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06025 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

815 スマイルオンミー 牝3黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 528＋121：56．4 1．4�
35 ファイアリースカイ 牝3青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：57．03� 48．8�
713 アスタラグローリア 牝3芦 54

51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 428± 01：57．21� 70．6�

24 レインツリー 牝3鹿 54 菅原 明良�ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 446± 01：57．94 29．4�
816 ランプロファイア 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476 ―1：58．11� 27．2	
59 プレミアムクイーン 牝3黒鹿54 大野 拓弥天堀 忠博氏 牧 光二 新ひだか 今 牧場 490± 01：58．3� 5．3

612 ホイットニー 牝3鹿 54 丹内 祐次�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 478± 0 〃 アタマ 59．2�
510 ブエナスエルテ 牝3鹿 54 勝浦 正樹ゴドルフィン 西田雄一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 6 〃 クビ 13．9�
23 ノーブルグレイシャ 牝3鹿 54

51 ▲土田 真翔吉木 伸彦氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 466－ 41：58．51 37．2
36 ドリーマーイモン 牝3鹿 54 柴田 大知井門 敏雄氏 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 438－ 61：58．6� 342．3�
11 キョウエイパーリオ 牝3黒鹿54 武士沢友治田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 486± 0 〃 アタマ 11．4�
12 イサチルウキウキ 牝3黒鹿54 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 460＋ 81：59．13 51．3�
714 エリーピコット 牝3黒鹿54 木幡 育也谷川 正純氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中田 英樹 500＋10 〃 ハナ 41．3�
47 ユ ッ キ ー ノ 牝3鹿 54 津村 明秀大越 徹朗氏 鈴木慎太郎 浦河 日の出牧場 486 ―1：59．2� 129．4�
48 キ ー エ デ ン 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗北前孔一郎氏 黒岩 陽一 新冠 中本牧場 454 ― 〃 クビ 121．2�
611 チュウワフラワー 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 466＋101：59．73 189．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，579，400円 複勝： 165，855，800円 枠連： 18，976，900円
馬連： 63，067，600円 馬単： 38，436，100円 ワイド： 66，126，200円
3連複： 107，691，400円 3連単： 146，010，600円 計： 640，744，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 450円 � 1，080円 枠 連（3－8） 2，910円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，680円 �� 18，080円

3 連 複 ��� 36，280円 3 連 単 ��� 96，400円

票 数

単勝票数 計 345794 的中 � 190200（1番人気）
複勝票数 計1658558 的中 � 1298791（1番人気）� 23552（7番人気）� 8691（12番人気）
枠連票数 計 189769 的中 （3－8） 5050（8番人気）
馬連票数 計 630676 的中 �� 16990（9番人気）
馬単票数 計 384361 的中 �� 8396（10番人気）
ワイド票数 計 661262 的中 �� 20746（7番人気）�� 10116（15番人気）�� 903（74番人気）
3連複票数 計1076914 的中 ��� 2226（76番人気）
3連単票数 計1460106 的中 ��� 1098（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．5―51．0―1：04．1―1：17．0―1：29．8―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

スマイルオンミー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．9．20 中山10着

2019．1．21生 牝3黒鹿 母 スペルオンミー 母母 ウィッチズハット 4戦1勝 賞金 7，970，000円
※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 エフティイライザ号・ドレミフォン号

06026 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

47 ミ ラ ビ リ ス 牝3芦 54 斎藤 新石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 440－ 41：12．2 3．2�
612 オーブラック 牡3青鹿56 丹内 祐次加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 496± 01：12．3� 6．0�
713 ケイアイユニバース 牡3鹿 56 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 474± 01：12．4� 2．8�
23 キーチズカンパニー 牡3鹿 56 大野 拓弥山本 益臣氏 小手川 準 平取 北島牧場 486± 01：12．61 8．6�
510 シャーマエスパーダ 牡3鹿 56 石川裕紀人西森 功氏 高橋 裕 浦河 �川 啓一 480－101：13．55 7．4�
816 ミラーレイク 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 	スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 438－ 2 〃 アタマ 113．2

714 ハクサンセレーネ 牝3栗 54 木幡 育也河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 422－121：13．81� 73．0�
815 ブラザリーラヴ 牡3鹿 56 田辺 裕信寺田 心平氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 426± 01：14．43� 8．9�
59 コパノランサー 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人小林 照弘氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 514－ 61：14．61 58．0
48 ノボマジック 牡3鹿 56 吉田 豊矢野 琢也氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 480＋ 4 〃 クビ 325．0�
611 ケイツークローナ 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹楠本 勝美氏 深山 雅史 新ひだか 斉藤スタッド 464 ―1：15．45 374．8�
24 ディバインシチー 牡3黒鹿56 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 444－ 61：15．5� 193．7�
35 サ ノ ワ ン 牡3鹿 56

53 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか 田原橋本牧場 462＋ 21：16．03 153．8�
11 カシノハートフル 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔柏木 務氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 398－221：16．85 248．1�
36 サテンスキー 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 斉藤スタッド 482 ―1：16．9� 438．5�
12 ワードセンス 牝3青鹿54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 下屋敷牧場 492 ― （競走中止） 298．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，566，000円 複勝： 71，659，100円 枠連： 14，531，300円
馬連： 78，266，900円 馬単： 35，674，500円 ワイド： 68，749，100円
3連複： 115，940，300円 3連単： 128，744，000円 計： 558，131，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 280円 �� 230円 �� 320円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 4，220円

票 数

単勝票数 計 445660 的中 � 110207（2番人気）
複勝票数 計 716591 的中 � 191405（1番人気）� 105710（3番人気）� 143728（2番人気）
枠連票数 計 145313 的中 （4－6） 14539（2番人気）
馬連票数 計 782669 的中 �� 73773（2番人気）
馬単票数 計 356745 的中 �� 21162（3番人気）
ワイド票数 計 687491 的中 �� 61565（3番人気）�� 81719（1番人気）�� 50620（4番人気）
3連複票数 計1159403 的中 ��� 108537（2番人気）
3連単票数 計1287440 的中 ��� 22111（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ラ ビ リ ス �
�
父 ザファクター �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．7．17 福島12着

2019．4．25生 牝3芦 母 エイシンヴァニラ 母母 エーシンサスケハナ 7戦1勝 賞金 11，800，000円
〔騎手変更〕 ブラザリーラヴ号の騎手C．ルメールは，病気のため田辺裕信に変更。
〔競走中止〕 ワードセンス号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノハートフル号・サテンスキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月

5日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ルクスランページ号

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

24 セイカフォルゴーレ 牡3栗 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 500－ 61：55．7 2．2�
714 ハローサブリナ 牝3鹿 54 �島 克駿小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 508＋ 61：56．65 13．3�
816 クオーレドーロ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 450± 01：56．91� 5．6�
713 マ ヨ ン 牡3黒鹿56 菅原 明良古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 B472＋12 〃 クビ 28．8�
47 リゼレインボー 牡3栗 56 内田 博幸飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 496＋ 81：57．22 3．8�
11 フィズアップ 牡3芦 56 菊沢 一樹西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 81：57．51� 26．2	
815 ブルーシグナル 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 B454＋ 21：57．6� 22．3

48 ア ド ー ニ ス 牡3鹿 56 江田 照男片野 新一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 B444＋ 21：57．7アタマ 49．4�
611 グラスセービア 牡3鹿 56 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B484± 01：57．8� 276．7�
23 ニシノブチヌケ 牡3栗 56 丹内 祐次西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 B534－ 8 〃 クビ 193．4
612 ヨウヘンテンモク 牡3鹿 56

54 △山田 敬士 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 470－ 21：57．9� 227．0�
59 ス ク ナ 牡3鹿 56 原田 和真鈴木 康弘氏 堀内 岳志 新ひだか 上野 正恵 460－ 21：58．32� 16．1�
36 シ ャ ン ダ ス 牡3栗 56 斎藤 新西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 460－201：58．51� 85．1�
510 ウ イ ン ダ 牡3鹿 56 松岡 正海高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 482± 01：58．71 16．2�
12 シーアンラウフェン 牝3鹿 54 津村 明秀和田 志保氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 440－ 41：58．91� 148．3�
35 ファットーラモーレ 牡3鹿 56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 新ひだか 有限会社石川牧場 474 ―1：59．0� 142．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，956，300円 複勝： 62，120，200円 枠連： 18，893，200円
馬連： 69，213，600円 馬単： 30，129，300円 ワイド： 70，637，700円
3連複： 112，124，700円 3連単： 121，604，000円 計： 524，679，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 330円 � 190円 枠 連（2－7） 1，010円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 520円 �� 380円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 13，680円

票 数

単勝票数 計 399563 的中 � 140332（1番人気）
複勝票数 計 621202 的中 � 193765（1番人気）� 34118（8番人気）� 72669（3番人気）
枠連票数 計 188932 的中 （2－7） 14372（4番人気）
馬連票数 計 692136 的中 �� 35999（5番人気）
馬単票数 計 301293 的中 �� 10181（6番人気）
ワイド票数 計 706377 的中 �� 35404（3番人気）�� 50976（2番人気）�� 11866（18番人気）
3連複票数 計1121247 的中 ��� 30147（7番人気）
3連単票数 計1216040 的中 ��� 6440（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．5―51．1―1：03．8―1：16．5―1：29．5―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイカフォルゴーレ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．8．22 新潟3着

2019．2．12生 牡3栗 母 セイカフォルトゥナ 母母 セイカカロブ 8戦1勝 賞金 14，110，000円
〔発走状況〕 ヨウヘンテンモク号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ヨウヘンテンモク号は，発走調教再審査。

06028 3月5日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （4中山2） 第3日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時35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

88 マイネルグロン 牡4青鹿59 五十嵐雄祐 �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 520－ 23：12．6 1．9�

55 ポートロイヤル �6黒鹿60 伴 啓太 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 470－ 43：13．34 10．1�
66 ローレリスト 牡5鹿 60 石神 深一多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 470－ 43：13．83 10．4�
11 ア ノ 牡6栗 60 難波 剛健武田 浩典氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 456＋ 43：13．9クビ 6．0�
44 マイネルツァイト 牡8青鹿60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 526＋ 23：14．43 3．7	
33 ディープサドラーズ �6鹿 60 草野 太郎廣崎利洋HD� 久保田貴士 千歳 社台ファーム 448－ 23：15．14 16．4

22 オンザウェイ 牡6栗 60 大江原 圭久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 548＋103：16．27 147．3�
77 スズカキングボス �5鹿 60 上野 翔永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 信岡牧場 450－ 43：17．15 33．8�
89 イワネコゴシキ 牡6青鹿60 蓑島 靖典丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 524＋163：19．6大差 140．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，089，500円 複勝： 38，068，500円 枠連： 8，256，800円
馬連： 40，394，000円 馬単： 27，161，300円 ワイド： 32，985，300円
3連複： 64，851，200円 3連単： 130，544，500円 計： 370，351，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 210円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 450円 �� 370円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 8，570円

票 数

単勝票数 計 280895 的中 � 117338（1番人気）
複勝票数 計 380685 的中 � 187660（1番人気）� 29375（4番人気）� 26783（5番人気）
枠連票数 計 82568 的中 （5－8） 7033（4番人気）
馬連票数 計 403940 的中 �� 25591（5番人気）
馬単票数 計 271613 的中 �� 13232（6番人気）
ワイド票数 計 329853 的中 �� 19398（5番人気）�� 24148（4番人気）�� 6193（15番人気）
3連複票数 計 648512 的中 ��� 22552（7番人気）
3連単票数 計1305445 的中 ��� 11037（26番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．5－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→	→�→�」
1
�
3－（8，7）－（1，5）4，2，6－9
8－3（6，7）（4，5）1＝2＝9

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

勝馬の
紹 介

マイネルグロン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．9．12 中山12着

2018．6．7生 牡4青鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 障害：3戦1勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 ローレリスト号の騎手石神深一は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・1番・5番）

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 1日第 1競走）
〔その他〕　　ラウレッタ号は，競走中に疾病〔右橈骨粗面剥離骨折〕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。



06029 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

35 クイーンドライヴ 牝3青鹿54 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 408± 01：35．4 23．2�
36 サクラオーラ 牝3鹿 54 津村 明秀�さくらコマース田中 博康 新ひだか 谷岡牧場 436 ― 〃 クビ 31．4�
612 モリノドリーム 牝3鹿 54 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 460＋ 21：35．82 10．3�
48 マグマオーシャン 牡3栗 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 栗田 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋101：36．22� 1．4�
714 ネ ネ 牝3栗 54

51 ▲土田 真翔高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 436－ 61：36．3� 9．3	
611� ゴールデンベリル 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 豪 Twin

Palms Stud 428 ―1：36．72� 83．7

47 ナックメジャー 牡3鹿 56 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 61：36．8� 107．3�
59 パリーアーク 牝3鹿 54 田辺 裕信 �フジワラ・ファーム 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 450 ―1：36．9� 207．1�
510 トーセンヴェリテ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心島川 哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ
スティファーム 454＋ 21：37．0� 59．1�

713 キタノフランクース 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 日高 高山牧場 458 ― 〃 クビ 345．9�
24 シカゴフットワーク 牡3鹿 56 菅原 明良鈴木 剛史氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 508－ 21：37．1� 6．1�
12 ニシノキントキ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大西山 茂行氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 460 ―1：37．2� 120．3�
11 ウマイウマスギル 牡3鹿 56

54 △山田 敬士 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 430＋ 81：37．51� 244．0�
815 ビ ー ブ ル ー 牝3鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 460＋ 81：37．71� 13．4�
23 ア タ ビ ズ ム 牡3青鹿56 武士沢友治広尾レース� 深山 雅史 新ひだか 木村 秀則 444 ―1：37．8� 244．1�
816 オ イ ル マ ン 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 レジェンドファーム 468 ―1：39．8大差 347．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，120，400円 複勝： 161，761，400円 枠連： 17，900，200円
馬連： 71，509，700円 馬単： 45，766，000円 ワイド： 73，443，000円
3連複： 114，574，800円 3連単： 168，172，700円 計： 704，248，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 1，080円 � 1，630円 � 660円 枠 連（3－3） 22，160円

馬 連 �� 22，770円 馬 単 �� 60，430円

ワ イ ド �� 4，730円 �� 1，410円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 51，270円 3 連 単 ��� 474，410円

票 数

単勝票数 計 511204 的中 � 17571（6番人気）
複勝票数 計1617614 的中 � 39530（6番人気）� 25498（7番人気）� 67610（3番人気）
枠連票数 計 179002 的中 （3－3） 626（25番人気）
馬連票数 計 715097 的中 �� 2433（31番人気）
馬単票数 計 457660 的中 �� 568（60番人気）
ワイド票数 計 734430 的中 �� 3946（31番人気）�� 13711（13番人気）�� 5653（23番人気）
3連複票数 計1145748 的中 ��� 1676（75番人気）
3連単票数 計1681727 的中 ��� 257（521番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．6―47．8―59．9―1：11．6―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

クイーンドライヴ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2022．1．16 中山8着

2019．5．13生 牝3青鹿 母 デュリュクス 母母 ブランチリーヴス 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔発走状況〕 オイルマン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ネネ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オイルマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月5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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ウインエイムハイ号・グラッテンハーレ号・コズミックフロスト号・コネイブル号・スマートクレール号・

デカメロン号・マルアズール号

06030 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時55分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

48 エピファニー 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 520± 01：49．9 1．5�
12 イ ル モ ン ド 牝3黒鹿54 石川裕紀人大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 杵臼牧場 466± 01：50．01 5．8�
510 キングズパレス 牡3鹿 56 松岡 正海 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 488＋ 61：50．21 28．7�
36 エリオトローピオ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 406＋ 61：50．3� 9．8�
713 ブローヴェイス 牡3黒鹿56 菊沢 一樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 426－ 21：50．4クビ 43．5	
24 ビーウォーター 牡3栗 56 野中悠太郎和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 494 ―1：50．61� 259．1

816 コズミックエッグ 牡3鹿 56 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 日高 新井 昭二 464－ 61：50．7� 14．9�
11 フラッシュアーク 牝3芦 54 丸山 元気小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 468＋141：50．8� 31．2�
35 グラジオラス 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 438＋ 41：51．01� 179．0

59 ビロングゴールド 牝3鹿 54
51 ▲原 優介 �丸幸小林牧場 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 470＋12 〃 アタマ 39．3�

815 フィレンツェ 牡3鹿 56 田辺 裕信田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 452＋ 2 〃 クビ 128．2�
23 グリンゴレット 牡3黒鹿56 斎藤 新 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム B442 ―1：51．21� 175．5�
47 キャッチザワールド 牝3青鹿54 �島 克駿吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 476＋ 61：51．41� 313．2�
714 レッドリベリウス 牡3黒鹿56 菅原 明良 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 486－ 41：51．82� 11．3�
612 ハルディーン �3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 青森 青南ムラカミ

ファーム 466－ 4 〃 クビ 244．7�
611 モ ヒ ー ト 牝3鹿 54 北村 宏司�須野牧場 伊藤 大士 日高 新井 昭二 448 ―1：51．9クビ 57．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，522，900円 複勝： 194，473，600円 枠連： 20，247，300円
馬連： 84，421，200円 馬単： 49，049，100円 ワイド： 92，687，900円
3連複： 140，340，200円 3連単： 187，644，400円 計： 830，386，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 460円 枠 連（1－4） 350円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 240円 �� 820円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 615229 的中 � 323967（1番人気）
複勝票数 計1944736 的中 � 1349479（1番人気）� 121780（2番人気）� 30559（8番人気）
枠連票数 計 202473 的中 （1－4） 44711（1番人気）
馬連票数 計 844212 的中 �� 160583（1番人気）
馬単票数 計 490491 的中 �� 58679（1番人気）
ワイド票数 計 926879 的中 �� 119079（1番人気）�� 26393（9番人気）�� 14827（17番人気）
3連複票数 計1403402 的中 ��� 38760（8番人気）
3連単票数 計1876444 的中 ��� 21393（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．9―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．1―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0
1
3
1，2，8（5，6，9）14（13，16）7，12（4，10）11－（3，15）
1，2（5，8）（13，6）9（16，11）（14，15）（7，12，10）（3，4）

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

勝馬の
紹 介

エピファニー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．16 東京2着

2019．1．30生 牡3青鹿 母 ルールブリタニア 母母 ミュージカルウェイ 3戦1勝 賞金 9，300，000円
〔騎手変更〕 フラッシュアーク号の騎手C．ルメールは，病気のため丸山元気に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 セキテイオー号・ダイメイミライ号・ミニョン号・ラカンパネラ号・ルーラータイム号



06031 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第7競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

713� エイシンヌプリ 牝3青鹿54 戸崎 圭太�栄進堂 勢司 和浩 新ひだか 木田牧場 488－ 81：14．0 6．8�
48 ナックドロップス 牝3鹿 54 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 456－ 21：14．21 18．0�
11 ダンスウィズジョイ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 432＋ 2 〃 ハナ 27．3�

24 オーロベルディ 牝3鹿 54 宮崎 北斗ロイヤルパーク 池添 兼雄 新ひだか 仲野牧場 476－ 2 〃 アタマ 46．1�
612 ロープスピニング 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 アタマ 3．6�
36 ライラボンド 牡3黒鹿56 長岡 禎仁 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 500－ 61：14．3� 6．0	
23 アメトリーチェ 牝3栗 54 菅原 明良 �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 468－ 41：14．4クビ 5．3

35 ストームゾーン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム B508－ 61：14．51 19．4�
12 ハクサンパール 牝3鹿 54 大野 拓弥河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 428－181：14．6� 18．0�
611� オカンモシャチョウ 牝3栗 54 丸山 元気 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Cindy Nassal

& Bill Nassal 450＋ 21：14．71 22．0
47 ラインアルテア 牡3黒鹿56 丹内 祐次大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 470－ 41：15．01	 395．4�
510 ユ キ ヤ ナ ギ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 440＋ 21：15．63� 76．3�
59 ボンクラージュ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 436－ 8 〃 ハナ 69．5�
815 アポロマジェスティ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 468－101：15．81 35．1�
816 ミツカネプルート 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹小山田 満氏 清水 英克 日高 スウィング
フィールド牧場 438－ 41：16．54 121．6�

714 ビップアクア 牝3栗 54 松岡 正海鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 434－ 81：21．1大差 6．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，469，600円 複勝： 82，353，700円 枠連： 21，170，200円
馬連： 93，031，200円 馬単： 37，713，700円 ワイド： 88，628，500円
3連複： 147，188，300円 3連単： 144，585，800円 計： 665，141，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 290円 � 540円 � 750円 枠 連（4－7） 3，420円

馬 連 �� 7，240円 馬 単 �� 12，470円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 3，720円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 51，050円 3 連 単 ��� 243，770円

票 数

単勝票数 計 504696 的中 � 58607（4番人気）
複勝票数 計 823537 的中 � 84380（5番人気）� 38995（7番人気）� 26657（10番人気）
枠連票数 計 211702 的中 （4－7） 4797（15番人気）
馬連票数 計 930312 的中 �� 9949（27番人気）
馬単票数 計 377137 的中 �� 2268（47番人気）
ワイド票数 計 886285 的中 �� 11569（22番人気）�� 6116（39番人気）�� 4372（51番人気）
3連複票数 計1471883 的中 ��� 2162（150番人気）
3連単票数 計1445858 的中 ��� 430（725番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．1―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―35．5―48．3―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンヌプリ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 エイシンサンディ

2019．4．13生 牝3青鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 1戦1勝 賞金 7，500，000円
地方デビュー 2021．5．4 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビップアクア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 バイハリウッド号・ビーオンザマーチ号・ベアグッジョブ号・ボルタドマール号・モズジャックポット号・

ローズブルーム号

06032 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第8競走 ��1，600�4歳以上1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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

47 レーヴドゥラプレリ 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：34．7 3．7�
816 コミカライズ 牝5青鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 11．3�
714 パラレルキャリア 牝6鹿 55 石川裕紀人 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 01：34．8� 4．9�
11 ヴィクトゥーラ 牡4黒鹿57 大野 拓弥近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 490－ 41：35．22� 2．7�
510 ブエナベントゥーラ 牡4栗 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 528± 01：35．3� 5．6�
35 カ ル タ ゴ 牝4青鹿 55

54 ☆亀田 温心	須野牧場 小島 茂之 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 450＋121：35．4� 33．4


23 フェルマーテ 牝5青鹿 55
52 ▲西塚 洸二�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 21：35．51 18．1�
815� ル ル ロ ー ズ 牝4栗 55 北村 宏司的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 466－ 11：35．6クビ 49．1
12 � ブーケドフルール 牝4青鹿55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 422－151：35．81� 167．8�
24 レッドアダン 	5鹿 57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468－ 61：36．11� 70．6�
713� ドルフィンクエスト 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B466＋ 41：36．73� 274．2�
611� ジュエルシーカー 牝4黒鹿55 内田 博幸�杵臼牧場 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 418－ 8 〃 ハナ 225．2�
59 � シゲルタイヨウ 	5黒鹿57 丸田 恭介山口謙太郎氏 堀内 岳志 浦河 アイオイファーム 468＋ 61：36．8� 399．5�
48 � インプレストサマー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹矢野 雅子氏 天間 昭一 安平 追分ファーム 438－141：37．01 494．0�
36 � レオテソーロ 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 476± 0 〃 クビ 99．2�

612� スイートフェンネル 牝4鹿 55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 452－ 51：37．52� 456．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，782，600円 複勝： 70，336，100円 枠連： 20，101，400円
馬連： 95，952，600円 馬単： 42，521，700円 ワイド： 82，613，300円
3連複： 143，955，500円 3連単： 166，534，300円 計： 676，797，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 240円 � 160円 枠 連（4－8） 2，060円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 880円 �� 310円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 21，440円

票 数

単勝票数 計 547826 的中 � 116415（2番人気）
複勝票数 計 703361 的中 � 151912（1番人気）� 58369（5番人気）� 122016（3番人気）
枠連票数 計 201014 的中 （4－8） 7555（10番人気）
馬連票数 計 959526 的中 �� 23133（10番人気）
馬単票数 計 425217 的中 �� 6531（16番人気）
ワイド票数 計 826133 的中 �� 22539（10番人気）�� 77557（1番人気）�� 25268（9番人気）
3連複票数 計1439555 的中 ��� 31606（10番人気）
3連単票数 計1665343 的中 ��� 5629（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．1―47．4―59．8―1：11．9―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9

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

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

勝馬の
紹 介

レーヴドゥラプレリ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．8．29 新潟9着

2018．4．9生 牝4鹿 母 レーヴデトワール 母母 レーヴドスカー 8戦2勝 賞金 22，904，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 ブエナベントゥーラ号の騎手C．ルメールは，病気のため藤岡佑介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アムールマルルー号



06033 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第9競走 ��2，500�
い た こ

潮 来 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，3．3．6以降4．2．27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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：28．2

良
良

55 ホウオウリアリティ 牡4栗 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480－ 42：34．3 1．8�
66 シュブリーム 牡6黒鹿53 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B478＋ 22：34．51� 20．2�
11 アイブランコ 牡5栗 56 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 522－ 82：34．81� 3．3�
88 � ア ス テ ィ �6栗 54 丸田 恭介山口謙太郎氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム B428－ 42：34．9クビ 36．2�
77 ラヴィンジャー 牝6黒鹿53 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434＋ 22：35．11 6．2�
22 フィデリオグリーン 牡6鹿 53 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 502± 02：35．73� 74．2	
44 イ ベ リ ア 牡7黒鹿52 菅原 明良森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500－ 22：36．02 7．0

33 ヴァンベールシチー �8栗 51 亀田 温心 �友駿ホースクラブ 辻 哲英 新ひだか 幌村牧場 414＋ 22：36．85 79．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 48，103，600円 複勝： 47，775，200円 枠連： 発売なし
馬連： 73，179，100円 馬単： 41，186，800円 ワイド： 53，269，800円
3連複： 94，545，200円 3連単： 224，064，000円 計： 582，123，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 550円 �� 170円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 481036 的中 � 208746（1番人気）
複勝票数 計 477752 的中 � 227351（1番人気）� 22273（5番人気）� 87779（2番人気）
馬連票数 計 731791 的中 �� 32720（6番人気）
馬単票数 計 411868 的中 �� 13761（8番人気）
ワイド票数 計 532698 的中 �� 21134（8番人気）�� 104712（1番人気）�� 14169（11番人気）
3連複票数 計 945452 的中 ��� 56975（4番人気）
3連単票数 計2240640 的中 ��� 25488（20番人気）

ハロンタイム 7．4―11．8―12．0―12．4―12．7―13．1―12．9―12．7―12．3―11．7―11．3―11．6―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―19．2―31．2―43．6―56．3―1：09．4―1：22．3―1：35．0―1：47．3―1：59．0―2：10．3―2：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F47．0―3F35．3
1
�
6－5－8－（4，7）（1，3）－2
6－5，8－7，4（1，3）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウリアリティ �

父 モ ー リ ス �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．19 中山3着

2018．4．11生 牡4栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 14戦3勝 賞金 37，939，000円

06034 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第10競走 ��1，800�
か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，3．3．6以降4．2．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 ホウオウルバン 牡4黒鹿55 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B522－ 21：52．1 4．8�
714 ノーブルシルエット 牝4黒鹿54 戸崎 圭太吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 474± 01：52．52� 3．1�
47 キタノリューオー 牡4鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 462＋ 61：52．6� 7．9�
48 オンザライン 牡4青鹿55 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462＋ 21：52．92 8．7�
611 スギノマジェスティ 牡4栗 54 津村 明秀杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 476＋ 21：53．53� 35．7�
510 エクレルシー 牡4黒鹿54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 栗田 徹 浦河 高野牧場 B504＋ 61：53．6� 38．7	
612 カウンターエア �6鹿 54 丸田 恭介 
社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 576＋12 〃 ハナ 53．6�
24 ワイドソロモン 牡5栗 54 江田 照男幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 498＋ 21：53．81� 54．0�
59 テリオスベル 牝5黒鹿53 小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B448＋ 61：54．01 30．1
35 ゴールドティア 牝5鹿 53 �島 克駿 
キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B468－ 81：54．21� 17．8�
36 アリエノール 牝4鹿 53 斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 432＋ 81：54．41 16．1�
815 マイネルアストリア 牡5鹿 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 524± 01：54．82� 158．1�
12 ソルトイブキ 牡6黒鹿55 石川裕紀人杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488－ 41：55．97 24．4�
11 ショウリノカンパイ 牝4鹿 52 松岡 正海平井 裕氏 村田 一誠 日高 川端 正博 484＋22 〃 クビ 44．6�
23 スノームーン 牝4鹿 53 菅原 明良�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 468＋101：57．610 8．9�
713 デッドアヘッド �6鹿 55 大野 拓弥 
社台レースホース牧 光二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470－ 61：58．55 15．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 73，259，800円 複勝： 112，859，000円 枠連： 39，484，700円
馬連： 175，293，500円 馬単： 61，105，200円 ワイド： 145，214，700円
3連複： 293，178，100円 3連単： 293，900，900円 計： 1，194，295，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 140円 � 210円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 320円 �� 700円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 10，550円

票 数

単勝票数 計 732598 的中 � 122026（2番人気）
複勝票数 計1128590 的中 � 157591（2番人気）� 254696（1番人気）� 115001（4番人気）
枠連票数 計 394847 的中 （7－8） 40144（2番人気）
馬連票数 計1752935 的中 �� 167976（1番人気）
馬単票数 計 611052 的中 �� 26098（2番人気）
ワイド票数 計1452147 的中 �� 123659（1番人気）�� 49511（5番人気）�� 77008（3番人気）
3連複票数 計2931781 的中 ��� 103562（2番人気）
3連単票数 計2939009 的中 ��� 20184（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―36．5―49．8―1：02．0―1：14．2―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウルバン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Gilded Time デビュー 2020．11．14 東京3着

2018．4．2生 牡4黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 10戦4勝 賞金 46，143，000円
〔騎手変更〕 オンザライン号の騎手C．ルメールは，病気のため田辺裕信に変更。
〔その他〕 デッドアヘッド号は，3コーナーで砂をかぶり，減速したことについて平地調教注意。

スノームーン号は，3コーナー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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デッドアヘッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デルマオニキス号
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤメティス号・コーラスケイト号・シベリウス号・スズカデレヤ号・ナンヨーイザヨイ号



06035 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第11競走 ��
��1，200�第17回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，3．3．6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，3．3．5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）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

47 � ジャンダルム 牡7黒鹿56 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills
Co. Limited B510－ 41：07．9 5．4�

610 ナランフレグ 牡6栗 56 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 498＋ 41：08．0	 8．2�
814 ビ ア ン フ ェ 
5鹿 56 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 556－ 6 〃 アタマ 9．1�
35 ダディーズビビッド 牡4鹿 56 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 508－ 21：08．1クビ 16．5�
59 � デトロイトテソーロ 牝5黒鹿54 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 米 Blackstone
Farm LLC 470± 01：08．2	 32．2�

58 キ ル ロ ー ド 
7鹿 56 内田 博幸エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B506＋ 21：08．3クビ 21．5	
11 � マリアズハート 牝6鹿 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.
Andersen 502－ 2 〃 アタマ 14．0


34 ダイメイフジ 牡8鹿 56 田辺 裕信宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 528－ 81：08．51� 118．8�
23 � ファストフォース 牡6黒鹿56 島 克駿安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 三嶋牧場 B518－12 〃 ハナ 6．1�
22 スマートクラージュ 牡5鹿 56 戸崎 圭太大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 472－ 2 〃 クビ 2．8
46 ボンボヤージ 牝5鹿 54 吉田 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 444－ 61：08．6クビ 139．2�
713 サヴォワールエメ 牝6栗 54 石川裕紀人平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 458－ 8 〃 クビ 204．9�
815 ロードベイリーフ 牡5黒鹿56 亀田 温心 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 482－161：08．81� 161．6�
611 マイネルジェロディ 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：09．01 14．6�
712 ビオグラフィー 牝5鹿 54 斎藤 新 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 480－ 81：09．1� 52．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 209，449，100円 複勝： 275，276，100円 枠連： 97，342，400円
馬連： 529，908，500円 馬単： 178，322，300円 ワイド： 419，563，000円
3連複： 1，037，948，400円 3連単： 1，087，384，300円 計： 3，835，194，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 220円 � 290円 枠 連（4－6） 1，770円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，050円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 38，290円

票 数

単勝票数 計2094491 的中 � 310106（2番人気）
複勝票数 計2752761 的中 � 335342（2番人気）� 330695（3番人気）� 234322（5番人気）
枠連票数 計 973424 的中 （4－6） 42508（8番人気）
馬連票数 計5299085 的中 �� 157543（9番人気）
馬単票数 計1783223 的中 �� 26588（15番人気）
ワイド票数 計4195630 的中 �� 121831（8番人気）�� 102902（12番人気）�� 85170（16番人気）
3連複票数 計10379484 的中 ��� 110364（21番人気）
3連単票数 計10873843 的中 ��� 20584（118番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．9―11．3―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．4―44．7―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．5
3 14，9（7，8）（2，3）5（1，12，11）（4，15）（6，10，13） 4 14（9，7，8）2（3，5，11）1（4，12，15）（6，10，13）

勝馬の
紹 介

�ジャンダルム �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2017．9．9 阪神1着

2015．4．25生 牡7黒鹿 母 Believe 母母 Great Christine 26戦6勝 賞金 242，152，000円
〔騎手変更〕 ロードベイリーフ号の騎手C．ルメールは，病気のため亀田温心に変更。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりジャンダルム号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

06036 3月5日 晴 良 （4中山2） 第3日 第12競走 ��1，800�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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

814 ト ラ モ ン ト �5栗 57 菅原 明良 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 508－ 81：54．1 1．6�
45 アラゴナイト 牝4黒鹿55 田辺 裕信重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 456－ 41：54．73� 4．4�
46 � ウインジョイフル 牡5青鹿57 内田 博幸庄司 修二氏 鈴木慎太郎 新ひだか 松田牧場 B502－ 61：55．22� 16．5�
57 フリーフロー 牡5栗 57 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 478± 01：55．41	 52．2�
712 デルマラピスラズリ 牡5鹿 57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 526＋ 6 〃 アタマ 24．2�
610 ウインレゼルヴ 牡5栗 57 丹内 祐次	ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 498－ 91：55．93 110．3

813 シーシーサザン 牝5黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 460＋ 41：56．0� 69．2�
33 ティケイプルメリア 牝5鹿 55 伊藤 工真田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 468＋ 61：56．1クビ 11．6�
11 ペイシャクェーサー 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 474－ 21：56．2
 56．3
69 アキノスマート 牡5鹿 57 松岡 正海穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 500＋101：56．51
 14．2�
34 アルヴェント 牝5鹿 55 勝浦 正樹街風 �雄氏 伊坂 重信 安平 追分ファーム 496＋ 21：56．6クビ 59．0�
711 ブリッツェンシチー �6鹿 57 北村 宏司 	友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 B520－ 8 〃 ハナ 115．4�
22 プントファイヤー 牡5栗 57

54 ▲横山 琉人嶋田 賢氏 大和田 成 洞�湖 レイクヴィラファーム 530＋ 21：56．81	 76．9�
58 ピースマッチング �4芦 57 斎藤 新 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470± 01：58．07 21．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 90，514，800円 複勝： 152，090，700円 枠連： 40，105，100円
馬連： 183，422，700円 馬単： 94，689，400円 ワイド： 167，366，900円
3連複： 307，430，400円 3連単： 452，675，100円 計： 1，488，295，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（4－8） 270円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 905148 的中 � 449052（1番人気）
複勝票数 計1520907 的中 � 724322（1番人気）� 216817（2番人気）� 88813（4番人気）
枠連票数 計 401051 的中 （4－8） 111578（1番人気）
馬連票数 計1834227 的中 �� 441601（1番人気）
馬単票数 計 946894 的中 �� 165509（1番人気）
ワイド票数 計1673669 的中 �� 303339（1番人気）�� 96651（4番人気）�� 44645（9番人気）
3連複票数 計3074304 的中 ��� 144649（4番人気）
3連単票数 計4526751 的中 ��� 92192（4番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―12．8―13．7―12．9―12．6―12．6―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．5―36．3―50．0―1：02．9―1：15．5―1：28．1―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト ラ モ ン ト �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．12．21 中山5着

2017．4．14生 �5栗 母 フィロンルージュ 母母 スカーレットレディ 9戦3勝 賞金 36，100，000円
〔制裁〕 フリーフロー号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



（4中山2）第3日 3月5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 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

260，170，000円
8，020，000円
26，520，000円
1，510，000円
33，790，000円
77，079，000円
5，571，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
786，414，000円
1，434，629，400円
317，009，500円
1，557，660，600円
681，755，400円
1，361，285，400円
2，679，768，500円
3，251，864，600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 12，070，387，400円

総入場人員 5，675名 （有料入場人員 5，449名）
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