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06049 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第1競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

12 ジンジャーブラッド 牝3黒鹿54 丸山 元気小川眞査雄氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 548＋ 21：53．6 2．5�
815 クインズミモザ 牝3鹿 54 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 512＋ 21：54．45 29．2�
48 スティルライフ 牝3黒鹿54 C．ルメール 藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 452－ 81：54．61� 2．2�
35 モモエチャン 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗 �リトルブルーファーム 和田 雄二 清水 リトルブルーファーム 440－ 21：55．98 46．5�
36 プ レ ナ イ ト 牝3鹿 54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 482－ 41：56．96 93．8�
714 マテラガニア 牝3黒鹿54 田中 勝春大野 照旺氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 472－101：57．0クビ 53．4	
816 ピクシーズパラソル 牝3鹿 54 武士沢友治鶴見 芳子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 438－ 61：57．63� 142．5

612 タッカーハート 牝3黒鹿54 横山 武史小松崎 孝氏 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 438－ 21：57．7クビ 13．4�
23 ホウオウハイエスト 牝3栗 54 北村 宏司小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 502－ 8 〃 クビ 9．2�
510 トリプルミリオン 牝3芦 54

51 ▲原 優介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 422－181：57．8� 147．1
47 サイモンシナモン 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 長田ファーム 428－ 61：57．9クビ 126．3�
24 バンブトンローズ 牝3鹿 54 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 470－ 41：58．21� 15．2�
59 ジュンココロ 牝3鹿 54 藤井勘一郎河合 純二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 446＋ 61：58．73 56．2�
611 フェアリーアイ 牝3青鹿54 石川裕紀人細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 462－101：58．8� 62．6�
11 ウンジョウノメガミ 牝3鹿 54 原田 和真鈴木 正浩氏 伊藤 大士 日高 タバタファーム 452－ 41：59．12 83．5�
713 シクラメンテソーロ 牝3黒鹿54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 帰山 清貴 448＋ 81：59．95 90．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，884，700円 複勝： 49，773，600円 枠連： 13，743，500円
馬連： 59，738，200円 馬単： 31，859，100円 ワイド： 52，971，600円
3連複： 94，697，700円 3連単： 124，183，600円 計： 469，852，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 350円 � 110円 枠 連（1－8） 2，470円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 750円 �� 160円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 428847 的中 � 135492（2番人気）
複勝票数 計 497736 的中 � 133970（2番人気）� 17114（6番人気）� 170412（1番人気）
枠連票数 計 137435 的中 （1－8） 4297（6番人気）
馬連票数 計 597382 的中 �� 16009（8番人気）
馬単票数 計 318591 的中 �� 5717（13番人気）
ワイド票数 計 529716 的中 �� 14896（8番人気）�� 113708（1番人気）�� 12410（10番人気）
3連複票数 計 946977 的中 ��� 46832（4番人気）
3連単票数 計1241836 的中 ��� 8345（29番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．6―12．9―12．4―12．7―12．8―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．3―50．2―1：02．6―1：15．3―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジンジャーブラッド �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Bernardini デビュー 2020．11．7 東京2着

2018．3．18生 牝3黒鹿 母 ジンジャーミスト 母母 ジンジャーパンチ 4戦1勝 賞金 9，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンココロ号・フェアリーアイ号・ウンジョウノメガミ号・シクラメンテソーロ号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和3年4月13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 エスティエレガント号

06050 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第2競走 1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

815 イサチルプリンス 牡3黒鹿56 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 496－ 41：10．5 1．9�
12 カ ズ オ 牡3栗 56 横山 和生國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 482± 01：11．67 16．5�
612 カツノサンキュウ 牡3鹿 56 三浦 皇成聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 458－ 41：11．81� 4．8�
24 ブリューナク 牡3鹿 56 柴田 善臣�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか 鳥井牧場 436± 01：12．65 229．2�
816 シーオブクラウズ 牡3芦 56 野中悠太郎岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：12．7� 5．9	
713 セイウンオードリー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 510＋ 6 〃 ハナ 12．8

48 ブレッシングライト 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田中 清隆 日高 モリナガファーム 460＋ 41：12．9� 164．4�

35 タイセイラグーン 牝3鹿 54
51 ▲永野 猛蔵田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 440－ 21：13．11� 118．8�

59 ソーラーストーム 牡3黒鹿56 西村 太一 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 林 博道 474＋ 41：13．31� 130．4
611 クリオシタース �3栗 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 武藤 善則 浦河 中村 雅明 480－ 21：13．4クビ 14．8�
23 タツセンジンムソウ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 髙幸氏 古賀 史生 新ひだか ニッコウファーム 486＋ 2 〃 アタマ 30．1�
714 ノ ア ム サ シ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 466－ 6 〃 アタマ 242．2�
11 フェーバーラッシュ 牡3芦 56

54 ◇藤田菜七子岡田 牧雄氏 小島 茂之 むかわ 貞広 賢治 492－ 4 〃 アタマ 67．7�
47 ナムラトキオ 牡3青鹿56 団野 大成奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 464 ― 〃 ハナ 14．0�
510 トライアンドゴール 牡3鹿 56 田中 勝春藤沼 利夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 406－ 21：14．46 81．9�
36 トレイトセオリー 牝3栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：17．5大差 123．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，705，800円 複勝： 54，036，300円 枠連： 14，654，300円
馬連： 63，956，100円 馬単： 29，929，300円 ワイド： 47，887，100円
3連複： 94，460，000円 3連単： 105，269，200円 計： 444，898，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 350円 � 160円 枠 連（1－8） 860円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 600円 �� 250円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 347058 的中 � 139532（1番人気）
複勝票数 計 540363 的中 � 220625（1番人気）� 22023（7番人気）� 69653（3番人気）
枠連票数 計 146543 的中 （1－8） 13118（3番人気）
馬連票数 計 639561 的中 �� 31781（6番人気）
馬単票数 計 299293 的中 �� 10034（7番人気）
ワイド票数 計 478871 的中 �� 19125（6番人気）�� 56332（2番人気）�� 10109（13番人気）
3連複票数 計 944600 的中 ��� 34209（6番人気）
3連単票数 計1052692 的中 ��� 8627（22番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．0―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．2―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イサチルプリンス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．24 東京6着

2018．1．22生 牡3黒鹿 母 プリンセスキナウ 母母 アスターフォーマリア 7戦1勝 賞金 9，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレイトセオリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13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。
（非抽選馬） 3頭 オープンセサミ号・カラハリ号・キタノプレアー号

第２回 中山競馬 第５日



06051 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第3競走 1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

34 サプライズビュー 牡3鹿 56 田中 勝春 �CHEVAL AT-
TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 504＋ 41：53．1 2．7�

45 ロ ン コ ー ネ 牡3黒鹿56 津村 明秀ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 488＋ 21：53．2� 3．8�
58 ショウナンカホウ 牡3鹿 56 横山 武史国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 542－ 41：53．3クビ 4．0�
46 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542－ 21：53．41 39．4�
813 シュルードアイズ 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 500＋ 81：53．71� 11．5�
69 トドロキゲキジョウ 牡3黒鹿56 和田 竜二�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム B486＋ 4 〃 クビ 18．7	
57 ソウシュラリクリ 牡3黒鹿56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 448＋ 21：54．33� 53．4

610 ミエノハヤブサ 牡3鹿 56 北村 宏司里見美惠子氏 田中 博康 新ひだか グランド牧場 474－ 21：54．72� 8．9�
711 オーケーナイト 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 536± 01：55．97 18．9�
11 カ ザ ル ス 牡3栗 56 内田 博幸浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 492－ 21：58．1大差 61．9
22 トンデンカムオン 牡3青鹿56 野中悠太郎松山 増男氏 根本 康広 新ひだか 城地牧場 508－ 61：58．2� 307．0�
712 ウインモリオン 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 458－ 41：58．41 206．1�
33 ヴァンキッシュ 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 新ひだか 山際セントラルスタッド 430＋ 21：58．61 462．3�
814 ファーマスター 牝3鹿 54 丸田 恭介中西 功氏 深山 雅史 日高 高山牧場 418－ 22：00．09 338．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，837，500円 複勝： 52，548，300円 枠連： 10，426，300円
馬連： 64，103，800円 馬単： 28，095，200円 ワイド： 48，602，500円
3連複： 88，348，900円 3連単： 112，266，800円 計： 443，229，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（3－4） 480円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 190円 �� 240円 �� 320円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，950円

票 数

単勝票数 計 388375 的中 � 112144（1番人気）
複勝票数 計 525483 的中 � 140205（1番人気）� 86279（3番人気）� 99431（2番人気）
枠連票数 計 104263 的中 （3－4） 16565（1番人気）
馬連票数 計 641038 的中 �� 90445（1番人気）
馬単票数 計 280952 的中 �� 21262（1番人気）
ワイド票数 計 486025 的中 �� 70617（1番人気）�� 51843（2番人気）�� 34954（3番人気）
3連複票数 計 883489 的中 ��� 94452（1番人気）
3連単票数 計1122668 的中 ��� 27555（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．4―13．0―12．1―12．6―12．5―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．9―49．9―1：02．0―1：14．6―1：27．1―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サプライズビュー �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2020．12．6 中山2着

2018．4．19生 牡3鹿 母 シプカクラッチュ 母母 ラプロスペクト 4戦1勝 賞金 10，670，000円
〔発走状況〕 ファーマスター号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トンデンカムオン号・ウインモリオン号・ヴァンキッシュ号・ファーマスター号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競走に出走できない。

06052 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第4競走 1，200�3歳未勝利
発走11時35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

59 アップリバー 牝3青鹿54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B484－ 41：10．9 2．0�
11 ノアファンタジー 牝3鹿 54 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 462－ 61：11．21� 5．5�
47 ステラダイヤ 牝3鹿 54 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 486－ 81：12．37 9．9�
12 サ ン ギ ネ ア 牝3青 54

52 ◇藤田菜七子吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：12．4� 39．2�
48 カーラミーア 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434－ 81：12．72 19．9�
35 レゾンデートル 牝3鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 428－ 61：13．23 185．8

24 ボ レ ロ 牝3鹿 54 三浦 皇成	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 454± 01：13．3� 3．6�
510 チェリーベルツ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白瀬 盛雄 444＋ 21：13．83 219．1�
713 ラ ピ ラ ー タ 牝3芦 54 岩田 康誠	谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 474 ―1：14．12 17．0
36 ハローキャシー 牝3黒鹿54 丹内 祐次 J．ウィルソン氏 尾形 和幸 新ひだか 山口 忠彦 434 ― 〃 ハナ 62．5�
612 キタノレスリーズ 牝3青鹿54 野中悠太郎北所 直人氏 松永 康利 新冠 八島 夕起子 418＋ 61：14．2� 334．7�
815 デルマニッコウ 牝3黒鹿54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 434 ― 〃 アタマ 107．5�
714 イ ダ リ ス 牝3青鹿54 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 430 ―1：14．41 72．9�
611 ピッツベルニナ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 440 ―1：14．72 96．5�

23 フルオブハピネス 牝3鹿 54 木幡 初也	日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 432 ―1：15．02 197．9�
816 ゴーインフォワード 牝3栗 54 原田 和真谷口 祐人氏 小桧山 悟 新ひだか 荒木 貴宏 488 ―1：17．0大差 156．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，362，200円 複勝： 55，498，700円 枠連： 11，950，100円
馬連： 55，482，400円 馬単： 31，427，900円 ワイド： 46，314，600円
3連複： 76，609，600円 3連単： 117，034，200円 計： 431，679，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（1－5） 460円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 230円 �� 320円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 373622 的中 � 144648（1番人気）
複勝票数 計 554987 的中 � 264342（1番人気）� 70768（3番人気）� 44622（4番人気）
枠連票数 計 119501 的中 （1－5） 19954（2番人気）
馬連票数 計 554824 的中 �� 87850（2番人気）
馬単票数 計 314279 的中 �� 31683（2番人気）
ワイド票数 計 463146 的中 �� 58259（2番人気）�� 36992（3番人気）�� 15284（8番人気）
3連複票数 計 766096 的中 ��� 47060（3番人気）
3連単票数 計1170342 的中 ��� 24153（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．9―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．7―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップリバー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Le Havre デビュー 2020．6．7 東京3着

2018．2．18生 牝3青鹿 母 クイーンビーⅡ 母母 Pan Tadeus 9戦1勝 賞金 16，080，000円
〔制裁〕 サンギネア号の騎手藤田菜七子は，後検量について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フルオブハピネス号・ゴーインフォワード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3年4月13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 ビスケットチャン号



06053 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時25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

36 ゲンパチリベロ 牡3芦 56 戸崎 圭太平野 武志氏 堀井 雅広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 470＋ 21：53．2 8．5�

12 プレミアエンブレム 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：53．41� 2．1�
612� ルミナスゲート 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Miss Elaine

Marie Smith 486＋ 21：53．82 16．4�
815 ファビュラスノヴァ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 B478－ 41：54．22� 27．4�
35 ト ピ ッ ク ス 牡3鹿 56 和田 竜二齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474－ 81：54．3� 39．1�
24 フ ォ レ ス タ 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 414＋ 4 〃 ハナ 96．6	
59 フィアスプライド 牝3青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 01：54．4� 17．1

510 ベリリウンヌ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 408－101：54．72 201．2�
11 エ ミ ー ジ ョ 牝3青鹿54 吉田 豊木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 454－ 61：54．91 276．3�
48 コスモマイン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 2 〃 ハナ 2．7
714 トーヨーヒヨウ 牡3栗 56 丸田 恭介中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B522－ 21：55．75 246．2�
47 シンボリフラッシュ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464 ―1：55．8� 299．7�
611 クインズダイヤ 牝3鹿 54 武 豊嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 420 ―1：56．22� 53．3�
816 シャイニングマーズ 牡3鹿 56 津村 明秀畑佐 博氏 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 492－ 41：56．3� 17．3�
713 ウインカンターレ 牝3鹿 54 丸山 元気�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 472 ―1：56．51 122．0�
23 ニシノカシン 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム 488＋ 41：56．82 184．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，481，800円 複勝： 60，770，600円 枠連： 13，420，600円
馬連： 65，038，600円 馬単： 32，599，700円 ワイド： 51，946，800円
3連複： 93，799，300円 3連単： 128，849，500円 計： 484，906，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 300円 � 130円 � 340円 枠 連（1－3） 860円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，670円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，530円 3 連 単 ��� 23，540円

票 数

単勝票数 計 384818 的中 � 35965（3番人気）
複勝票数 計 607706 的中 � 41740（3番人気）� 179497（2番人気）� 35871（4番人気）
枠連票数 計 134206 的中 （1－3） 11973（3番人気）
馬連票数 計 650386 的中 �� 50023（2番人気）
馬単票数 計 325997 的中 �� 9865（7番人気）
ワイド票数 計 519468 的中 �� 29880（3番人気）�� 7514（14番人気）�� 18656（7番人気）
3連複票数 計 937993 的中 ��� 15512（11番人気）
3連単票数 計1288495 的中 ��� 3968（64番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．3―13．3―12．8―12．4―12．5―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．0―50．3―1：03．1―1：15．5―1：28．0―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチリベロ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．7．26 新潟3着

2018．3．19生 牡3芦 母 クレバークリス 母母 エアクリスティーナ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 トーヨーヒヨウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月13日まで平地競走に出走できな

い。

06054 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時55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 ワカミヤクオーレ 牡3鹿 56 内田 博幸芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 496－ 61：54．0 3．7�
510 ハッピーアナザー 牡3栗 56 丹内 祐次永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：54．1� 11．7�
23 トモジャリア 牡3黒鹿56 石川裕紀人吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 472－ 21：54．52� 13．4�
11 セバスチャン �3鹿 56 木幡 巧也平田 修氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 468＋ 21：54．6� 28．5�
12 クープドゥフランス 牡3青鹿56 大野 拓弥渡邊 隆氏 土田 稔 白老 習志野牧場 478－ 21：55．55 7．3�
816 インフォーマント 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 クビ 2．1	
47 ワールドマックス 牡3青鹿56 横山 和生池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 468－ 21：55．81� 64．6

59 ボーンジーニアス 牡3鹿 56 野中悠太郎和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 454－ 61：56．43� 13．9�
815 レイワフリューゲル 牡3黒鹿56 高野 和馬 KRジャパン 小手川 準 新冠 村上 欽哉 444－ 61：56．5� 175．8�
35 ゼンダンラット 牡3芦 56 北村 宏司渡邊 善男氏 藤原 辰雄 浦河 大北牧場 B452－ 41：56．6� 45．9
713 ユイノタンキマチ 牡3鹿 56 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 坂元 芳春 B432± 01：56．81� 107．7�
24 ド ゥ カ ー レ 牡3栗 56 横山 典弘吉田 晴哉氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 488－ 21：57．75 30．0�
36 ア プ ル ヴ ァ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 504± 01：57．9� 293．5�

48 ミドダファーレ 牡3鹿 56 丸田 恭介浅野 正敏氏 蛯名 利弘 日高 Wing Farm 428－ 21：58．11 443．1�
714 サンマルシップ 牡3芦 56

54 ◇藤田菜七子相馬 勇氏 和田 勇介 浦河 アイオイファーム 472 ―1：58．42 106．2�
612 サバイバルナイト 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502 ―2：10．4大差 255．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，717，100円 複勝： 51，219，600円 枠連： 14，274，700円
馬連： 67，749，800円 馬単： 27，749，700円 ワイド： 53，484，300円
3連複： 89，332，300円 3連単： 103，585，100円 計： 446，112，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 310円 � 320円 枠 連（5－6） 990円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 670円 �� 880円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 31，200円

票 数

単勝票数 計 387171 的中 � 82566（2番人気）
複勝票数 計 512196 的中 � 101031（2番人気）� 38773（4番人気）� 37136（5番人気）
枠連票数 計 142747 的中 （5－6） 11080（4番人気）
馬連票数 計 677498 的中 �� 31787（6番人気）
馬単票数 計 277497 的中 �� 7338（8番人気）
ワイド票数 計 534843 的中 �� 21326（6番人気）�� 15602（8番人気）�� 7719（21番人気）
3連複票数 計 893323 的中 ��� 9834（23番人気）
3連単票数 計1035851 的中 ��� 2407（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．9―51．1―1：03．7―1：16．0―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワカミヤクオーレ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ビッグサンデー デビュー 2020．12．26 中山4着

2018．3．1生 牡3鹿 母 ヤサシイキモチ 母母 ビッグハッピー 4戦1勝 賞金 7，740，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サバイバルナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13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 マミリアス号



06055 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第7競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走13時25分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ヴァイスメテオール 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－ 82：08．2 2．6�
33 サクセスエース 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 490＋ 82：08．73 131．5�
78 ニシノソワレ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 488－ 42：08．8� 48．9�
11 モリノカンナチャン 牝3鹿 54 横山 武史森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 438± 02：09．01� 11．1�
810 アンダープロット 牡3黒鹿56 M．デムーロ �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488－ 22：09．63	 3．4�
79 ビッグリボン 牝3鹿 54 福永 祐一石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 490－ 42：09．81 4．4	
44 ア ー ダ レ イ 牝3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 20．7

66 マイプレシャス 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492－ 22：10．75 6．7�
67 ウインルーア 牝3鹿 54 津村 明秀�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 444± 02：11．12 99．2
55 セータステソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 504－ 2 〃 クビ 48．5�
811 エスシーヴィオラ 牝3栗 54 田中 勝春工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 480－ 42：15．1大差 148．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，833，900円 複勝： 60，787，600円 枠連： 10，339，700円
馬連： 77，478，000円 馬単： 34，246，800円 ワイド： 55，993，100円
3連複： 99，489，500円 3連単： 146，968，200円 計： 537，136，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 1，760円 � 910円 枠 連（2－3） 15，140円

馬 連 �� 11，640円 馬 単 �� 14，650円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 2，260円 �� 12，870円

3 連 複 ��� 82，540円 3 連 単 ��� 319，010円

票 数

単勝票数 計 518339 的中 � 158779（1番人気）
複勝票数 計 607876 的中 � 142797（2番人気）� 7029（10番人気）� 14184（8番人気）
枠連票数 計 103397 的中 （2－3） 529（23番人気）
馬連票数 計 774780 的中 �� 5157（21番人気）
馬単票数 計 342468 的中 �� 1753（33番人気）
ワイド票数 計 559931 的中 �� 4518（24番人気）�� 6467（18番人気）�� 1106（46番人気）
3連複票数 計 994895 的中 ��� 904（90番人気）
3連単票数 計1469682 的中 ��� 334（414番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．8―13．4―13．3―12．8―13．0―12．4―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．5―50．9―1：04．2―1：17．0―1：30．0―1：42．4―1：55．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァイスメテオール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．10．18 東京1着

2018．2．28生 牡3鹿 母 シャトーブランシュ 母母 ブランシェリー 3戦2勝 賞金 20，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスシーヴィオラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競

走に出走できない。

06056 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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

612 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 B474＋ 61：11．4 5．9�
815 デルマシャンパン 牝6黒鹿55 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B476＋ 41：12．14 4．3�
611� ディープブルーム 牝4鹿 55 江田 照男横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 480＋ 21：12．42 7．7�
816� グラディオロ 牝5鹿 55 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 454－ 41：12．6� 6．2�
510 オメガドーヴィル 牝5青鹿55 和田 竜二原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 416＋101：12．7� 3．7�
12 エヌワイパフューム 牝5鹿 55 大野 拓弥サンアンドコム 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B522－ 41：12．8� 14．8	
59 � フレンドアリス 牝6栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 B454－ 61：12．9クビ 65．8

714 エ ル メ ー ム 牝4鹿 55 団野 大成�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 480＋ 41：13．0� 26．5�
48 リアンフィーユ 牝4黒鹿55 木幡 巧也 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 458± 01：13．1� 28．6�
11 チアフルローズ 牝5青鹿55 石川裕紀人ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 454－ 8 〃 ハナ 84．9
35 セイラブミー 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 460－14 〃 クビ 29．4�
47 � ターコイズリング 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子堀口 晴男氏 本間 忍 日高 中川 浩典 474－121：14．05 46．3�
36 ヤサカパフィー 牝4鹿 55 津村 明秀志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 478＋ 21：14．1� 52．3�
23 � クリノマンジェリカ 牝5青鹿 55

52 ▲小林 脩斗栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 村上牧場 466＋ 81：14．31 105．8�
713 チ ャ ン ダ ナ 牝5芦 55 柴田 善臣�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 480－ 81：15．36 70．3�
24 ア ル カ ウ ン 牝4栗 55

52 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 松永 康利 浦河 笹島 智則 428－ 21：17．8大差 37．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，518，500円 複勝： 52，780，800円 枠連： 22，782，700円
馬連： 82，678，800円 馬単： 30，301，600円 ワイド： 63，027，200円
3連複： 122，612，900円 3連単： 124，480，600円 計： 533，183，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 160円 � 200円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 630円 �� 860円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 22，310円

票 数

単勝票数 計 345185 的中 � 46165（3番人気）
複勝票数 計 527808 的中 � 71529（3番人気）� 91367（1番人気）� 62390（4番人気）
枠連票数 計 227827 的中 （6－8） 35723（2番人気）
馬連票数 計 826788 的中 �� 35930（7番人気）
馬単票数 計 303016 的中 �� 6024（14番人気）
ワイド票数 計 630272 的中 �� 25731（5番人気）�� 18364（9番人気）�� 26279（4番人気）
3連複票数 計1226129 的中 ��� 24891（8番人気）
3連単票数 計1244806 的中 ��� 4044（51番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．2―12．1―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．3―45．4―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモキャペリン �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．7．14 福島10着

2016．5．20生 牝5鹿 母 チャームキャップ 母母 ラブソーリー 32戦2勝 賞金 30，820，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルカウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月13日まで平地競走に

出走できない。



06057 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第9競走 ��
��1，800�

か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

鎌ケ谷市長賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

36 � アメリカンフェイス 牡4栗 57 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George
Krikorian 488＋ 61：51．8 7．0�

48 アポロティアモ 牡4栗 57 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 502＋ 61：52．01	 14．1�
611 アルーフクライ 
7鹿 57 C．ルメール �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488－ 21：52．32 8．9�
510 クリノプレミアム 牝4栗 55 M．デムーロ栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 474－ 21：52．51 6．7�
12 フィストバンプ 牡5青鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 486－ 41：53．03 41．6	
816 カフェプリンス 牡5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 510－121：53．21	 13．1

714 セイヴァリアント 牡5黒鹿57 三浦 皇成金田 成基氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 518＋ 21：53．3クビ 14．1�
713 フルデプスリーダー 牡4鹿 57 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 484＋ 41：53．72	 2．7�
35 � ロードリッチ 牡5鹿 57 武 豊宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 530± 01：54．02 14．0
23 エイシンヨッシー 牡5栗 57 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 470＋ 81：54．21	 49．2�
24 グリニッジシチー 
5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 B458－ 41：54．3	 32．9�
11 スズノアリュール 牡6鹿 57 江田 照男新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム B492＋ 21：54．72	 166．6�
59 � キクノフェリックス 牡7黒鹿57 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 498＋221：55．23 74．5�
47 � タ ピ ゾ ー 牡7芦 57 丹内 祐次大塚 亮一氏 菊川 正達 米 Mike G.

Rutherford B492－ 81：55．3	 331．8�
612 アコルドエール 牡4栗 57 丸山 元気 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 61：55．51 15．2�
815 スズカゴウケツ 牡4鹿 57 大野 拓弥永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－ 41：55．92	 28．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，902，900円 複勝： 82，293，600円 枠連： 25，727，200円
馬連： 124，625，500円 馬単： 43，240，800円 ワイド： 93，702，900円
3連複： 191，748，600円 3連単： 193，222，000円 計： 804，463，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 340円 � 250円 枠 連（3－4） 3，220円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，070円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 10，710円 3 連 単 ��� 49，710円

票 数

単勝票数 計 499029 的中 � 56305（3番人気）
複勝票数 計 822936 的中 � 80101（3番人気）� 60567（5番人気）� 89877（2番人気）
枠連票数 計 257272 的中 （3－4） 6188（14番人気）
馬連票数 計1246255 的中 �� 22299（13番人気）
馬単票数 計 432408 的中 �� 5098（21番人気）
ワイド票数 計 937029 的中 �� 17254（14番人気）�� 22833（8番人気）�� 17340（13番人気）
3連複票数 計1917486 的中 ��� 13418（34番人気）
3連単票数 計1932220 的中 ��� 2818（153番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．1―12．4―12．2―12．1―12．2―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．8―49．2―1：01．4―1：13．5―1：25．7―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．3
1
3

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

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

�アメリカンフェイス �
�
父 Tapit �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．19 東京4着

2017．5．9生 牡4栗 母 Screen Goddess 母母 Topliner 13戦3勝 賞金 42，650，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 キャベンディッシュ号・グログラン号・ジャッジ号・デストロイ号・ファイヴレター号・ユイノチョッパー号

06058 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第10競走 ��1，200�アクアマリンステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，2．3．14以降3．3．7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
1：06．7
1：06．5

良
良

46 センショウユウト 牡6鹿 56 岩田 康誠川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B486± 01：12．7 29．5�
23 ウ ィ ズ 牡6鹿 54 藤井勘一郎 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 B488＋ 21：13．33� 22．5�
814 ト キ メ キ 牝4栗 54 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 488± 0 〃 クビ 4．8�
34 グッドマックス 牝4芦 52 内田 博幸長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468－ 21：13．51 10．4�
815 フ レ ッ チ ア 牡6青鹿57 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 4．0	
713 アンブロジオ �6栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 81：13．6クビ 19．0

712 ジュニパーベリー 牝4鹿 53 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B474± 01：13．81 5．1�
11 ファーストフォリオ 牝4栗 54 武 豊 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 アタマ 4．6�
610 スカイパッション 牝9栗 50 藤田菜七子小林都美子氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 472－ 41：13．9� 80．0
22 ダイトウキョウ 牡9鹿 53 木幡 育也市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 470－ 21：14．11� 85．1�
35 スワーヴアーサー 牡8鹿 53 北村 宏司�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 494± 01：14．31� 61．9�
58 タイキサターン 牡6黒鹿54 柴田 大知�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 502－ 6 〃 ハナ 67．9�
611 トウカイパシオン 牝6青 51 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 452± 01：14．5� 28．4�
59 イ オ ラ ニ �10黒鹿51 原 優介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 81：14．71� 136．6�
47 ファンタジステラ 牡7鹿 54 石川裕紀人 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438＋ 21：14．91� 14．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，712，000円 複勝： 79，773，100円 枠連： 30，997，500円
馬連： 137，560，000円 馬単： 47，978，200円 ワイド： 94，879，700円
3連複： 197，341，400円 3連単： 216，308，900円 計： 859，550，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，950円 複 勝 � 580円 � 560円 � 200円 枠 連（2－4） 7，160円

馬 連 �� 23，600円 馬 単 �� 46，850円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 2，200円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 42，340円 3 連 単 ��� 397，020円

票 数

単勝票数 計 547120 的中 � 14803（10番人気）
複勝票数 計 797731 的中 � 31986（9番人気）� 33356（8番人気）� 126855（1番人気）
枠連票数 計 309975 的中 （2－4） 3354（21番人気）
馬連票数 計1375600 的中 �� 4516（55番人気）
馬単票数 計 479782 的中 �� 768（111番人気）
ワイド票数 計 948797 的中 �� 4824（48番人気）�� 11197（26番人気）�� 10023（29番人気）
3連複票数 計1973414 的中 ��� 3495（122番人気）
3連単票数 計2163089 的中 ��� 395（924番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―12．1―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．7―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センショウユウト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．10．15 京都10着

2015．5．12生 牡6鹿 母 ストームツイスター 母母 テンザンストーム 23戦4勝 賞金 71，529，000円
〔制裁〕 ウィズ号の騎手藤井勘一郎は，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。
※出走取消馬 ムスコローソ号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 アテンフラワー号・アヌラーダプラ号・グッドジュエリー号・クーファウェヌス号・サヴォワールエメ号・

シセイヒテン号・ショウナンアオゾラ号・ショウナンタイガ号・シルヴェーヌ号・スカイグルーヴ号・
ダノンジャスティス号・デルマカトリーナ号・トロワマルス号・ナンヨーアミーコ号・ビアイ号・
フィールザファラオ号・ペイシャドリーム号・ボンボヤージ号・メリーメーキング号・レジーナドーロ号



06059 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第39回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，4歳以上，2．3．14以降3．3．7まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ローレル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000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
1：44．9
1：43．9

良
良

713 ランブリングアレー 牝5黒鹿55 武 豊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 474－ 61：54．8 11．1�
611 ロ ザ ム ー ル 牝5栗 52 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 498－ 4 〃 ハナ 10．3�
47 フェアリーポルカ 牝5鹿 55 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 504－ 21：54．9クビ 10．4�
816 ホウオウピースフル 牝4栗 53 大野 拓弥小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 クビ 27．5�
35 シャドウディーヴァ 牝5黒鹿54 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 478－ 21：55．11 11．5	
48 デンコウアンジュ 牝8黒鹿56 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 458－ 61：55．41� 33．8

12 リアアメリア 牝4黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：55．61� 8．5�
815 サトノダムゼル 牝5鹿 53 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462± 01：55．7クビ 6．1�
59 ドナアトラエンテ 牝5黒鹿53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458－10 〃 アタマ 4．2
510 スイープセレリタス 牝5黒鹿52 横山 武史 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516－ 21：56．23 98．7�
24 ロフティフレーズ 牝6黒鹿52 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 470－ 6 〃 ハナ 75．4�
36 ア ブ レ イ ズ 牝4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 486＋ 21：56．41 18．3�
714 シーズンズギフト 牝4青鹿53 津村 明秀 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 496＋10 〃 クビ 16．2�
11 リリーバレロ 牝6鹿 52 M．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 21：56．93 23．6�
23 ア ル ー シ ャ 牝6芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 462－ 41：57．75 9．5�
612 インターミッション 牝4黒鹿53 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 412－ 21：57．8� 63．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 192，157，300円 複勝： 313，948，500円 枠連： 100，327，700円
馬連： 654，667，100円 馬単： 197，216，000円 ワイド： 481，435，700円
3連複： 1，380，302，000円 3連単： 1，312，801，300円 計： 4，632，855，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 400円 � 310円 � 290円 枠 連（6－7） 3，170円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 14，310円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 1，840円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 19，250円 3 連 単 ��� 147，950円

票 数

単勝票数 計1921573 的中 � 137602（7番人気）
複勝票数 計3139485 的中 � 194398（8番人気）� 266955（4番人気）� 297980（3番人気）
枠連票数 計1003277 的中 （6－7） 24487（21番人気）
馬連票数 計6546671 的中 �� 78759（29番人気）
馬単票数 計1972160 的中 �� 10333（66番人気）
ワイド票数 計4814357 的中 �� 59035（30番人気）�� 67167（20番人気）�� 94876（11番人気）
3連複票数 計13803020 的中 ��� 53767（69番人気）
3連単票数 計13128013 的中 ��� 6433（552番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．5―12．5―12．4―12．3―12．7―12．8―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―37．7―50．2―1：02．6―1：14．9―1：27．6―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランブリングアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．6 京都1着

2016．3．24生 牝5黒鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 15戦6勝 賞金 153，865，000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 アラスカ号

06060 3月13日 雨 不良 （3中山2） 第5日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時25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
1：06．7
1：06．5

良
良

814� モエレコネクター 牡5鹿 57 柴田 善臣中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大
作ステーブル 514－ 41：13．3 11．1�

11 ショウナンバニラ 牝5鹿 55 三浦 皇成�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 444＋ 6 〃 クビ 6．8�
47 アカノニジュウイチ 牝4鹿 55 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：13．4クビ 5．4�
35 � ライバーバード 牡7芦 57 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B518± 01：13．61� 10．3�
713 ウ メ タ ロ ウ 牡6黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B504＋ 6 〃 ハナ 53．3	
23 アルムブラスト 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 528± 01：13．81 2．5

712� オーロラフラッシュ 牝4鹿 55 杉原 誠人嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 460＋ 21：14．22	 23．0�
58 グランドピルエット 牝6鹿 55 団野 大成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 25．8�
611 フクノナルボンヌ 牝5栗 55 木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 504± 0 〃 クビ 37．2
610� マジックバローズ 牡6鹿 57 和田 竜二猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 458－ 21：14．3クビ 16．6�
34 リッチクレマチス 牝4青 55

52 ▲原 優介長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 448－ 21：14．51 22．2�
22 ニシノストーム 牡4鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 502－ 41：14．82 43．6�
46 � ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 55 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 454＋ 21：15．22	 14．9�

59 マリノディアナ 牝6青鹿55 勝浦 正樹和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 446－ 41：15．31 168．6�
815 シャイニールミナス 牝4鹿 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 470－ 21：15．51� 65．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 85，388，100円 複勝： 114，117，400円 枠連： 37，788，800円
馬連： 174，261，300円 馬単： 64，722，100円 ワイド： 148，663，300円
3連複： 275，828，800円 3連単： 311，789，200円 計： 1，212，559，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 280円 � 220円 � 220円 枠 連（1－8） 3，400円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，100円 �� 740円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 56，440円

票 数

単勝票数 計 853881 的中 � 61390（5番人気）
複勝票数 計1141174 的中 � 101516（5番人気）� 135515（3番人気）� 142622（2番人気）
枠連票数 計 377888 的中 （1－8） 8596（15番人気）
馬連票数 計1742613 的中 �� 36941（12番人気）
馬単票数 計 647221 的中 �� 6113（28番人気）
ワイド票数 計1486633 的中 �� 28940（14番人気）�� 34547（10番人気）�� 52700（5番人気）
3連複票数 計2758288 的中 ��� 30271（15番人気）
3連単票数 計3117892 的中 ��� 4005（162番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．5―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―47．1―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モエレコネクター �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス

2016．3．12生 牡5鹿 母 モエレゴールド 母母 ニアーザゴールド 12戦2勝 賞金 28，859，000円
初出走 JRA



（3中山2）第5日 3月13日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 183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

238，490，000円
25，390，000円
1，810，000円
27，940，000円
73，858，000円
5，304，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
699，501，800円
1，027，548，100円
306，433，100円
1，627，339，600円
599，366，400円
1，238，908，800円
2，804，571，000円
2，996，758，600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 11，300，427，400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5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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