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06073 3月20日 曇 良 （3中山2） 第7日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，100，000円 1，650，000
1，650，000

円
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

612 マリーアミノル 牝3栗 54
53 ☆木幡 育也吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 394－ 21：12．6 25．9�

12 チャペルレーン 牝3黒鹿54 横山 武史 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 450－101：13．13 9．9�
48 スリーマイトコーズ 牝3栗 54 丸山 元気永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 448－ 4 〃 同着 3．7�
611 マザーフェイヴァー 牝3鹿 54 野中悠太郎�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 426－ 41：13．2� 16．2�
11 エ コ ロ ワ カ 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 444－ 41：13．3� 13．6	
510 アイアンフラワー 牝3黒鹿54 丸田 恭介池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 454－ 61：13．51� 3．5

714 ノーマロエア 牝3栗 54 北村 宏司�リーヴァ 松永 康利 千歳 社台ファーム 458－ 21：13．6� 8．4�
36 ハリウッドルビー 牝3栗 54 木幡 巧也 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 456－ 21：13．7� 41．4�
816 キタノドンポートロ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新冠 北星村田牧場 482－ 41：13．8クビ 5．2
47 ブーケドフルール 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 418－ 81：14．22� 50．4�
59 サムドリーム 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 436 ―1：14．62� 45．6�
23 サキガケバイオ 牝3芦 54 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 478 ―1：14．81� 38．3�
815 ビップコルベット 牝3青鹿54 菊沢 一樹鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 モリナガファーム 466 ―1：15．75 153．5�
713 フジサンニュウサツ 牝3鹿 54 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 新ひだか 木田牧場 454 ―1：15．8クビ 187．7�
24 シゲルビーナス 牝3栗 54

51 ▲原 優介森中 蕃氏 松山 将樹 日高 宝寄山 拓樹 442 ―1：16．33 141．4�
35 シゲルワルツ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 田中 清隆 日高 滝本 健二 448 ―1：16．83 192．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，235，500円 複勝： 53，620，900円 枠連： 13，133，100円
馬連： 58，935，100円 馬単： 25，225，000円 ワイド： 54，214，100円
3連複： 96，419，200円 3連単： 95，072，700円 計： 425，855，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 520円 �
�

360円
150円 枠 連（1－6）（4－6）

970円
780円

馬 連 ��
��

6，770円
1，850円 馬 単 ��

��
14，840円
4，890円

ワ イ ド ��
��

3，890円
1，270円 �� 840円

3 連 複 ��� 12，010円 3 連 単 ���
���

68，910円
54，110円

票 数

単勝票数 計 292355 的中 � 8998（8番人気）
複勝票数 計 536209 的中 � 21536（8番人気）� 33135（6番人気）� 124046（1番人気）
枠連票数 計 131331 的中 （1－6） 5137（11番人気）（4－6） 6588（6番人気）
馬連票数 計 589351 的中 �� 3320（39番人気）�� 12478（13番人気）
馬単票数 計 252250 的中 �� 634（77番人気）�� 1942（35番人気）
ワイド票数 計 542141 的中 �� 3459（38番人気）�� 10974（16番人気）�� 17200（9番人気）
3連複票数 計 964192 的中 ��� 6018（38番人気）
3連単票数 計 950727 的中 ��� 500（368番人気） ��� 637（310番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．0―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．4―47．7―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリーアミノル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Smart Strike デビュー 2020．12．5 中山8着

2018．6．3生 牝3栗 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 3戦1勝 賞金 5，610，000円
〔発走状況〕 フジサンニュウサツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 キタノドンポートロ号は，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〕 シゲルワルツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月20日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 キタノドンポートロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月20日まで出走できない。

06074 3月20日 曇 良 （3中山2） 第7日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

812 エコロカナワン 牡3鹿 56 北村 宏司原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B490－ 41：55．4 2．2�
710 カンリンポチェ 牡3鹿 56 大野 拓弥窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 498－ 4 〃 クビ 81．3�
57 � アメリカンエール 牡3芦 56 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B496± 01：55．5� 3．1�
44 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 454－ 21：55．71� 12．6�
33 サノノヒーロー 牡3青 56 津村 明秀佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 470－ 81：56．12� 7．2�
711 ジャストビフォー 牡3黒鹿56 横山 和生山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 462± 01：56．95 122．1	
22 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± 01：57．22 172．2

45 � スカイシーカー 牡3栗 56 石川裕紀人ゴドルフィン 小島 茂之 愛 Bernard

Cooke 510－101：57．3� 24．5�
813 シャークスフィン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 506＋ 21：57．5� 65．6
56 キアヌマウナ 牝3鹿 54 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 500－ 2 〃 クビ 10．4�
11 � ス ポ イ ル ド 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Godolphin 464－ 41：57．6クビ 14．6�
68 グランポートリネス 牡3芦 56 丸田 恭介田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 浦河日成牧場 504－ 61：59．6大差 106．3�
69 ツクバエクレール 牡3鹿 56 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠伊藤牧場 448－ 2 〃 クビ 193．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，267，100円 複勝： 66，908，700円 枠連： 10，175，300円
馬連： 49，050，800円 馬単： 29，914，700円 ワイド： 45，851，400円
3連複： 75，549，500円 3連単： 120，698，700円 計： 435，416，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 1，480円 � 130円 枠 連（7－8） 2，520円

馬 連 �� 9，530円 馬 単 �� 13，730円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 170円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 43，660円

票 数

単勝票数 計 372671 的中 � 134952（1番人気）
複勝票数 計 669087 的中 � 329123（1番人気）� 4249（11番人気）� 112614（2番人気）
枠連票数 計 101753 的中 （7－8） 3129（9番人気）
馬連票数 計 490508 的中 �� 3987（22番人気）
馬単票数 計 299147 的中 �� 1634（36番人気）
ワイド票数 計 458514 的中 �� 4003（21番人気）�� 94328（1番人気）�� 3079（25番人気）
3連複票数 計 755495 的中 ��� 8524（21番人気）
3連単票数 計1206987 的中 ��� 2004（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．2―51．6―1：04．6―1：17．3―1：30．0―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エコロカナワン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．7．5 福島16着

2018．4．12生 牡3鹿 母 ユッカマウンテン 母母 ベガスナイト 9戦1勝 賞金 12，380，000円

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月20日 晴 良 （3中山2） 第7日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

24 キタノリューオー 牡3鹿 56
53 ▲小林 脩斗北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 444± 01：12．1 5．4�

611 グランディス 牡3鹿 56 三浦 皇成石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 462－ 41：12．42 1．9�
11 モ ン チ 牡3栗 56 北村 宏司北所 直人氏 松山 将樹 新ひだか 三石川上牧場 470－ 21：12．93 3．0�
48 バンカーバスター �3黒鹿56 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 大西ファーム 466－ 81：13．21� 197．6�
714 ヒマラヤクリス 牝3栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小手川 準 新ひだか 坂本 智広 456－ 41：13．41� 35．2�
23 ネオヒューズ 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 488 ―1：13．5クビ 70．5�
815 ジーガーオーシャン 牡3黒鹿56 木幡 初也	ジーガー 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 484 ―1：13．6� 33．8

713 エコロアジェンダ 牡3栗 56 大野 拓弥原村 正紀氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 444－161：13．7� 27．7�
12 ニャンニャン 牝3栗 54 丸田 恭介大田 恭充氏 浅野洋一郎 日高 山田 政宏 412－ 41：13．8� 71．4�
612 キタノフェスタ 牝3黒鹿54 黛 弘人北所 直人氏 天間 昭一 日高 シンボリ牧場 386－ 61：14．11� 358．2
36 スノーフレイム 牡3芦 56

54 ◇藤田菜七子松谷 翔太氏 石栗 龍彦 むかわ 上水牧場 458－121：14．31� 125．0�
816 ムーンリバー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 446－ 21：14．93� 133．9�
59 ア ウ リ イ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁�磯波勇F 武井 亮 新ひだか カタオカフアーム 450＋141：15．32� 193．7�
47 ア ジ リ テ ィ 牝3栗 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 芳住 鉄兵 480－ 41：15．51� 19．9�
35 エクスカテドラ 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 518 ― 〃 クビ 28．5�
510 ケンプファー 牡3鹿 56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 長田ファーム 526＋101：17．5大差 347．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，751，400円 複勝： 47，991，700円 枠連： 12，818，400円
馬連： 55，112，800円 馬単： 29，260，000円 ワイド： 46，412，500円
3連複： 87，996，500円 3連単： 110，505，300円 計： 427，848，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 210円 �� 230円 �� 170円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 2，900円

票 数

単勝票数 計 377514 的中 � 55092（3番人気）
複勝票数 計 479917 的中 � 62671（3番人気）� 187955（1番人気）� 97088（2番人気）
枠連票数 計 128184 的中 （2－6） 22714（2番人気）
馬連票数 計 551128 的中 �� 83895（2番人気）
馬単票数 計 292600 的中 �� 15979（4番人気）
ワイド票数 計 464125 的中 �� 54090（2番人気）�� 47514（3番人気）�� 76717（1番人気）
3連複票数 計 879965 的中 ��� 173302（1番人気）
3連単票数 計1105053 的中 ��� 27620（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．5―12．5―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノリューオー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．1．9 中山6着

2018．4．21生 牡3鹿 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンプファー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月20日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キチロクレディス号・サクラトップクロス号・パーシアン号・ボンマルコ号

06076 3月20日 晴 良 （3中山2） 第7日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時35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

713 ナックイルシーブ 牡3芦 56
55 ☆菅原 明良小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 22：02．0 14．2�
712 ギャラクシーエッジ 牡3栗 56 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：02．1クビ 2．7�
814 タカラネイビー 牡3青鹿56 石川裕紀人村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 472＋ 22：02．2� 2．8�
610 マイネルマーティン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 22：02．4� 22．9�
58 マイネルレガシー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 464± 02：02．5� 21．9	
815 タイセイコマンド 牡3鹿 56 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B476－102：02．92� 5．7

34 ケ ル ト 牡3栗 56 岩田 望来小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468＋142：03．22 29．6�
59 ニシノバシャール 牡3鹿 56 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 468± 0 〃 クビ 21．7�
11 ドルフィンクエスト 牡3鹿 56 北村 宏司�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B460－ 62：03．3クビ 18．0
611 デモネタブンキット 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 450＋16 〃 クビ 139．5�
35 コ ー チ ェ ラ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 474－ 62：04．15 211．6�
23 ベストコレクトパリ 牝3鹿 54 丸山 元気嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田牧場 462－ 2 〃 クビ 100．6�
46 レッドグレイシャー 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 白老 社台牧場 482 ―2：04．84 49．8�
22 デルマゾウチョウ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁浅沼 廣幸氏 武井 亮 日高 ファニーヒルファーム 428 ―2：05．43� 379．2�
47 ナイトエクスプレス 牡3黒鹿56 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 三木田牧場 468＋102：11．0大差 62．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，754，700円 複勝： 60，118，600円 枠連： 15，643，700円
馬連： 63，500，800円 馬単： 28，384，500円 ワイド： 59，115，600円
3連複： 98，051，100円 3連単： 109，556，300円 計： 478，125，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 290円 � 140円 � 110円 枠 連（7－7） 1，970円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 7，040円

ワ イ ド �� 750円 �� 620円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 18，350円

票 数

単勝票数 計 437547 的中 � 24549（4番人気）
複勝票数 計 601186 的中 � 30466（5番人気）� 101639（2番人気）� 224080（1番人気）
枠連票数 計 156437 的中 （7－7） 6154（7番人気）
馬連票数 計 635008 的中 �� 21922（6番人気）
馬単票数 計 283845 的中 �� 3022（24番人気）
ワイド票数 計 591156 的中 �� 17518（6番人気）�� 21812（4番人気）�� 91954（1番人気）
3連複票数 計 980511 的中 ��� 44576（2番人気）
3連単票数 計1095563 的中 ��� 4327（47番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．5―12．6―11．9―11．9―11．9―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．6―49．1―1：01．7―1：13．6―1：25．5―1：37．4―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナックイルシーブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2020．8．16 札幌2着

2018．2．1生 牡3芦 母 セデュイールⅡ 母母 Holy Eclair 8戦1勝 賞金 10，210，000円
〔制裁〕 ギャラクシーエッジ号の騎手横山武史は，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：10番）
〔その他〕 ナイトエクスプレス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※出走取消馬 ネイチャーシップ号（疾病〔外傷性鼻出血〕のため）



06077 3月20日 晴 良 （3中山2） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時25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

47 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± 01：36．1 40．5�

815 ボルゾーバー 牡3鹿 56 丸山 元気尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 荻伏三好フ
アーム 458－ 4 〃 アタマ 5．8�

713 バ ク ラ ヴ ァ 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 ハナ 52．9�
24 アラモードバイオ 牡3栗 56 津村 明秀バイオ� 牧 光二 日高 中館牧場 506＋ 6 〃 ハナ 6．0�
714 マオノジーナス 牝3青鹿54 木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 日高 長谷川牧場 438－ 61：36．2クビ 25．1	
35 トーセンメラニー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 456－ 61：36．3� 3．9�

12 マイネルダンク 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 2 〃 クビ 5．0�

59 シェーンシュタット 牡3黒鹿56 横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 436－ 21：36．4� 12．0

36 フクノグラーティア 牝3黒鹿 54
53 ☆菅原 明良福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 444－ 61：36．82� 17．1�

611 ミッキーセサミ 牡3青鹿56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476± 01：36．9� 6．0�
816 アコルダール 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 斉藤英牧場 432－ 21：37．11� 36．0�
11 アスクローンウルフ 牡3黒鹿56 大野 拓弥廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 472＋ 2 〃 ハナ 165．5�
510 ヴィーヴァライアン 牡3鹿 56 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 458＋ 61：37．74 346．3�
23 � コスモキルカス 牡3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 松永 康利 豪 Rosemont
Stud 446 ―1：37．8クビ 71．6�

612 ブリュンヒルデ 牝3栗 54 柴田 善臣�ORTEGA 大江原 哲 日高 佐々木 康治 432＋ 8 〃 クビ 120．0�
48 � コスモサミット 牡3黒鹿54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 新 G J Chittick 458 ―1：38．54 78．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，038，900円 複勝： 72，994，900円 枠連： 12，815，200円
馬連： 73，215，400円 馬単： 29，226，600円 ワイド： 61，622，800円
3連複： 104，244，600円 3連単： 105，337，100円 計： 501，495，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 830円 � 250円 � 1，680円 枠 連（4－8） 6，710円

馬 連 �� 10，640円 馬 単 �� 22，730円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 17，860円 �� 6，230円

3 連 複 ��� 183，090円 3 連 単 ��� 1，272，820円

票 数

単勝票数 計 420389 的中 � 8294（10番人気）
複勝票数 計 729949 的中 � 21531（9番人気）� 92699（4番人気）� 10068（11番人気）
枠連票数 計 128152 的中 （4－8） 1480（24番人気）
馬連票数 計 732154 的中 �� 5332（31番人気）
馬単票数 計 292266 的中 �� 964（64番人気）
ワイド票数 計 616228 的中 �� 5363（30番人気）�� 882（76番人気）�� 2550（46番人気）
3連複票数 計1042446 的中 ��� 427（228番人気）
3連単票数 計1053371 的中 ��� 60（1415番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．8―12．2―12．4―12．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．2―48．4―1：00．8―1：12．8―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．3

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

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

勝馬の
紹 介

カ ル タ ゴ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．10．10 東京6着

2018．5．5生 牝3青鹿 母 ターフデライト 母母 マンデーデライト 4戦1勝 賞金 5，610，000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。
（非当選馬） 2頭 アルマロベイラ号・ジェミニテソーロ号
（非抽選馬） 2頭 ハートリープ号・ビューティフルデイ号

06078 3月20日 晴 良 （3中山2） 第7日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時55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

815� シュバルツカイザー 牡3芦 56 大野 拓弥ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross
Moorhead 494－ 41：35．5 15．0�

48 スパイラルノヴァ 牡3黒鹿56 岩田 望来�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ
ファーム 464－10 〃 ハナ 4．8�

611 プルスウルトラ 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 512＋ 21：35．92� 43．3�
23 ジャンカズマ 牡3鹿 56 横山 典弘合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 462－ 81：36．01 2．4�
713 コウソクカレン 牝3鹿 54 武藤 雅野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：36．21	 18．9	
510 スリートップキズナ 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 442－101：36．3クビ 32．3

59 ノースザワールド 牡3青鹿56 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468－ 4 〃 クビ 7．1�
11 タケルジャック 牡3青鹿56 石川裕紀人森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 01：36．4
 14．5�
612 ハートオブアシティ 牡3青鹿56 横山 和生吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 430－ 21：36．5クビ 28．0
47 ゾディアックサイン 牡3青鹿56 横山 武史 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 8．5�
12 シルバースピリット 牡3黒鹿56 丸山 元気嶋田 賢氏 藤沢 和雄 浦河 三嶋牧場 460＋ 2 〃 クビ 31．9�
714 ショウナンアストラ 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 B464＋ 2 〃 ハナ 120．7�
36 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 472－12 〃 ハナ 44．8�
35 トーセンインパルス 牡3黒鹿56 津村 明秀島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 480＋ 6 〃 クビ 28．5�
816� ハッピーホンコン 牡3栗 56 内田 博幸会田 裕一氏 田中 淳司 浦河 ディアレスト

クラブ 436＋ 21：36．81� 162．0�
（北海道）

24 � アイファーライオン 牡3栃栗 56
54 ◇藤田菜七子中島 稔氏 的場 均 新ひだか 野表 篤夫 484－151：39．5大差 233．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，909，200円 複勝： 75，111，500円 枠連： 19，292，500円
馬連： 81，566，700円 馬単： 32，956，100円 ワイド： 70，130，400円
3連複： 115，836，100円 3連単： 124，158，100円 計： 568，960，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 460円 � 240円 � 1，240円 枠 連（4－8） 2，220円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 6，580円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 33，970円 3 連 単 ��� 160，740円

票 数

単勝票数 計 499092 的中 � 26525（6番人気）
複勝票数 計 751115 的中 � 41369（7番人気）� 96595（2番人気）� 13673（13番人気）
枠連票数 計 192925 的中 （4－8） 6731（9番人気）
馬連票数 計 815667 的中 �� 19618（9番人気）
馬単票数 計 329561 的中 �� 3440（24番人気）
ワイド票数 計 701304 的中 �� 15915（10番人気）�� 2687（61番人気）�� 5913（38番人気）
3連複票数 計1158361 的中 ��� 2557（108番人気）
3連単票数 計1241581 的中 ��� 560（501番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．7―48．8―1：00．7―1：12．4―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8

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

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

�シュバルツカイザー �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Nashwan デビュー 2020．8．15 新潟5着

2018．2．17生 牡3芦 母 Fashionable 母母 Fine Detail 4戦2勝 賞金 13，100，000円
〔制裁〕 ゾディアックサイン号の騎手横山武史は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・2番）
※コウソクカレン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



06079 3月20日 曇 良 （3中山2） 第7日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 トウカイオルデン 牡6鹿 57 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B476－ 61：54．4 58．7�
711 フラッフィクラウド 牡4芦 57 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 472－ 41：54．82� 2．6�
69 シュッドヴァデル 牡5鹿 57 津村 明秀河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー

ブル 508－ 21：54．9� 15．0�
45 ハ デ ィ ア 牡4鹿 57 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 462± 01：55．0クビ 4．4�
68 アミュリオン 牡5栗 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 474± 01：55．1� 76．9	
813 コ ス モ オ リ 牡4栗 57 柴田 大知 �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 B456± 01：55．2� 5．5

33 � サイモンベラーノ 牝4栗 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 462＋ 41：55．3� 46．6�
710 ハイエストエンド �4栗 57 内田 博幸�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 494＋ 4 〃 ハナ 6．0�
22 ゴールデンフィジー 牝6鹿 55 木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454＋ 21：55．51� 57．7
812 エ ス ペ ル ト �4青鹿57 岩田 望来�ラ・メール 池上 昌和 新ひだか 田中 裕之 B486＋ 81：56．13� 35．6�
56 ジンフラッシュ 牡4青鹿57 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 490－ 8 〃 クビ 8．2�
57 ミユキメガバックス 牡5黒鹿57 菊沢 一樹長井 純一氏 清水 英克 むかわ 貞広 賢治 538－ 81：56．63 95．2�
44 グラファイト �6青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482－ 41：57．87 94．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，969，400円 複勝： 50，739，000円 枠連： 13，444，600円
馬連： 61，229，800円 馬単： 24，607，900円 ワイド： 50，338，700円
3連複： 80，497，800円 3連単： 106，709，900円 計： 423，537，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，870円 複 勝 � 900円 � 160円 � 410円 枠 連（1－7） 6，200円

馬 連 �� 10，110円 馬 単 �� 28，170円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 9，110円 �� 790円

3 連 複 ��� 38，600円 3 連 単 ��� 350，060円

票 数

単勝票数 計 359694 的中 � 4897（10番人気）
複勝票数 計 507390 的中 � 11463（9番人気）� 114452（1番人気）� 27859（6番人気）
枠連票数 計 134446 的中 （1－7） 1680（14番人気）
馬連票数 計 612298 的中 �� 4691（24番人気）
馬単票数 計 246079 的中 �� 655（64番人気）
ワイド票数 計 503387 的中 �� 3965（31番人気）�� 1374（55番人気）�� 17268（11番人気）
3連複票数 計 804978 的中 ��� 1564（91番人気）
3連単票数 計1067099 的中 ��� 221（655番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．7―13．0―12．5―12．6―12．8―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．1―50．1―1：02．6―1：15．2―1：28．0―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイオルデン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．5 小倉4着

2015．4．24生 牡6鹿 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 29戦2勝 賞金 31，749，000円

06080 3月20日 曇 良 （3中山2） 第7日 第8競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬および�
3�増，J・GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：40．8良

33 マイネルレオーネ 牡9黒鹿60 平沢 健治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406－ 23：45．9 7．3�

814� ト ラ ス ト 牡7芦 60 熊沢 重文岡田 繁幸氏 長谷川浩大 新冠 中本牧場 516＋ 63：46．21� 3．1�
22 マサハヤドリーム 	9鹿 60 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466－ 43：46．51� 4．8�
813 ヒロシゲセブン 牡6鹿 60 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 526± 03：46．71
 2．5�
11 キングテセウス 牡5栗 60 草野 太郎保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 520－ 23：47．01
 24．3	
34 ザ メ イ ダ ン 牡5黒鹿60 金子 光希大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 492－ 43：47．21 40．4

58 ファイアプルーフ 牡6黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 526－ 23：47．3
 226．2�
46 � シングンオフビート 	6黒鹿60 石神 深一伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 460＋22 〃 アタマ 36．5�
69 � カポラヴォーロ 	6栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 510＋ 23：47．4
 17．8

711� ウインリベロ 牡6栗 60 上野 翔�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 436± 03：47．61� 106．5�
57 ディオーネプリンス 牡5鹿 60 北沢 伸也齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 460－ 83：48．02
 107．8�
45 ミュートエアー 牡8黒鹿60 伴 啓太岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 43：48．42
 191．1�
610 フィールインラヴ 	6黒鹿60 中村 将之大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 436－ 63：48．71
 50．5�
712 ボランテレオ 牡5鹿 60 三津谷隼人近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 498－ 43：50．08 359．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，438，700円 複勝： 39，799，000円 枠連： 16，904，200円
馬連： 61，015，900円 馬単： 31，110，300円 ワイド： 45，588，700円
3連複： 98，783，200円 3連単： 143，834，200円 計： 472，474，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 140円 � 150円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 480円 �� 510円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 11，030円

票 数

単勝票数 計 354387 的中 � 38669（4番人気）
複勝票数 計 397990 的中 � 40346（4番人気）� 80179（2番人気）� 69533（3番人気）
枠連票数 計 169042 的中 （3－8） 18660（3番人気）
馬連票数 計 610159 的中 �� 38922（5番人気）
馬単票数 計 311103 的中 �� 8092（12番人気）
ワイド票数 計 455887 的中 �� 23827（5番人気）�� 22221（6番人気）�� 31404（3番人気）
3連複票数 計 987832 的中 ��� 45794（4番人気）
3連単票数 計1438342 的中 ��� 9452（32番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 50．7－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルレオーネ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2014．11．9 京都9着

2012．2．15生 牡9黒鹿 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 障害：23戦4勝 賞金 100，718，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06081 3月20日 曇 良 （3中山2） 第7日 第9競走 ��
��2，000�

た て や ま

館 山 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 ス マ イ ル 牡5鹿 57 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B526－ 22：01．2 1．8�
77 アルディエンテ 牡4青 57 横山 武史�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 490＋ 22：01．73 3．2�
22 モ ク レ レ �7黒鹿57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504－102：01．91 4．8�
33 ヴァンベールシチー �7栗 57 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 辻 哲英 新ひだか 幌村牧場 418－122：02．54 73．7�
89 ショワドゥロワ 牡7黒鹿57 柴田 善臣村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B510－ 62：02．81	 34．5�
66 デルマウオッカ 牡6鹿 57 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 508－ 42：03．33 44．0	
55 フラッフィーベア 牝5鹿 55 木幡 育也 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 22：03．4
 13．9�
44 プントファイヤー 牡4栗 57 岩田 望来嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 528＋ 82：03．61� 16．9�
88 サイモンサーマル �6鹿 57 藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 488－ 42：04．45 120．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，578，000円 複勝： 100，982，100円 枠連： 10，929，000円
馬連： 64，608，400円 馬単： 41，295，000円 ワイド： 41，120，600円
3連複： 87，811，000円 3連単： 203，023，600円 計： 590，347，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 140円 �� 150円 �� 220円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 840円

票 数

単勝票数 計 405780 的中 � 173394（1番人気）
複勝票数 計1009821 的中 � 728442（1番人気）� 99639（2番人気）� 76426（3番人気）
枠連票数 計 109290 的中 （1－7） 28300（1番人気）
馬連票数 計 646084 的中 �� 171806（1番人気）
馬単票数 計 412950 的中 �� 67295（1番人気）
ワイド票数 計 411206 的中 �� 86895（1番人気）�� 69897（2番人気）�� 38774（3番人気）
3連複票数 計 878110 的中 ��� 235835（1番人気）
3連単票数 計2030236 的中 ��� 174361（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．5―12．4―12．4―11．9―11．8―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．2―49．6―1：02．0―1：13．9―1：25．7―1：37．5―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5
1
3
5－（1，6）2（3，7，4）－（8，9）
5（1，6）2（3，7）4（8，9）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス マ イ ル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．3．10 中山1着

2016．2．28生 牡5鹿 母 アシュレイリバー 母母 チャールストンハーバー 14戦3勝 賞金 57，282，000円

06082 3月20日 曇 良 （3中山2） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

韓国馬事会賞（1着）
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 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

611 マサハヤニース 牡6鹿 57 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 482－ 41：53．2 12．0�
36 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± 01：53．83� 4．9�
48 デルマオニキス 牡4芦 57 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 478－ 21：54．01	 11．4�
713 バンブトンハート 牝5青鹿55 柴田 善臣樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 498± 01：54．1
 45．6�
612 トランスナショナル 牡5栗 57 三浦 皇成吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 492－ 21：54．2
 3．5�
59 アーバンイェーガー 牡7黒鹿57 吉田 豊西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 514－ 41：54．3� 60．4�
24 キャンディスイート 牝5鹿 55 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 482＋ 21：54．4クビ 6．9	
12 ラ ー ジ ヒ ル 牡5鹿 57 丸山 元気
リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 B478－ 21：54．61� 73．6�
23 サクラルーフェン 牡5黒鹿57 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 448－101：54．81	 56．4
815 レトロフィット 牝5鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 496＋ 21：55．01	 30．7�
714 フラワーストリーム �6鹿 57 野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B464－ 21：55．63� 151．0�
35 ケルティックソード 牡8栗 57 内田 博幸吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 494－ 21：55．81� 51．1�
816 ホッコーアカツキ 牡4鹿 57 田中 勝春北幸商事� 畑端 省吾 日高 川端 正博 508－ 81：55．9
 19．8�
11 キャノンバローズ �5鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 B448－ 61：57．28 6．5�
510 カフジキング 牡8鹿 57 岩田 望来加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 462＋ 61：57．72� 20．8�
47 トゥザフロンティア 牡6鹿 57 石川裕紀人 
キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526± 01：58．12� 13．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，576，200円 複勝： 95，578，700円 枠連： 27，689，000円
馬連： 156，076，000円 馬単： 52，538，400円 ワイド： 105，044，500円
3連複： 227，636，000円 3連単： 236，053，000円 計： 958，191，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 350円 � 190円 � 330円 枠 連（3－6） 830円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 8，560円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，560円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 70，890円

票 数

単勝票数 計 575762 的中 � 38245（6番人気）
複勝票数 計 955787 的中 � 65542（6番人気）� 151172（2番人気）� 70308（5番人気）
枠連票数 計 276890 的中 （3－6） 25669（1番人気）
馬連票数 計1560760 的中 �� 33955（12番人気）
馬単票数 計 525384 的中 �� 4600（29番人気）
ワイド票数 計1050445 的中 �� 23467（11番人気）�� 17089（16番人気）�� 25145（10番人気）
3連複票数 計2276360 的中 ��� 17735（28番人気）
3連単票数 計2360530 的中 ��� 2414（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．9―49．5―1：01．5―1：13．8―1：26．6―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤニース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．5 京都6着

2015．4．26生 牡6鹿 母 ラ カ 母母 ダンスパートナー 25戦4勝 賞金 62，172，000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 ヴァイトブリック号・ゲンパチルシファー号・テリオスベル号・ニーズヘッグ号・ライジングドラゴン号



06083 3月20日 曇 良 （3中山2） 第7日 第11競走 ��
��1，800�第35回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

23 ホウオウイクセル 牝3鹿 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 洞	湖 レイクヴィラファーム 414－ 61：49．2 9．3�
47 エンスージアズム 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 416－ 41：49．41
 7．2�
713 ユーバーレーベン 牝3青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 6 〃 ハナ 3．6�
816 イズンシーラブリー 牝3鹿 54 三浦 皇成諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424－ 61：49．5� 7．9�
35 クールキャット 牝3青鹿54 横山 典弘 �シルクレーシング 奥村 武 洞	湖 レイクヴィラファーム 508－ 8 〃 ハナ 9．8	
12 エトワールマタン 牝3鹿 54 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 424－ 81：49．81� 48．3

24 オレンジフィズ 牝3黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 アタマ 16．9�
36 グローリアスサルム 牝3青鹿54 吉田 豊日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444－ 2 〃 クビ 15．0�
611 ル ー ス 牝3栗 54 石橋 脩山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 488＋ 41：49．9� 8．3
48 � リ フ レ イ ム 牝3芦 54 木幡 巧也山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind

Equine LLC 490± 01：50．0� 9．5�
612 エコロデイジー 牝3鹿 54 松田 大作原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 468－ 61：50．1クビ 77．8�
714 テリオスマナ 牝3黒鹿54 大野 拓弥鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 458＋ 61：50．2� 97．2�
815 アビッグチア 牝3黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490－ 61：50．3 28．0�
11 レーヴドゥラプレリ 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 452－ 21：50．51 25．3�
59 タウゼントシェーン 牝3青 54 武藤 雅 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 428＋181：51．35 65．3�
510 フ ミ チ ャ ン 牝3芦 54 横山 武史林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 476＋ 41：51．72� 49．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 175，244，200円 複勝： 254，943，300円 枠連： 93，162，200円
馬連： 523，744，000円 馬単： 156，146，700円 ワイド： 355，224，600円
3連複： 910，456，800円 3連単： 909，082，100円 計： 3，378，003，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 250円 � 230円 � 160円 枠 連（2－4） 1，180円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 540円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 19，570円

票 数

単勝票数 計1752442 的中 � 149357（5番人気）
複勝票数 計2549433 的中 � 239264（5番人気）� 259869（2番人気）� 503377（1番人気）
枠連票数 計 931622 的中 （2－4） 60830（4番人気）
馬連票数 計5237440 的中 �� 157577（6番人気）
馬単票数 計1561467 的中 �� 21184（13番人気）
ワイド票数 計3552246 的中 �� 86856（9番人気）�� 172895（1番人気）�� 146287（3番人気）
3連複票数 計9104568 的中 ��� 236928（1番人気）
3連単票数 計9090821 的中 ��� 33669（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．4―49．7―1：01．8―1：13．4―1：25．2―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウイクセル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．10．25 新潟3着

2018．4．16生 牝3鹿 母 メジロオードリー 母母 メジロドーベル 4戦2勝 賞金 56，627，000円
〔制裁〕 エコロデイジー号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※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 アイリッシュムーン号・オメガロマンス号・コウソクカレン号・スウィートブルーム号・テーオーラフィット号

06084 3月20日 曇 良 （3中山2） 第7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

816 ディサーニング �6鹿 57
54 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 21：10．9 3．3�
11 レッドランサー 牡6黒鹿57 横山 武史 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 464＋ 21：11．43 4．8�
714 トウカイエトワール 牡4栗 57 横山 和生内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 504＋ 8 〃 ハナ 7．1�
510 オメガエリタージュ 牡4青鹿 57

56 ☆菅原 明良原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450－ 41：11．5� 80．8�
48 ナイスプリンセス 牝5鹿 55 丸田 恭介田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 456－ 61：11．6� 10．4�
35 ミッキーマインド 牡6鹿 57 北村 宏司野田みづき氏 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 466＋ 21：11．7クビ 29．9	
47 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± 0 〃 ハナ 20．3�
611 オレノマニラ 牡6栗 57 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 444－ 21：11．8クビ 17．5�
12 インウィクトス 牡4鹿 57

54 ▲原 優介加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 474－ 21：11．9	 12．6
24 
 マリノエクスプレス 牝6黒鹿55 吉田 豊矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 468± 01：12．01 100．4�
713 ト ッ カ ー タ 牡6黒鹿57 丸山 元気門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 490－ 61：12．1クビ 45．5�
612 セクシーフェイス 牝4黒鹿55 横山 典弘 
社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 442＋ 81：12．31	 21．7�
815 ダイシンウィット 牡4栗 57 三浦 皇成大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B522＋ 41：12．51� 8．1�
23 マイネルワルツ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム B462＋ 6 〃 アタマ 24．6�
36 ポルタメント �5栗 57

56 ☆富田 暁前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 452－ 8 〃 ハナ 145．2�
59 ジ ー ニ ー 牡5鹿 57 江田 照男ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 518＋ 41：12．92	 30．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 97，208，000円 複勝： 133，944，300円 枠連： 56，416，100円
馬連： 211，904，000円 馬単： 73，687，700円 ワイド： 173，998，300円
3連複： 348，155，900円 3連単： 351，859，400円 計： 1，447，173，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 180円 � 260円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 450円 �� 630円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 10，250円

票 数

単勝票数 計 972080 的中 � 229790（1番人気）
複勝票数 計1339443 的中 � 228410（1番人気）� 198506（2番人気）� 113565（6番人気）
枠連票数 計 564161 的中 （1－8） 91870（1番人気）
馬連票数 計2119040 的中 �� 166806（1番人気）
馬単票数 計 736877 的中 �� 34098（1番人気）
ワイド票数 計1739983 的中 �� 104291（1番人気）�� 70668（2番人気）�� 47662（9番人気）
3連複票数 計3481559 的中 ��� 96411（1番人気）
3連単票数 計3518594 的中 ��� 24883（1番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディサーニング �
�
父 Street Cry �

�
母父 Discreet Cat デビュー 2017．12．10 中山1着

2015．4．20生 �6鹿 母 タクトフリー 母母 Kydd Gloves 11戦3勝 賞金 35，220，000円



（3中山2）第7日 3月20日 （祝日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

258，760，000円
5，570，000円
24，400，000円
2，030，000円
30，510，000円
74，959，500円
5，938，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
681，971，300円
1，052，732，700円
302，423，300円
1，459，959，700円
554，352，900円
1，108，662，200円
2，331，437，700円
2，615，890，400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
計 10，107，430，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回中山競馬第7日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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