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06061 3月14日 晴 不良 （3中山2） 第6日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

714 ヴァシリエフスキー 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 470－ 61：53．3 2．3�
816 アラゴナイト 牝3黒鹿54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 436± 01：53．94 5．8�
47 タイセイジェニー 牝3青鹿54 石橋 脩田中 成奉氏 池上 昌和 新冠 アラキフアーム 430－ 21：55．07 15．0�
611 コンフィアンス 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 452－ 2 〃 ハナ 12．4�
12 ロジディープ 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 秋田牧場 442－ 61：55．21� 15．0	
35 ビリーヴインミー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�グランド牧場 萩原 清 新ひだか グランド牧場 468－ 21：55．51� 5．0

11 スイートフィル 牝3芦 54 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 446－ 61：55．6クビ 17．5�
815 スリンシンガポール 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 472－ 21：55．7� 201．9�
612 パッドゥラパン 牝3芦 54 勝浦 正樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 452± 01：56．01� 9．9
36 エレガンスルブラ 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 8 〃 クビ 95．9�

23 クインズアンバー 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 脩斗 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 458± 01：57．17 79．6�

59 ビッグリーフルーフ 牝3鹿 54
51 ▲原 優介大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 442＋141：57．2クビ 106．7�

713 ハ シ ュ マ ル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 山田牧場 436－ 6 〃 アタマ 160．8�
510 シャンデトワール 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵星野 �男氏 林 徹 千歳 社台ファーム 428 ―1：57．94 68．4�
24 ヌンチュール 牝3黒鹿54 野中悠太郎ヌンクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 456 ―1：59．610 249．3�
48 マクラガレーヌ 牝3黒鹿54 伊藤 工真藤沼 利夫氏 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 472 ―2：01．8大差 69．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，245，200円 複勝： 47，793，800円 枠連： 14，203，000円
馬連： 67，515，300円 馬単： 27，749，400円 ワイド： 56，249，600円
3連複： 95，775，200円 3連単： 100，875，800円 計： 445，407，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 150円 � 330円 枠 連（7－8） 780円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 360円 �� 870円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 10，810円

票 数

単勝票数 計 352452 的中 � 121622（1番人気）
複勝票数 計 477938 的中 � 109306（1番人気）� 87533（2番人気）� 26605（8番人気）
枠連票数 計 142030 的中 （7－8） 14100（2番人気）
馬連票数 計 675153 的中 �� 63834（2番人気）
馬単票数 計 277494 的中 �� 17378（2番人気）
ワイド票数 計 562496 的中 �� 43450（2番人気）�� 15914（12番人気）�� 13457（14番人気）
3連複票数 計 957752 的中 ��� 22134（10番人気）
3連単票数 計1008758 的中 ��� 6764（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．2―13．3―12．6―12．4―12．7―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．6―49．9―1：02．5―1：14．9―1：27．6―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴァシリエフスキー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．3 中山4着

2018．3．12生 牝3鹿 母 マトリョーシカ 母母 アイスドール 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヌンチュール号・マクラガレーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月

14日まで平地競走に出走できない。

06062 3月14日 晴 不良 （3中山2） 第6日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

610 レ イ ハ リ ア 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 444＋ 81：11．8 9．4�

47 スズジャッカル 牡3黒鹿56 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 504± 01：11．9� 5．6�

712 キュートラン 牝3鹿 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 B464＋ 21：12．43� 6．4�
713 ボ ル ゲ リ 牡3鹿 56 横山 和生チームユッキレーシング 大江原 哲 日高 広富牧場 494＋ 41：13．14 4．0�
815 ボンバーガール 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田ファーム 494－ 4 〃 クビ 203．3�
814 ラヴドワンズ 牝3青鹿54 杉原 誠人 	キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 456± 01：13．41� 35．0

23 リュヌダムール 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444－ 81：13．61� 3．0�
34 ゲ ツ レ ン カ 牝3黒鹿54 丸田 恭介吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 444± 01：13．81 237．6
59 クリノグリゴロス 牡3栗 56 江田 照男栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 490－16 〃 クビ 56．8�
58 サイレントギフト 牡3青 56 石川裕紀人キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム 480＋ 21：13．9� 7．9�
46 キイソアリング 牝3鹿 54

51 ▲原 優介安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 400－ 81：14．21� 429．0�
22 � ミ ラ テ ィ オ 牝3芦 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 天間 昭一 米 MMM

Stables 532－ 41：14．41� 74．4�
611 フェスティヴグッド 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良臼井義太郎氏 本間 忍 日高 アイズスタッド株式会社 506＋ 21：14．82� 33．3�
11 テンペスタース 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー
クスタツド 460－ 61：16．28 148．9�

35 パ イ ナ 牝3鹿 54 井上 敏樹佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 478 ―1：20．6大差 288．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，739，000円 複勝： 57，903，500円 枠連： 13，207，000円
馬連： 67，887，100円 馬単： 27，231，000円 ワイド： 53，455，100円
3連複： 100，427，000円 3連単： 109，494，900円 計： 466，344，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 220円 � 210円 � 180円 枠 連（4－6） 1，980円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 5，920円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 590円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 32，120円

票 数

単勝票数 計 367390 的中 � 31088（6番人気）
複勝票数 計 579035 的中 � 65322（6番人気）� 69569（4番人気）� 89694（3番人気）
枠連票数 計 132070 的中 （4－6） 5157（9番人気）
馬連票数 計 678871 的中 �� 18428（14番人気）
馬単票数 計 272310 的中 �� 3446（29番人気）
ワイド票数 計 534551 的中 �� 12264（15番人気）�� 23761（6番人気）�� 19510（11番人気）
3連複票数 計1004270 的中 ��� 17572（18番人気）
3連単票数 計1094949 的中 ��� 2471（130番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．3―12．3―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．2―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ イ ハ リ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．5 中山2着

2018．3．8生 牝3鹿 母 ライトリーチューン 母母 リーインフォースト 4戦1勝 賞金 9，180，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンペスタース号・パイナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月14日ま

で平地競走に出走できない。
※出走取消馬 エクセルローグ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フライトメモリア号

第２回 中山競馬 第６日



06063 3月14日 晴 不良 （3中山2） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

814 ペイシャジュン 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 478－ 61：54．0 2．2�
610 デルマタモン 牡3栗 56 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 504－ 61：54．42 10．6�
711 ピースアンドリンゴ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 静内フアーム 458± 01：55．25 73．2�
813 ベルピエース 牡3青鹿56 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 新冠 村上 進治 492± 01：55．4� 2．7�
69 マ ミ リ ア ス 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介広尾レース� 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 470－ 41：55．51 36．6�
22 スマートリン 牡3鹿 56 内田 博幸鈴木 伸昭氏 的場 均 新ひだか 高橋 修 502－ 2 〃 クビ 12．8	
712 クリスタルローレル 牡3鹿 56 大庭 和弥岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 502－ 61：57．09 250．0

33 ウインプロスト 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 5 〃 ハナ 62．0�
57 ターニングアップ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 452＋ 41：57．1クビ 5．7
34 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 408－ 41：58．59 493．5�
11 エイシンギザ 牡3鹿 56 石川裕紀人�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 460－101：59．77 107．8�
45 シルバトアスール 牡3青鹿 56

53 ▲横山 琉人�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 B522－222：00．02 114．8�
46 ケフェウステソーロ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 476＋142：03．7大差 83．6�

58 ブラウンザウバー 牡3栗 56 野中悠太郎キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 466－ 42：05．08 474．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，292，100円 複勝： 46，939，100円 枠連： 15，163，100円
馬連： 62，317，200円 馬単： 29，849，400円 ワイド： 45，439，800円
3連複： 91，865，200円 3連単： 124，912，800円 計： 451，778，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 260円 � 830円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，510円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 10，260円 3 連 単 ��� 25，250円

票 数

単勝票数 計 352921 的中 � 126789（1番人気）
複勝票数 計 469391 的中 � 126424（2番人気）� 41021（4番人気）� 10362（7番人気）
枠連票数 計 151631 的中 （6－8） 21550（3番人気）
馬連票数 計 623172 的中 �� 44018（4番人気）
馬単票数 計 298494 的中 �� 15118（4番人気）
ワイド票数 計 454398 的中 �� 24931（5番人気）�� 7551（13番人気）�� 2541（28番人気）
3連複票数 計 918652 的中 ��� 6713（24番人気）
3連単票数 計1249128 的中 ��� 3586（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．9―50．1―1：02．9―1：15．5―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペイシャジュン �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．2．6 東京2着

2018．5．20生 牡3栗 母 ジュンレンカ 母母 シャイニンレーサー 3戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンギザ号・シルバトアスール号・ケフェウステソーロ号・ブラウンザウバー号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月14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〕 バードハズフロウン号・ブラウンザウバー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月14日ま

で平地競走に出走できない。
※マミリアス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

06064 3月14日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（3中山2） 第6日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：10．2良・良

710 スズカメジャー 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500－ 23：19．4 3．2�
711 クラウンディバイダ �8黒鹿60 大庭 和弥�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 462＋ 43：21．110 18．2�
69 オウケンブラック 牡10鹿 60 上野 翔福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 494＋ 23：21．63 36．4�
813 キ ー パ ン チ 牡4鹿 59 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 472＋ 43：21．81� 12．9�
22 ダイワスキャンプ �9鹿 60 五十嵐雄祐大城 正一氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 436－ 43：22．65 5．1�
812 トーアコルレオーネ 牡5鹿 60 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 440＋ 63：23．77 26．8	
45 ヴァンクールシルク �7栗 60 小野寺祐太 
シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 578－ 23：24．33	 35．4�
44 ワンダーサーイター 牡4青鹿59 草野 太郎山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 460＋12 〃 クビ 162．3�
68 タガノゴマチャン 牡5芦 60 中村 将之八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 484－ 23：24．93	 70．8
56 セ ー リ ン グ 牡4鹿 59 伊藤 工真栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 448＋ 23：25．1
 111．7�
57 キミノミラクル 牝4栃栗57 大江原 圭平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 496± 03：27．4大差 60．3�
11 ゲインスプレマシー �5鹿 60 石神 深一 
サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 486＋10 （競走中止） 2．2�
33 モリトシュン 牡5青鹿60 伴 啓太吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 480－ 2 （競走中止） 31．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，342，900円 複勝： 24，057，000円 枠連： 9，992，600円
馬連： 38，983，400円 馬単： 20，667，500円 ワイド： 32，135，600円
3連複： 66，333，700円 3連単： 89，577，000円 計： 305，089，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 300円 � 670円 枠 連（7－7） 3，110円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，780円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 17，560円 3 連 単 ��� 65，530円

票 数

単勝票数 計 233429 的中 � 57534（2番人気）
複勝票数 計 240570 的中 � 41069（2番人気）� 19998（5番人気）� 7668（9番人気）
枠連票数 計 99926 的中 （7－7） 2483（10番人気）
馬連票数 計 389834 的中 �� 13990（7番人気）
馬単票数 計 206675 的中 �� 3976（11番人気）
ワイド票数 計 321356 的中 �� 10124（8番人気）�� 4602（19番人気）�� 1938（36番人気）
3連複票数 計 663337 的中 ��� 2832（51番人気）
3連単票数 計 895770 的中 ��� 991（184番人気）
上り 1マイル 1：52．1 4F 54．8－3F 40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．1．5 京都1着

2014．2．16生 牡7鹿 母 スプリングサンダー 母母 スプリングマンボ 障害：2戦1勝 賞金 9，100，000円
〔競走中止〕 ゲインスプレマシー号は，1周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

モリトシュン号は，2号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出走取消馬 エイトマイル号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テイエムチューハイ号



06065 3月14日 晴 重 （3中山2） 第6日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

12 アインゲーブング 牝3鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 62：05．2 2．6�

23 フィニステラ 牡3栗 56 北村 宏司 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 474－ 42：05．3クビ 15．2�
815 ジ ル ブ ラ ス 牡3栗 56 丸田 恭介�G1レーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 494－ 62：05．4� 3．0�
47 ショウナンラッキー 牡3鹿 56 石川裕紀人国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 62：06．46 67．8�
36 リュラネブラ 牡3鹿 56 横山 武史 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 5．2	
611 フジマサインパクト 牡3鹿 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 ハナ 44．8

714 ボ ラ ヘ 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 新開 幸一 浦河 ミルファーム 414－102：06．82� 105．3�
713 ラヴオブネイチャー 牡3黒鹿56 横山 和生吉田 安惠氏 深山 雅史 安平 追分ファーム 410＋102：06．9クビ 43．4�
11 ズールウォリアー 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 470－ 42：07．0� 15．0
816 リ チ ェ ル カ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 2 〃 ハナ 121．3�
24 ルタピヴォラン 牡3鹿 56 野中悠太郎岡田 壮史氏 菊川 正達 日高 長谷部牧場 474－ 62：07．31� 136．8�
59 キングオブマリア 牡3青 56 三浦 皇成嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 454 ―2：07．72� 11．4�
612 レジーナピアノ 牝3鹿 54 江田 照男永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 B462－ 82：07．8� 191．6�
510 アイワナスマイル 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 488－ 42：08．01� 64．5�
35 ロ ス ト ラ ル 牡3青鹿56 吉田 豊村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 526 ―2：08．1� 76．8�
48 トミケンフルミネ 牡3黒鹿56 内田 博幸佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 日高大洋牧場 468－ 22：09．27 138．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，197，000円 複勝： 46，206，200円 枠連： 14，038，800円
馬連： 62，978，200円 馬単： 26，170，600円 ワイド： 50，506，600円
3連複： 91，555，800円 3連単： 106，900，600円 計： 430，553，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 210円 � 130円 枠 連（1－2） 1，510円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 600円 �� 170円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 8，630円

票 数

単勝票数 計 321970 的中 � 99006（1番人気）
複勝票数 計 462062 的中 � 129921（1番人気）� 38172（4番人気）� 100233（2番人気）
枠連票数 計 140388 的中 （1－2） 7177（5番人気）
馬連票数 計 629782 的中 �� 25999（5番人気）
馬単票数 計 261706 的中 �� 6932（8番人気）
ワイド票数 計 505066 的中 �� 18263（5番人気）�� 102173（1番人気）�� 13567（9番人気）
3連複票数 計 915558 的中 ��� 52371（3番人気）
3連単票数 計1069006 的中 ��� 8978（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．3―37．2―50．5―1：03．4―1：15．5―1：27．7―1：40．2―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アインゲーブング �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2020．8．30 新潟7着

2018．6．3生 牝3鹿 母 マイネグロリアーナ 母母 Elizabeth Street 7戦1勝 賞金 8，470，000円
〔3走成績による出走制限〕 リチェルカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月14日まで平地競走に出走できない。

06066 3月14日 晴 重 （3中山2） 第6日 第6競走 ��1，800�3歳1勝クラス
発走13時00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
1：48．5
1：47．6

重
重

510 ディールクルム 牡3栗 56 石橋 脩�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム 508－ 41：53．8 1．8�
714 ポールスター 牡3鹿 56 横山 和生林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512－10 〃 クビ 6．1�
36 ダノンブレット 牡3栗 56 戸崎 圭太�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 502－ 61：54．0� 13．8�
48 タマモブトウカイ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 456－ 2 〃 � 18．9�
12 セイハロートゥユー 牡3黒鹿56 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B496＋ 41：54．1� 37．4�
612 プライムデイ 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 494＋ 61：54．31� 99．7	
59 ロ ン グ ラ ン 牡3鹿 56 北村 宏司梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 484－ 41：54．4クビ 12．5

24 ウインアルバローズ 牡3青鹿56 丹内 祐次�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B484－ 11：55．03� 224．5�
23 シンヨモギネス 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474± 0 〃 クビ 15．8�
713 トーセンエディ 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介島川 哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ
スティファーム 556＋ 21：55．1クビ 121．2�

47 セイウンロミオ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 520± 0 〃 クビ 118．3�
816 ケイツーマルカ 牝3鹿 54 津村 明秀楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 490＋ 61：55．2クビ 177．9�
611 アイノファンタジー 牡3鹿 56 吉田 豊ライフエンタープライズ� 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 456－ 41：56．58 240．3�
11 ロードエクレール 牡3鹿 56 横山 武史 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 470± 01：57．99 8．1�
35 ホウオウルバン 牡3黒鹿56 三浦 皇成小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 518± 02：00．2大差 15．8�
815 カフェプリンセス 牝3鹿 54 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 472± 0 （競走中止） 27．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，865，100円 複勝： 138，701，400円 枠連： 18，501，400円
馬連： 94，600，000円 馬単： 43，246，500円 ワイド： 78，391，300円
3連複： 136，742，600円 3連単： 185，582，600円 計： 749，630，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 260円 枠 連（5－7） 410円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 270円 �� 430円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 538651 的中 � 228438（1番人気）
複勝票数 計1387014 的中 � 889809（1番人気）� 90299（2番人気）� 51958（5番人気）
枠連票数 計 185014 的中 （5－7） 34610（1番人気）
馬連票数 計 946000 的中 �� 152537（1番人気）
馬単票数 計 432465 的中 �� 47872（1番人気）
ワイド票数 計 783913 的中 �� 85450（1番人気）�� 45578（5番人気）�� 14838（12番人気）
3連複票数 計1367426 的中 ��� 48354（5番人気）
3連単票数 計1855826 的中 ��� 26436（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．8―13．0―12．4―12．3―12．5―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．3―50．3―1：02．7―1：15．0―1：27．5―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ディールクルム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Fasliyev デビュー 2020．10．10 東京1着

2018．4．22生 牡3栗 母 ミゼリコルデ 母母 Match Point 5戦2勝 賞金 24，190，000円
〔競走中止〕 カフェプリンセス号は，3コーナー手前で前の馬に触れてつまずき，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ディールクルム号の騎手石橋脩は，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：14番）
〔その他〕 ホウオウルバン号は，3コーナー手前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。



06067 3月14日 晴 重 （3中山2） 第6日 第7競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時30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
1：06．7
1：06．5

良
良

47 ユキノファラオ 牡3鹿 56 柴田 善臣井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 468－ 21：11．5 3．0�
58 テネラメンテ 牝3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：11．81� 4．7�
22 ルミナスライン 牝3鹿 54 木幡 巧也 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 420＋ 2 〃 アタマ 10．2�
713 ナンヨーローズ 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 452－ 61：12．01 26．6�
815 サニーオーシャン 牡3鹿 56 内田 博幸海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 446－ 61：12．1� 42．4�
34 コスモサンレミ 牝3鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 444－ 4 〃 ハナ 14．7

712 ハイプリーステス 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 田原橋本牧場 420＋ 41：12．31� 133．1�
814 ホーキーポーキー 牝3栗 54 嶋田 純次	ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 448－ 21：12．4� 30．8�
611 アンチエイジング 牝3鹿 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 450＋ 2 〃 アタマ 265．0
23 ジ ャ ガ ー ド 牡3芦 56 三浦 皇成栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 420－ 61：12．5� 17．2�
59 ドナタイフーン 牝3鹿 54 北村 宏司小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 下屋敷牧場 448＋ 41：12．7� 29．5�
11 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 442－ 2 〃 ハナ 105．0�
610 タイガーリリー 牝3鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 458＋ 6 〃 ハナ 24．9�
46 シャドウファックス 牝3芦 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 クビ 3．3�
35 ディープエコロジー 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 432－ 61：13．01� 99．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，327，800円 複勝： 58，088，400円 枠連： 17，593，900円
馬連： 81，729，200円 馬単： 29，170，700円 ワイド： 64，485，000円
3連複： 118，671，800円 3連単： 123，337，700円 計： 532，404，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 240円 枠 連（4－5） 410円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 300円 �� 590円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 10，240円

票 数

単勝票数 計 393278 的中 � 101504（1番人気）
複勝票数 計 580884 的中 � 124138（1番人気）� 96629（3番人気）� 50952（4番人気）
枠連票数 計 175939 的中 （4－5） 32866（1番人気）
馬連票数 計 817292 的中 �� 83493（2番人気）
馬単票数 計 291707 的中 �� 15961（3番人気）
ワイド票数 計 644850 的中 �� 61285（1番人気）�� 26782（4番人気）�� 18144（8番人気）
3連複票数 計1186718 的中 ��� 33409（5番人気）
3連単票数 計1233377 的中 ��� 8729（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．6―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．1―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノファラオ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2020．9．20 中山4着

2018．3．25生 牡3鹿 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル 8戦2勝 賞金 18，410，000円
〔騎手変更〕 ジャガード号の騎手田辺裕信は，第6競走での落馬負傷のため三浦皇成に変更。

06068 3月14日 晴 重 （3中山2） 第6日 第8競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

710� ワンダーラジャ 牡7栗 57 石橋 脩山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 516－ 22：36．1 8．2�
68 グッドリドゥンス 牡4栗 56 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 482－ 8 〃 ハナ 4．5�
711� ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 56 戸崎 圭太トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 514＋ 4 〃 ハナ 15．9�
812 エターナルボンド 牡4黒鹿56 北村 宏司 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 510－ 42：36．52� 4．7�
69 タガノキングロード 牡4黒鹿56 横山 和生八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482± 02：36．92� 13．2�
33 ファンタスティック 牡5栗 57 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 478＋ 22：37．0� 48．0	
22 レアリザトゥール 牡4黒鹿56 横山 武史 
京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 62：37．1クビ 4．0�
44 トップリーチ 牡4黒鹿56 三浦 皇成紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 454－ 4 〃 クビ 8．9�
57 カッティングロック 牡4黒鹿56 吉田 豊石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 520＋ 22：37．73� 9．9
45 ヤマノマタカ 牡4鹿 56 石川裕紀人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B486± 02：38．23 17．1�
56 ドノスティア 	4黒鹿56 丹内 祐次村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 530－122：38．62� 70．4�
11 プレイングラン 牡5栗 57 木幡 巧也スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 486－ 22：39．66 115．6�
813� フクダイトウリョウ 牡4黒鹿 56

53 ▲原 優介小菅 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 514－ 22：40．98 249．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，258，400円 複勝： 67，740，000円 枠連： 17，218，700円
馬連： 95，506，300円 馬単： 31，796，300円 ワイド： 72，615，100円
3連複： 141，353，100円 3連単： 142，095，700円 計： 609，583，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 210円 � 220円 � 350円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，250円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，170円 3 連 単 ��� 39，450円

票 数

単勝票数 計 412584 的中 � 39923（4番人気）
複勝票数 計 677400 的中 � 90279（3番人気）� 85728（4番人気）� 44245（7番人気）
枠連票数 計 172187 的中 （6－7） 17811（1番人気）
馬連票数 計 955063 的中 �� 38118（8番人気）
馬単票数 計 317963 的中 �� 5123（20番人気）
ワイド票数 計 726151 的中 �� 26169（8番人気）�� 14755（19番人気）�� 15001（18番人気）
3連複票数 計1413531 的中 ��� 14781（31番人気）
3連単票数 計1420957 的中 ��� 2611（160番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．0―13．4―13．9―13．5―13．1―12．1―12．1―12．7―13．3―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．8―37．8―51．2―1：05．1―1：18．6―1：31．7―1：43．8―1：55．9―2：08．6―2：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．3―3F40．2
1
�
・（9，11）（2，3）6，13（1，10）（5，12）－4－8－7・（9，11）（3，10）2－6（12，4）（13，5）8，1＝7

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

勝馬の
紹 介

�ワンダーラジャ �
�
父 サマーバード �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス

2014．4．3生 牡7栗 母 ワンダープリンセス 母母 ワンダールージュ 38戦2勝 賞金 70，650，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 エターナルボンド号の騎手田辺裕信は，第6競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。



06069 3月14日 晴 重 （3中山2） 第6日 第9競走 1，800�
ぼ う そ う

房 総 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，55�
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

811 シンハリング 牝4青鹿55 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502－ 21：51．6 2．3�
22 ホウオウエミーズ 牝4鹿 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 446－ 21：51．7� 7．3�
78 ゴルトベルク 牝4黒鹿55 横山 武史 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 ハナ 4．6�
810 ルヴェルソー 牝4黒鹿55 柴田 善臣 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 448± 01：52．02 8．6�
44 メ イ オ ー ル 牝5鹿 55 丹内 祐次千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 474＋121：52．21� 82．1	
67 ミモザイエロー 牝5栗 55 三浦 皇成青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 472－ 21：52．3� 6．3

55 フローズンスタイル 牝4黒鹿55 内田 博幸吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 458＋121：52．4� 50．5�
79 コ コ ニ ア ル 牝4栗 55 石川裕紀人村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：52．5� 10．7�
33 アテナノワール 牝4黒鹿55 江田 照男諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 アタマ 39．4
11 スピードオブラブ 牝4鹿 55 吉田 豊石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 444＋ 21：53．02� 34．6�
66 ク リ ッ パ ー 牝6青鹿55 石橋 脩吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：55．6大差 50．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，375，300円 複勝： 66，168，200円 枠連： 18，608，800円
馬連： 96，395，400円 馬単： 38，777，800円 ワイド： 66，256，900円
3連複： 126，703，900円 3連単： 171，856，500円 計： 635，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 180円 � 150円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 360円 �� 280円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 5，130円

票 数

単勝票数 計 503753 的中 � 172397（1番人気）
複勝票数 計 661682 的中 � 163506（1番人気）� 81432（4番人気）� 105676（2番人気）
枠連票数 計 186088 的中 （2－8） 21658（2番人気）
馬連票数 計 963954 的中 �� 82706（2番人気）
馬単票数 計 387778 的中 �� 20932（2番人気）
ワイド票数 計 662569 的中 �� 46681（3番人気）�� 65525（1番人気）�� 28725（6番人気）
3連複票数 計1267039 的中 ��� 72626（1番人気）
3連単票数 計1718565 的中 ��� 24267（6番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―12．7―12．0―11．4―11．6―12．2―12．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．9―38．6―50．6―1：02．0―1：13．6―1：25．8―1：38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンハリング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．8．3 新潟6着

2017．1．18生 牝4青鹿 母 シンハディーパ 母母 シンハリーズ 7戦3勝 賞金 34，085，000円

06070 3月14日 晴 重 （3中山2） 第6日 第10競走 ��
��1，600�

こ ち

東風ステークス（Ｌ）
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

33 トーラスジェミニ 牡5鹿 58 原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－ 61：34．4 8．5�
58 ボンセルヴィーソ 牡7栗 57 木幡 巧也名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 484－ 4 〃 クビ 9．4�
69 ト ラ イ ン 牡6鹿 56 内田 博幸大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 81：35．14 14．1�
34 アトミックフォース 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 482－12 〃 ハナ 13．1�
610 エメラルファイト 牡5芦 57 丹内 祐次高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B472＋ 21：35．2	 47．7�
712 レッドガラン 牡6鹿 57 横山 和生 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 514－ 21：35．52 4．0	
45 レインボーフラッグ 牡8鹿 56 三浦 皇成 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 468± 01：35．6クビ 19．9

11 サクセッション 牡4芦 56 横山 武史 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 520－ 81：35．7
 4．5�
813 ダノンチェイサー 牡5鹿 57 津村 明秀�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋161：35．8クビ 9．0
814 クラヴァシュドール 牝4青鹿54 北村 宏司�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 454－ 21：36．12 5．8�
711 カルヴァリオ �8鹿 56 吉田 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 61：36．42 145．2�
46 バ レ リ オ 牡6芦 56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－101：36．6
 65．5�
57 フィリアプーラ 牝5鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 460± 01：36．7
 38．6�
22 ソロフレーズ 牡6青鹿56 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 2 〃 クビ 65．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 67，763，500円 複勝： 88，570，500円 枠連： 29，156，600円
馬連： 181，529，000円 馬単： 57，654，700円 ワイド： 115，975，300円
3連複： 276，931，700円 3連単： 277，412，900円 計： 1，094，994，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 330円 � 260円 � 410円 枠 連（3－5） 1，690円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，690円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 15，840円 3 連 単 ��� 64，540円

票 数

単勝票数 計 677635 的中 � 63337（4番人気）
複勝票数 計 885705 的中 � 69892（6番人気）� 95730（4番人気）� 53280（7番人気）
枠連票数 計 291566 的中 （3－5） 13297（9番人気）
馬連票数 計1815290 的中 �� 40485（14番人気）
馬単票数 計 576547 的中 �� 6535（29番人気）
ワイド票数 計1159753 的中 �� 28909（12番人気）�� 17540（25番人気）�� 14496（30番人気）
3連複票数 計2769317 的中 ��� 13109（61番人気）
3連単票数 計2774129 的中 ��� 3116（241番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．6―46．1―57．8―1：09．9―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．6

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

勝馬の
紹 介

トーラスジェミニ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．1 福島9着

2016．4．30生 牡5鹿 母 エリモエトワール 母母 ステラーオデッセイ 26戦7勝 賞金 142，951，000円
〔騎手変更〕 トーラスジェミニ号の騎手田辺裕信は，第6競走での落馬負傷のため原優介に変更。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 5日第 8競走）
〔その他〕　　アルカウン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバー

による出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕　　アルカウン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年 4月

13日まで出走できない。

２レース目



06071 3月14日 晴 重 （3中山2） 第6日 第11競走 ��
��1，600�アネモネステークス（Ｌ）

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

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

58 アナザーリリック 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 484－ 21：34．8 6．3�
34 ジ ネ ス ト ラ 牝3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 440＋161：34．9� 11．5�
35 ルチェカリーナ 牝3栗 54 戸崎 圭太加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 452－ 41：35．43 3．8�
815 グローリアスカペラ 牝3栗 54 内田 博幸日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 510－ 61：35．5� 26．4�
814 スマイルアモーレ 牝3鹿 54 木幡 巧也星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 434－101：35．7� 117．3�
610 レッジャードロ 牝3栗 54 藤田菜七子大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 428－14 〃 クビ 20．6	
22 ス ン リ 牝3鹿 54 横山 武史白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B460－ 2 〃 クビ 11．0

713 トゥルーアート 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：35．8� 9．6�
611 ベッラノーヴァ 牝3鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 400－ 21：36．33 4．0�
59 スイートクラウン 牝3鹿 54 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 462－10 〃 ハナ 150．4
46 リュクスフレンド 牝3鹿 54 横山 和生田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 462－ 21：36．5� 16．9�
712 カイトゲニー 牝3黒鹿54 石川裕紀人本田 恒雄氏 和田 雄二 新冠 森 牧場 474－10 〃 同着 15．4�
23 フローズンカクテル 牝3栗 54 吉田 豊吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 446± 01：36．6� 125．4�
47 ネクストストーリー 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 486－12 〃 クビ 16．5�
11 プレフェリータ 牝3鹿 54 菅原 明良�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 468± 01：37．02� 84．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 138，745，600円 複勝： 176，193，100円 枠連： 75，672，300円 馬連： 410，007，600円 馬単： 123，426，600円
ワイド： 215，282，900円 3連複： 593，508，400円 3連単： 669，773，200円 5重勝： 792，065，800円 計： 3，194，675，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 330円 � 160円 枠 連（3－5） 930円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 7，110円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 520円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 34，140円

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

キャリーオーバー なし����� 554，446，060円

票 数

単勝票数 計1387456 的中 � 175381（3番人気）
複勝票数 計1761931 的中 � 226248（3番人気）� 113149（7番人気）� 337118（1番人気）
枠連票数 計 756723 的中 （3－5） 62719（2番人気）
馬連票数 計4100076 的中 �� 79258（17番人気）
馬単票数 計1234266 的中 �� 13008（30番人気）
ワイド票数 計2152829 的中 �� 36753（19番人気）�� 112525（3番人気）�� 52144（10番人気）
3連複票数 計5935084 的中 ��� 87898（12番人気）
3連単票数 計6697732 的中 ��� 14223（98番人気）
5重勝票数 計7920658 的中 ����� 1

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．7―12．0―12．2―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．7―33．9―45．6―57．6―1：09．8―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．2―3F37．2

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

勝馬の
紹 介

アナザーリリック �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．8．29 新潟1着

2018．3．17生 牝3鹿 母 アンソロジー 母母 ポ ッ プ ス 3戦2勝 賞金 31，428，000円
〔騎手変更〕 カイトゲニー号の騎手田辺裕信は，第6競走での落馬負傷のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 リュクスフレンド号の騎手横山和生は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・1番）
※スマイルアモーレ号・ベッラノーヴァ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアナザーリリック号・ジネストラ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06072 3月14日 晴 重 （3中山2） 第6日 第12競走 1，200�4歳以上1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 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

48 サイヤダンサー 牡4鹿 57 三浦 皇成西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 456－101：11．7 5．6�
714 コーラルティアラ 牝4栗 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 464＋ 41：11．8� 12．1�
612 ナ ム ラ ブ ル 牡5鹿 57 丸田 恭介奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 494＋10 〃 クビ 18．8�
47 ペイシャリルキス �5鹿 57 北村 宏司北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 482－ 41：11．9クビ 5．1�
11 ネバーランド 牡4鹿 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 434± 01：12．0� 7．3�
36 � ジャックオレンジ �4栗 57 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム B476＋ 4 〃 アタマ 104．4	
815 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 林 徹 日高 本間牧場 428－10 〃 ハナ 68．2

816� シロイスズメ 牡4芦 57

54 ▲永野 猛蔵藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー
ムズ株式会社 500－141：12．1クビ 13．4�

12 ヴィクトリオーソ 牡4鹿 57 江田 照男 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 498－ 51：12．41� 67．4�

510 コ コ ラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 458－ 4 〃 ハナ 4．9
611 サ ツ キ マ ス 牝4鹿 55 吉田 豊越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 450＋ 6 〃 クビ 39．6�
23 バーンパッション 牡4黒鹿57 野中悠太郎岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 476－ 41：12．5� 28．9�
713 グラドゥアーレ 牡7栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 478－ 41：12．6クビ 5．9�
35 ナムラアイアイサー 牡5栗 57

56 ☆菅原 明良奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 482－101：12．81� 23．1�
59 ベ ル ポ ー ト 牝5青鹿55 横山 和生大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 462± 01：13．22� 110．9�
24 � カテドラルロック 牝4栗 55

52 ▲原 優介ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 418－101：14．26 91．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 103，378，700円 複勝： 142，632，600円 枠連： 58，992，800円
馬連： 241，192，300円 馬単： 83，050，700円 ワイド： 181，400，000円
3連複： 381，677，100円 3連単： 422，707，300円 計： 1，615，031，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 310円 � 400円 枠 連（4－7） 490円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，730円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 18，440円 3 連 単 ��� 81，830円

票 数

単勝票数 計1033787 的中 � 145744（3番人気）
複勝票数 計1426326 的中 � 204172（2番人気）� 115446（6番人気）� 83287（7番人気）
枠連票数 計 589928 的中 （4－7） 92088（1番人気）
馬連票数 計2411923 的中 �� 57194（14番人気）
馬単票数 計 830507 的中 �� 10378（26番人気）
ワイド票数 計1814000 的中 �� 37515（15番人気）�� 27008（22番人気）�� 18185（30番人気）
3連複票数 計3816771 的中 ��� 15518（67番人気）
3連単票数 計4227073 的中 ��� 3745（268番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．3―12．0―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．6―45．6―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイヤダンサー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．11．3 東京7着

2017．5．12生 牡4鹿 母 イズミバード 母母 ロ ジ ー タ 10戦2勝 賞金 15，990，000円
〔騎手変更〕 コーラルティアラ号の騎手田辺裕信は，第6競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※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 セレンディピア号
（非抽選馬） 2頭 サイモンベラーノ号・サノノクヒオ号

５レース目



（3中山2）第6日 3月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

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

224，390，000円
3，020，000円
25，900，000円
1，350，000円
27，080，000円
73，117，000円
5，552，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
657，530，600円
960，993，800円
302，349，000円
1，500，641，000円
538，791，200円
1，032，193，200円
2，221，545，500円
2，524，527，000円
792，065，800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 10，530，637，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回中山競馬第6日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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