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06049 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5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

47 タマモタップダンス 牝3栗 54
52 △永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 478－ 21：56．0 1．6�

48 リトルポピー 牝3芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 61：56．42 3．2�

12 キタノキャスター 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 470－ 21：56．82� 176．2�
59 ショウナンカンキ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 戸田 博文 新ひだか 西村牧場 434－ 41：57．11� 75．7�
23 ゼンノテンバ 牝3栗 54 内田 博幸大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 436＋ 41：57．41� 5．9	
714 ドレミフォン 牝3鹿 54 嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B450± 0 〃 アタマ 324．7

612 シャムトラダイコウ 牝3芦 54 江田 照男西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 480－ 21：57．93 124．0�
611 ミ ニ ョ ン 牝3黒鹿54 丹内 祐次落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 富田牧場 442－ 41：58．32� 106．3�
815 リメインステディ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 434± 01：58．5� 30．1
510 サトノブレス 牝3鹿 54 団野 大成 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 81：58．82 186．4�
35 デルマメデューサ 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔浅沼 廣幸氏 堀内 岳志 日高 ファニーヒルファーム 462－181：58．9クビ 622．9�
24 ビービードルチェ 牝3鹿 54 石川裕紀人�坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 450± 01：59．32� 314．5�
816 エフティイライザ 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 492－141：59．51 34．2�
11 フ ェ リ シ ダ 牝3鹿 54 木幡 巧也濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 むかわ 市川牧場 442－ 21：59．92� 32．4�
36 ファインバローロ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社
大原ファーム 446＋ 22：00．21� 496．2�

713 ヤサカシュエット 牝3栗 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 460± 02：00．94 39．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，948，500円 複勝： 138，754，000円 枠連： 15，897，800円
馬連： 54，220，600円 馬単： 35，229，700円 ワイド： 56，645，400円
3連複： 110，524，300円 3連単： 153，600，300円 計： 604，820，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 690円 枠 連（4－4） 230円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，820円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 11，090円

票 数

単勝票数 計 399485 的中 � 192761（1番人気）
複勝票数 計1387540 的中 � 1075198（1番人気）� 125189（2番人気）� 7807（11番人気）
枠連票数 計 158978 的中 （4－4） 51761（1番人気）
馬連票数 計 542206 的中 �� 171965（1番人気）
馬単票数 計 352297 的中 �� 83636（1番人気）
ワイド票数 計 566454 的中 �� 143725（1番人気）�� 6107（20番人気）�� 4136（25番人気）
3連複票数 計1105243 的中 ��� 15702（14番人気）
3連単票数 計1536003 的中 ��� 10033（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．5―12．9―12．3―12．7―13．4―13．5―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．8―49．7―1：02．0―1：14．7―1：28．1―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．0―3F41．3
1
3
7（3，13，16）－12（8，14）－4，9－（1，2，6）5－15，10－11
7，13（3，16）－（12，8）－14（4，2）9－（1，5）－6，15＝11，10

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

勝馬の
紹 介

タマモタップダンス �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．11．21 福島2着

2019．3．23生 牝3栗 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 4戦1勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 シャムトラダイコウ号の騎手江田照男は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・8番）
〔3走成績による出走制限〕 ファインバローロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月12日まで平地競走に出走でき

ない。

06050 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5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

59 トラストパッキャオ 牝3栗 54 菅原 明良菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 456－ 21：11．9 1．6�
611 オールフラッグ 牡3芦 56 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム B478± 01：12．22 24．0�
714 ホワイトガーベラ 牡3芦 56

53 ▲横山 琉人楠本 勝美氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 476 ―1：12．41� 14．6�
12 ティーライトニング 牡3鹿 56 津村 明秀天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 454－ 81：12．6� 5．6�
713 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 56 北村 宏司服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 468－ 61：12．7� 9．7�
815 アブソルートピッチ 牝3黒鹿54 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 460－ 8 〃 クビ 20．8	
36 バ リ ア ン ス 牡3芦 56 勝浦 正樹藤田 岳彦氏 田村 康仁 青森 久保フアーム 508＋101：13．02 542．9

48 フランドルブリエ 牡3栗 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 村下農場 416－ 61：13．95 511．0�
23 ルージュエピス 牝3芦 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468＋ 61：14．0クビ 22．2
47 ハクサンセーラー 牝3栗 54 丹内 祐次河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 中村 雅明 426－ 4 〃 ハナ 8．4�
816 ナノハナバタケ 牝3鹿 54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 大栄牧場 452－ 6 〃 ハナ 276．2�
510 リキサンウィン 牝3黒鹿54 菊沢 一樹 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 482－101：14．31� 244．9�
612 グットウインド 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 444＋ 51：14．4� 442．9�
11 ジャンヌデュモン 牝3栗 54 松若 風馬大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 396－121：14．61� 515．5�
35 リンガスキャット 牝3鹿 54 江田 照男伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ B476＋ 11：15．02� 25．6�
24 テイエムラニッコ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤川フアーム 500＋ 21：15．63� 459．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，988，800円 複勝： 66，263，400円 枠連： 12，126，700円
馬連： 57，435，700円 馬単： 30，953，600円 ワイド： 55，040，800円
3連複： 91，795，200円 3連単： 114，039，100円 計： 464，643，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 350円 � 310円 枠 連（5－6） 1，940円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 800円 �� 600円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 7，470円 3 連 単 ��� 25，460円

票 数

単勝票数 計 369888 的中 � 175282（1番人気）
複勝票数 計 662634 的中 � 334872（1番人気）� 26324（6番人気）� 31232（5番人気）
枠連票数 計 121267 的中 （5－6） 4833（7番人気）
馬連票数 計 574357 的中 �� 21944（8番人気）
馬単票数 計 309536 的中 �� 9048（10番人気）
ワイド票数 計 550408 的中 �� 18009（9番人気）�� 24810（4番人気）�� 3706（29番人気）
3連複票数 計 917952 的中 ��� 9205（23番人気）
3連単票数 計1140391 的中 ��� 3247（82番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―12．2―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストパッキャオ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2021．8．29 新潟10着

2019．2．14生 牝3栗 母 ア リ ー 母母 Secret Partner 5戦1勝 賞金 8，080，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインタースイート号・シゲルツル号
（非抽選馬） 1頭 ゴールドジャッジ号

第２回 中山競馬 第５日



06051 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5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

611 セ イ ゲ ン 牡3栗 56 吉田 豊伊藤 誠吉氏 中川 公成 新冠 五丸農場 478± 01：55．6 1．3�
814 パフオブウインド 牡3栗 56

54 △山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 476± 01：56．77 15．2�
58 フロールシュタット 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 23．1�
47 ベイビールビオ 牡3栗 56 大野 拓弥大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 488＋ 21：57．23 41．2�
35 シュヴァリエール 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔平田 修氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468＋101：57．51� 22．0�
610 テンクウノツバサ 牡3鹿 56 田辺 裕信廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 清水牧場 494－ 2 〃 アタマ 15．9�
34 トップスティール 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 494－ 81：57．6� 42．2	
713 ラ イ パ チ 牡3鹿 56 団野 大成阿部東亜子氏 土田 稔 浦河 山田 昇史 484－ 21：57．81� 306．6

46 キ ー ワ ー ド �3鹿 56 菅原 明良�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 470－ 81：57．9クビ 5．4�
22 ストロングフォース 牡3黒鹿56 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 竹中牧場 492－ 81：58．64 18．1
11 アイファーロブスト 牡3黒鹿56 大庭 和弥中島 稔氏 蛯名 利弘 新ひだか 加野牧場 432± 01：59．02� 509．4�
59 ツキニホエル 牡3栗 56 石川裕紀人植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 426± 01：59．1クビ 376．1�
815 ノーブルキャナル 牡3青 56 杉原 誠人吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 444＋ 21：59．31� 506．9�
712 ザビッグマン 牡3鹿 56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 棚川 光男 B534－ 41：59．93� 85．8�

（14頭）
23 ブ レ イ ク 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 えりも 寺井 文秀 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 40，242，800円 複勝： 100，082，700円 枠連： 12，422，400円
馬連： 50，467，900円 馬単： 30，259，000円 ワイド： 49，312，600円
3連複： 84，838，900円 3連単： 115，625，000円 計： 483，251，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 230円 � 260円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 340円 �� 390円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 6，490円

票 数

単勝票数 計 402428 的中 � 232799（1番人気）
複勝票数 計1000827 的中 � 714720（1番人気）� 38055（4番人気）� 30989（5番人気）
枠連票数 計 124224 的中 （6－8） 15583（2番人気）
馬連票数 計 504679 的中 �� 51493（2番人気）
馬単票数 計 302590 的中 �� 22540（3番人気）
ワイド票数 計 493126 的中 �� 39547（3番人気）�� 33666（4番人気）�� 6559（19番人気）
3連複票数 計 848389 的中 ��� 26489（9番人気）
3連単票数 計1156250 的中 ��� 12900（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．5―1：03．2―1：16．1―1：29．2―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．5
1
3
11，12，2（4，6，15）13（5，7，8）－9－1，10－14
11（2，12）6（5，4，13）（7，8）（1，9）（15，14）10

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

勝馬の
紹 介

セ イ ゲ ン �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．24 東京3着

2019．2．9生 牡3栗 母 ヘイブンズギフト 母母 アクロスザヘイブン 4戦1勝 賞金 10，400，000円
〔出走取消〕 ブレイク号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 シュヴァリエール号の騎手佐々木大輔は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・7番）
〔3走成績による出走制限〕 ツキニホエル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月12日まで平地競走に出走できな

い。

06052 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5日 第4競走 1，200�3歳未勝利
発走11時35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
1：08．5
1：08．5

重
重

815 ロジヴィクトリア 牝3黒鹿54 石川裕紀人久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 B468－101：12．6 5．0�
714 カ ン ザ シ 牝3芦 54 野中悠太郎嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 増本 良孝 480 ―1：12．71 18．1�
48 モンサンレジャンド 牝3鹿 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 458± 01：12．8クビ 8．5�
23 クイーンアポーン 牝3鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 454－ 41：12．9� 38．0�
47 キョウコウトッパ 牝3黒鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 B470＋ 21：13．0クビ 6．0�
36 グラサージュ 牝3黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 520＋ 61：13．1� 52．8	
59 エコロシルヴィー 牝3青鹿 54

51 ▲佐々木大輔原村 正紀氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 452＋ 2 〃 ハナ 5．0

24 セイショウスマイル 牝3鹿 54 江田 照男岩崎 暉男氏 本間 忍 浦河 日進牧場 476－101：13．31� 24．8�
12 カルーナブルガリス 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト
クラブ 450－ 61：13．4クビ 4．0�

510 カプラローラ 牝3鹿 54 大野 拓弥村野 康司氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460± 01：13．5� 12．5

35 フレッシュラムール 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 琉人吉田 晴哉氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 456＋24 〃 クビ 37．8�

612 トワイライトドレス 牝3鹿 54 杉原 誠人村島 昭男氏 大和田 成 新冠 カミイスタット 472－101：13．81� 25．0�
816 ラ ブ レ ボ 牝3栗 54 団野 大成伊藤 功一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 448± 01：14．01� 57．4�
11 ヴェーチェル 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 日高 春木ファーム 414＋ 2 〃 ハナ 171．1�
611 キタノパフューム 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 小林 仁 444＋221：14．32 181．7�
713 ビップレジアス 牝3鹿 54 津村 明秀鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 新ひだか 城地牧場 456 ―1：14．4� 101．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，353，100円 複勝： 55，511，200円 枠連： 16，326，700円
馬連： 67，217，900円 馬単： 25，520，300円 ワイド： 68，112，500円
3連複： 103，667，900円 3連単： 97，367，600円 計： 471，077，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 510円 � 250円 枠 連（7－8） 3，270円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 9，430円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 670円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 11，920円 3 連 単 ��� 58，140円

票 数

単勝票数 計 373531 的中 � 59454（2番人気）
複勝票数 計 555112 的中 � 93720（2番人気）� 23419（7番人気）� 56887（5番人気）
枠連票数 計 163267 的中 （7－8） 3863（14番人気）
馬連票数 計 672179 的中 �� 9916（17番人気）
馬単票数 計 255203 的中 �� 2028（33番人気）
ワイド票数 計 681125 的中 �� 8806（19番人気）�� 27684（6番人気）�� 7981（23番人気）
3連複票数 計1036679 的中 ��� 6518（38番人気）
3連単票数 計 973676 的中 ��� 1214（164番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．1―12．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．0―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．7
3 2（6，13）8－（4，15）（1，9，7，16）（3，5）－（11，10，14）12 4 2，6，8，13（4，15）－（1，9，7，16）3，5（11，10，14）－12

勝馬の
紹 介

ロジヴィクトリア �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．30 東京12着

2019．3．27生 牝3黒鹿 母 ギンザヴィクトリア 母母 タイムフェアレディ 4戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 キタノパフューム号の騎手丸田恭介は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

エコロシルヴィー号の騎手佐々木大輔は，3コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・16番）
※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 コリコ号・ニシノロゼ号



06053 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時25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

35 サクセスシュート 牡3鹿 56 田辺 裕信柴田実千代氏 久保田貴士 浦河 小島牧場 472－ 81：49．6 11．0�
47 アクロビンジャー 牡3鹿 56 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 448－121：49．7� 16．0�
23 ヴァンガーズハート 牡3黒鹿56 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 520＋101：49．91 1．1�
48 ヒドゥンキング 牡3鹿 56 団野 大成髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 454± 01：50．32� 211．8�
24 コ ネ イ ブ ル 牝3鹿 54 津村 明秀�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 444－ 21：50．4� 196．5	
816 ノアチェリー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 B460± 01：50．5� 19．2

36 ビーアンビシャス 牡3栗 56 戸崎 圭太千明牧場 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 518 ―1：50．82 45．1�
612 ギャルソンアスク 牝3鹿 54 三浦 皇成廣崎利洋HD� 高柳 瑞樹 平取 株式会社

ASK STUD 444 ― 〃 クビ 83．5�
713 ラカンパネラ 牝3鹿 54 菊沢 一樹髙嶋 祐子氏 菊沢 隆徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 372－181：51．54 125．3
815 メイプルプリン 牝3栗 54 丸山 元気節 英司氏 田中 剛 新冠 株式会社

安達牧場 454－ 81：51．71� 302．0�
11 ヴァロンダンス 牝3鹿 54 丸田 恭介 �グリーンファーム宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 クビ 25．8�
59 � スイートザーズ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵和田 啓子氏 石毛 善彦 米 Takahiro
Wada 422 ―1：52．01� 246．7�

12 � アルタマール 牝3鹿 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新 Mrs S Meyer 492 ―1：52．85 205．1�
611 フラワースプリング 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝八嶋 長久氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 472－22 〃 ハナ 371．8�
510 ク ル ベ リ 牡3黒鹿56 松岡 正海�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 520 ―1：52．9クビ 13．7�
714 ハイスペックマン 牡3鹿 56 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 452－101：53．22 325．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，394，200円 複勝： 163，097，300円 枠連： 14，160，900円
馬連： 62，081，400円 馬単： 45，591，900円 ワイド： 59，787，700円
3連複： 90，860，500円 3連単： 172，180，300円 計： 673，154，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 170円 � 170円 � 100円 枠 連（3－4） 3，840円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 11，360円

ワ イ ド �� 620円 �� 200円 �� 220円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 653942 的中 � 47314（2番人気）
複勝票数 計1630973 的中 � 57107（2番人気）� 57067（3番人気）� 1322649（1番人気）
枠連票数 計 141609 的中 （3－4） 2854（8番人気）
馬連票数 計 620814 的中 �� 9159（9番人気）
馬単票数 計 455919 的中 �� 3010（19番人気）
ワイド票数 計 597877 的中 �� 19949（7番人気）�� 84392（1番人気）�� 72660（2番人気）
3連複票数 計 908605 的中 ��� 83816（1番人気）
3連単票数 計1721803 的中 ��� 6767（54番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．8―12．9―12．2―11．7―11．8―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．3―50．2―1：02．4―1：14．1―1：25．9―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サクセスシュート �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．12．4 中山5着

2019．4．26生 牡3鹿 母 シニョリーナ 母母 エヌティミラクル 3戦1勝 賞金 5，900，000円
〔発走状況〕 アクロビンジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 キスアンドテル号・ステラナビゲーター号・ダイメイミライ号・デカメロン号

06054 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時55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

711 エコロエース 牡3芦 56 丹内 祐次原村 正紀氏 矢野 英一 浦河 日進牧場 490－ 21：56．7 7．1�
34 ワーキングスタイル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 61：56．9� 22．8�
45 メ ル ト 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 506± 0 〃 クビ 11．4�
22 ヒシアラカン 牡3栗 56 横山 武史阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 81：57．0� 2．0�
69 ギ ン リ ン 牡3芦 56

54 △山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー
ブル 494± 01：57．42� 496．8�

46 キバルスター 牡3青 56 横山 和生須山 悟至氏 小西 一男 新冠 村上 雅規 464－ 41：57．82� 183．4	
33 アルティマナイト 牡3栗 56 原田 和真�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 B490－ 81：58．01� 31．4

712 エティエンヌ �3芦 56 菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 522－ 81：58．21� 41．4�
58 グラフィティウォー 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 41：58．73 226．6�
814 オレノマサムネ �3鹿 56 木幡 巧也諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 B518－ 41：58．91� 152．9
57 ジャスティンパワー 牡3鹿 56 M．デムーロ三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B454－ 4 〃 アタマ 5．4�
813 ミッキーキング 牡3鹿 56 武 豊野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460－ 41：59．64 4．4�
610 ダ ビ ド 牡3栗 56

53 ▲佐々木大輔八嶋 長久氏 菊川 正達 浦河 中神牧場 426－ 21：59．81� 96．3�
11 アースロマン 牡3鹿 56 丸山 元気松山 増男氏 粕谷 昌央 新冠 高橋 忍 490－ 42：02．3大差 107．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，360，600円 複勝： 41，501，600円 枠連： 12，630，700円
馬連： 63，435，400円 馬単： 30，531，100円 ワイド： 53，387，700円
3連複： 99，547，800円 3連単： 111，720，700円 計： 455，115，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 240円 � 410円 � 380円 枠 連（3－7） 4，200円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 18，310円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 760円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 27，000円 3 連 単 ��� 154，870円

票 数

単勝票数 計 423606 的中 � 47542（4番人気）
複勝票数 計 415016 的中 � 51810（4番人気）� 24808（6番人気）� 27144（5番人気）
枠連票数 計 126307 的中 （3－7） 2328（14番人気）
馬連票数 計 634354 的中 �� 5458（21番人気）
馬単票数 計 305311 的中 �� 1250（41番人気）
ワイド票数 計 533877 的中 �� 6564（20番人気）�� 18792（7番人気）�� 5316（22番人気）
3連複票数 計 995478 的中 ��� 2765（59番人気）
3連単票数 計1117207 的中 ��� 523（348番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．3―12．7―12．4―12．7―13．4―14．1―15．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．4―49．1―1：01．5―1：14．2―1：27．6―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F55．2―3F42．5
1
3
5－6，3，8（1，11，13）－（4，10）－（9，12）7（2，14）
5＝6，3－11，8（1，4）（10，13）（9，2，7）12，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エコロエース �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2021．10．9 東京10着

2019．3．18生 牡3芦 母 ラ シ ー ク 母母 ディペンドオンユー 4戦1勝 賞金 5，710，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アースロマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月12日まで平地競走

に出走できない。



06055 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5日 第7競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走13時25分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 エターナルビクトリ 牡3鹿 56 武 豊�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 446－ 42：00．4 9．5�
710 ブラックボイス 牡3黒鹿56 横山 和生 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 508± 02：00．71� 8．1�
812 コリエンテス 牡3黒鹿56 M．デムーロ �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋10 〃 アタマ 7．4�
813 ダノンジャッカル 牡3黒鹿56 横山 武史�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 456－ 62：01．01� 2．2�
22 キ ャ ル レ イ 牡3黒鹿56 三浦 皇成里見 治紀氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 16．1	
45 アップストローク �3黒鹿56 丹内 祐次吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456＋ 22：01．1クビ 14．1

711 マイネルニコラス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 22：01．2� 16．5�
44 ルークスヘリオス 牡3鹿 56 菅原 明良岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 486－ 22：01．3� 6．6�
68 ニシノムネヲウツ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 502＋ 22：01．51	 55．8
33 トーセンクライスト 牡3栗 56 丸田 恭介島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 510－ 42：01．6
 49．2�
57 フリューゲルホルン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 524＋ 42：02．23
 27．9�
69 ブリンディジ 牡3栗 56 田辺 裕信山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田農場 534－ 22：02．41	 50．3�
56 マリノプリエール 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 452－102：04．3大差 95．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 49，551，100円 複勝： 72，810，900円 枠連： 20，079，300円
馬連： 78，773，000円 馬単： 30，093，300円 ワイド： 71，880，500円
3連複： 116，549，600円 3連単： 120，253，800円 計： 559，991，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 250円 � 220円 � 270円 枠 連（1－7） 2，570円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，230円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 44，730円

票 数

単勝票数 計 495511 的中 � 41585（5番人気）
複勝票数 計 728109 的中 � 76052（4番人気）� 88890（3番人気）� 68638（5番人気）
枠連票数 計 200793 的中 （1－7） 6042（9番人気）
馬連票数 計 787730 的中 �� 16668（14番人気）
馬単票数 計 300933 的中 �� 3027（28番人気）
ワイド票数 計 718805 的中 �� 14944（14番人気）�� 14920（15番人気）�� 18562（11番人気）
3連複票数 計1165496 的中 ��� 12292（26番人気）
3連単票数 計1202538 的中 ��� 1949（151番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．9―12．6―12．6―12．4―12．6―12．0―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―34．8―47．4―1：00．0―1：12．4―1：25．0―1：37．0―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4
1
3
6，9（7，10）（5，11）13－12－4（3，8）－1，2
6，9，10，7（5，11）（4，13，12）3（8，1）2

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

勝馬の
紹 介

エターナルビクトリ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．31 阪神8着

2019．3．28生 牡3鹿 母 バ ー バ ラ 母母 ディキシーランドジェム 5戦2勝 賞金 14，770，000円
〔その他〕 マイネルニコラス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マイネルニコラス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年4月12日まで出走できない。

06056 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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
1：08．5
1：08．5

重
重

510 エレファンティネ 牝4栗 55
52 ▲横山 琉人下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 428± 01：12．6 252．2�

713 レ コ レ ー タ 牝4栗 55 団野 大成 �サンデーレーシング 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 21：12．81� 3．4�

12 � クローリスノキセキ 牝4鹿 55 江田 照男嶋田 賢氏 西田雄一郎 新ひだか 岡田牧場 450－ 4 〃 ハナ 7．9�
35 キャンディキューブ 牝4黒鹿55 菅原 明良原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 464－ 81：13．01 29．9�
611 ヤマニンエルモサ 牝5鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 488＋ 2 〃 ハナ 18．5�
59 サンマルセレッソ 牝4鹿 55 田中 勝春相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 428＋101：13．1� 33．8	
24 � コパノセイバー 牝4鹿 55 津村 明秀小林 照弘氏 深山 雅史 新冠 上井農場 502－101：13．31� 169．0

816 ミヤコノアカリ 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 436－ 41：13．4� 14．5�
48 タイガーリリー 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 476＋12 〃 ハナ 2．9�
612 シャドウファックス 牝4芦 55 戸崎 圭太飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 5．2
11 フェスティヴノンノ 牝4栗 55

53 △永野 猛蔵臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 464－ 21：13．71� 29．3�
47 � マリノリヴィエール 牝6黒鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 464－ 2 〃 クビ 226．3�
36 ヤンチャプリヒメ 牝6鹿 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 448＋ 41：13．8クビ 67．7�
815 ジェラペッシュ 牝5鹿 55 吉田 豊柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B458＋101：13．9� 274．6�
714 ネオトリニティー 牝4鹿 55 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 428－ 21：14．32� 22．0�
23 � ダイシンユノ 牝5黒鹿55 嶋田 純次大八木信行氏 戸田 博文 日高 中原牧場 418－181：14．4� 132．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，679，700円 複勝： 56，400，300円 枠連： 19，403，300円
馬連： 75，569，500円 馬単： 29，614，900円 ワイド： 66，205，400円
3連複： 114，249，000円 3連単： 117，796，600円 計： 520，918，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 25，220円 複 勝 � 4，880円 � 180円 � 260円 枠 連（5－7） 5，080円

馬 連 �� 50，530円 馬 単 �� 132，200円

ワ イ ド �� 18，400円 �� 25，640円 �� 590円

3 連 複 ��� 129，820円 3 連 単 ��� 1，447，500円

票 数

単勝票数 計 416797 的中 � 1322（15番人気）
複勝票数 計 564003 的中 � 2235（16番人気）� 99929（2番人気）� 59425（4番人気）
枠連票数 計 194033 的中 （5－7） 2955（17番人気）
馬連票数 計 755695 的中 �� 1159（68番人気）
馬単票数 計 296149 的中 �� 168（146番人気）
ワイド票数 計 662054 的中 �� 887（81番人気）�� 636（92番人気）�� 31185（4番人気）
3連複票数 計1142490 的中 ��� 660（207番人気）
3連単票数 計1177966 的中 ��� 59（1640番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．6―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．0―47．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレファンティネ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Star Dabbler デビュー 2021．5．9 新潟13着

2018．2．11生 牝4栗 母 スウィーティーガール 母母 Santiaga 5戦2勝 賞金 12，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06057 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5日 第9競走

鎌ケ谷市市制施行50周年記念

��1，800�
か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走14時35分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
鎌ケ谷市長賞（1着）

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

59 アベックフォルス 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 482－ 41：53．5 23．7�
816 タイセイスラッガー 牡4鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム B526－ 61：53．7� 5．3�
510 ヨ ン ク 牡6鹿 57 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 500－ 21：53．8� 5．9�
24 マイネルタイムリー 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B492－ 41：53．9� 286．4�
48 � ブルーカルセドニー 牝4鹿 55 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 450＋ 61：54．21� 2．6�
12 オウケンロジータ 牝5黒鹿55 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 516± 01：54．3� 99．3	
713 アドアステラ 牝6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 B460－ 41：54．4クビ 18．4�
36 グラスデスティーノ 牡5鹿 57 木幡 巧也半沢
 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B482－16 〃 クビ 68．5�
714� ロードオブザチェコ 牡4栗 57 丸田 恭介谷脇智恵子氏 石栗 龍彦 新ひだか 織田 正敏 498± 0 〃 アタマ 193．6
23 オセアダイナスティ 牡4栗 57 武 豊 XIAOジャパン 加藤 征弘 新冠 村田牧場 520＋ 21：54．5クビ 4．4�
35 ピュアブレンド 牝5栗 55 北村 宏司 
シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 494＋221：54．81� 124．1�
611 ガルヴィハーラ 牡6栗 57 横山 武史 
キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496± 01：55．43� 16．3�
11 � ヒートヘイズ 牡4鹿 57 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 B494＋ 2 〃 ハナ 55．6�
47 アラモードバイオ 牡4栗 57 大野 拓弥バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 516＋ 21：55．61	 22．7�
612 モリトユウブ 牡7鹿 57 内田 博幸吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 浦河 大北牧場 506－101：55．91� 300．9�
815� フィアレスハート 
5黒鹿57 団野 大成 
社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム B508± 01：56．64 35．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，485，600円 複勝： 72，123，300円 枠連： 22，866，500円
馬連： 109，194，000円 馬単： 39，616，300円 ワイド： 90，692，000円
3連複： 164，235，700円 3連単： 165，885，700円 計： 717，099，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，370円 複 勝 � 440円 � 220円 � 220円 枠 連（5－8） 1，420円

馬 連 �� 6，350円 馬 単 �� 20，760円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，080円 �� 550円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 63，970円

票 数

単勝票数 計 524856 的中 � 17705（8番人気）
複勝票数 計 721233 的中 � 36982（7番人気）� 90496（4番人気）� 93798（3番人気）
枠連票数 計 228665 的中 （5－8） 12407（5番人気）
馬連票数 計1091940 的中 �� 13306（22番人気）
馬単票数 計 396163 的中 �� 1431（57番人気）
ワイド票数 計 906920 的中 �� 13109（20番人気）�� 21129（12番人気）�� 44770（4番人気）
3連複票数 計1642357 的中 ��� 15753（25番人気）
3連単票数 計1658857 的中 ��� 1880（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．3―49．5―1：02．1―1：14．7―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アベックフォルス �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．15 東京6着

2017．3．9生 牡5鹿 母 ラフォルトゥナ 母母 ミスティーグリーン 29戦3勝 賞金 47，131，000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。
（非抽選馬） 4頭 クールファイブ号・デクスター号・マイネルイリャルギ号・ヤマニンバンタジオ号

06058 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5日 第10競走 ��1，200�アクアマリンステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，3．3．13以降4．3．6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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

713 チェアリングソング 牡5栗 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 482＋101：07．9 7．5�
23 ト キ メ キ 牝5栗 53 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 504－ 21：08．1� 8．2�
510 ジュビリーヘッド 牡5鹿 56 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B476＋ 41：08．31� 2．3�
816 カワキタアジン 牝5鹿 53 丸田 恭介川島 徹郎氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 504± 0 〃 ハナ 23．0�
59 グレイトゲイナー 牡5青鹿56 武 豊田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 466－ 21：08．4� 13．8	
815 ペコリーノロマーノ 牝5鹿 52 吉田 豊平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 ハナ 40．2

714 フ ミ ロ ア 牝4鹿 52 江田 照男林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 61：08．51 35．4�
611 ショウナンバニラ 牝6鹿 53 菅原 明良�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 450－ 2 〃 クビ 38．9�
12 アーズローヴァー 牝6鹿 52 川又 賢治 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B462－ 41：08．71 73．8
35 クルークヴァール 牡7鹿 53 団野 大成林 正道氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム B470＋ 2 〃 クビ 132．4�
47 � スーパーウーパー 牝4芦 52 丸山 元気�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 462－ 6 〃 ハナ 113．2�
48 コスモアンジュ 牝5鹿 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 494－ 61：08．8クビ 4．5�
11 � サトノジヴェルニー 牡5栗 54 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 462－ 21：08．91 15．9�
612 レ ノ ー ア 牝6栗 53 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B428± 01：09．0クビ 67．0�
36 	 エムオーシャトル 牝4鹿 53 三浦 皇成大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 466＋101：09．42� 22．7�

（15頭）
24 フォイアーロート 牡4青鹿54 大野 拓弥吉田 勝己氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム 456－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 62，972，100円 複勝： 83，224，900円 枠連： 32，296，000円
馬連： 141，429，400円 馬単： 49，532，700円 ワイド： 104，545，200円
3連複： 194，051，700円 3連単： 197，251，800円 計： 865，303，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 190円 � 120円 枠 連（2－7） 2，960円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 880円 �� 460円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 20，460円

票 数

単勝票数 差引計 629721（返還計 14962） 的中 � 66844（3番人気）
複勝票数 差引計 832249（返還計 15547） 的中 � 80702（4番人気）� 101783（3番人気）� 227183（1番人気）
枠連票数 差引計 322960（返還計 1049） 的中 （2－7） 8448（13番人気）
馬連票数 差引計1414294（返還計 54625） 的中 �� 31663（10番人気）
馬単票数 差引計 495327（返還計 21308） 的中 �� 5336（24番人気）
ワイド票数 差引計1045452（返還計 52570） 的中 �� 28244（9番人気）�� 58913（3番人気）�� 78706（2番人気）
3連複票数 差引計1940517（返還計151577） 的中 ��� 58969（5番人気）
3連単票数 差引計1972518（返還計154311） 的中 ��� 6989（50番人気）

ハロンタイム 11．6―10．5―10．9―11．3―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．1―33．0―44．3―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．9
3 5，6（3，8，10）（7，9）（1，15，14）12（11，2）13，16 4 5－（3，6）8，10（7，9）（1，15，14）（12，2，13）（11，16）

勝馬の
紹 介

チェアリングソング �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 エアジハード デビュー 2019．8．24 新潟4着

2017．4．23生 牡5栗 母 チェアユーアップ 母母 キョウエイマリー 20戦4勝 賞金 78，982，000円
〔競走除外〕 フォイアーロート号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 チェアリングソング号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14

番・2番）
※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。
（非抽選馬） 6頭 アスタースウィング号・グッドマックス号・フォースオブウィル号・ホウオウカトリーヌ号・マリーナ号・

ミニオンペール号



06059 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第40回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，4歳以上，3．3．13以降4．3．6まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ローレル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

816 クリノプレミアム 牝5栗 53 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社
吉田ファーム 482＋ 21：46．8 97．4�

714 ア ブ レ イ ズ 牝5青鹿56 菅原 明良前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488－141：46．9� 29．2�

23 ミスニューヨーク 牝5青鹿55 M．デムーロ�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 462± 0 〃 クビ 3．4�
713 ス ラ イ リ ー 牝4鹿 53 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 444－ 41：47．0クビ 22．7�
59 テルツェット 牝5鹿 56．5 田辺 裕信 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 432＋ 8 〃 クビ 5．8	
611 ルビーカサブランカ 牝5栗 55 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 ハナ 5．5

24 ドナアトラエンテ 牝6黒鹿55 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460－ 81：47．21 13．8�
35 ジュランビル 牝6黒鹿53 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 468－ 8 〃 ハナ 99．0�
510 ローザノワール 牝6青鹿54 田中 勝春渡邉 直樹氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 B474－ 2 〃 クビ 23．6
36 クールキャット 牝4青鹿54 大野 拓弥 �シルクレーシング 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 528± 0 〃 アタマ 13．9�
12 シングフォーユー 牝6鹿 53 戸崎 圭太 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 486－ 41：47．4	 10．6�
47 シャムロックヒル 牝5芦 53 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 アタマ 26．6�
11 ロ ザ ム ー ル 牝6栗 54 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 B494＋ 21：47．5	 69．2�
815 フェアリーポルカ 牝6鹿 56 三浦 皇成山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 504＋ 8 〃 ハナ 12．7�
612 スマイルカナ 牝5芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新ひだか 木田牧場 438＋ 41：48．24 38．2�
48 ゴルトベルク 牝5黒鹿53 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 432－ 61：48．4	 13．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 206，225，300円 複勝： 313，227，400円 枠連： 99，947，000円
馬連： 614，960，300円 馬単： 191，726，900円 ワイド： 535，821，700円
3連複： 1，304，969，400円 3連単： 1，248，766，800円 計： 4，515，644，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，740円 複 勝 � 2，010円 � 710円 � 180円 枠 連（7－8） 5，500円

馬 連 �� 106，850円 馬 単 �� 254，050円

ワ イ ド �� 19，970円 �� 6，580円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 145，880円 3 連 単 ��� 1，737，720円

票 数

単勝票数 計2062253 的中 � 16925（15番人気）
複勝票数 計3132274 的中 � 33128（16番人気）� 101336（11番人気）� 590726（1番人気）
枠連票数 計 999470 的中 （7－8） 14071（25番人気）
馬連票数 計6149603 的中 �� 4460（115番人気）
馬単票数 計1917269 的中 �� 566（233番人気）
ワイド票数 計5358217 的中 �� 6823（110番人気）�� 20862（67番人気）�� 74468（25番人気）
3連複票数 計13049694 的中 ��� 6709（324番人気）
3連単票数 計12487668 的中 ��� 521（2459番人気）

ハロンタイム 12．1―11．7―12．4―12．2―11．8―11．6―11．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．8―36．2―48．4―1：00．2―1：11．8―1：23．3―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．0
1
3
1，7，12（4，10）（5，14）（3，16）（8，15）（2，13）－（6，9）11・（1，7，12）10（4，5）14（3，15，16）（2，8，11）13（6，9）

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

勝馬の
紹 介

クリノプレミアム �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．5 東京5着

2017．3．23生 牝5栗 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 20戦5勝 賞金 108，048，000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 ホウオウピースフル号・モリノカンナチャン号

06060 3月12日 晴 良 （4中山2） 第5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 11，100，000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
1：06．7
1：06．0

良
良

23 シュアーヴアリア 牝4黒鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ B480＋ 41：08．8 13．5�

816 マウンテンムスメ 牝4栗 55
53 △永野 猛蔵西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 468＋14 〃 クビ 11．4�

510 ルミナスライン 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 436－ 61：08．9クビ 7．1�
36 アスクキングコング �4黒鹿57 武 豊廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 クビ 6．2�
59 スイーツマジック 牝4鹿 55 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 478＋ 61：09．0クビ 73．5	
714 プレシオーソ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 482－ 4 〃 アタマ 3．2

48 アルムブラスト �5鹿 57 菅原 明良 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：09．11 15．0�
611 エーアイダンサー 牝4鹿 55 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 430－ 61：09．31 168．7�
612 ゲンパチアイアン 牡5鹿 57 石川裕紀人平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 飛野牧場 486－ 2 〃 ハナ 25．6
11 スズノヤマト �5鹿 57 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 470－ 8 〃 ハナ 16．7�
35 ホーリーライン 牝6青鹿 55

52 ▲横山 琉人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 440± 0 〃 アタマ 27．1�

47 	 ドクターデューン 牝7鹿 55
52 ▲西塚 洸二松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 484－ 41：09．61
 52．7�

24 サニーオーシャン 牡4鹿 57 田辺 裕信海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 462－ 41：09．7クビ 5．0�
815	 ルフィアンキック 牡6鹿 57 吉田 豊 KICレーシング 小島 茂之 新冠 新冠伊藤牧場 468－12 〃 ハナ 240．2�
713 バスクベレー �6鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：09．91� 30．9�
12 ロンギングバース 牡4鹿 57 木幡 初也坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 472－10 〃 アタマ 134．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，353，200円 複勝： 126，652，500円 枠連： 41，135，100円
馬連： 190，076，300円 馬単： 66，748，000円 ワイド： 176，400，800円
3連複： 295，560，300円 3連単： 322，443，200円 計： 1，318，369，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 340円 � 380円 � 260円 枠 連（2－8） 2，840円

馬 連 �� 15，570円 馬 単 �� 27，980円

ワ イ ド �� 3，540円 �� 1，970円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 29，810円 3 連 単 ��� 263，850円

票 数

単勝票数 計 993532 的中 � 58681（6番人気）
複勝票数 計1266525 的中 � 95132（5番人気）� 83262（6番人気）� 140271（4番人気）
枠連票数 計 411351 的中 （2－8） 11193（11番人気）
馬連票数 計1900763 的中 �� 9460（46番人気）
馬単票数 計 667480 的中 �� 1789（88番人気）
ワイド票数 計1764008 的中 �� 12582（40番人気）�� 23026（24番人気）�� 38081（12番人気）
3連複票数 計2955603 的中 ��� 7434（99番人気）
3連単票数 計3224432 的中 ��� 886（754番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．3―11．4―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．0―45．4―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．8
3 16，11（9，10）（6，12）（3，8，13，14）15（1，5，7）2－4 4 16，11，9，10（6，12）（3，14）（8，13）1（5，15）－（7，2）4

勝馬の
紹 介

シュアーヴアリア �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．10．11 東京2着

2018．4．1生 牝4黒鹿 母 スズノネイロ 母母 ア グ レ ス 17戦3勝 賞金 41，510，000円



（4中山2）第5日 3月12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 184頭 本 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

245，180，000円
29，990，000円
1，810，000円
32，360，000円
81，433，000円
5，332，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
774，555，000円
1，289，649，500円
319，292，400円
1，564，861，400円
605，417，700円
1，387，832，300円
2，770，850，300円
2，936，930，900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
計 11，649，389，500円

総入場人員 5，899名 （有料入場人員 5，662名）
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