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06037 3月7日 曇 稍重 （3中山2） 第4日 第1競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

510 ミヤコノアカリ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 430± 01：13．0 3．9�
23 ユメノシラベ 牝3栗 54 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490－ 41：13．53 6．5�
24 ティプシーワールド 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 438＋ 41：13．6クビ 13．3�
714 ロングジャーニー 牝3栗 54 津村 明秀密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 448－ 2 〃 ハナ 5．1�
59 ピットフォル 牝3栗 54

53 ☆木幡 育也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 460± 0 〃 アタマ 98．2�
48 キ ラ メ キ 牝3栗 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社

大原ファーム 484＋ 41：13．7� 5．5	
612 ワールドクルーズ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 和田 雄二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 61：13．8� 16．9

47 モーニングアップ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：14．33 219．0�
11 ショウナンアドール 牝3鹿 54 横山 武史国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム B456－ 2 〃 アタマ 5．5�
35 アオイフェリーチェ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗鈴木 照雄氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 444± 01：14．72� 109．4
815 ココリカレドニアン 牝3栗 54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか タガミファーム 412＋ 81：14．91 150．6�
816 アオイナギサ 牝3鹿 54 木幡 巧也�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 442＋ 2 〃 ハナ 280．0�
713 トーセンローラ 牝3栗 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 408－161：15．0� 48．0�
36 エーアイダンサー 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 432－ 81：15．21 10．4�
611 サンラクロス 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �加藤ステーブル 本間 忍 日高 厚賀古川牧場 428－ 61：15．52 540．4�
12 レ ビ ジ ュ ー 牝3青鹿54 石川裕紀人�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋101：16．45 181．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，260，700円 複勝： 71，908，200円 枠連： 14，347，300円
馬連： 89，151，300円 馬単： 34，169，000円 ワイド： 72，240，800円
3連複： 131，833，400円 3連単： 133，883，700円 計： 592，794，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 230円 � 300円 枠 連（2－5） 920円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，620円 �� 900円

3 連 複 ��� 8，820円 3 連 単 ��� 32，700円

票 数

単勝票数 計 452607 的中 � 91738（1番人気）
複勝票数 計 719082 的中 � 114392（2番人気）� 79094（4番人気）� 56408（7番人気）
枠連票数 計 143473 的中 （2－5） 12027（1番人気）
馬連票数 計 891513 的中 �� 34775（9番人気）
馬単票数 計 341690 的中 �� 8550（9番人気）
ワイド票数 計 722408 的中 �� 24005（9番人気）�� 11127（25番人気）�� 20759（14番人気）
3連複票数 計1318334 的中 ��� 11207（39番人気）
3連単票数 計1338837 的中 ��� 2968（143番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―12．3―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―46．8―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤコノアカリ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Chief Seattle デビュー 2021．1．11 中山2着

2018．4．17生 牝3鹿 母 エビスオール 母母 Auction Cat 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 ロングジャーニー号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

06038 3月7日 曇 稍重 （3中山2） 第4日 第2競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 ハイエストピーク 牡3鹿 56 田辺 裕信村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 476－181：56．8 8．2�
815 ウインザナドゥ 牡3栗 56 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 21：57．12 3．3�
48 リズムオブザナイト 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 480± 01：57．2クビ 4．4�
12 アナザーヴィータ 牡3栗 56 柴田 大知 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム B482＋ 2 〃 クビ 43．1�
713 ディヴァインゲート 牡3鹿 56 川田 将雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 480－ 41：57．3クビ 2．9	
47 パ ノ テ ィ ア 牡3黒鹿56 大野 拓弥野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 2 〃 クビ 9．4

816 フ レ ー ゲ ル 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 478－ 61：58．04 88．5�
612 プレイマウント 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 クビ 100．3�
714 メタモルフォシス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 434－ 61：58．21� 202．6
35 イ ポ ラ ニ 牝3鹿 54 木幡 巧也国田 正忠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 484＋101：58．3クビ 84．5�
36 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 江田 照男�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 434－101：58．51� 14．1�
510 アームストロング 牡3黒鹿56 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 494＋ 22：00．4大差 332．5�
611 ホワイトハウス �3芦 56 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B432－ 6 〃 ハナ 386．7�
11 ダ ヴ ィ ン チ 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人�シンユウ企画 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 542－ 4 〃 ハナ 73．0�
24 オオモリクン �3黒鹿56 嘉藤 貴行友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 424± 02：04．3大差 411．5�
59 テイエムヒカルオー 牡3栗 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 528 ― （競走中止） 187．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，320，700円 複勝： 58，052，000円 枠連： 12，724，200円
馬連： 70，732，800円 馬単： 31，028，800円 ワイド： 58，878，100円
3連複： 103，292，800円 3連単： 118，620，500円 計： 496，649，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 210円 � 160円 � 160円 枠 連（2－8） 1，370円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 580円 �� 620円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 14，250円

票 数

単勝票数 計 433207 的中 � 41855（4番人気）
複勝票数 計 580520 的中 � 63165（4番人気）� 99081（3番人気）� 103748（2番人気）
枠連票数 計 127242 的中 （2－8） 7170（6番人気）
馬連票数 計 707328 的中 �� 35302（6番人気）
馬単票数 計 310288 的中 �� 6530（18番人気）
ワイド票数 計 588781 的中 �� 25221（7番人気）�� 23335（8番人気）�� 41245（3番人気）
3連複票数 計1032928 的中 ��� 42706（6番人気）
3連単票数 計1186205 的中 ��� 6032（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．6―51．2―1：04．5―1：17．3―1：30．3―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハイエストピーク �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．12．20 中山2着

2018．4．14生 牡3鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走中止〕 テイエムヒカルオー号は，4コーナーで急に外側に逃避し，最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 フレーゲル号の騎手小林脩斗は，後検量について注意義務を怠り戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムヒカルオー号は，令和3年3月8日から令和3年3月28日まで出走停止。停止期間の満了後

に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オオモリクン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月7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。
（非抽選馬） 1頭 モーティヴフォース号

第２回 中山競馬 第４日



06039 3月7日 曇 稍重 （3中山2） 第4日 第3競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

47 トランザクト 牡3鹿 56 川田 将雅�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B506－ 21：12．2 3．0�
36 イルクオーレ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 506＋ 21：12．41� 2．1�
611 キュムロンニンバス 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 492＋221：12．6� 21．2�
713 スマイルハライト 牝3栗 54 大野 拓弥松野 真一氏 松山 将樹 浦河 横山 浩司 428－ 61：13．66 40．4�
510 フジグランツ 牝3鹿 54 柴田 善臣荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 436－ 4 〃 クビ 125．9	
59 ラシャトレーン 牝3黒鹿54 吉田 豊加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 460－ 81：13．91� 131．3

815 ヴィットリオーザ 牡3鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 490－ 61：14．0� 118．1�
612 イ デ ィ オ ム 牡3栗 56 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 478－ 41：14．1� 5．8�
816 タイガースネーク 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 472－ 21：14．31� 8．1
24 プリオールトップ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 422－ 81：14．5� 281．7�
714 メジャーアゲン 牝3栗 54 野中悠太郎浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 446－ 6 〃 クビ 29．8�
23 シゲルカチョウホサ 牝3鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか グローリーファーム 474－ 41：14．92 62．6�
35 フォトンストリーム 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗幡 有氏 浅野洋一郎 日高 増尾牧場 408＋ 6 〃 クビ 550．4�
11 アイフレンズ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452＋121：15．21� 390．2�
12 タカイチラブ 牡3青鹿56 伊藤 工真髙橋 一郎氏 勢司 和浩 新冠 シンユウフアーム 492＋ 41：15．3� 228．0�
48 サンナッチェズ 牝3栗 54 田辺 裕信 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか グランド牧場 410－14 〃 アタマ 104．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，241，100円 複勝： 57，328，400円 枠連： 14，453，000円
馬連： 75，479，300円 馬単： 36，328，800円 ワイド： 58，365，700円
3連複： 113，503，900円 3連単： 146，043，600円 計： 547，743，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 290円 枠 連（3－4） 330円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 170円 �� 820円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 462411 的中 � 123173（2番人気）
複勝票数 計 573284 的中 � 118150（2番人気）� 214693（1番人気）� 26948（5番人気）
枠連票数 計 144530 的中 （3－4） 33496（1番人気）
馬連票数 計 754793 的中 �� 191539（1番人気）
馬単票数 計 363288 的中 �� 38264（2番人気）
ワイド票数 計 583657 的中 �� 119605（1番人気）�� 14917（11番人気）�� 17438（9番人気）
3連複票数 計1135039 的中 ��� 45696（6番人気）
3連単票数 計1460436 的中 ��� 16668（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．4―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トランザクト �
�
父 トランセンド �

�
母父 トーホウエンペラー デビュー 2020．7．4 福島3着

2018．3．31生 牡3鹿 母 トーホウロサード 母母 ティアドロップス 8戦1勝 賞金 11，550，000円
※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） 7頭 キタノフェスタ号・ゲツレンカ号・タツセンジンムソウ号・トライアンドゴール号・ブレッシングライト号・

リュヌダムール号・レゾンデートル号
（非抽選馬） 2頭 ヴィントラオフ号・セイウンオードリー号

06040 3月7日 曇 稍重 （3中山2） 第4日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11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
1：48．5
1：47．6

重
重

714 インヴァリアンス 牡3栗 56 M．デムーロ�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 476－ 41：57．1 2．1�
48 ジ ョ ッ ト 牡3鹿 56 野中悠太郎海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 41：57．52� 24．9�
23 アポログランツ 牡3栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 492－ 41：58．24 4．2�
713� エリーテソーロ 牝3栗 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Clarkland
Farm LLC 496± 01：58．3クビ 8．4�

36 セ ン ナ リ �3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 474－ 81：59．15 66．3	
510 ジェイエルブリッジ 牡3芦 56 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 454－ 41：59．63 12．9

612 コスモノート 牡3鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 21：59．7クビ 4．8�
815 トウキョウスター 牡3芦 56 木幡 巧也坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 484＋122：00．23 34．7�
11 エクスカリバー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 464＋ 82：00．41� 292．3
35 � コスモザウル 牡3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新 G Harvey 470＋ 22：00．61� 55．5�
59 ラグナキリア 牡3鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 540－ 62：00．7クビ 30．2�
611 グラスミリオン �3黒鹿56 嶋田 純次半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 466＋ 42：01．23 411．5�
47 ペイシャスカイ 牡3黒鹿56 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 様似 髙村 伸一 494＋ 22：01．83� 430．5�
12 シルバーコレクター 牝3芦 54 木幡 初也�GET NEXT 武市 康男 新冠 高瀬牧場 462－ 82：02．22� 199．6�
816 アレッタジェロディ 牡3栗 56 嘉藤 貴行西森 功氏 清水 英克 新冠 隆栄牧場 B458－ 42：03．68 491．0�
24 クラフトマンシチー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 456＋142：22．6大差 128．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，005，600円 複勝： 58，511，600円 枠連： 14，594，100円
馬連： 71，162，500円 馬単： 32，567，100円 ワイド： 59，143，300円
3連複： 104，312，100円 3連単： 127，788，200円 計： 509，084，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 340円 � 140円 枠 連（4－7） 1，260円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 700円 �� 230円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 11，170円

票 数

単勝票数 計 410056 的中 � 149236（1番人気）
複勝票数 計 585116 的中 � 152785（1番人気）� 28881（6番人気）� 121518（2番人気）
枠連票数 計 145941 的中 （4－7） 8920（5番人気）
馬連票数 計 711625 的中 �� 32263（7番人気）
馬単票数 計 325671 的中 �� 10247（9番人気）
ワイド票数 計 591433 的中 �� 19871（9番人気）�� 78845（1番人気）�� 12935（13番人気）
3連複票数 計1043121 的中 ��� 31775（7番人気）
3連単票数 計1277882 的中 ��� 8293（32番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．5―14．3―12．8―12．6―12．6―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．4―52．7―1：05．5―1：18．1―1：30．7―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

インヴァリアンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tamayuz デビュー 2020．6．27 東京12着

2018．3．31生 牡3栗 母 タ マ ユ ラ 母母 Laureldean Express 6戦1勝 賞金 8，380，000円
〔制裁〕 アポログランツ号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番・13番）
〔その他〕 シルバーコレクター号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレッタジェロディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月7日まで平地競

走に出走できない。
クラフトマンシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月7日まで平地競
走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 ペイシャスカイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月7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 ファーマスター号



06041 3月7日 曇 良 （3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

815 アスクヒーロー 牡3鹿 56 川田 将雅廣崎利洋HD� 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 490± 02：18．7 2．4�
35 チャックネイト 牡3鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 482－ 42：18．91� 4．9�
23 シングマイハート 牝3鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 ハナ 12．5�
714 マジックビーム 牡3黒鹿56 田中 勝春鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 B462± 02：19．0� 65．8�
510 ヤマタケヴォランテ 牝3栗 54 津村 明秀山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 430＋ 42：19．1� 173．7	
36 マイネルスキーブ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 462± 0 〃 ハナ 4．7

24 エクセレントタイム 牡3鹿 56 丸山 元気 �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488－ 8 〃 クビ 6．5�
48 モンサンラディウス 牡3鹿 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 498± 02：19．2クビ 14．3�
612 コーストライン 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 464＋ 22：19．3� 26．0
12 メモラーブル 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 晴哉氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 466＋ 22：19．61� 80．1�
713 ビ レ イ グ 牡3青鹿56 北村 宏司髙瀬 正志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 492－ 42：19．91� 78．8�
47 ミラキュラスサイン 牡3栗 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 42：20．0� 172．2�
59 ベ ッ ペ 牝3鹿 54 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 新ひだか フジワラフアーム 506 ―2：20．85 74．5�
611 カナデルマン 牡3青鹿56 柴田 善臣佐山 元章氏 水野 貴広 新ひだか 三木田牧場 446－ 6 〃 アタマ 114．7�
11 ク オ ン タ ム 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 B436－ 42：21．01� 117．2�
816 ドラコテソーロ 牡3芦 56

55 ☆木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 浦河 大北牧場 464－ 62：21．1クビ 337．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，785，000円 複勝： 62，587，600円 枠連： 16，735，900円
馬連： 75，094，500円 馬単： 32，626，100円 ワイド： 62，090，500円
3連複： 110，384，700円 3連単： 124，465，800円 計： 525，770，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 150円 � 230円 枠 連（3－8） 330円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 320円 �� 680円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 6，710円

票 数

単勝票数 計 417850 的中 � 137881（1番人気）
複勝票数 計 625876 的中 � 161181（1番人気）� 103282（2番人気）� 51967（5番人気）
枠連票数 計 167359 的中 （3－8） 38215（1番人気）
馬連票数 計 750945 的中 �� 84548（1番人気）
馬単票数 計 326261 的中 �� 28550（1番人気）
ワイド票数 計 620905 的中 �� 54850（1番人気）�� 22528（10番人気）�� 15737（12番人気）
3連複票数 計1103847 的中 ��� 36040（5番人気）
3連単票数 計1244658 的中 ��� 13448（8番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．9―13．6―13．7―13．5―12．2―12．0―11．6―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．9―37．8―51．4―1：05．1―1：18．6―1：30．8―1：42．8―1：54．4―2：06．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3
10，14（3，15）（5，8，13）（1，4）11，2，12，6，7，9－16・（10，14）6－（3，15）13（5，8）11（1，4）（2，12）9，7－16

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスクヒーロー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．10 中山3着

2018．5．1生 牡3鹿 母 ウインミーティア 母母 バ シ マ ー 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トーヨーヒヨウ号
（非抽選馬） 1頭 シュアーウィナー号

06042 3月7日 曇 良 （3中山2） 第4日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時00分 （芝・右・外）
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
1：30．3
1：30．3

良
良

55 ワ ザ モ ノ 牡3鹿 56 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 492－121：35．8 5．5�
78 ノーダブルディップ 牡3鹿 56 北村 宏司丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 542＋ 2 〃 クビ 23．5�
44 ジュンブルースカイ 牡3鹿 56 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：35．9� 2．3�
79 � ビゾンテノブファロ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 476－ 41：36．22 18．7�
22 ブルメンダール 牡3青 56 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 アタマ 2．3	
11 モメントグスタール 牡3鹿 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 460± 01：36．41	 84．6

810 スペシャルトーク 牡3青鹿56 柴田 善臣ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 484＋18 〃 アタマ 34．4�
67 マ ル ス 牡3青鹿56 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 石郷岡 五月 444＋ 61：36．71
 271．3�
66 タミルナードゥ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 静内酒井牧場 466－ 81：37．12� 539．5
811 ビジューブリランテ 牡3栗 56 横山 武史 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：37．95 16．4�
33 � ア ス カ ロ ン 牡3鹿 56 丸山 元気小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 474－ 41：39．9大差 120．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 54，227，900円 複勝： 82，749，000円 枠連： 13，416，200円
馬連： 77，224，700円 馬単： 42，959，200円 ワイド： 54，923，100円
3連複： 108，474，700円 3連単： 207，152，900円 計： 641，127，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 380円 � 110円 枠 連（5－7） 3，660円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 300円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 28，530円

票 数

単勝票数 計 542279 的中 � 77605（3番人気）
複勝票数 計 827490 的中 � 83208（3番人気）� 35739（6番人気）� 299573（1番人気）
枠連票数 計 134162 的中 （5－7） 2836（10番人気）
馬連票数 計 772247 的中 �� 9283（14番人気）
馬単票数 計 429592 的中 �� 2921（27番人気）
ワイド票数 計 549231 的中 �� 10838（14番人気）�� 52162（2番人気）�� 19747（8番人気）
3連複票数 計1084747 的中 ��� 29211（8番人気）
3連単票数 計2071529 的中 ��� 5264（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．4―48．5―1：00．3―1：11．9―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ワ ザ モ ノ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2020．10．17 新潟4着

2018．2．8生 牡3鹿 母 モ ト ヒ メ 母母 ケイシュウプライム 5戦2勝 賞金 17，572，000円
〔発走状況〕 ビジューブリランテ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスカロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月7日まで平地競走に出

走できない。
※アスカロン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



06043 3月7日 曇 稍重 （3中山2） 第4日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：48．5
1：47．6

重
重

47 ウインドジャマー �4鹿 57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 B512＋ 81：55．7 1．5�
612 ペイシャシキブ 牡5黒鹿57 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B474＋ 2 〃 アタマ 191．5�
12 マイネルレンカ 牡7黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 476－141：56．12� 82．5�
35 � キットサクラサク 牡4栗 57 木幡 巧也塩川 和則氏 伊坂 重信 浦河 久保 昇 474－151：56．63 20．9�
11 サツキワルツ 牝6鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 462－ 21：56．7クビ 105．6�
23 ロダルキラー 牡5栗 57 津村 明秀ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 B516± 0 〃 ハナ 25．5	
714 トランスポーター 牡5芦 57 三浦 皇成安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 500－ 81：56．8� 5．5

815 ハ ン ド リ ー 牝6栗 55 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 青森 諏訪牧場 476－ 21：56．9� 51．0�
510 ジェイエルフラッグ 牝5青鹿55 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 444－ 4 〃 ハナ 53．1�
24 ダルムシュタット �4鹿 57 江田 照男村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 ハナ 14．5
48 オールミラージュ 牡5栗 57

54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 454＋ 41：57．53� 62．4�
59 � ヒューミリティ 牡4栗 57 M．デムーロ �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 476－ 81：58．67 7．2�
713� グランディール 牡5鹿 57

54 ▲原 優介ライオンレースホース� 清水 英克 平取 スガタ牧場 580＋ 41：59．87 222．5�
611 アドマイヤアリエル 牝4鹿 55 吉田 豊近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 436＋ 62：00．54 19．1�
36 � ナ タ ン ド ラ 牝4鹿 55 石川裕紀人清川 信弘氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 432－ 22：02．6大差 321．9�
816� トーセンリーブル 牡4鹿 57 岩田 康誠島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 508－11 （競走中止） 142．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，987，600円 複勝： 179，549，400円 枠連： 17，204，400円
馬連： 82，308，700円 馬単： 49，705，600円 ワイド： 68，695，600円
3連複： 127，345，100円 3連単： 206，570，500円 計： 776，366，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 2，620円 � 1，050円 枠 連（4－6） 1，140円

馬 連 �� 8，040円 馬 単 �� 10，430円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 1，690円 �� 37，700円

3 連 複 ��� 58，020円 3 連 単 ��� 156，820円

票 数

単勝票数 計 449876 的中 � 226777（1番人気）
複勝票数 計1795494 的中 � 1354714（1番人気）� 4448（14番人気）� 11672（11番人気）
枠連票数 計 172044 的中 （4－6） 11674（5番人気）
馬連票数 計 823087 的中 �� 7925（19番人気）
馬単票数 計 497056 的中 �� 3571（23番人気）
ワイド票数 計 686956 的中 �� 4320（32番人気）�� 10754（14番人気）�� 461（94番人気）
3連複票数 計1273451 的中 ��� 1646（108番人気）
3連単票数 計2065705 的中 ��� 955（330番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．4―50．3―1：03．3―1：16．2―1：29．2―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．5
1
3

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

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

ウインドジャマー �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．6．16 東京5着

2017．4．26生 �4鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 16戦2勝 賞金 33，720，000円
〔競走中止〕 トーセンリーブル号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ダルムシュタット号の騎手江田照男は，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。

ペイシャシキブ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナタンドラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月7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） 1頭 フルゴリラ号
（非抽選馬） 2頭 ジェイケイエース号・ペルセウスシチー号

06044 3月7日 曇 良 （3中山2） 第4日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （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

812 スペキュラース 牝5黒鹿55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 41：35．2 23．7�
68 コスモヨハネ 牡9栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 500＋ 2 〃 ハナ 101．8�
44 � リーガルバトル 牡4黒鹿56 三浦 皇成吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 528＋ 61：35．3クビ 1．9�
811 オータムレッド 牝4栗 55 石川裕紀人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：35．72	 8．9�
79 エンジェルカナ 牝5栗 55

52 ▲小林 脩斗 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 8 〃 ハナ 59．4	
56 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 492－ 4 〃 アタマ 4．4

55 テンワールドレイナ 牝6栗 55 石橋 脩天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 476－ 21：35．91	 15．2�
710 ロジアイリッシュ 牝4鹿 55 丸山 元気久米田正平氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B516＋ 41：36．11	 19．4�
33 シ ャ チ 牡4鹿 57

54 ▲原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 476± 0 〃 ハナ 38．9
67 リンシャンカイホウ 
6鹿 57 宮崎 北斗�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B446－ 2 〃 アタマ 76．3�
22 ダイワギャバン 牡6鹿 57 大野 拓弥大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486± 01：36．84 59．5�
11 シュバルツボンバー 
6鹿 57 岩田 康誠岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：37．43	 6．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，925，400円 複勝： 68，754，000円 枠連： 16，978，100円
馬連： 95，716，700円 馬単： 42，015，900円 ワイド： 74，859，300円
3連複： 133，032，100円 3連単： 183，807，200円 計： 668，088，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 510円 � 1，090円 � 140円 枠 連（6－8） 8，910円

馬 連 �� 46，530円 馬 単 �� 76，670円

ワ イ ド �� 5，990円 �� 870円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 26，030円 3 連 単 ��� 350，680円

票 数

単勝票数 計 529254 的中 � 17795（7番人気）
複勝票数 計 687540 的中 � 27734（7番人気）� 11923（11番人気）� 194722（1番人気）
枠連票数 計 169781 的中 （6－8） 1476（19番人気）
馬連票数 計 957167 的中 �� 1594（57番人気）
馬単票数 計 420159 的中 �� 411（99番人気）
ワイド票数 計 748593 的中 �� 3108（46番人気）�� 23098（9番人気）�� 10230（21番人気）
3連複票数 計1330321 的中 ��� 3833（72番人気）
3連単票数 計1838072 的中 ��� 380（595番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．8―11．9―11．9―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．9―46．7―58．6―1：10．5―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

スペキュラース �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．8．19 新潟5着

2016．4．23生 牝5黒鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 27戦3勝 賞金 45，115，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 スペキュラース号の騎手M．デムーロは，発走後まもなく内側に斜行したことについて令和3年3月20日から令和3年3月21日

まで騎乗停止。（被害馬：5番・4番・3番・1番）
スペキュラース号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



06045 3月7日 曇 良 （3中山2） 第4日 第9競走 ��
��2，200�

わんがん

湾岸ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

813 ウインキートス 牝4黒鹿54 横山 武史�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 460－ 42：15．7 4．2�
56 アンティシペイト 牡4鹿 56 三浦 皇成�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 508＋ 42：16．02 4．7�
44 ネプチュナイト 牡6黒鹿57 川田 将雅吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498－ 42：16．2� 4．6�
710 ク ラ ヴ ェ ル 牝4青鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 442＋10 〃 クビ 9．9�
711 モンブランテソーロ 牡5鹿 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 486＋ 4 〃 アタマ 18．9	
812 エ ア ジ ー ン 牝5鹿 55 C．ルメール �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 アタマ 3．9

45 ダノングロワール 牡4栗 56 田辺 裕信�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496－ 42：16．3アタマ 12．7�
33 ヒシヴィクトリー 牡6黒鹿57 木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 496± 02：16．51	 45．0�
68 エフェクトオン 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 ハナ 17．3
57 
 バ リ ン グ ラ �7鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud B554＋122：16．6クビ 104．9�
22 マイネルキラメキ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 2 〃 クビ 195．7�
69 ウィナーポイント 牝6黒鹿55 吉田 豊岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 432－ 42：16．81� 181．4�
11 ピッツィカート �8鹿 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－142：18．410 154．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 65，426，100円 複勝： 113，376，700円 枠連： 28，132，800円
馬連： 154，950，400円 馬単： 53，780，000円 ワイド： 106，256，700円
3連複： 218，909，600円 3連単： 246，809，900円 計： 987，642，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 150円 � 160円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 370円 �� 450円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 654261 的中 � 122883（2番人気）
複勝票数 計1133767 的中 � 229714（1番人気）� 182463（3番人気）� 177460（4番人気）
枠連票数 計 281328 的中 （5－8） 50281（2番人気）
馬連票数 計1549504 的中 �� 125431（2番人気）
馬単票数 計 537800 的中 �� 20442（4番人気）
ワイド票数 計1062567 的中 �� 75978（2番人気）�� 59373（5番人気）�� 60104（4番人気）
3連複票数 計2189096 的中 ��� 91607（3番人気）
3連単票数 計2468099 的中 ��� 19804（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―25．0―37．9―51．1―1：04．0―1：16．6―1：28．9―1：41．0―1：52．6―2：03．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3
6，11（3，13）4（1，10，5）－12－（7，9）－8－2・（6，11）13（3，4，10，5）（1，12，9，8）7，2

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

勝馬の
紹 介

ウインキートス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．11．16 東京3着

2017．5．4生 牝4黒鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 14戦4勝 賞金 85，051，000円

06046 3月7日 曇 良 （3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 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

48 ナムラカメタロー 牡5黒鹿58 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 512＋ 61：53．5 28．7�
35 メモリーコウ 牝6栗 55 田中 勝春�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 466－ 61：53．6	 13．3�
815 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡5白 58 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 21：53．7クビ 5．9�
612 バ レ ッ テ ィ 
7鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B508＋ 21：53．8� 4．9�
713 メイショウワザシ 牡6栗 57 柴田 善臣松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 544＋ 4 〃 クビ 12．1	
23 デアフルーグ 牡5鹿 56 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 512－ 21：54．11	 16．7

714 デザートスネーク 
7鹿 56 岩田 康誠石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 488± 0 〃 アタマ 38．3�
36 クリノフウジン 牡7栗 56 M．デムーロ栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 512± 01：54．2クビ 26．0�
47 ハイランドピーク 牡7青鹿58 丸山 元気島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 01：54．3	 50．4�
510 ダノンファスト 牡4黒鹿56 石橋 脩�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460± 01：54．4クビ 3．8�
12 ア ル ド ー レ 牡6栗 57 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 500＋ 81：54．72 11．2�
11 シ ェ ダ ル 牡4栗 56 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 530± 01：54．8クビ 10．7�
611 フィードバック 牡5黒鹿56 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 498＋ 21：54．9クビ 73．3�
24 カ ラ ク プ ア 
8黒鹿56 三浦 皇成�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム B490－ 41：55．0� 176．8�
816 テーオーフォース 牡6黒鹿56 大野 拓弥小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478－ 61：55．32 225．1�
59 バーナードループ 牡4黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 524＋ 41：55．61� 12．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，716，100円 複勝： 126，634，200円 枠連： 42，900，600円
馬連： 231，128，900円 馬単： 72，985，700円 ワイド： 159，143，900円
3連複： 377，337，000円 3連単： 368，265，500円 計： 1，462，111，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 840円 � 360円 � 260円 枠 連（3－4） 7，100円

馬 連 �� 18，640円 馬 単 �� 40，160円

ワ イ ド �� 5，220円 �� 2，170円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 25，600円 3 連 単 ��� 215，310円

票 数

単勝票数 計 837161 的中 � 23298（11番人気）
複勝票数 計1266342 的中 � 34580（12番人気）� 93479（4番人気）� 145413（3番人気）
枠連票数 計 429006 的中 （3－4） 4679（27番人気）
馬連票数 計2311289 的中 �� 9607（60番人気）
馬単票数 計 729857 的中 �� 1363（119番人気）
ワイド票数 計1591439 的中 �� 7692（59番人気）�� 18869（25番人気）�� 32805（12番人気）
3連複票数 計3773370 的中 ��� 11054（94番人気）
3連単票数 計3682655 的中 ��� 1240（748番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．9―13．4―12．3―12．1―12．4―12．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．3―50．7―1：03．0―1：15．1―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラカメタロー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．7 福島2着

2016．5．9生 牡5黒鹿 母 ナムラチアーズ 母母 ニフティニース 15戦6勝 賞金 102，400，000円
［他本会外：2戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）21頭 アディラート号・ウェルカムゴールド号・エイコーン号・オウケンムーン号・カルヴァリオ号・

クラヴァシュドール号・サクセッション号・ジョルジュサンク号・ダノンチェイサー号・テーオーターゲット号・
ニシオボヌール号・ハヤブサレジェンド号・ハングリーベン号・ブランクエンド号・ヘルシャフト号・
ホウオウピースフル号・メイショウオーパス号・メイショウギガース号・リュヌルージュ号・ロードアクシス号・
ロードエース号

２レース目



06047 3月7日 曇 良 （3中山2） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第58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 728，000円 208，000円 104，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 タイトルホルダー 牡3鹿 56 横山 武史山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 466－ 42：02．0 17．9�
810� シュネルマイスター 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern

Farm 480＋ 62：02．21� 4．9�
22 ダノンザキッド 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512－ 42：02．3クビ 1．3�
78 ソーヴァリアント 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 498－ 22：02．51	 41．4�
33 テ ン バ ガ ー 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 25．4	
77 タイムトゥヘヴン 牡3鹿 56 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 476＋ 42：02．6クビ 21．1

66 ワンデイモア 牡3黒鹿56 田辺 裕信江馬 由将氏 国枝 栄 洞
湖 レイクヴィラファーム 522± 02：02．92 13．9�
11 � ゴールデンシロップ 牡3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Hall of

Fame Stud 524－ 82：03．64 26．4�
55 ホウオウサンデー 牡3鹿 56 岩田 康誠小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 450－ 82：03．81 83．9
89 タイセイドリーマー 牡3栗 56 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 492＋ 62：04．11� 116．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 357，783，800円 複勝： 1，079，998，800円 枠連： 95，743，700円 馬連： 862，351，600円 馬単： 498，387，400円
ワイド： 565，503，700円 3連複： 1，267，480，000円 3連単： 3，358，573，500円 5重勝： 875，013，400円 計： 8，960，835，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 180円 � 140円 � 110円 枠 連（4－8） 4，490円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 13，600円

ワ イ ド �� 720円 �� 260円 �� 160円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 23，580円

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

キャリーオーバー なし����� 47，116，100円

票 数

単勝票数 計3577838 的中 � 159298（4番人気）
複勝票数 計10799988 的中 � 339526（3番人気）� 592063（2番人気）� 8504605（1番人気）
枠連票数 計 957437 的中 （4－8） 16501（10番人気）
馬連票数 計8623516 的中 �� 140337（11番人気）
馬単票数 計4983874 的中 �� 27479（24番人気）
ワイド票数 計5655037 的中 �� 154753（10番人気）�� 529109（3番人気）�� 1087152（1番人気）
3連複票数 計12674800 的中 ���1166412（1番人気）
3連単票数 計33585735 的中 ��� 103253（66番人気）
5重勝票数 計8750134 的中 ����� 13

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．7―49．7―1：02．6―1：15．2―1：27．5―1：39．1―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5
1
3
4－10（3，7）2，1，8（6，9）＝5
4，10（3，7）2（1，8）（6，9）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイトルホルダー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Motivator デビュー 2020．10．4 中山1着

2018．2．10生 牡3鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 4戦2勝 賞金 85，828，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタイトルホルダー号・シュネルマイスター号・ダノンザキッド号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06048 3月7日 曇 良 （3中山2） 第4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）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

47 ロイヤルバローズ 牡6鹿 57 大野 拓弥猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 476± 01：11．5 4．0�
510� ラフィンクロンヌ 牝4栗 55

52 ▲原 優介伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 474＋ 21：11．6クビ 7．0�

11 コ パ シ ー ナ �4栗 57 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484－ 2 〃 ハナ 8．8�
612 ノーベルプライズ 牡5黒鹿57 丸山 元気平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 518＋ 61：11．7� 6．0�
23 インウィクトス 牡4鹿 57 田辺 裕信加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 476± 01：11．8クビ 9．7�
713 グローサーベア �4芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 11．9	
816 ライクアジュエリー 牝4鹿 55 横山 典弘青芝商事
 戸田 博文 千歳 社台ファーム 456－ 41：11．9クビ 4．9�
24 アイアムピッカピカ 牝5黒鹿55 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B452＋ 21：12．11 34．3�
35 グ ラ ス レ オ 牡6黒鹿57 石川裕紀人半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 508－ 4 〃 アタマ 100．4
48 ヒロノトウリョウ 牡5鹿 57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 514＋201：12．2	 40．0�
714 シルバーストーン 牡7芦 57 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 516－ 21：12．3クビ 79．8�
611 キョウエイオビエド 牡6芦 57 伊藤 工真田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 474－ 41：12．61	 171．9�
815� スズノフブキ �7鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 486± 01：12．81
 18．2�
59 アシャカマキシン 牡5栗 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 様似 中脇 一幸 480－ 21：12．9� 25．3�
12 ロマンスマジック 牝7栗 55 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 484＋ 41：13．11� 112．5�
36 ジュンパッション 牡6芦 57 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B486± 01：14．05 95．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 118，036，900円 複勝： 165，769，000円 枠連： 56，680，500円
馬連： 268，769，700円 馬単： 91，838，100円 ワイド： 212，111，000円
3連複： 433，143，600円 3連単： 481，656，800円 計： 1，828，005，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 220円 � 260円 枠 連（4－5） 1，310円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 670円 �� 730円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 22，060円

票 数

単勝票数 計1180369 的中 � 232635（1番人気）
複勝票数 計1657690 的中 � 251912（1番人気）� 190573（4番人気）� 149970（5番人気）
枠連票数 計 566805 的中 （4－5） 33523（3番人気）
馬連票数 計2687697 的中 �� 113583（4番人気）
馬単票数 計 918381 的中 �� 24493（4番人気）
ワイド票数 計2121110 的中 �� 82434（4番人気）�� 75548（5番人気）�� 46839（14番人気）
3連複票数 計4331436 的中 ��� 66955（9番人気）
3連単票数 計4816568 的中 ��� 15827（36番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．9―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．7―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．22 京都4着

2015．3．25生 牡6鹿 母 ゴッドフェニックス 母母 ロンドンブリッジ 16戦3勝 賞金 37，012，000円
〔制裁〕 ヒロノトウリョウ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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。
（非当選馬） 1頭 クーリュ号

５レース目



（3中山2）第4日 3月7日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 174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

298，510，000円
8，210，000円
27，580，000円
1，940，000円
36，730，000円
73，423，000円
4，927，500円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
994，716，900円
2，125，218，900円
343，910，800円
2，154，071，100円
1，018，391，700円
1，552，211，700円
3，229，049，000円
5，703，638，100円
875，013，400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 17，996，221，600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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