人気）
複勝票数 計 694663 的中 � 31791（9番人気）� 45699（6番人気）� 33532（7番人気）
枠連票数 計 175228 的中 （3－6） 20910（1番人気）
馬連票数 計 846300 的中 �� 4413（45番人気）
馬単票数 計 299790 的中 �� 541（120番人気）
ワイド票数 計 726736 的中 �� 3700（55番人気）�� 4731（45番人気）�� 7905（29番人気）
3連複票数 計1232571 的中 ��� 1612（171番人気）
3連単票数 計1219283 的中 ��� 210（1146番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．1―12．1―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．9―46．0―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ル ニ リ ア �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2019．8．11 新潟13着

2017．5．6生 牡4鹿 母 ミ ナ レ ッ ト 母母 ノ ワ ゼ ッ ト 11戦2勝 賞金 14，770，000円
※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 ペイシャリルキス号

06032 3月6日 晴 稍重 （3中山2） 第3日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

36 アオイクレアトール 牡4芦 57 C．ルメール 新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484－ 21：34．7 1．5�
47 ヴィンクーロ 牝4黒鹿55 田辺 裕信 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422－ 81：34．8� 6．3�
815 レッドラルジュ 牝4黒鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 480－ 61：35．01� 15．9�
12 ジーナスイート 牝6芦 55 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 15．5�
816 デルニエエトワール 牝4青鹿55 三浦 皇成�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 482－ 61：35．1� 34．5	
713 グランエクセレント 牡4鹿 57 柴田 善臣田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 512＋ 61：35．41� 24．5

11 アイワナビリーヴ 牝5黒鹿55 北村 友一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 ハナ 10．6�
714 アドマイヤチャチャ 牝4青 55 勝浦 正樹近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B454＋ 2 〃 アタマ 68．7�
24 � クィーンビー 牝8鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 512＋ 2 〃 クビ 288．3
611 ピ ン シ ェ ル 牡5鹿 57 横山 典弘岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞	湖 レイクヴィラファーム 520－ 21：35．5� 21．2�
510� カンパーニャ 牡5栗 57

54 ▲原 優介村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B460－ 41：35．6クビ 53．4�
48 エンジェルサークル 牝4黒鹿55 横山 武史吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 446－ 41：35．7
 23．6�
612 コスモスタック 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 456－ 41：35．8クビ 112．6�
59 レディードリー 牝5青鹿55 木幡 巧也小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 452＋ 41：35．9
 86．9�
35 リヴァージュ 牝4鹿 55 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 クビ 125．8�
23 � ラブインブルーム 牝5青鹿 55

52 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 434± 01：36．43 193．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，575，800円 複勝： 165，388，300円 枠連： 17，852，200円
馬連： 77，955，500円 馬単： 44，312，200円 ワイド： 70，523，100円
3連複： 118，579，100円 3連単： 177，864，600円 計： 716，050，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 270円 枠 連（3－4） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 190円 �� 460円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 3，490円

票 数

単勝票数 計 435758 的中 � 223905（1番人気）
複勝票数 計1653883 的中 � 1156544（1番人気）� 134786（2番人気）� 44435（5番人気）
枠連票数 計 178522 的中 （3－4） 39001（1番人気）
馬連票数 計 779555 的中 �� 156450（1番人気）
馬単票数 計 443122 的中 �� 71867（1番人気）
ワイド票数 計 705231 的中 �� 114987（1番人気）�� 36142（4番人気）�� 15595（11番人気）
3連複票数 計1185791 的中 ��� 53268（3番人気）
3連単票数 計1778646 的中 ��� 36846（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―46．9―58．6―1：10．3―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アオイクレアトール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．26 東京1着

2017．5．28生 牡4芦 母 ハイエストホワイト 母母 ア ド マ イ ス 8戦2勝 賞金 35，408，000円



06033 3月6日 晴 稍重 （3中山2） 第3日 第9競走 ��2，500�
い た こ

潮 来 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，2．3．7以降3．2．28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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

69 フィリオアレグロ 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B486－ 22：34．5 1．9�
56 エドノフェリーチェ 牝4芦 52 藤岡 康太遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B446－ 62：34．71� 21．3�
710� ア ス テ ィ �5栗 54 江田 照男山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 428－ 62：34．8� 65．5�
44 マイネルステレール 牡5鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 22：35．01� 35．4�
11 ル タ ン ブ ル 牝5黒鹿53 吉田 豊杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 464＋ 42：35．21	 24．6	
68 ク ロ ス セ ル 牝4鹿 53 横山 武史�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 524－102：35．3� 3．0

813 ワンダーコノシュア 牡5黒鹿53 木幡 巧也山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 494－ 22：35．4クビ 64．6�
45 ピースディオン 牡4鹿 54 柴田 善臣久米田正平氏 大竹 正博 新冠 秋田牧場 498＋ 42：35．82	 10．7�
33 ネ ガ イ 牝5鹿 53 津村 明秀石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 462＋ 42：36．11� 13．6
22 マ ス ラ オ �7栗 53 伊藤 工真 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 B464＋ 62：36．52	 114．8�
812 ナオミラフィネ 牝4栗 53 北村 友一塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452－ 82：37．56 16．5�
57 サイモンサーマル �6鹿 50 原 優介澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 492－ 22：38．03 293．0�
711 コンドゥクシオン 牡4栗 53 石川裕紀人吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 514＋ 22：39．8大差 50．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，396，900円 複勝： 73，365，300円 枠連： 18，761，600円
馬連： 88，164，800円 馬単： 42，660，600円 ワイド： 72，643，700円
3連複： 135，774，200円 3連単： 189，928，800円 計： 665，695，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 380円 � 980円 枠 連（5－6） 1，160円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，390円 �� 7，300円

3 連 複 ��� 23，890円 3 連 単 ��� 64，220円

票 数

単勝票数 計 443969 的中 � 184164（1番人気）
複勝票数 計 733653 的中 � 236221（1番人気）� 39231（6番人気）� 13072（9番人気）
枠連票数 計 187616 的中 （5－6） 12491（5番人気）
馬連票数 計 881648 的中 �� 36184（7番人気）
馬単票数 計 426606 的中 �� 13751（6番人気）
ワイド票数 計 726437 的中 �� 25038（8番人気）�� 7709（24番人気）�� 2471（43番人気）
3連複票数 計1357742 的中 ��� 4262（59番人気）
3連単票数 計1899288 的中 ��� 2144（164番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．6―30．5―42．8―55．6―1：08．5―1：21．4―1：33．9―1：46．0―1：58．0―2：09．8―2：21．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィリオアレグロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rossini デビュー 2019．10．19 東京1着

2017．2．6生 牡4鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 7戦3勝 賞金 56，618，000円
〔発走状況〕 エドノフェリーチェ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コンドゥクシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月6日まで平地競走

に出走できない。

06034 3月6日 晴 稍重 （3中山2） 第3日 第10競走 ��1，800�
か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，2．3．7以降3．2．28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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

510 ラ ス ト マ ン 牡4栗 55 石橋 脩堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 474－ 41：52．8 8．8�
611 テリオスベル 牝4黒鹿52 江田 照男鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B432－ 21：53．43� 10．9�
36 ゲンパチルシファー 牡5鹿 56 大野 拓弥平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 518＋ 41：53．72 13．6�
713 ヴィーヴァバッカス 牡6栗 54 丸田 恭介芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 476± 01：53．91� 72．6�
35 リフトトゥヘヴン 牡7鹿 54 富田 暁丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488± 01：54．0� 38．8�
23 フラワーストリーム �6鹿 53 野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B466－ 41：54．1� 191．6�
48 エコロドリーム 牡5栗 54 勝浦 正樹原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 476－ 2 〃 ハナ 148．6	
816 パ レ ニ ア 牝5鹿 52 木幡 育也今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 506＋ 61：54．2アタマ 81．1

11 フィールザファラオ 牡6黒鹿55 柴田 善臣櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 476＋ 4 〃 クビ 16．0�
815 ジュンスターホース 牡7栗 54 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B482－ 21：54．3クビ 33．6�
59 エ ス ト 牝5鹿 52 北村 友一大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：54．4� 53．9
612 オーケストラ �6鹿 57 木幡 巧也原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B500＋ 61：54．6� 11．0�
714 ヴァイトブリック 牡5青鹿55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 506± 01：54．7� 7．4�
24 ニーズヘッグ 牝4鹿 53 横山 典弘 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 490＋101：55．76 3．4�
47 デッドアヘッド �5鹿 55 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 41：55．8� 7．3�
12 クレッセントムーン 牡5栗 55 横山 武史 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B512± 01：56．65 6．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，955，900円 複勝： 86，829，300円 枠連： 25，925，200円
馬連： 150，920，200円 馬単： 49，122，300円 ワイド： 105，311，700円
3連複： 215，504，700円 3連単： 215，064，400円 計： 905，633，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 260円 � 420円 � 400円 枠 連（5－6） 1，600円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 12，130円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，460円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 30，810円 3 連 単 ��� 171，710円

票 数

単勝票数 計 569559 的中 � 51359（5番人気）
複勝票数 計 868293 的中 � 96004（3番人気）� 51961（8番人気）� 55037（7番人気）
枠連票数 計 259252 的中 （5－6） 12509（6番人気）
馬連票数 計1509202 的中 �� 19467（27番人気）
馬単票数 計 491223 的中 �� 3035（57番人気）
ワイド票数 計1053117 的中 �� 15449（26番人気）�� 18847（19番人気）�� 7285（45番人気）
3連複票数 計2155047 的中 ��� 5245（107番人気）
3連単票数 計2150644 的中 ��� 908（590番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．0―49．5―1：01．4―1：13．5―1：26．1―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ス ト マ ン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トワイニング デビュー 2020．3．21 中山2着

2017．3．18生 牡4栗 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 10戦4勝 賞金 57，141，000円
※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 キャンディスイート号・タマモサンシーロ号・デルマオニキス号・ペイシャエヴァー号・ラージヒル号



06035 3月6日 晴 稍重 （3中山2） 第3日 第11競走 ��
��1，200�第16回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，2．3．7以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1
着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，2．3．6以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

48 コントラチェック 牝5黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：08．4 33．4�
23 カ レ ン モ エ 牝5芦 54 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 ハナ 2．4�
24 ビ ア ン フ ェ �4鹿 56 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 548－121：08．61	 15．0�
36 
 ヒロイックアゲン 牝7黒鹿54 石橋 脩浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 494＋ 81：08．7アタマ 65．5�
47 カイザーミノル 牡5鹿 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B468＋ 6 〃 アタマ 13．7�
815 ダイメイフジ 牡7鹿 56 田辺 裕信宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 522－ 21：08．8クビ 22．4	
510 ヴェスターヴァルト 牡4鹿 56 富田 暁 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 28．7

816 ラヴィングアンサー 牡7鹿 56 勝浦 正樹江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 500－ 61：08．9クビ 15．0�
611 アストラエンブレム �8鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 486＋101：09．0� 25．3�
35 ア ン ヴ ァ ル 牝6鹿 54 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 2 〃 アタマ 40．1
714 アイラブテーラー 牝5黒鹿54 横山 武史中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 440－ 8 〃 クビ 22．4�
713 アウィルアウェイ 牝5鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476－12 〃 アタマ 13．8�
12 アルピニズム 牡4鹿 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 ハナ 3．4�
612 キングハート 牡8鹿 56 木幡 巧也増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 奥山 博 502－101：09．21	 168．7�
59 エイティーンガール 牝5青鹿54 大野 拓弥中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 450－ 41：09．3� 36．1�
11 � ナリタスターワン 牡9鹿 56 笹川 翼前田 敏文氏 野口 寛仁 千歳 社台ファーム B462－121：11．8大差 406．5�

（浦和） （大井）

（16頭）

売 得 金
単勝： 174，772，100円 複勝： 249，658，300円 枠連： 84，838，200円
馬連： 501，757，500円 馬単： 179，930，100円 ワイド： 375，349，300円
3連複： 1，015，877，200円 3連単： 1，120，777，100円 計： 3，702，959，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，340円 複 勝 � 530円 � 120円 � 420円 枠 連（2－4） 1，360円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 16，050円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 6，820円 �� 880円

3 連 複 ��� 18，650円 3 連 単 ��� 168，680円

票 数

単勝票数 計1747721 的中 � 41831（11番人気）
複勝票数 計2496583 的中 � 87849（11番人気）� 805278（1番人気）� 116345（7番人気）
枠連票数 計 848382 的中 （2－4） 48170（4番人気）
馬連票数 計5017575 的中 �� 85328（16番人気）
馬単票数 計1799301 的中 �� 8404（46番人気）
ワイド票数 計3753493 的中 �� 55904（19番人気）�� 13671（71番人気）�� 113740（6番人気）
3連複票数 計10158772 的中 ��� 40842（67番人気）
3連単票数 計11207771 的中 ��� 4817（531番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―11．4―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．1―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．7
3 4－（3，8）7（6，15）（2，5，10）12，11，16，9（1，13）14 4 4－（3，8）（7，15）6（2，10）12（5，11，16）（14，9，13）－1

勝馬の
紹 介

コントラチェック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Halling デビュー 2018．7．8 函館3着

2016．4．1生 牝5黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 15戦5勝 賞金 134，728，000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 グルーヴィット号・スギノヴォルケーノ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりコントラチェック号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

06036 3月6日 晴 稍重 （3中山2） 第3日 第12競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 ファイアランス 牡4鹿 57 石橋 脩ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496± 01：53．4 4．8�

46 カフェスペランツァ 牡4鹿 57 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 514－101：54．35 2．2�
610 ホウオウトゥルース �5栗 57 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472－ 2 〃 アタマ 13．4�
712 インナーアリュール 牡4鹿 57

54 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 476－ 21：54．72� 11．4�
22 � ヤークトボマー 牡5栗 57 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム B476＋ 81：54．8� 89．2�
713 エンドーツダ 牝5鹿 55 丸山 元気望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 456－ 21：54．9� 27．0�
815 ベルジュネス �5鹿 57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B470＋101：55．0� 10．6	
814 ペイシャムートン 牡5青鹿57 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 532－ 41：55．2� 46．3

11 グレンマクナス 牡7鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 526－ 61：55．3� 22．9�
35 コスモハヤテ 牡5青 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム B488＋10 〃 ハナ 112．6
34 ダイワドノヴァン �7黒鹿57 横山 武史大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B534＋ 21：55．5� 10．8�
58 � ヴ ィ ー ダ �6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＋ 41：55．6� 14．6�
47 � チェリートリトン 牡7芦 57 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 510＋ 81：56．23� 53．8�
611 ブリッツェンシチー 牡5鹿 57 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 542＋101：56．83� 34．7�
59 ビップデヴィット 牡6栗 57 石川裕紀人鈴木 邦英氏 宮田 敬介 平取 坂東牧場 502－121：57．65 89．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 81，788，700円 複勝： 125，433，900円 枠連： 36，101，700円
馬連： 193，674，400円 馬単： 75，578，200円 ワイド： 163，630，100円
3連複： 312，855，500円 3連単： 361，945，600円 計： 1，351，008，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 130円 � 260円 枠 連（2－4） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，150円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 9，640円

票 数

単勝票数 計 817887 的中 � 134523（2番人気）
複勝票数 計1254339 的中 � 187680（2番人気）� 338932（1番人気）� 91381（6番人気）
枠連票数 計 361017 的中 （2－4） 54508（1番人気）
馬連票数 計1936744 的中 �� 278293（1番人気）
馬単票数 計 755782 的中 �� 49738（2番人気）
ワイド票数 計1636301 的中 �� 171270（1番人気）�� 32526（13番人気）�� 73462（4番人気）
3連複票数 計3128555 的中 ��� 99988（3番人気）
3連単票数 計3619456 的中 ��� 27216（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．1―51．4―1：04．2―1：16．0―1：28．0―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファイアランス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．12．21 中山2着

2017．3．16生 牡4鹿 母 ギフトオブソング 母母 Quality Gift 8戦3勝 賞金 34，200，000円
〔制裁〕 エンドーツダ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



（3中山2）第3日 3月6日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 188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

252，470，000円
8，210，000円
27，470，000円
1，720，000円
30，120，000円
78，552，000円
5，442，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
683，835，200円
1，214，284，800円
280，537，700円
1，476，084，500円
611，592，700円
1，202，778，700円
2，486，802，700円
2，894，950，500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 10，850，866，800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3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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