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06085 3月21日 雨 稍重 （3中山2） 第8日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10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

33 クールマニワ 牡3栗 56 武士沢友治�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 488＋ 61：56．1 14．3�

34 ロイヤルダンス 牡3青鹿56 伊藤 工真上野 直樹氏 林 徹 新冠 山岡ファーム 476－ 81：56．84 1．9�
610 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 514－ 21：57．11� 4．8�
712 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 470－ 41：57．63 45．3�
813 テキサスブロンコ 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 460－ 41：58．13 24．8�
69 イールドブラック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行松田 幸生氏 奥平 雅士 新ひだか ヒサイファーム 446＋ 21：58．2� 24．4	
11 エスティエレガント 牝3芦 54 宮崎 北斗田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 476＋ 61：58．73 185．3

22 ナ ヴ ィ リ オ 牡3鹿 56 木幡 巧也�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 494＋ 2 〃 アタマ 9．9�
46 サーストントラスト 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵齊藤 宣彰氏 伊藤 圭三 様似 猿倉牧場 B474＋ 41：59．01� 5．9
57 スノームーンライト 牡3黒鹿56 吉田 豊堀江 貞幸氏 高橋 文雅 むかわ 宇南山牧場 B500－122：00．38 87．8�
814 クイーンシルビア 牝3鹿 54 柴田 大知田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 434－ 62：00．62 48．0�
58 チャチャヒメ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良大田 恭充氏 浅野洋一郎 青森 今川 満良 468 ―2：01．66 124．2�
45 エ イ ジ 牡3黒鹿56 北村 宏司瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 484－122：06．2大差 23．2�

（13頭）
711 カミヤガルーラ 牡3鹿 56 丹内 祐次佐藤 悠大氏 杉浦 宏昭 新冠 高瀬牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，621，000円 複勝： 55，565，900円 枠連： 14，381，200円
馬連： 65，245，900円 馬単： 30，449，400円 ワイド： 52，548，000円
3連複： 102，432，300円 3連単： 122，465，300円 計： 475，709，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 250円 � 110円 � 140円 枠 連（3－3） 920円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 420円 �� 700円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 差引計 326210（返還計 254） 的中 � 18131（5番人気）
複勝票数 差引計 555659（返還計 298） 的中 � 32661（5番人気）� 214335（1番人気）� 88953（2番人気）
枠連票数 差引計 143812（返還計 8 ） 的中 （3－3） 12087（4番人気）
馬連票数 差引計 652459（返還計 1835） 的中 �� 45528（4番人気）
馬単票数 差引計 304494（返還計 557） 的中 �� 7074（11番人気）
ワイド票数 差引計 525480（返還計 1485） 的中 �� 29859（4番人気）�� 16391（9番人気）�� 82950（1番人気）
3連複票数 差引計1024323（返還計 4365） 的中 ��� 67275（3番人気）
3連単票数 差引計1224653（返還計 5575） 的中 ��� 8365（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．8―13．0―12．6―13．3―13．8―13．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．7―49．7―1：02．3―1：15．6―1：29．4―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F40．5
1
3
・（5，7）（4，9，10）12（2，6）－（1，13，14）8－3・（7，10）（5，9，12）（4，6）2（1，14，3）－（8，13）

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

クールマニワ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2020．11．28 東京5着

2018．4．3生 牡3栗 母 プ リ ニ ア 母母 グ デ ィ ニ ア 3戦1勝 賞金 6，310，000円
〔出走取消〕 カミヤガルーラ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 エスティエレガント号の騎手宮崎北斗は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャチャヒメ号・エイジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21日まで平

地競走に出走できない。

06086 3月21日 雨 稍重 （3中山2） 第8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

611 ピ ラ ミ デ 牝3鹿 54 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 石郷岡 五月 478－ 21：13．0 2．7�
510 エ レ グ ア 牡3鹿 56 菱田 裕二豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 466＋141：13．2� 25．2�
36 ベストインクラス 牡3鹿 56 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 498＋ 81：13．52 14．6�
47 � タ ピ テ ー ル 牝3芦 54 丸山 元気吉田 千津氏 黒岩 陽一 米 Teruya

Yoshida 508－ 21：13．92� 2．0�
612 ウイングウインド 牡3鹿 56 柴田 大知�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 472－ 21：14．0� 93．8�
815 カラドボルグ 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 沖田牧場 476± 01：14．21� 44．8	
59 キタノプレアー 牡3栗 56 丸田 恭介北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 462± 01：14．3� 79．8

714 トップシンデレラ 牝3黒鹿54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 450－ 21：14．5� 21．8�
35 サンコルテス 牝3鹿 54 武士沢友治 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 浦河小林牧場 398－101：14．71� 242．9
23 グラスファミーユ 牝3芦 54 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム 474－101：14．8� 76．2�
11 サ ン ミ ラ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 448＋161：15．01� 12．6�
713 リアルドリーム 牝3芦 54

51 ▲原 優介坪野谷和平氏 中野 栄治 様似 堀 弘康 416± 01：15．21� 246．4�
12 キョウエイノータス 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大田中 晴夫氏 中川 公成 新冠 山岡牧場 408－ 41：15．94 18．3�
816 ラ ル カ ナ タ 牝3黒鹿54 北村 宏司田中 純一氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 432－121：16．32� 127．1�
48 モッツアフィアート 牝3鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 白井牧場 430－ 41：16．61� 342．7�
24 ボ タ ニ ス ト 牡3栗 56 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 白井牧場 B484－ 61：16．81 31．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，045，700円 複勝： 47，651，700円 枠連： 15，992，800円
馬連： 67，906，300円 馬単： 31，892，600円 ワイド： 56，862，200円
3連複： 107，405，600円 3連単： 132，952，600円 計： 498，709，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 500円 � 290円 枠 連（5－6） 2，160円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 710円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 43，710円

票 数

単勝票数 計 380457 的中 � 108995（2番人気）
複勝票数 計 476517 的中 � 108179（2番人気）� 19276（7番人気）� 38339（3番人気）
枠連票数 計 159928 的中 （5－6） 5738（8番人気）
馬連票数 計 679063 的中 �� 16972（12番人気）
馬単票数 計 318926 的中 �� 5308（16番人気）
ワイド票数 計 568622 的中 �� 13941（11番人気）�� 21356（6番人気）�� 4384（28番人気）
3連複票数 計1074056 的中 ��� 6379（35番人気）
3連単票数 計1329526 的中 ��� 2205（122番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．2―12．1―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．5―35．7―47．8―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ラ ミ デ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2020．12．5 中山6着

2018．2．11生 牝3鹿 母 ケイアイスパイダー 母母 ケイアイワールド 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 ベストインクラス号の騎手宮崎北斗は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・7番）
※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） 1頭 ヤマニンフィスキオ号
（非抽選馬） 4頭 クツワノセキトリ号・トーアテンニョ号・ネオアビー号・リュウノマーチャン号

第２回 中山競馬 第８日



06087 3月21日 雨 稍重 （3中山2） 第8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

11 ジャスティンスター 牡3栗 56 三浦 皇成三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 506＋121：56．2 2．7�
34 ナイルローズ 牝3鹿 54 勝浦 正樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 浦河 �川フアーム 458－ 21：56．62� 24．9�
57 アミラルレジェンド 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 512＋ 61：56．7クビ 4．8�
712 サンペンサコーラ 牡3鹿 56 柴田 善臣 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 新冠 土井牧場 476＋ 4 〃 クビ 10．7�
58 ワンモアナイン 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 456－ 4 〃 アタマ 83．9�
711 テ ル ミ ー 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大髙橋照比古氏 小西 一男 日高 沖田牧場 458－ 81：57．65 44．7	
69 サノノイーグル 牡3黒鹿56 横山 武史佐野 信幸氏 栗田 徹 浦河 谷川牧場 494± 01：57．7� 6．6

33 チェリーピッキング 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵古賀 慎一氏 尾形 和幸 安平 ゼットステーブル 412＋ 21：57．91 131．5�
45 セザンテイオー 牡3栗 56 武士沢友治瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 482± 01：58．11� 12．0�
814 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 468＋ 41：59．48 103．9
813 オーケーパッション 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 464－ 21：59．61 9．9�
22 モンサンレックス 牡3栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B488＋ 42：00．34 7．8�
610 ミライヘノイブキ 牡3栗 56 伊藤 工真三島 宣彦氏 伊藤 大士 浦河 谷口牧場 442＋ 2 〃 クビ 30．3�
46 パワポケゴー 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子柳原 達也氏 中野 栄治 えりも 寺井 文秀 460－102：01．68 172．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，185，500円 複勝： 49，605，000円 枠連： 11，231，500円
馬連： 67，124，500円 馬単： 27，083，600円 ワイド： 53，129，100円
3連複： 95，089，100円 3連単： 104，123，600円 計： 440，571，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 520円 � 190円 枠 連（1－3） 2，670円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 410円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 23，560円

票 数

単勝票数 計 331855 的中 � 96061（1番人気）
複勝票数 計 496050 的中 � 113514（1番人気）� 17707（8番人気）� 69235（2番人気）
枠連票数 計 112315 的中 （1－3） 3260（14番人気）
馬連票数 計 671245 的中 �� 15912（13番人気）
馬単票数 計 270836 的中 �� 4294（18番人気）
ワイド票数 計 531291 的中 �� 9896（21番人気）�� 36975（2番人気）�� 6922（23番人気）
3連複票数 計 950891 的中 ��� 13677（18番人気）
3連単票数 計1041236 的中 ��� 3203（74番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．4―12．8―12．9―13．1―13．3―13．2―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．4―49．2―1：02．1―1：15．2―1：28．5―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．1―3F41．0
1
3
1（2，13）9，14－4，7，11，8－3－6，12－5，10
1（9，2）（4，14，13，7）＝11（8，12）－5，3＝6－10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスティンスター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2020．8．29 札幌3着

2018．2．27生 牡3栗 母 エスジーブルーム 母母 エスジービアンカ 4戦1勝 賞金 7，920，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パワポケゴー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21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〕 エクスカリバー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年5月21日まで平地競走に出走でき

ない。

06088 3月21日 雨 稍重 （3中山2） 第8日 第4競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走11時40分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

36 ジ ェ セ ニ ア 牝3栗 54
51 ▲永野 猛蔵椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 466－ 41：12．3 4．6�

713 ノボベルサイユ 牝3青鹿54 石川裕紀人�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 482± 01：12．4� 6．4�
714 セルフメイド 牡3栗 56 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 492－ 21：12．5クビ 4．4�
611 ボイラーハウス 牡3鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 494－ 41：12．6� 21．0�
59 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿56 三浦 皇成小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494＋ 21：12．7� 12．5�
510 ニシノライトニング 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 478－ 21：13．12� 21．2	
816 スイートアリエス 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 452－ 21：13．2� 131．0

48 プリティインピンク 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 408－ 21：13．3� 30．0�
47 サッビアマーゴ 牡3栗 56 石橋 脩西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 538＋ 21：13．51 29．1�
24 ジェイケイマクフィ 牝3鹿 54 勝浦 正樹小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 470－ 2 〃 アタマ 118．0
612 ファイアダンサー 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 育也ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 21：13．71� 7．2�

23 ア イ ス マ ン 牡3芦 56 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 456＋ 61：13．8� 14．1�

12 ビップエレナ 牝3芦 54
51 ▲小林 凌大鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 462－ 6 〃 ハナ 157．8�

11 パ ル デ ン ス 牡3鹿 56 戸崎 圭太山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 492－ 21：13．9� 6．3�
35 ロードミッドナイト 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 510± 01：14．32� 52．8�
815 アンチエイジング 牝3鹿 54 木幡 初也福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 450± 01：14．4� 163．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，721，300円 複勝： 68，585，400円 枠連： 17，783，700円
馬連： 86，209，200円 馬単： 29，871，400円 ワイド： 72，791，900円
3連複： 134，918，700円 3連単： 123，367，600円 計： 573，249，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 220円 � 160円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 760円 �� 460円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 12，690円

票 数

単勝票数 計 397213 的中 � 68908（2番人気）
複勝票数 計 685854 的中 � 116590（1番人気）� 68584（5番人気）� 115452（2番人気）
枠連票数 計 177837 的中 （3－7） 20520（2番人気）
馬連票数 計 862092 的中 �� 35122（6番人気）
馬単票数 計 298714 的中 �� 6682（7番人気）
ワイド票数 計 727919 的中 �� 23604（6番人気）�� 42416（1番人気）�� 31469（3番人気）
3連複票数 計1349187 的中 ��� 39320（1番人気）
3連単票数 計1233676 的中 ��� 7048（5番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．9―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―35．0―47．4―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ セ ニ ア �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2020．9．12 中山1着

2018．3．16生 牝3栗 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム 5戦2勝 賞金 18，300，000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。
（非当選馬） 6頭 アジアノジュンシン号・ヴァガボンド号・カモミールティー号・タマダイヤモンド号・バイシクルキック号・

リワードマレンゴ号



06089 3月21日 雨 重 （3中山2） 第8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

11 アルビージャ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512－ 82：18．8 1．6�
48 マイネルヒッツェ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 22：19．33 11．2�
816 アポロミラクル 牡3黒鹿56 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 482－122：19．93� 12．8�
47 セイウンゴールド 牡3青鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 482－ 22：20．0� 11．0�
611 スフリエール 牝3黒鹿54 横山 武史吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452－ 42：20．1� 19．9	
12 ジ ジ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 482－ 2 〃 クビ 6．2

35 サトノミューズ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �サトミホースカンパニー 奥村 武 千歳 社台ファーム 432＋ 42：20．2クビ 39．8�
510 ラグジュアリーデイ 牝3黒鹿54 吉田 豊前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 8 〃 クビ 199．5�
713 ピュアブラッド 牡3鹿 56 丸山 元気�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 02：20．3クビ 31．5
36 レアンカルナシオン 牡3青鹿56 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 560－ 82：20．51� 18．4�
714 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 4 〃 クビ 50．5�
59 ナスノマイスター 牡3鹿 56 江田 照男�須野牧場 矢野 英一 日高 新井 昭二 488－ 22：22．9大差 50．3�
815 ベ ッ ペ 牝3鹿 54 池添 謙一門野 重雄氏 大竹 正博 新ひだか フジワラフアーム 504－ 22：26．9大差 183．3�
23 セレニティーアスク 牝3栗 54 北村 宏司廣崎利洋HD� 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480－ 42：29．3大差 229．3�

（14頭）
24 キャルベロス 牡3鹿 56 石川裕紀人里見 治紀氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

612 シルバーファーン 牡3芦 56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，162，600円 複勝： 100，829，200円 枠連： 16，772，700円
馬連： 69，932，800円 馬単： 37，629，500円 ワイド： 60，401，600円
3連複： 105，009，400円 3連単： 158，265，600円 計： 594，003，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 230円 枠 連（1－4） 330円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 380円 �� 380円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 差引計 451626（返還計 606） 的中 � 223324（1番人気）
複勝票数 差引計1008292（返還計 592） 的中 � 557895（1番人気）� 61276（4番人気）� 56909（5番人気）
枠連票数 差引計 167727（返還計 25） 的中 （1－4） 39288（1番人気）
馬連票数 差引計 699328（返還計 1704） 的中 �� 59487（4番人気）
馬単票数 差引計 376295（返還計 788） 的中 �� 23722（4番人気）
ワイド票数 差引計 604016（返還計 1358） 的中 �� 42935（3番人気）�� 42336（4番人気）�� 11979（14番人気）
3連複票数 差引計1050094（返還計 4734） 的中 ��� 31847（8番人気）
3連単票数 差引計1582656（返還計 6781） 的中 ��� 16576（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．8―13．1―12．8―13．1―13．0―12．4―12．4―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．3―37．1―50．2―1：03．0―1：16．1―1：29．1―1：41．5―1：53．9―2：06．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

アルビージャ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．22 東京2着

2018．2．17生 牡3黒鹿 母 アロマティコ 母母 ナ ス カ 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔出走取消〕 キャルベロス号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

シルバーファーン号は，疾病〔左後踏創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベッペ号・セレニティーアスク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハナノミチ号・ホワイトハウス号

06090 3月21日 雨 重 （3中山2） 第8日 第6競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

48 ラヴィンジャー 牝5黒鹿55 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 438＋ 62：04．3 6．3�
11 ウシュバテソーロ 牡4鹿 57

56 ☆木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 522＋122：04．61� 53．2�

510 ナリノモンターニュ 牡4黒鹿57 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 アタマ 5．1�
612 アイスブラスト 牡5鹿 57

56 ☆菅原 明良 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 500－ 42：04．7� 7．6�
816 レッドペルーシュ 牝4鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 406－ 22：05．01� 29．9�
24 ランドアーティスト �4鹿 57 横山 武史吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 474± 02：05．1� 6．8	
815 ミッキーパンチ 牡4栗 57 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466－ 62：05．2� 30．9

611 フィデリオグリーン 牡5鹿 57 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 506－ 22：05．3� 36．5�
59 エクセレントラン 牡4鹿 57 柴田 善臣田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 B484－ 22：05．82� 6．6�
714 グレルグリーン 牡5黒鹿 57

54 ▲横山 琉人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 464－ 62：05．9� 115．7
713 レットミーアウト 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B476± 02：06．11� 15．4�
12 ヒューマンコメディ 牝4黒鹿55 川田 将雅野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 486＋ 22：06．52� 5．5�
23 エ レ ベ ル 牝5鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 426－ 22：06．81� 62．6�
47 ヴォリアーモ 牝4鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋102：07．01	 19．9�
36 ジュピターズライト �5鹿 57 武藤 雅 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462－ 22：07．21	 115．9�
35 ア ヴ ァ ニ イ 牝4栗 55

52 ▲永野 猛蔵 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500－ 82：07．52 31．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，002，900円 複勝： 72，350，500円 枠連： 17，679，200円
馬連： 87，692，700円 馬単： 29，845，300円 ワイド： 71，195，800円
3連複： 129，969，600円 3連単： 122，055，900円 計： 569，791，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 1，400円 � 190円 枠 連（1－4） 1，570円

馬 連 �� 21，010円 馬 単 �� 33，110円

ワ イ ド �� 5，280円 �� 580円 �� 5，590円

3 連 複 ��� 34，430円 3 連 単 ��� 228，060円

票 数

単勝票数 計 390029 的中 � 49182（3番人気）
複勝票数 計 723505 的中 � 98652（2番人気）� 10093（14番人気）� 114368（1番人気）
枠連票数 計 176792 的中 （1－4） 8693（6番人気）
馬連票数 計 876927 的中 �� 3234（57番人気）
馬単票数 計 298453 的中 �� 676（101番人気）
ワイド票数 計 711958 的中 �� 3327（56番人気）�� 34469（2番人気）�� 3141（59番人気）
3連複票数 計1299696 的中 ��� 2831（111番人気）
3連単票数 計1220559 的中 ��� 388（683番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．1―12．6―12．5―12．2―12．8―12．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―36．3―48．9―1：01．4―1：13．6―1：26．4―1：39．3―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．9
1
3
6，4，12（2，16）5（1，15）10（7，13）－3（8，11）9－14
6，4－（2，12）（1，16）（5，10，15）（7，8）13，3，11（9，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラヴィンジャー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．28 中山6着

2016．1．23生 牝5黒鹿 母 ラブアクチュアリー 母母 ワイドウインダム 19戦2勝 賞金 36，210，000円



06091 3月21日 雨 重 （3中山2） 第8日 第7競走 ��1，200�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
1：08．5
1：08．5

重
重

59 サトノワールド 牡4鹿 57 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B522－ 61：12．4 3．6�
23 � ヴァンデリオン 牡4栗 57 戸崎 圭太村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 484＋ 81：12．72 3．5�
714 サノノクヒオ 牡4栗 57 石川裕紀人佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 504＋ 2 〃 クビ 14．6�
24 コーリングローリー 牡4栗 57 野中悠太郎伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 448－ 81：13．01� 37．8�
36 ヤンチャプリヒメ 牝5鹿 55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 434－ 21：13．1� 11．7�
815 グランドストローク 牡4黒鹿57 武藤 雅 	コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 464－ 4 〃 クビ 23．4

612� シ ュ ロ ス 牡5栗 57

54 ▲横山 琉人嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 508＋ 21：13．73� 61．4�
510 アピテソーロ 牡4青鹿57 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 498－ 41：13．91	 129．3�
816� アブルハウル 
4鹿 57 丸山 元気 	社台レースホース宮田 敬介 米 Teruya

Yoshida 502－ 4 〃 ハナ 4．0
35 デルマガーネット 牝4黒鹿55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 470＋ 41：14．0クビ 68．1�
611� アロングショット 牡6鹿 57 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 452－ 21：14．1� 203．2�
12 セ グ ー ロ 
5青鹿57 横山 武史前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 476－ 41：14．31	 8．7�
11 キングドンドルマ 牡6青鹿57 木幡 巧也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 462＋ 21：14．61� 80．7�
47 � タニマサベーカ 牡6鹿 57 伊藤 工真谷 正之氏 辻 哲英 新冠 堤 牧場 460± 01：14．7� 79．1�
713 ミーハディビーナ 牝4青鹿 55

52 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：15．23 53．9�

48 シーハーハー 牝4黒鹿55 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 474－181：15．52 53．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，533，200円 複勝： 64，771，800円 枠連： 15，768，600円
馬連： 87，606，900円 馬単： 33，186，200円 ワイド： 69，234，800円
3連複： 129，687，200円 3連単： 136，604，300円 計： 579，393，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 160円 � 340円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，150円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 16，220円

票 数

単勝票数 計 425332 的中 � 94453（2番人気）
複勝票数 計 647718 的中 � 98814（3番人気）� 123048（1番人気）� 38613（7番人気）
枠連票数 計 157686 的中 （2－5） 16166（3番人気）
馬連票数 計 876069 的中 �� 88523（2番人気）
馬単票数 計 331862 的中 �� 16692（3番人気）
ワイド票数 計 692348 的中 �� 58266（1番人気）�� 14530（15番人気）�� 14847（13番人気）
3連複票数 計1296872 的中 ��� 23921（13番人気）
3連単票数 計1366043 的中 ��� 6104（43番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．5―12．4―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．9―47．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノワールド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．11．10 東京5着

2017．3．19生 牡4鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 10戦2勝 賞金 23，570，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クロッチ号

06092 3月21日 雨 重 （3中山2） 第8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

610 ラパンセソバージュ 牡4栗 57 戸崎 圭太�酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 462± 01：37．0 7．5�
46 グ ル ア ー ブ 牝4鹿 55 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 428－ 61：37．21� 6．0�
814 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 474－ 21：38．05 41．8�
713 ドゥラモット 牝4黒鹿55 丸田 恭介合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：38．1� 24．1�
23 � ランドルーラー 牡5鹿 57 大野 拓弥ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 510－ 21：38．73� 25．2	
11 ラインハイト 牡4黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：38．91� 2．3

58 フェルミスフィア 牝4栗 55 池添 謙一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438－ 21：39．11� 7．1�
22 ゴーインピース 牝5栗 55 嶋田 純次下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 444－ 41：39．52 231．3�
34 ラキャラントシス 牝4栗 55 横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 478± 01：39．71 25．2
47 プ リ マ ジ ア 牡4鹿 57

56 ☆菅原 明良藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 460－ 41：39．8� 20．9�
815 ゲンパチアイアン 牡4鹿 57 津村 明秀平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 478－ 4 〃 � 121．6�
712 テンワールドレイナ 牝6栗 55 江田 照男天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 484＋ 81：39．9� 22．5�
611 ヘイワノツカイ 牡5栗 57

54 ▲横山 琉人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 460＋ 41：40．64 13．8�
35 エンジェルカナ 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子 �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± 01：41．02� 23．9�
59 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± 01：42．06 73．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 52，077，700円 複勝： 74，279，400円 枠連： 18，225，000円
馬連： 104，169，300円 馬単： 39，561，900円 ワイド： 84，009，700円
3連複： 157，196，900円 3連単： 156，307，900円 計： 685，827，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 280円 � 220円 � 780円 枠 連（4－6） 1，330円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 970円 �� 3，800円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 29，600円 3 連 単 ��� 115，750円

票 数

単勝票数 計 520777 的中 � 55325（4番人気）
複勝票数 計 742794 的中 � 72789（4番人気）� 98337（2番人気）� 20725（12番人気）
枠連票数 計 182250 的中 （4－6） 10561（5番人気）
馬連票数 計1041693 的中 �� 28464（9番人気）
馬単票数 計 395619 的中 �� 4483（21番人気）
ワイド票数 計 840097 的中 �� 23242（6番人気）�� 5575（44番人気）�� 6941（38番人気）
3連複票数 計1571969 的中 ��� 3982（98番人気）
3連単票数 計1563079 的中 ��� 979（353番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―12．0―12．7―12．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．0―47．0―59．7―1：12．3―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3

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

勝馬の
紹 介

ラパンセソバージュ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Galileo デビュー 2020．2．9 東京3着

2017．4．4生 牡4栗 母 ブラジリアンビューティ 母母 Braziliz 8戦3勝 賞金 22，900，000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〕 リンシャンカイホウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21日まで平地

競走に出走できない。



06093 3月21日 雨 重 （3中山2） 第8日 第9競走 ��
��1，800�スピカステークス

発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

48 ミスニューヨーク 牝4青鹿55 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 460± 01：51．1 3．0�
47 モンブランテソーロ 牡5鹿 57 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 486± 01：51．2クビ 14．1�
35 グランスピード 牡4鹿 57 戸崎 圭太ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 14．9�
713 アールクインダム 牝4黒鹿55 菅原 明良前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 474－ 41：51．41 30．6�
714 サクラトゥジュール 牡4青鹿57 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 506＋ 8 〃 アタマ 5．5	
24 クロミナンス 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 81：51．5クビ 3．2

23 モンテグロッソ 牡6青鹿57 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 41：51．71� 23．4�
815 アドマイヤスコール 牡5鹿 57 横山 典弘近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 480－ 21：51．91 19．2�
611 ショウナンハレルヤ 牝4鹿 55 三浦 皇成国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 458＋ 6 〃 クビ 11．4
12 シャフトオブライト 牡6栗 57 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 61：52．32� 75．4�
510 スーパーブレイク 牡7黒鹿57 武藤 雅堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 480＋ 21：52．82� 117．1�
816 トミケンボハテル 牡7芦 57 吉田 豊富樫アキ子氏 古賀 史生 日高 藤本ファーム B506－ 21：53．22� 108．9�
36 ア ラ ス カ 牝5鹿 55 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 412± 01：53．51
 59．4�
59 エ ス ト 牝5鹿 55 岡田 祥嗣大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482± 01：53．92� 199．3�
11 ア ガ ラ ス 牡5青鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 524－ 8 （競走中止） 30．5�

（15頭）
612 ワールドヘリテージ 牡6鹿 57 大野 拓弥谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 64，499，600円 複勝： 84，371，500円 枠連： 21，460，700円
馬連： 140，177，400円 馬単： 52，181，100円 ワイド： 103，488，300円
3連複： 202，991，600円 3連単： 219，664，000円 計： 888，834，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 350円 � 320円 枠 連（4－4） 2，320円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 660円 �� 830円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 9，990円 3 連 単 ��� 40，550円

票 数

単勝票数 計 644996 的中 � 167617（1番人気）
複勝票数 計 843715 的中 � 179342（1番人気）� 52910（6番人気）� 60268（5番人気）
枠連票数 計 214607 的中 （4－4） 7164（9番人気）
馬連票数 計1401774 的中 �� 50721（7番人気）
馬単票数 計 521811 的中 �� 11413（11番人気）
ワイド票数 計1034883 的中 �� 41678（5番人気）�� 32477（8番人気）�� 8469（34番人気）
3連複票数 計2029916 的中 ��� 15230（29番人気）
3連単票数 計2196640 的中 ��� 3927（123番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―12．3―12．1―12．6―12．7―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．5―48．8―1：00．9―1：13．5―1：26．2―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3
・（1，5）13（2，4，16）14，7，6（8，9）（3，11）15－10
1－5（15，2，13，16）（4，14）6（7，8）9（3，11）10

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

勝馬の
紹 介

ミスニューヨーク �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．12．22 阪神3着

2017．4．10生 牝4青鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 11戦4勝 賞金 74，743，000円
〔出走取消〕 ワールドヘリテージ号は，疾病〔創傷性右角膜炎〕のため出走取消。
〔競走中止〕 アガラス号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 レオンドーロ号

06094 3月21日 雨 重 （3中山2） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

ち ば

千葉ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，2．3．20以降3．3．14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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：08．5
1：08．5

重
重

24 ア ポ ロ ビ ビ 牡5栗 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 464－ 61：11．0 7．6�
816 ウルトラマリン 牝4栗 52 横山 典弘 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 B484＋ 41：11．52� 5．0�
47 ロードラズライト �6青鹿54 津村 明秀 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 448－ 2 〃 クビ 18．4�
12 メイショウテンセイ 牡7鹿 54 森 裕太朗松本 好雄氏 松永 昌博 安平 	橋本牧場 524－ 4 〃 アタマ 11．1�
611 ヒロシゲゴールド 牡6青鹿57 北村 宏司�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B470－ 61：11．6� 13．8	
510 ロードエース 牡6鹿 54 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 504＋ 8 〃 ハナ 78．7

23 
 ロンドンテソーロ 牡5栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 516± 01：11．8� 12．1�

11 サイクロトロン 牡4鹿 55 横山 武史金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B520－121：12．01� 6．0�

713 タ ガ ノ ア ム 牝6鹿 52 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 496± 0 〃 アタマ 35．3

714 ミッキースピリット 牡5鹿 54 柴田 大知野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：12．1� 90．7�
612 コパノフィーリング 牝4鹿 53 池添 謙一小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 446－ 41：12．2� 12．3�
59 キングハート 牡8鹿 55 菅原 明良増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 奥山 博 504＋ 21：12．62� 97．0�
48 ハングリーベン 牡7鹿 53 江田 照男石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B446－ 41：12．7� 155．8�
35 
 ジャスパープリンス 牡6鹿 56 戸崎 圭太加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

500－ 21：13．12 4．5�
815 ヒ ラ ソ ー ル �5鹿 54 田中 勝春阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 B480± 01：13．73� 16．8�
36 ライオンボス 牡6栗 57 藤田菜七子�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 548＋101：14．12� 32．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，291，400円 複勝： 111，420，500円 枠連： 41，700，600円
馬連： 207，404，300円 馬単： 67，189，500円 ワイド： 140，550，300円
3連複： 319，245，000円 3連単： 322，459，800円 計： 1，288，261，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 200円 � 430円 枠 連（2－8） 1，400円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，340円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 67，820円

票 数

単勝票数 計 782914 的中 � 81827（4番人気）
複勝票数 計1114205 的中 � 136049（3番人気）� 157255（2番人気）� 57069（9番人気）
枠連票数 計 417006 的中 （2－8） 23007（9番人気）
馬連票数 計2074043 的中 �� 58437（7番人気）
馬単票数 計 671895 的中 �� 7970（26番人気）
ワイド票数 計1405503 的中 �� 35728（6番人気）�� 26762（20番人気）�� 26896（19番人気）
3連複票数 計3192450 的中 ��� 21410（41番人気）
3連単票数 計3224598 的中 ��� 3447（246番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．8―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ビ ビ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．9．23 中山1着

2016．3．30生 牡5栗 母 ウインドクラスト 母母 ウィンドサイレンス 14戦5勝 賞金 90，196，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 カッパツハッチ号・スナークライデン号・デターミネーション号・ドリュウ号・プラチナムバレット号・

プリンスリターン号・メジェールスー号・ヤマカツマーメイド号

２レース目



06095 3月21日 雨 重 （3中山2） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第70回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

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

フジテレビ賞（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 1，078，000円 308，000円 154，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

814 ヴィクティファルス 牡3鹿 56 池添 謙一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：52．0 7．1�
46 アサマノイタズラ 牡3黒鹿56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 500＋10 〃 アタマ 21．2�
610 ボ ー デ ン 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 21：52．31� 2．4�
611 イルーシヴパンサー 牡3黒鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 470－ 81：52．51� 22．4�
34 ヴェイルネビュラ 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 492－ 21：52．6� 16．2�
22 ワールドリバイバル 牡3鹿 56 菱田 裕二鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 506－ 21：52．7クビ 36．4	
11 ランドオブリバティ 牡3鹿 56 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 クビ 3．9

59 ロードトゥフェイム 牡3鹿 56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 470－121：52．8クビ 8．3�
815 セ ル ジ ュ 牡3鹿 56 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 482－ 81：52．91 257．7�
713 アールバロン 牡3鹿 56 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 488－ 41：53．21� 64．7
712	 ビゾンテノブファロ 牡3鹿 56 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± 01：53．72
 179．2�
58 オンザライン 牡3青鹿56 横山 武史久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 444－101：53．8� 114．5�
35 レインフロムヘヴン 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 2 〃 クビ 16．8�
47 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 482－ 61：54．11� 108．4�
23 ヴ ィ ゴ ー レ 牡3芦 56 丸山 元気�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 81：54．2
 24．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 293，681，200円 複勝： 316，543，600円 枠連： 114，903，900円 馬連： 848，563，600円 馬単： 279，159，200円
ワイド： 483，549，100円 3連複： 1，371，998，600円 3連単： 1，758，219，100円 5重勝： 847，692，900円 計： 6，314，311，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 330円 � 140円 枠 連（4－8） 7，270円

馬 連 �� 8，890円 馬 単 �� 13，660円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 390円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 51，870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����� 15，615，390円

票 数

単勝票数 計2936812 的中 � 328057（3番人気）
複勝票数 計3165436 的中 � 390650（3番人気）� 191867（6番人気）� 728768（1番人気）
枠連票数 計1149039 的中 （4－8） 12244（22番人気）
馬連票数 計8485636 的中 �� 78593（28番人気）
馬単票数 計2791592 的中 �� 15325（50番人気）
ワイド票数 計4835491 的中 �� 54743（28番人気）�� 347772（2番人気）�� 196288（5番人気）
3連複票数 計13719986 的中 ��� 190148（17番人気）
3連単票数 計17582191 的中 ��� 24572（183番人気）
5重勝票数 計8476929 的中 ����� 38

ハロンタイム 12．8―11．7―12．7―13．0―12．3―12．5―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．2―50．2―1：02．5―1：15．0―1：27．4―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィクティファルス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Galileo デビュー 2020．11．28 阪神1着

2018．5．1生 牡3鹿 母 ヴィルジニア 母母 シルヴァースカヤ 3戦2勝 賞金 77，200，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヴィクティファルス号・アサマノイタズラ号・ボーデン号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06096 3月21日 雨 重 （3中山2） 第8日 第12競走 ��2，400�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

812 ハンメルフェスト 牡4黒鹿56 横山 武史�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 558± 02：36．3 2．3�
813 ヒッチコック 牡5芦 57 津村 明秀薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 508＋ 62：38．010 30．4�
33 インナーアリュール 牡4鹿 56

53 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 472－ 42：38．63� 8．3�
68 フラッシングジェム 牝5青鹿55 北村 宏司 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋ 62：38．81� 12．1�
69 ユ メ ノ サ キ �6栗 57 大野 拓弥山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B536－ 8 〃 クビ 15．0�
711 シンゼンデレヤ 牡4鹿 56 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 536＋ 22：39．33 7．2	
57 アバオアクー �9鹿 57 木幡 巧也外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B504－ 2 〃 アタマ 36．1

710 レッドゼノン 牡7黒鹿57 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 478＋ 82：39．4� 46．5�
11 リュードマン 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B480－ 22：39．61� 4．2
45 グロンフォール 牡6鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 590＋262：39．7クビ 36．1�
44 � デ ス ト ロ イ 牡7栗 57 丹内 祐次諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B520－ 22：39．91� 141．0�
56 � カーブドシール 牡5鹿 57

56 ☆菅原 明良前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－ 42：40．11 144．6�

22 ロードセッション 牡4鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 518＋ 42：40．31 16．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 132，368，500円 複勝： 127，768，400円 枠連： 42，909，300円
馬連： 235，153，000円 馬単： 100，501，000円 ワイド： 182，623，800円
3連複： 367，999，600円 3連単： 521，939，400円 計： 1，711，263，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 500円 � 250円 枠 連（8－8） 3，290円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 910円 �� 460円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 21，940円

票 数

単勝票数 計1323685 的中 � 449010（1番人気）
複勝票数 計1277684 的中 � 300098（1番人気）� 50365（8番人気）� 125260（4番人気）
枠連票数 計 429093 的中 （8－8） 10079（12番人気）
馬連票数 計2351530 的中 �� 64758（12番人気）
馬単票数 計1005010 的中 �� 18841（14番人気）
ワイド票数 計1826238 的中 �� 50847（12番人気）�� 110398（3番人気）�� 18395（28番人気）
3連複票数 計3679996 的中 ��� 47607（20番人気）
3連単票数 計5219394 的中 ��� 17246（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．7―26．4―39．2―52．1―1：05．6―1：19．3―1：32．9―1：46．0―1：59．0―2：11．4―2：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F50．3―3F37．3
1
�
13，6（8，12）－（5，11）（1，2，9）－（7，4）＝10－3・（13，6，12）（8，9，2）（4，10）1（5，11，7）3

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

勝馬の
紹 介

ハンメルフェスト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2019．10．27 京都5着

2017．2．24生 牡4黒鹿 母 ラッシュカッター 母母 Elizabeth Bay 12戦3勝 賞金 33，460，000円

５レース目



（3中山2）第8日 3月21日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 179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

303，190，000円
3，020，000円
28，410，000円
2，540，000円
37，250，000円
75，923，000円
5，177，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
891，190，600円
1，173，742，900円
348，809，200円
2，067，185，900円
758，550，700円
1，430，384，600円
3，223，943，600円
3，878，425，100円
847，692，900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 14，619，925，500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8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。



令和3年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，418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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，058，790，000円
31，020，000円
210，610，000円
14，940，000円
246，230，000円
4，000，000円
594，553，500円
42，039，500円
13，612，800円

勝馬投票券売得金
6，314，234，600円
10，135，322，500円
2，488，515，700円
13，656，174，900円
5，507，316，700円
10，076，671，700円
21，640，347，300円
27，553，623，400円
3，415，734，300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 100，787，941，100円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 2回中山競馬は，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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