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08001 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時15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

48 クロフネミッション 牝3芦 54 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 522＋ 21：56．8 4．4�
714 ウィズザワールド 牝3栗 54 柴田 大知阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 460－ 61：57．11� 5．3�
59 ペイシャクェーサー 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 460－ 2 〃 ハナ 8．6�
23 デルマフゲン 牝3栗 54 内田 博幸浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B448± 0 〃 ハナ 12．7�
11 ゲームアプレット 牝3芦 54 嶋田 純次薗部 博之氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 448± 01：57．74 53．6�
47 エアーレジーナ 牝3鹿 54 武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 61：58．22� 2．9�
612 モアナモーリス 牝3鹿 54 野中悠太郎 IHR 林 徹 新ひだか 矢野牧場 414－121：58．73 138．1	
510 エターナルルビー 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 4 〃 クビ 78．9

713 アヴォロンティ 牝3青 54

51 ▲永野 猛蔵�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 458± 0 〃 ハナ 76．6�

24 グ ラ ス ピ レ 牝3芦 54 松山 弘平 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B452－ 61：58．8アタマ 5．8�

12 メジャーグルーヴ 牝3栗 54 丸山 元気G1レーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：59．01� 15．6�
611 ドンナラボリオーザ 牝3青鹿54 大野 拓弥西森 功氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 462 ―1：59．74 156．1�
815 セイレリック 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介金田 成基氏 新開 幸一 新冠 アサヒ牧場 452 ― 〃 ハナ 266．0�
816 シネマトウショウ 牝3芦 54 岩部 純二トウショウ産業 萱野 浩二 新ひだか 坂本 健一 436＋ 42：01．29 344．5�
36 モーニングアヤメ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 464 ―2：01．51� 193．8�
35 ラベンダーテソーロ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス 和田 雄二 新ひだか 高橋 義浩 416－142：01．71� 209．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，674，600円 複勝： 75，762，300円 枠連： 14，713，100円
馬連： 72，477，600円 馬単： 32，193，800円 ワイド： 58，547，900円
3連複： 103，880，900円 3連単： 113，094，500円 計： 509，344，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 190円 � 210円 枠 連（4－7） 510円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 440円 �� 560円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 10，240円

票 数

単勝票数 計 386746 的中 � 69429（2番人気）
複勝票数 計 757623 的中 � 98376（3番人気）� 108668（2番人気）� 90411（4番人気）
枠連票数 計 147131 的中 （4－7） 22221（2番人気）
馬連票数 計 724776 的中 �� 50749（5番人気）
馬単票数 計 321938 的中 �� 11310（7番人気）
ワイド票数 計 585479 的中 �� 34561（5番人気）�� 26487（9番人気）�� 28962（7番人気）
3連複票数 計1038809 的中 ��� 35127（7番人気）
3連単票数 計1130945 的中 ��� 8002（26番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．5―14．0―13．4―12．8―12．8―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―38．0―52．0―1：05．4―1：18．2―1：31．0―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3
3，4（1，8）（9，10）（11，14）12－7（2，16）－13，6（15，5）・（3，4）8（1，9，14，7）－11，5（10，15）（2，12）13－16，6

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

勝馬の
紹 介

クロフネミッション �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．22 新潟5着

2018．3．7生 牝3芦 母 トリプルミッション 母母 トリプレックス 4戦1勝 賞金 9，100，000円

08002 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時45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

714 ロングジャーニー 牝3栗 54 中井 裕二密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 452＋ 41：12．2 4．9�
48 キュムロンニンバス 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 488－ 41：12．41 1．7�
47 ラナチャンス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 478－ 21：12．82� 6．3�
612 ブルーグリッター 牡3芦 56 大野 拓弥井手 慶祐氏 新開 幸一 日高 スマイルファーム 460＋ 81：13．22� 16．3�
713 レ ナ ー ナ 牝3鹿 54 横山 武史�フクキタル 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム 514＋ 41：13．41� 9．0	
11 ドリームウィーバー 牡3黒鹿56 石川裕紀人グリーンスウォード小笠 倫弘 新ひだか 中橋 正 B466＋ 41：13．82� 115．3

815 グラスクアドラ 牡3鹿 56 和田 竜二半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 446＋ 21：13．9� 24．4�
59 デンジャーマン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介石瀬 浩三氏 青木 孝文 日高 白瀬 盛雄 436 ―1：14．0� 91．0�
12 アイルキング 牡3青鹿56 江田 照男中西 功氏 深山 雅史 平取 北島牧場 412－ 41：14．1� 64．7
510 ト ゥ ル カ ナ 牡3栗 56 原田 和真畑佐 博氏 伊藤 大士 日高 荒井ファーム 492－12 〃 アタマ 42．4�
35 ヤサカキングチャン 牡3栗 56 嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 510 ―1：14．2クビ 49．6�

816 ララショコラ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 脩斗フジイ興産� 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 388－101：14．3� 146．1�

（法942）

23 ライドディケイド 牡3栗 56 丹内 祐次小島 吉彦氏 清水 英克 新ひだか グローリーファーム B464＋ 21：14．61� 293．7�
24 サクラトップクロス 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 434－161：14．7� 68．3�
36 エリーゴールド 牝3芦 54

53 ☆菅原 明良谷川 正純氏 本間 忍 浦河 木戸口牧場 394－341：14．8� 258．4�
611 パ ー シ ア ン 牡3鹿 56 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 480－ 81：15．65 233．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，018，000円 複勝： 60，428，800円 枠連： 13，568，200円
馬連： 49，584，600円 馬単： 27，263，500円 ワイド： 44，376，700円
3連複： 73，070，400円 3連単： 95，082，300円 計： 395，392，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 220円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 190円 �� 330円 �� 220円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 3，870円

票 数

単勝票数 計 320180 的中 � 52206（2番人気）
複勝票数 計 604288 的中 � 89864（2番人気）� 280098（1番人気）� 68413（3番人気）
枠連票数 計 135682 的中 （4－7） 47144（1番人気）
馬連票数 計 495846 的中 �� 99056（1番人気）
馬単票数 計 272635 的中 �� 20149（3番人気）
ワイド票数 計 443767 的中 �� 64081（1番人気）�� 29831（4番人気）�� 53393（2番人気）
3連複票数 計 730704 的中 ��� 91538（1番人気）
3連単票数 計 950823 的中 ��� 17774（5番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―11．8―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．1―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロングジャーニー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．8．2 新潟8着

2018．3．12生 牝3栗 母 ハルサンサン 母母 ハ ル ワ カ 8戦1勝 賞金 10，640，000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 ピンクマジック号

第３回 中山競馬 第１日



08003 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時15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

12 ゴールドミーティア 牡3鹿 56 横山 典弘居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 478＋ 81：54．6 29．8�
23 ナンヨーヴィヨレ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 452－161：55．13 41．7�
815 タスマンハイウェイ 牡3黒鹿56 横山 武史吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B526＋ 61：55．31� 3．7�
24 スズノイナズマ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 468－ 41：55．4� 6．1�
612 ポ ン フ ー 牡3黒鹿56 和田 竜二�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 490± 01：55．72 69．0�
36 アポログランツ 牡3栗 56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 492± 01：55．91� 4．1	
35 アナザーヴィータ 牡3栗 56 柴田 大知 
コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム B480－ 21：56．21� 7．6�
714 サンデイビス 牡3芦 56 江田 照男 �加藤ステーブル 小野 次郎 日高 株式会社

ケイズ 496＋ 41：56．94 22．4�
11 ア ン シ ャ セ 牡3黒鹿56 田中 勝春島川 利子氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 522－ 81：57．0� 18．3
59 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 466－ 61：57．85 4．6�
713 シャークウォーニン 牡3鹿 56 原田 和真井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 464± 01：58．11� 160．4�
48 グラッドビート 牡3黒鹿56 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 戸川牧場 528－ 41：58．2クビ 194．0�
47 シーズナルウィンド 牝3青鹿54 石川裕紀人 
フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 414－ 81：58．41� 91．8�
510 イルギオットーネ �3鹿 56

55 ☆菅原 明良金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488－161：58．5� 31．7�

816 フミエイター 牡3芦 56
53 ▲小林 脩斗林 文彦氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 404－122：00．110 202．8�

611 ヒロノサミット 牡3鹿 56 木幡 巧也小野 博郷氏 牧 光二 清水 小野瀬 竜馬 490－122：01．810 246．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，618，600円 複勝： 53，170，200円 枠連： 11，703，700円
馬連： 55，472，300円 馬単： 23，704，900円 ワイド： 47，045，300円
3連複： 81，569，800円 3連単： 83，004，900円 計： 385，289，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，980円 複 勝 � 930円 � 990円 � 220円 枠 連（1－2） 2，800円

馬 連 �� 45，110円 馬 単 �� 77，970円

ワ イ ド �� 10，760円 �� 2，840円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 93，400円 3 連 単 ��� 911，790円

票 数

単勝票数 計 296186 的中 � 7942（8番人気）
複勝票数 計 531702 的中 � 13291（9番人気）� 12481（10番人気）� 78731（3番人気）
枠連票数 計 117037 的中 （1－2） 3237（12番人気）
馬連票数 計 554723 的中 �� 953（62番人気）
馬単票数 計 237049 的中 �� 228（115番人気）
ワイド票数 計 470453 的中 �� 1116（60番人気）�� 4305（28番人気）�� 3338（34番人気）
3連複票数 計 815698 的中 ��� 655（162番人気）
3連単票数 計 830049 的中 ��� 66（1185番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．6―13．1―12．3―12．9―13．2―13．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．7―49．8―1：02．1―1：15．0―1：28．2―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゴールドミーティア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．19 中山12着

2018．4．15生 牡3鹿 母 ゴールドエルフ 母母 グローバルリーダー 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フミエイター号・ヒロノサミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月27日

まで平地競走に出走できない。

08004 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時45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

35 ホウオウラスカーズ 牝3黒鹿54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 448－ 21：36．2 3．7�
48 ショウナンナビ 牝3栗 54 津村 明秀国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 500＋ 41：36．3� 8．3�
611 アゼルスタン 牡3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 510 ―1：36．51� 2．3�
612 カンナリリー 牝3栗 54 石橋 脩�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 414－ 81：36．71� 8．0�
510 ホットポッド 牡3青 56 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 438± 01：36．8� 6．5	
816 カ ウ ニ ス 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 402－ 21：37．33 400．5

713 ケイティミシェル 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 412＋ 21：37．41 65．4�
47 マイスターハント 牡3黒鹿56 丸田 恭介ライオンレースホース� 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド B500－ 41：37．5クビ 26．0�
815 マ カ ラ プ ア 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 2 〃 クビ 161．7
59 レジャンドローズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 萱野 浩二 新ひだか 前川 勝春 428＋ 61：37．6クビ 287．1�
714 ローブデソワレ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大吉田 千津氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 422 ― 〃 クビ 230．5�
36 ゼログラヴィティ 牝3黒鹿54 和田 竜二ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482 ―1：37．91� 22．2�
12 クリーンドリーム 牡3芦 56 横山 武史石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 486 ―1：38．85 105．2�
23 ラヴィネルージュ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 的場 均 浦河 村下農場 444 ―1：39．01� 162．0�

11 マリノアルカディア 牝3黒鹿54 三浦 皇成�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 438＋121：39．1� 42．6�
24 サバイバルプロミス 牝3鹿 54 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 438 ―1：45．8大差 331．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，009，300円 複勝： 61，336，700円 枠連： 13，484，600円
馬連： 61，773，600円 馬単： 28，260，500円 ワイド： 52，665，900円
3連複： 87，898，300円 3連単： 103，352，800円 計： 452，781，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 180円 � 140円 枠 連（3－4） 810円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 390円 �� 240円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 計 440093 的中 � 94636（2番人気）
複勝票数 計 613367 的中 � 140377（1番人気）� 70090（5番人気）� 120826（2番人気）
枠連票数 計 134846 的中 （3－4） 12821（3番人気）
馬連票数 計 617736 的中 �� 41511（5番人気）
馬単票数 計 282605 的中 �� 10690（7番人気）
ワイド票数 計 526659 的中 �� 32950（4番人気）�� 64023（1番人気）�� 26453（6番人気）
3連複票数 計 878983 的中 ��� 51584（2番人気）
3連単票数 計1033528 的中 ��� 9615（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―12．5―12．2―12．0―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．0―48．5―1：00．7―1：12．7―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ホウオウラスカーズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Shamardal デビュー 2020．11．1 東京2着

2018．5．18生 牝3黒鹿 母 ビーコンターン 母母 Baize 3戦1勝 賞金 8，670，000円
〔その他〕 サバイバルプロミス号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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 カズノオジョウ号



08005 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第5競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走12時35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

11 カンタベリーマッハ 牡3鹿 56 木幡 巧也峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 498－ 61：10．1 21．4�
79 ショウナンラスボス 牡3栗 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 2 〃 ハナ 3．4�
44 タイガーリリー 牝3鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 450－ 81：10．2クビ 50．7�
22 ク ム シ ラ コ 牡3栗 56 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 454－ 61：10．41� 15．5�
78 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 448＋ 2 〃 ハナ 13．2�
810 ビーマイベイビー 牝3鹿 54 松山 弘平�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 434－ 41：10．5� 3．9	
811 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 418－ 2 〃 ハナ 43．3

55 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 456＋ 41：10．6クビ 7．2�
33 トップオアシス 牡3黒鹿56 岩部 純二紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 426－101：10．7� 32．1�
67 スマイルアモーレ 牝3鹿 54 横山 武史星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 434± 0 〃 クビ 3．4
66 	 トーセンドナルド 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－151：11．87 93．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，795，300円 複勝： 47，790，200円 枠連： 9，556，000円
馬連： 63，178，700円 馬単： 27，156，800円 ワイド： 47，977，500円
3連複： 84，279，400円 3連単： 107，063，000円 計： 422，796，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 570円 � 180円 � 890円 枠 連（1－7） 4，540円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 11，800円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 9，130円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 42，910円 3 連 単 ��� 273，310円

票 数

単勝票数 計 357953 的中 � 13333（7番人気）
複勝票数 計 477902 的中 � 19329（7番人気）� 88106（2番人気）� 11689（10番人気）
枠連票数 計 95560 的中 （1－7） 1628（12番人気）
馬連票数 計 631787 的中 �� 9132（16番人気）
馬単票数 計 271568 的中 �� 1726（37番人気）
ワイド票数 計 479775 的中 �� 10341（14番人気）�� 1323（45番人気）�� 4435（24番人気）
3連複票数 計 842794 的中 ��� 1473（86番人気）
3連単票数 計1070630 的中 ��� 284（503番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．8―11．9―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．8―46．7―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンタベリーマッハ �
�
父 アーネストリー �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．8．15 新潟17着

2018．4．24生 牡3鹿 母 ウインブリーザ 母母 ウインゼフィール 9戦2勝 賞金 13，170，000円
〔制裁〕 カンタベリーマッハ号の騎手木幡巧也は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・10

番）
※カンタベリーマッハ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

08006 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第6競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時05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
1：44．9
1：43．9

良
良

22 スペシャルドラマ 牡3鹿 56 松山 弘平大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 506－ 21：49．2 3．1�
55 ドゥラヴェルデ 牡3鹿 56 北村 宏司 DMMドリームクラブ� 木村 哲也 日高 下河辺牧場 524＋10 〃 � 3．3�
44 ルーパステソーロ 牡3芦 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 534＋ 21：49．3クビ 82．4�

77 ショウナンアイビー 牡3鹿 56 藤懸 貴志国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B498＋ 4 〃 ハナ 12．8�
11 イースタンワールド 牡3青鹿56 大野 拓弥�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 468± 01：49．61� 6．3	
33 タイニーロマンス 牝3青鹿54 M．デムーロ吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 514＋ 41：49．7� 2．9

88 ウインルーア 牝3鹿 54 和田 竜二�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 41：50．44 72．1�
66 ラインスプラッシュ 牡3黒鹿56 津村 明秀大澤 繁昌氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 41：51．35 31．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 45，359，800円 複勝： 47，694，300円 枠連： 発売なし
馬連： 62，296，900円 馬単： 30，958，800円 ワイド： 38，782，100円
3連複： 66，488，400円 3連単： 145，296，700円 計： 436，877，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 1，150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，320円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 29，260円

票 数

単勝票数 計 453598 的中 � 116159（2番人気）
複勝票数 計 476943 的中 � 97815（3番人気）� 117306（1番人気）� 6316（8番人気）
馬連票数 計 622969 的中 �� 85664（2番人気）
馬単票数 計 309588 的中 �� 19233（6番人気）
ワイド票数 計 387821 的中 �� 48009（3番人気）�� 3837（18番人気）�� 2745（21番人気）
3連複票数 計 664884 的中 ��� 5584（24番人気）
3連単票数 計1452967 的中 ��� 3599（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―36．3―48．3―1：00．3―1：12．6―1：25．0―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．6
1
3
7－（3，5，6）－（2，4）－1，8
7，5（3，6）4，2，1－8

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

勝馬の
紹 介

スペシャルドラマ 
�
父 エピファネイア 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．5 福島5着

2018．2．28生 牡3鹿 母 アドマイヤキュート 母母 ロージーミスト 5戦2勝 賞金 17，010，000円



08007 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：48．5
1：47．6

重
重

713 ジュールサイクル 牝4青 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 458＋ 61：54．7 2．2�
36 ジェロボーム 牝4栗 55 三浦 皇成長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 486－ 4 〃 アタマ 6．2�
510 フォギーデイ 牝4青鹿55 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 472＋ 21：55．01� 43．2�
35 ネオヴィットーリア 牝7黒鹿55 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 466＋ 41：55．2� 24．1�
611 エレガントチャーム 牝4鹿 55 横山 典弘�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 482＋ 21：55．3� 9．6�
815 ミツカネラクリス 牝5鹿 55 石川裕紀人小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 B478± 01：55．4クビ 43．2	
816 アドアステラ 牝5栗 55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B444－12 〃 クビ 3．9�
612 シークレットローザ 牝4鹿 55 和田 竜二二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 466＋ 41：55．5クビ 111．7�
12 ラ マ ト リ ス 牝4芦 55 内田 博幸吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542± 01：55．61 21．2
23 ナーシサステソーロ 牝4芦 55 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 456＋301：55．81 102．6�
59 � ホウオウサマンサ 牝6栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B462－ 41：56．32� 13．7�
11 ラブエスポー 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 2 〃 ハナ 279．8�
24 � ココリジャスミン 牝5栗 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 482＋12 〃 クビ 155．6�
47 サツキワルツ 牝6鹿 55 江田 照男小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 460－ 21：56．4� 65．0�
48 ブライティアランド 牝4芦 55

54 ☆菅原 明良小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 460－ 61：56．5クビ 152．6�
714 ジューンバラード 牝5青鹿55 武士沢友治吉川 潤氏 鈴木慎太郎 平取 稲原牧場 434－ 4 〃 � 52．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，773，400円 複勝： 58，342，700円 枠連： 13，243，800円
馬連： 72，497，800円 馬単： 28，941，900円 ワイド： 58，866，000円
3連複： 101，540，700円 3連単： 112，307，700円 計： 483，514，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 160円 � 730円 枠 連（3－7） 520円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，810円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 31，570円

票 数

単勝票数 計 377734 的中 � 137321（1番人気）
複勝票数 計 583427 的中 � 139424（1番人気）� 102654（3番人気）� 13369（9番人気）
枠連票数 計 132438 的中 （3－7） 19558（2番人気）
馬連票数 計 724978 的中 �� 86952（2番人気）
馬単票数 計 289419 的中 �� 20229（3番人気）
ワイド票数 計 588660 的中 �� 50635（2番人気）�� 7806（19番人気）�� 3710（33番人気）
3連複票数 計1015407 的中 ��� 7968（27番人気）
3連単票数 計1123077 的中 ��� 2579（87番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．7―13．3―13．1―13．4―12．6―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．2―50．5―1：03．6―1：17．0―1：29．6―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F37．7
1
3
15，13，10－（3，14）6，8（1，9）5（12，16）（2，11）（4，7）・（15，13）6（10，2）（8，14，9）（3，1，16）5（12，11）（4，7）

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

勝馬の
紹 介

ジュールサイクル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．6 東京6着

2017．6．5生 牝4青 母 ジェットスパークル 母母 ファイナルデスティネーション 12戦2勝 賞金 25，870，000円

08008 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時05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

36 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 498＋ 41：12．7 6．5�
611� フ ロ イ デ �6栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B492－ 2 〃 アタマ 39．7�
612� ミューティー 牝4鹿 55 横山 武史鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 492± 01：12．8� 11．7�
815 ブルーダイヤカフェ 牡4青 57 横山 典弘西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 518－ 61：12．9クビ 2．0�
35 ダディフィンガー 牡5鹿 57 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 むかわ 上水牧場 500± 0 〃 ハナ 146．1�
816 スズカキングボス �4鹿 57 江田 照男永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 456－ 6 〃 クビ 21．0�
714� ラ キ ウ ラ �5黒鹿57 丸山 元気	錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 476－ 21：13．0クビ 7．1

59 ファインダッシュ 牡9黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B510＋ 2 〃 ハナ 23．2�
48 ウインアクティーボ 牡4鹿 57 松山 弘平	ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 494－ 2 〃 クビ 6．2�
713 ユキノヴェルデ 牡5鹿 57 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 512＋ 81：13．31� 57．8
24 シゲルガラテア 牡4栗 57 柴田 善臣森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B496－ 21：13．62 99．5�
510 デビルスダンサー 牝4栗 55

53 ◇藤田菜七子前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 428－ 61：13．7� 74．5�
23 ニルカンタテソーロ 牡4栗 57

54 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス	 小手川 準 浦河 桑田牧場 448－121：13．81 18．3�

12 � マイネルバッカーノ 牡5黒鹿57 原田 和真Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 41：14．43� 146．4�
47 フィリーズラン 牝5鹿 55 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 442＋ 61：14．5� 106．5�

（15頭）
11 � アスタウンデッド 牡4鹿 57 横山 和生中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 420－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，039，700円 複勝： 54，911，000円 枠連： 15，338，100円
馬連： 66，125，400円 馬単： 25，772，200円 ワイド： 53，257，700円
3連複： 92，135，000円 3連単： 96，174，500円 計： 439，753，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 1，030円 � 330円 枠 連（3－6） 2，420円

馬 連 �� 12，190円 馬 単 �� 21，070円

ワ イ ド �� 3，420円 �� 1，150円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 25，380円 3 連 単 ��� 152，900円

票 数

単勝票数 差引計 360397（返還計 29567） 的中 � 44239（3番人気）
複勝票数 差引計 549110（返還計 41562） 的中 � 79315（2番人気）� 11602（9番人気）� 43651（5番人気）
枠連票数 差引計 153381（返還計 238） 的中 （3－6） 4898（10番人気）
馬連票数 差引計 661254（返還計120990） 的中 �� 4201（32番人気）
馬単票数 差引計 257722（返還計 46700） 的中 �� 917（59番人気）
ワイド票数 差引計 532577（返還計 92073） 的中 �� 3960（32番人気）�� 12267（12番人気）�� 3297（38番人気）
3連複票数 差引計 921350（返還計272575） 的中 ��� 2722（72番人気）
3連単票数 差引計 961745（返還計300973） 的中 ��� 456（406番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―12．1―12．5―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．4―47．9―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ブ ル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．5．5生 牡5鹿 母 トップレディスター 母母 フラワーゼット 15戦2勝 賞金 17，500，000円
〔競走除外〕 アスタウンデッド号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ヴァルゴスピカ号・グランミューク号



08009 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第9競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
発走14時35分 （ダート・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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

510 スピリットワンベル 牡6鹿 57 野中悠太郎鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 538＋ 21：11．2 13．9�
612 ロイヤルバローズ 牡6鹿 57 大野 拓弥猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 476± 01：11．51� 14．7�
611 ワイドカント 牡4栗 57 石橋 脩幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 516－ 41：11．6クビ 10．7�
816 タガノプレトリア 牡6鹿 57 石川裕紀人八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 6 〃 クビ 8．5�
36 ニシノホライゾン 牡4鹿 57 田辺 裕信西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 512± 01：11．81 10．8�
11 ガ ン ケ ン 牡5黒鹿57 松山 弘平岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B548＋ 81：12．01	 2．3�
24 
 カ ミ ノ コ 牡6青鹿57 M．デムーロ門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 480± 0 〃 クビ 18．8	
35 メイショウミライ 牡6栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 502＋ 41：12．1アタマ 5．7

714� ミッキーハイド 牡6鹿 57 田中 勝春野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 32．8�
48 
 サイモンハロルド 牡4鹿 57 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 452＋ 21：12．2� 20．2�
23 ヨドノビクトリー 牡7鹿 57 柴田 善臣海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 502± 0 〃 クビ 92．8
12 ブリッツアウェイ 牝5黒鹿55 武藤 雅吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466± 01：12．62� 142．3�
47 
� スマートドレイク 牡5鹿 57 丹内 祐次大川 徹氏 村山 明 加

Anderson Farms Ont.
Inc., Rod Ferguson Farms
Ltd & Donald Ferguson

526＋ 81：12．8� 362．5�
713 ムスコローソ 牡6栗 57 嶋田 純次落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528－ 2 〃 クビ 176．7�
59 � シルヴェーヌ 牝6鹿 55 丸田 恭介西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 462＋ 61：13．33 235．1�
815 コウユークロガヨカ 牡5黒鹿57 横山 和生加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B476＋ 61：14．25 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，615，200円 複勝： 80，539，400円 枠連： 26，604，300円
馬連： 112，246，600円 馬単： 43，300，500円 ワイド： 87，088，500円
3連複： 171，552，000円 3連単： 185，695，900円 計： 757，642，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 390円 � 350円 � 330円 枠 連（5－6） 4，390円

馬 連 �� 10，500円 馬 単 �� 21，530円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 2，340円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 27，950円 3 連 単 ��� 205，850円

票 数

単勝票数 計 506152 的中 � 28989（6番人気）
複勝票数 計 805394 的中 � 53656（7番人気）� 60056（6番人気）� 64668（5番人気）
枠連票数 計 266043 的中 （5－6） 4690（15番人気）
馬連票数 計1122466 的中 �� 8279（37番人気）
馬単票数 計 433005 的中 �� 1508（76番人気）
ワイド票数 計 870885 的中 �� 11691（27番人気）�� 9527（31番人気）�� 13195（19番人気）
3連複票数 計1715520 的中 ��� 4603（98番人気）
3連単票数 計1856959 的中 ��� 654（646番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―12．1―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―46．5―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピリットワンベル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．24 東京3着

2015．3．30生 牡6鹿 母 ショウサンミーベル 母母 スズカリーガル 22戦4勝 賞金 59，486，000円
※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 アスタースウィング号・アーバンイェーガー号・イッシン号・コウソクスピード号・コカボムクイーン号・

コンセッションズ号・シアーライン号・ジャスパーイーグル号・スーパーアキラ号・タイキサターン号・
トウカイパシオン号・トキメキ号・ハルサカエ号・ピアシック号・ヒルノサルバドール号・ファビュラスギフト号・
ボーダーオブライフ号・ポートナイトサイト号・マローネメタリコ号・メイショウハナモリ号

08010 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第10競走 ��
��1，800�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
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1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

813 ゴッドセレクション 牡3鹿 56 中井 裕二川勝 裕之氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B530＋ 41：52．1 15．2�
22 メイショウムラクモ 牡3鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 478＋ 21：52．63 4．6�
712 ゴールドハイアー 牡3栗 56 横山 武史居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 478± 0 〃 クビ 4．2�
711 タイセイアゲイン 牡3黒鹿56 大野 拓弥田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 476－ 31：53．12	 62．5�
610 ティアップリオン 牡3芦 56 内田 博幸田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 472－ 21：53．2
 21．2�
57 ユアヒストリー 牡3鹿 56 石川裕紀人ユアストーリー 池添 学 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 16．1�
814 グランツアーテム 牡3鹿 56 横山 典弘西森 功氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 480－ 41：53．51	 7．3	
45 レ デ ィ バ グ 牝3青鹿54 酒井 学 
ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 440－ 8 〃 ハナ 5．9�
58 サ ヴ ァ 牡3黒鹿56 田辺 裕信藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 518± 01：54．24 28．7�
11 ランスオブアース 牝3青鹿54 石橋 脩五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460± 0 〃 クビ 66．7
34 ロードシュトローム 牡3鹿 56 三浦 皇成 
ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 494－ 61：55．37 15．7�
46 ジュディッタ 牝3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 41：55．83 7．5�
69 タイセイスラッガー 牡3鹿 56 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 514－ 81：55．9	 17．9�
33 ミコブラック 牝3青鹿54 津村 明秀古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 484－121：56．11 216．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，967，200円 複勝： 113，252，200円 枠連： 33，208，200円
馬連： 171，302，400円 馬単： 58，970，900円 ワイド： 117，764，600円
3連複： 250，257，000円 3連単： 255，684，900円 計： 1，075，407，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 390円 � 170円 � 160円 枠 連（2－8） 1，230円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 1，200円 �� 450円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 48，310円

票 数

単勝票数 計 749672 的中 � 39421（6番人気）
複勝票数 計1132522 的中 � 57589（8番人気）� 182675（2番人気）� 217932（1番人気）
枠連票数 計 332082 的中 （2－8） 20758（6番人気）
馬連票数 計1713024 的中 �� 42501（11番人気）
馬単票数 計 589709 的中 �� 6065（28番人気）
ワイド票数 計1177646 的中 �� 24488（11番人気）�� 24121（12番人気）�� 72111（2番人気）
3連複票数 計2502570 的中 ��� 32593（12番人気）
3連単票数 計2556849 的中 ��� 3837（163番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．5―12．6―12．5―12．7―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．4―49．0―1：01．5―1：14．2―1：26．9―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴッドセレクション �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．18 新潟7着

2018．4．17生 牡3鹿 母 アルティメイトラブ 母母 コ イ ウ タ 5戦3勝 賞金 33，236，000円



08011 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1日 第11競走 ��
��2，500�第69回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，2．3．28以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，2．3．27以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，106，000円 316，000円 158，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

34 ウインマリリン 牝4栗 53 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 456－ 82：33．3 8．5�
47 カレンブーケドール 牝5鹿 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478± 02：33．4� 2．3�
22 ワールドプレミア 牡5黒鹿57 石橋 脩大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 クビ 5．0�
11 ヒュミドール 	5鹿 56 吉田 豊�サンライズ 小手川 準 浦河 宮内牧場 466＋ 22：33．92� 27．4�
610 ジ ャ コ マ ル 牡7鹿 56 田中 勝春晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 4 〃 アタマ 74．0	
58 オセアグレイト 牡5鹿 57 横山 典弘 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 496＋ 2 〃 クビ 9．9

59 ムイトオブリガード 牡7鹿 56 北村 宏司市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500－102：34．21
 68．7�
713 ラストドラフト 牡5黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 7．9�
23 アールスター 牡6鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 506± 02：34．72� 32．9
611 シークレットラン 牡5鹿 56 田辺 裕信亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 504± 02：34．81 27．5�
814 ゴーフォザサミット 牡6黒鹿56 丸山 元気山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 518－ 22：34．9� 87．4�
712 ダンビュライト 	7黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492－12 〃 ハナ 18．0�
815 サトノルークス 牡5鹿 56 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484－ 42：35．0� 38．8�
35 � ナ イ マ マ 牡5鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 474－ 82：35．21� 158．3�
46 ウインキートス 牝4黒鹿53 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 460± 0 〃 ハナ 17．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 197，766，100円 複勝： 333，803，200円 枠連： 82，050，400円
馬連： 574，883，000円 馬単： 206，210，600円 ワイド： 451，772，900円
3連複： 1，083，419，000円 3連単： 1，314，553，500円 計： 4，244，458，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 230円 � 120円 � 160円 枠 連（3－4） 930円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 400円 �� 870円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 10，240円

票 数

単勝票数 計1977661 的中 � 185997（4番人気）
複勝票数 計3338032 的中 � 273509（4番人気）� 982847（1番人気）� 495142（2番人気）
枠連票数 計 820504 的中 （3－4） 68018（3番人気）
馬連票数 計5748830 的中 �� 444241（3番人気）
馬単票数 計2062106 的中 �� 60316（8番人気）
ワイド票数 計4517729 的中 �� 286469（3番人気）�� 117912（9番人気）�� 489775（1番人気）
3連複票数 計10834190 的中 ��� 495833（2番人気）
3連単票数 計13145535 的中 ��� 93006（15番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．3―13．0―12．5―12．8―12．8―12．5―11．7―12．1―11．8―11．3―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．7―31．0―44．0―56．5―1：09．3―1：22．1―1：34．6―1：46．3―1：58．4―2：10．2―2：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．0―3F34．9
1
�
10，12（4，8）7（6，5）14（1，2）（9，15）－（3，13）11・（10，12）（4，8）（7，5，2）9（1，6，14，15）（3，13）11

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

勝馬の
紹 介

ウインマリリン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2019．12．21 中山1着

2017．5．23生 牝4栗 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 9戦4勝 賞金 207，311，000円
〔制裁〕 カレンブーケドール号の騎手松山弘平は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて令和3年4月10日から令和3年4月

18日まで騎乗停止。（被害馬：6番・14番・1番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりウインマリリン号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

08012 3月27日 晴 良 （3中山3） 第1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

810 コスモカルナック 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 490＋ 61：09．0 1．7�
44 ゲンパチアイアン 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 478± 01：09．2� 92．4�
11 バカラクイーン 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 480± 01：09．41	 5．2�
66 マッスルマサムネ 
6鹿 57 松山 弘平塩澤 正樹氏 畑端 省吾 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋10 〃 ハナ 14．5�
811 メイショウユリシス 牝4黒鹿55 松若 風馬松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 470± 0 〃 アタマ 11．3	
33 フクノナルボンヌ 牝5栗 55 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 502－ 21：09．61	 21．0

55 � ドクターデューン 牝6鹿 55 柴田 善臣松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 486＋ 61：09．7 8．1�
67 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 B500－ 41：09．81 21．1�
78 シトラスノキセキ 牝5鹿 55

52 ▲永野 猛蔵加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B434－ 41：09．9 17．8
79 � マイネルアムニス 牡7芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar B514＋ 61：10．85 41．3�

22 ラブリーハッチ 牝4栗 55 内田 博幸濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 474＋ 41：11．22 45．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 87，023，500円 複勝： 168，415，200円 枠連： 28，139，400円
馬連： 157，751，300円 馬単： 85，849，500円 ワイド： 123，335，200円
3連複： 224，529，600円 3連単： 410，356，900円 計： 1，285，400，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，370円 � 170円 枠 連（4－8） 3，980円

馬 連 �� 6，560円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 260円 �� 4，730円

3 連 複 ��� 9，970円 3 連 単 ��� 48，250円

票 数

単勝票数 計 870235 的中 � 398637（1番人気）
複勝票数 計1684152 的中 � 920508（1番人気）� 12120（11番人気）� 163659（2番人気）
枠連票数 計 281394 的中 （4－8） 5466（13番人気）
馬連票数 計1577513 的中 �� 18628（18番人気）
馬単票数 計 858495 的中 �� 9523（20番人気）
ワイド票数 計1233352 的中 �� 12058（29番人気）�� 144046（1番人気）�� 5946（40番人気）
3連複票数 計2245296 的中 ��� 16888（32番人気）
3連単票数 計4103569 的中 ��� 6165（145番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．0―11．4―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．7―45．1―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．3
3 4－（1，10）11（3，6，9）（8，5）7－2 4 4－（1，10）11，6，3（8，9，5）7－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモカルナック �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2019．8．25 札幌1着

2017．5．12生 牡4鹿 母 ロ ゼ ッ タ 母母 フェアウイナー 8戦3勝 賞金 39，814，000円
※ラブリーハッチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3中山3）第1日 3月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 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

312，620，000円
29，110，000円
2，490，000円
38，810，000円
5，000，000円
71，908，000円
4，885，500円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
709，660，700円
1，155，446，200円
261，609，800円
1，519，590，200円
618，583，900円
1，181，480，300円
2，420，620，500円
3，021，667，600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 10，888，659，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第3回中山競馬第1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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