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08013 3月27日 晴 重 （4中山3） 第2日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55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

48 ハローサブリナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 514＋ 61：55．6 3．0�
713 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± 0 〃 クビ 5．5�
714 レーヴディノエル 牝3芦 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：56．02 5．0�
12 ハッピーバレー 牝3鹿 54 武藤 雅馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 クビ 6．0�
11 ミ ラ モ ン テ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗西 浩明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 452－141：56．53 216．0�
816 エクセレントジェム 牝3青 54 丸山 元気 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476－ 61：56．6クビ 164．7	
59 カルヴァドス 牝3黒鹿54 浜中 俊 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 青森 今川 満良 470－ 21：56．91� 23．6�
23 ニシノカケハシ 牝3芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 442－ 8 〃 クビ 219．0�
815 バンブリッジ 牝3栃栗54 津村 明秀 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454－ 41：57．32� 5．3
47 ムーランマグノリア 牝3鹿 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木慎太郎 浦河 田中スタッド 434－ 81：57．51 328．0�
612 ナンヨーリリー 牝3栗 54 斎藤 新中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 416＋ 2 〃 クビ 33．3�
611 ア カ ネ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵池袋レーシング 武井 亮 日高 株式会社
目黒牧場 B478＋12 〃 ハナ 18．7�

36 レアリアルノーヴ 牝3黒鹿54 江田 照男西田 順彦氏 伊藤 伸一 浦河 藤春 修二 460－ 61：58．13� 349．6�
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 442－ 41：58．52� 29．3�
510 ブライティアコバ 牝3栗 54

51 ▲佐々木大輔小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 456－ 41：58．71� 387．3�
35 ハミングバード 牝3鹿 54 野中悠太郎 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482 ―2：00．7大差 96．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，241，700円 複勝： 41，948，200円 枠連： 12，159，000円
馬連： 61，086，500円 馬単： 23，865，000円 ワイド： 45，227，300円
3連複： 87，899，800円 3連単： 91，594，400円 計： 393，021，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 190円 枠 連（4－7） 380円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 280円 �� 460円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 292417 的中 � 76179（1番人気）
複勝票数 計 419482 的中 � 102068（1番人気）� 77645（2番人気）� 46073（5番人気）
枠連票数 計 121590 的中 （4－7） 24753（1番人気）
馬連票数 計 610865 的中 �� 75982（1番人気）
馬単票数 計 238650 的中 �� 17660（1番人気）
ワイド票数 計 452273 的中 �� 46120（1番人気）�� 24365（5番人気）�� 19149（7番人気）
3連複票数 計 878998 的中 ��� 48107（3番人気）
3連単票数 計 915944 的中 ��� 14877（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．4―50．7―1：03．5―1：16．3―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハローサブリナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Sense デビュー 2021．12．18 中山6着

2019．5．16生 牝3鹿 母 アンリミテッドバジェット 母母 Unlimited Pleasure 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハミングバード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月27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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ジョブックフィオリ号・ドリーマーイモン号・ホイットニー号

08014 3月27日 晴 重 （4中山3） 第2日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25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

510 セイウンハルカニ 牡3青鹿56 戸崎 圭太西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 466－ 61：11．1 3．8�
611 ホウオウノーサイド 牡3栗 56 斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466－ 61：11．2� 5．4�
36 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 470－ 41：11．51� 2．4�
23 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 486－101：11．61 3．6�
48 ハピネスガッサン 牝3栗 54 武藤 雅西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 420－ 61：12．34 102．6�
713 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 472－ 81：12．51 26．0	
11 ホウオウモンスター 牡3鹿 56 菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 浦河 金成吉田牧場 434－141：13．45 151．5

24 キタノロッキー 牡3黒鹿56 津村 明秀�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 430＋ 21：13．5� 140．7�
612 デ カ メ ロ ン 牝3青鹿54 木幡 初也三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 岩見牧場 396－ 2 〃 アタマ 51．1
12 ロ デ ム 牡3栗 56 田中 勝春�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 480－ 81：13．92� 66．4�
714 ミ ザ ー ル 牡3鹿 56 菱田 裕二畑佐 博氏 伊藤 大士 日高 石原牧場 480＋ 41：14．11� 311．6�
59 バトルフロイデン 牡3栗 56 木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 476 ―1：14．2クビ 73．1�
35 ヨツバノクローバー 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵八巻 弘一氏 中野 栄治 浦河 中島牧場 426－ 21：14．51� 457．0�
815 アキノスター 牡3鹿 56 丸山 元気穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村牧場 462－121：15．77 468．4�
816 シャトースウィフト 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人円城 幸男氏 蛯名 利弘 日高 坂戸 節子 474＋ 21：15．91� 492．4�
47 ジャパンナイト 牡3黒鹿 56

54 △山田 敬士森口 聡氏 杉浦 宏昭 浦河 チェスナット
ファーム B454＋ 81：17．510 304．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，446，900円 複勝： 56，004，300円 枠連： 12，262，400円
馬連： 68，091，500円 馬単： 33，519，800円 ワイド： 55，355，400円
3連複： 104，343，600円 3連単： 127，576，200円 計： 501，600，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（5－6） 1，200円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 410円 �� 210円 �� 340円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 6，100円

票 数

単勝票数 計 444469 的中 � 92077（3番人気）
複勝票数 計 560043 的中 � 85822（3番人気）� 62823（4番人気）� 194767（1番人気）
枠連票数 計 122624 的中 （5－6） 7855（6番人気）
馬連票数 計 680915 的中 �� 40682（6番人気）
馬単票数 計 335198 的中 �� 10210（12番人気）
ワイド票数 計 553554 的中 �� 30763（6番人気）�� 77108（2番人気）�� 38828（4番人気）
3連複票数 計1043436 的中 ��� 97163（3番人気）
3連単票数 計1275762 的中 ��� 15140（20番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．0―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―46．6―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンハルカニ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．6．27 東京8着

2019．3．30生 牡3青鹿 母 ニシノナースコール 母母 ノーブルドノール 8戦1勝 賞金 13，010，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アキノスター号・ジャパンナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月27日

まで平地競走に出走できない。
シャトースウィフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月27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。
（非当選馬） 2頭 コリコ号・ニシノロゼ号
（非抽選馬） 5頭 アロハモーラ号・グレースミューズ号・テステッソ号・ハッピーオーラ号・ベルウッドウズメ号

第３回 中山競馬 第２日



08015 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10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

11 オヤノナナヒカリ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 442± 01：53．9 1．3�
59 マ ヨ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 B472± 01：55．39 11．2�
611 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 468－ 81：55．82� 8．0�
48 トクシースタローン 牡3黒鹿56 木幡 巧也 AIレーシング 辻 哲英 浦河 高村牧場 496 ― 〃 クビ 58．9�
24 グランシャーク 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 506＋121：55．9� 164．4�
35 ジ ョ リ エ ス 牡3栗 56 菱田 裕二須本 浩行氏 小手川 準 浦河 ダイヤモンドファーム 456－ 81：56．43 231．5	
47 シャムトラダイコウ 牝3芦 54 丸山 元気西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 476－ 4 〃 クビ 85．0

816 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 B536＋ 21：56．5クビ 99．3�
12 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 B460＋ 6 〃 クビ 47．4�
714 グレートバリア �3黒鹿56 津村 明秀本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 小国スティーブル B474± 01：56．6クビ 31．0
23 ヴィオレントアズル 牡3青鹿56 古川 吉洋岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 418－ 41：57．23� 311．5�
612 キャビランテ 牡3黒鹿56 菅原 明良 TNレースホース宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 518＋201：57．41� 10．0�
510 ク ル ベ リ 牡3黒鹿56 武藤 雅�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 526＋ 61：57．5クビ 20．6�
713 アストロロジー 牡3栗 56 大野 拓弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 480－141：57．71 81．7�
36 エ ン ベ ル ト 牡3栗 56 石川裕紀人八嶋 長久氏 的場 均 新冠 イワミ牧場 430－ 61：58．33� 67．8�
815 トップランク 牡3鹿 56

53 ▲土田 真翔古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 462－ 61：58．72� 272．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，549，400円 複勝： 174，616，900円 枠連： 17，622，900円
馬連： 56，289，700円 馬単： 44，612，100円 ワイド： 58，683，100円
3連複： 94，902，300円 3連単： 177，865，100円 計： 663，141，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 140円 � 140円 枠 連（1－5） 350円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 200円 �� 160円 �� 480円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，700円

票 数

単勝票数 計 385494 的中 � 232096（1番人気）
複勝票数 計1746169 的中 � 1424961（1番人気）� 72475（3番人気）� 74243（2番人気）
枠連票数 計 176229 的中 （1－5） 38905（2番人気）
馬連票数 計 562897 的中 �� 91485（2番人気）
馬単票数 計 446121 的中 �� 60945（2番人気）
ワイド票数 計 586831 的中 �� 77840（2番人気）�� 107488（1番人気）�� 24041（5番人気）
3連複票数 計 949023 的中 ��� 111255（1番人気）
3連単票数 計1778651 的中 ��� 75766（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．8―50．8―1：03．2―1：15．5―1：28．5―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オヤノナナヒカリ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．8．14 新潟4着

2019．4．16生 牡3黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 7戦1勝 賞金 14，400，000円
〔3走成績による出走制限〕トップランク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年5月27日まで平地競走に出走できない。

08016 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第4競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11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

47 ヤマニンパニータ 牝3鹿 54 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 440－ 61：50．4 6．7�
35 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 464－ 21：50．61� 3．1�
11 ヒドゥンキング 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 452－ 21：50．7� 25．9�
23 サイモンバロン 牡3鹿 56 浜中 俊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 486＋201：51．02 4．6�
815 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 404－ 21：51．21� 9．0�
36 ルナーサウスポール 牡3栗 56 杉原 誠人窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 462± 01：51．3クビ 167．1	
24 ヴィルトブリーゼ 牝3栗 54 津村 明秀 
キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428 ―1：51．51� 9．8�
59 ペイシャワールド 牡3鹿 56 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 510 ―1：51．71� 157．7�
714 ブルボンティアラ 牝3鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 418－ 61：52．02 29．3
510 コスモテンペスタ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 
ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 446＋ 21：53．06 311．1�
611 ヒラボクフラワー 牝3鹿 54 菱田 裕二�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 418 ― 〃 ハナ 214．2�
816 トーセンアンジェロ 牝3黒鹿54 丸山 元気島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 430－ 41：53．32 76．8�
12 ジャドブッファン 牡3黒鹿56 大野 拓弥�G1レーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 490 ―1：53．4� 63．0�
713 カルチェリノイオリ 牝3黒鹿54 内田 博幸海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 428－ 6 〃 ハナ 36．8�
612 ヴィアルネッサンス 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434± 01：53．5クビ 5．1�
48 ペルグランデ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗 
ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 21：53．81� 83．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，336，400円 複勝： 60，112，600円 枠連： 13，941，600円
馬連： 71，086，500円 馬単： 29，457，000円 ワイド： 65，112，600円
3連複： 106，207，600円 3連単： 110，064，800円 計： 493，319，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 140円 � 450円 枠 連（3－4） 1，190円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，610円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 39，030円

票 数

単勝票数 計 373364 的中 � 44302（4番人気）
複勝票数 計 601126 的中 � 71141（4番人気）� 144080（1番人気）� 25552（8番人気）
枠連票数 計 139416 的中 （3－4） 9067（5番人気）
馬連票数 計 710865 的中 �� 58718（3番人気）
馬単票数 計 294570 的中 �� 9772（7番人気）
ワイド票数 計 651126 的中 �� 48810（3番人気）�� 5914（26番人気）�� 14798（14番人気）
3連複票数 計1062076 的中 ��� 9953（26番人気）
3連単票数 計1100648 的中 ��� 2044（128番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．5―12．5―12．1―12．4―12．4―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．1―49．6―1：01．7―1：14．1―1：26．5―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンパニータ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．12．18 中山2着

2019．4．17生 牝3鹿 母 ヤマニンアドーレ 母母 ヤマニンアラバスタ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 ペルグランデ号の騎手小林脩斗は，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・13番）

ヤマニンパニータ号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。
（非抽選馬） 3頭 ウインソフィー号・コスモシルバニア号・ダイメイミライ号



08017 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第5競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時15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

815 ミユキアイラブユー 牡3鹿 56
54 △永野 猛蔵長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 560＋ 41：10．7 6．3�

46 ウィンダミア 牡3鹿 56 丸山 元気広尾レース� 林 徹 新冠 パカパカ
ファーム 462＋ 81：11．12� 3．1�

59 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± 0 〃 クビ 12．3�
58 イ グ ザ ル ト 牡3黒鹿56 津村 明秀青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 488－ 41：11．41� 18．8�
712 ス コ ラ ー リ 牡3栗 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 萩原 清 新冠 ヒカル牧場 474＋ 41：11．5� 4．8�
34 ロープスピニング 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 436＋ 41：11．71� 14．1	
713 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 446＋ 61：12．34 7．1

611 ペイシャカレン 牝3栗 54 江田 照男北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 444－ 2 〃 クビ 20．4�
814 トゥーレツリー 牝3栗 54 横山 和生 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432－ 21：12．4クビ 13．6
23 リ ュ タ ン 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 守矢牧場 482－ 8 〃 ハナ 82．4�
47 ローズブルーム 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 446± 01：12．5� 319．2�
11 ライヴアメシスト 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗澤田 孝之氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 414－ 61：12．7� 87．1�
35 キョウエイゾロ 牝3黒鹿54 石川裕紀人田中 晴夫氏 伊坂 重信 新冠 長浜 忠 462－ 61：12．8� 223．1�
610 アリススプリングス 牝3鹿 54 三浦 皇成�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 436＋ 21：13．01� 20．7�
22 ショウナンワオン 牝3鹿 54 内田 博幸�湘南 武市 康男 日高 木村牧場 464－ 61：13．63� 44．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，807，300円 複勝： 72，613，000円 枠連： 19，926，300円
馬連： 83，987，300円 馬単： 31，132，200円 ワイド： 84，222，700円
3連複： 134，471，300円 3連単： 131，815，500円 計： 603，975，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 150円 � 300円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，270円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 16，080円

票 数

単勝票数 計 458073 的中 � 57479（3番人気）
複勝票数 計 726130 的中 � 69086（4番人気）� 163768（1番人気）� 52256（6番人気）
枠連票数 計 199263 的中 （4－8） 20545（3番人気）
馬連票数 計 839873 的中 �� 54282（2番人気）
馬単票数 計 311322 的中 �� 8947（6番人気）
ワイド票数 計 842227 的中 �� 46252（3番人気）�� 16121（16番人気）�� 34919（5番人気）
3連複票数 計1344713 的中 ��� 32304（3番人気）
3連単票数 計1318155 的中 ��� 5942（22番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．1―12．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．3―45．9―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミユキアイラブユー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2021．7．10 福島7着

2019．2．11生 牡3鹿 母 アンナヴァン 母母 フサイチミニヨン 5戦2勝 賞金 12，700，000円
〔その他〕 アリススプリングス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アリススプリングス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年4月27日まで出走できない。
※出走取消馬 アレクサンドラ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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） 3頭 アメトリーチェ号・カブラヤジョウ号・ザアトム号

08018 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時45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
1：48．5
1：47．6

重
重

67 スイートフィル 牝4芦 55 菅原 明良シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 462± 01：53．5 20．2�
79 ミュアウッズ 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B576－ 4 〃 ハナ 2．4�
66 ビーマイセルフ 牝4青鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 462± 01：53．92 3．3�
44 トロンアゲイン 牝4栗 55 大野 拓弥�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 452－ 4 〃 アタマ 6．9�
22 メイショウホオズキ 牝4鹿 55 三浦 皇成松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B480＋ 21：54．43 5．5�
810� ココリミネルヴァ 牝5黒鹿55 野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 430＋ 41：54．61 91．4	
811 チアフルローズ 牝6青鹿55 丹内 祐次ディアレストクラブ
 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 476－ 81：54．7� 39．4�
11 エレガントチャーム 牝5鹿 55

52 ▲小林 脩斗
G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 484＋ 21：54．91� 13．5�
78 ク オ ン タ ム 牝4芦 55 江田 照男�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 B448－ 41：55．0� 94．8
55 トレイトセオリー 牝4栗 55 内田 博幸 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454＋ 41：55．21� 53．0�
33 アオイシチフク 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 琉人鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 488± 01：55．3� 37．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 37，280，100円 複勝： 47，340，600円 枠連： 9，797，000円
馬連： 59，025，100円 馬単： 27，884，600円 ワイド： 51，349，300円
3連複： 87，850，800円 3連単： 127，088，300円 計： 447，615，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 350円 � 130円 � 130円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 11，590円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 820円 �� 200円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 38，240円

票 数

単勝票数 計 372801 的中 � 14747（6番人気）
複勝票数 計 473406 的中 � 21726（6番人気）� 119196（1番人気）� 106019（2番人気）
枠連票数 計 97970 的中 （6－7） 18266（1番人気）
馬連票数 計 590251 的中 �� 11000（12番人気）
馬単票数 計 278846 的中 �� 1803（32番人気）
ワイド票数 計 513493 的中 �� 9686（13番人気）�� 14047（10番人気）�� 82304（1番人気）
3連複票数 計 878508 的中 ��� 17688（11番人気）
3連単票数 計1270883 的中 ��� 2409（120番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．9―13．2―12．4―12．4―12．9―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．1―50．3―1：02．7―1：15．1―1：28．0―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スイートフィル �
�
父 グランプリボス �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．12．12 中山4着

2018．5．24生 牝4芦 母 エニシノイト 母母 ユウワンチョイス 11戦2勝 賞金 16，410，000円



08019 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

58 トミケンカラバティ 牡4鹿 57
55 △永野 猛蔵佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 452－ 21：11．7 2．1�

59 スリーマイトコーズ 牝4栗 55 丸山 元気永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 452＋ 41：11．91� 24．1�
23 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 内田 博幸岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－ 2 〃 ハナ 24．3�
610 ノーブルハーバー 牝4鹿 55 菅原 明良吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 日高 スウィング

フィールド牧場 462＋ 21：12．1� 24．7�
11 シーオブドリームス 牝4青鹿55 津村 明秀�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476± 01：12．52� 11．8	
611� リ ゼ 牝6栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田スタツド B466＋201：12．6� 197．7

35 タマダイヤモンド 牝4青鹿 55

52 ▲横山 琉人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 484＋ 2 〃 ハナ 15．6�
814� コパノフレディー 牡4栗 57 大野 拓弥小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 B494－ 2 〃 クビ 4．3�
22 スマイルアモーレ 牝4鹿 55 三浦 皇成星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 450－ 21：12．7クビ 7．5
815� セブンパワー �4鹿 57 石川裕紀人前迫 義幸氏 新開 幸一 平取 北島牧場 444－ 81：12．91� 40．4�
713 ロ ジ ロ ー ズ 牡4黒鹿57 菱田 裕二久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：13．0クビ 24．3�
34 � レオテソーロ 牡4栗 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 474－ 21：13．31� 28．7�
47 � リネンフリー 牝5黒鹿55 野中悠太郎戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム B442＋ 61：13．61� 210．2�
46 ハイオプターレ 牡4栗 57 江田 照男ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 530－ 41：13．81� 120．8�
712� 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 B456－101：14．11� 37．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，614，600円 複勝： 56，815，800円 枠連： 18，293，400円
馬連： 75，504，300円 馬単： 34，721，100円 ワイド： 70，318，000円
3連複： 120，207，900円 3連単： 141，429，400円 計： 562，904，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 440円 � 430円 枠 連（5－5） 2，130円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 790円 �� 860円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 8，330円 3 連 単 ��� 26，970円

票 数

単勝票数 計 456146 的中 � 171293（1番人気）
複勝票数 計 568158 的中 � 164437（1番人気）� 25474（8番人気）� 26240（7番人気）
枠連票数 計 182934 的中 （5－5） 6641（9番人気）
馬連票数 計 755043 的中 �� 27190（7番人気）
馬単票数 計 347211 的中 �� 10406（7番人気）
ワイド票数 計 703180 的中 �� 23386（7番人気）�� 21537（8番人気）�� 5300（34番人気）
3連複票数 計1202079 的中 ��� 10818（30番人気）
3連単票数 計1414294 的中 ��� 3801（80番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―47．0―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンカラバティ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 Pulpit デビュー 2020．10．24 東京9着

2018．4．20生 牡4鹿 母 ペ イ ド リ ン 母母 Sun Princessa 16戦2勝 賞金 24，880，000円
〔制裁〕 シーオブドリームス号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・4番）

08020 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第8競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時45分 （芝・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
1：44．9
1：43．8

良
良

44 ヒルノダカール 牡6青鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 B516－ 21：48．8 6．3�
55 スズカノロッソ �7鹿 57 丹内 祐次永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 490＋121：49．01� 15．2�
22 ルドヴィクス 牡4青 57 菱田 裕二村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516－ 6 〃 ハナ 9．9�
810 アンダープロット 牡4黒鹿57 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 クビ 1．7�
11 ミ ト ロ ジ ー �6栗 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 482± 01：49．1� 4．9	
78 ディアセオリー 牡5鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 496＋ 41：49．31 42．3

33 メタルスパーク �5芦 57

54 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B494＋ 21：49．61	 181．5�
66 
 ブラックデビル �7鹿 57

54 ▲横山 琉人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：50．45 207．1�
79 ジオフロント 牡4鹿 57 菅原 明良 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B456± 01：50．82� 15．7
811 フローズンスタイル 牝5黒鹿 55

53 △永野 猛蔵吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 454＋ 21：50．91 41．5�
67 カイザーノヴァ 牡4鹿 57 内田 博幸広尾レース� 鈴木慎太郎 新ひだか 木村 秀則 460－ 61：51．0� 47．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，345，900円 複勝： 108，462，500円 枠連： 14，595，400円
馬連： 67，424，800円 馬単： 39，688，300円 ワイド： 57，156，200円
3連複： 99，217，300円 3連単： 184，541，300円 計： 611，431，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 400円 � 700円 � 530円 枠 連（4－5） 4，390円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 7，750円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，150円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 11，720円 3 連 単 ��� 75，370円

票 数

単勝票数 計 403459 的中 � 50904（3番人気）
複勝票数 計1084625 的中 � 74710（3番人気）� 38845（5番人気）� 53805（4番人気）
枠連票数 計 145954 的中 （4－5） 2575（13番人気）
馬連票数 計 674248 的中 �� 13029（13番人気）
馬単票数 計 396883 的中 �� 3836（21番人気）
ワイド票数 計 571562 的中 �� 13571（12番人気）�� 12815（14番人気）�� 10120（15番人気）
3連複票数 計 992173 的中 ��� 6347（33番人気）
3連単票数 計1845413 的中 ��� 1775（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．4―49．3―1：01．2―1：13．0―1：24．8―1：36．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノダカール �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2018．11．3 京都3着

2016．2．3生 牡6青鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 28戦3勝 賞金 83，019，000円



08021 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時15分 （芝・右）

牝，3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ラブパイロー 牝3青鹿54 野中悠太郎増田 陽一氏 大和田 成 浦河トラストスリーファーム 474＋ 22：02．6 33．0�
55 エーデルブルーメ 牝3鹿 54 横山 和生 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 464－ 22：02．81� 2．5�
77 ルージュリナージュ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 424－ 62：02．9� 5．5�
66 ストキャスティーク 牝3栗 54 菱田 裕二藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 2 〃 ハナ 12．6�
33 カ ラ ン セ 牝3鹿 54 石川裕紀人野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－122：03．64 77．8	
22 エバーハンティング 牝3鹿 54 菅原 明良宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412＋ 22：03．81� 4．2

11 シゲルイワイザケ 牝3青鹿54 三浦 皇成森中 蕃氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 476－102：03．9� 3．4�
88 トーセンシュシュ 牝3鹿 54 永野 猛蔵島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－142：04．85 26．1
（8頭）

売 得 金
単勝： 47，503，300円 複勝： 41，002，100円 枠連： 発売なし
馬連： 76，358，400円 馬単： 36，391，600円 ワイド： 48，979，400円
3連複： 91，495，200円 3連単： 189，115，000円 計： 530，845，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，300円 複 勝 � 480円 � 130円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 10，650円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，600円 �� 270円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 45，040円

票 数

単勝票数 計 475033 的中 � 11494（7番人気）
複勝票数 計 410021 的中 � 14253（7番人気）� 110135（1番人気）� 69957（4番人気）
馬連票数 計 763584 的中 �� 17026（13番人気）
馬単票数 計 363916 的中 �� 2561（29番人気）
ワイド票数 計 489794 的中 �� 13570（11番人気）�� 7015（17番人気）�� 53919（3番人気）
3連複票数 計 914952 的中 ��� 18194（15番人気）
3連単票数 計1891150 的中 ��� 3044（130番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―12．9―12．6―12．2―12．3―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．4―49．3―1：01．9―1：14．1―1：26．4―1：38．4―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブパイロー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2021．8．7 新潟3着

2019．5．17生 牝3青鹿 母 グッドファッション 母母 ゼットマリア 8戦2勝 賞金 18，159，000円

08022 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第10競走 ��1，600�
しゅんきょう

春興ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス，3．3．27以降4．3．21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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

48 ソウルラッシュ 牡4黒鹿56 浜中 俊石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 B500＋ 61：34．1 2．2�
23 ウインシャーロット 牝4鹿 53 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 498－ 81：34．42 4．0�
59 ブレイブメジャー 牡6鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496－ 21：34．92� 57．3�
510 ル ー カ ス 牡7鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 524－ 2 〃 ハナ 24．1�
12 ウインレフィナード 牡6黒鹿54 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 464－ 41：35．0� 62．8	
11 � リーガルバトル 牡5黒鹿55 三浦 皇成吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Arrowfield Pas-

toral Pty Ltd 532± 01：35．21� 18．0

713 トオヤリトセイト 牡6青鹿55 大野 拓弥村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 482－121：35．3クビ 20．4�
612 グ ル ア ー ブ 牝5鹿 52 永野 猛蔵 �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 438－ 4 〃 アタマ 49．5�
35 アールクインダム 牝5黒鹿53 木幡 巧也前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 480－ 61：35．5� 25．1
815 メイケイハリアー 牡6芦 54 菱田 裕二名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 478－ 2 〃 クビ 56．6�
611 ホウオウカトリーヌ 牝6鹿 50 水沼 元輝小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 492－ 2 〃 ハナ 259．1�
816 スーパーブレイク 牡8黒鹿53 武藤 雅堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 490＋ 41：35．71� 251．3�
24 ヴィッテルスバッハ 牡6鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 468－ 61：35．8クビ 37．1�
47 ケルティックソード 牡9栗 53 斎藤 新吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 496－ 41：36．01� 180．8�
714 シンハリング 牝5青鹿53 菅原 明良 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 8．7�
36 ハーモニーマゼラン 牡5鹿 56 戸崎 圭太日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 538＋ 61：37．06 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，759，200円 複勝： 99，546，800円 枠連： 32，403，700円
馬連： 157，349，600円 馬単： 58，934，400円 ワイド： 119，526，600円
3連複： 244，510，400円 3連単： 264，528，800円 計： 1，044，559，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 150円 � 830円 枠 連（2－4） 410円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，460円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 8，140円 3 連 単 ��� 20，850円

票 数

単勝票数 計 677592 的中 � 241123（1番人気）
複勝票数 計 995468 的中 � 218958（1番人気）� 199418（2番人気）� 19683（12番人気）
枠連票数 計 324037 的中 （2－4） 60956（1番人気）
馬連票数 計1573496 的中 �� 270531（1番人気）
馬単票数 計 589344 的中 �� 68159（1番人気）
ワイド票数 計1195266 的中 �� 154860（1番人気）�� 11058（26番人気）�� 9200（34番人気）
3連複票数 計2445104 的中 ��� 22526（25番人気）
3連単票数 計2645288 的中 ��� 9196（55番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―11．5―11．6―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―34．9―46．4―58．0―1：10．0―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ソウルラッシュ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．13 中京1着

2018．3．28生 牡4黒鹿 母 エターナルブーケ 母母 キャットアリ 9戦4勝 賞金 51，307，000円

１レース目



08023 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第29回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，3．3．27以降4．3．21まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 7，600，000
7，600，000

円
円 3，800，000円

付 加 賞 574，000円 164，000円 41，000
41，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 メイショウハリオ 牡5栗 57 浜中 俊松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 492－161：50．2 5．8�
510 ケンシンコウ 牡5鹿 57 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 500－ 41：50．3� 39．3�
36 ブルベアイリーデ 牡6鹿 57 戸崎 圭太森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 496－ 21：50．93� 5．8�
611� ヒストリーメイカー 牡8黒鹿56 内田 博幸岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 B524－ 4 〃 同着 5．0�
713 カ デ ナ 牡8鹿 57．5 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 474－101：51．21� 17．9�
816 デュープロセス 牡6栗 57 古川 吉洋ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 474－ 61：51．3� 60．1�
714 オメガレインボー 牡6栗 56．5 横山 和生原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B462－ 6 〃 アタマ 6．6	
59 アナザートゥルース 
8栗 57．5 菅原 明良 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B482－ 31：51．4� 10．1�
48 デルマルーヴル 牡6青鹿55 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 508＋ 11：51．5� 139．9�
24 ダノンスプレンダー 牡6黒鹿56．5 斎藤 新
ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B510± 01：51．6クビ 9．4
23 エクレアスパークル 牡8青鹿56 津村 明秀李 柱坤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B478－ 21：51．7� 23．4�
12 ダノンファスト 牡5黒鹿56 田中 勝春
ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472－ 21：51．9� 23．4�
35 アイオライト 牡5黒鹿56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 492－ 21：52．21� 9．1�
47 ワイドファラオ 牡6栗 57．5 大野 拓弥幅田 昌伸氏 辻野 泰之 新ひだか フジワラフアーム 520＋ 31：52．3� 41．7�
815 マイネルユキツバキ 牡7鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 536± 01：52．93� 187．2�
11 バ レ ッ テ ィ 
8鹿 56 野中悠太郎 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B504－ 81：53．96 37．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 145，239，700円 複勝： 205，111，200円 枠連： 101，664，600円
馬連： 504，952，700円 馬単： 154，366，900円 ワイド： 365，458，300円
3連複： 967，432，900円 3連単： 940，903，700円 計： 3，385，130，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 500円 �
�

150円
140円 枠 連（5－6） 1，220円

馬 連 �� 11，920円 馬 単 �� 19，160円

ワ イ ド �� 2，050円 ��
��

360円
410円

��
��

1，710円
1，920円

3 連 複 ���
���

9，060円
9，810円 3 連 単 ���

���
55，780円
67，180円

票 数

単勝票数 計1452397 的中 � 199063（2番人気）
複勝票数 計2051112 的中 �

�
199550
337689

（4番人気）
（1番人気）

� 54166（12番人気）� 305146（2番人気）

枠連票数 計1016646 的中 （5－6） 64240（6番人気）
馬連票数 計5049527 的中 �� 32821（43番人気）
馬単票数 計1543669 的中 �� 6042（73番人気）
ワイド票数 計3654583 的中 ��

��
25411
30719

（45番人気）
（38番人気）

��
��

172693
27239

（1番人気）
（42番人気）

�� 149582（3番人気）

3連複票数 計9674329 的中 ��� 40054（64番人気）��� 36961（72番人気）
3連単票数 計9409037 的中 ��� 6115（389番人気） ��� 5076（466番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．9―48．6―1：00．9―1：13．0―1：25．5―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウハリオ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．4．5 阪神5着

2017．2．25生 牡5栗 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 15戦6勝 賞金 146，238，000円
※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 ヴィーダ号・サクラアリュール号・タイガーインディ号・デュアライズ号・バイオスパーク号・ホウオウルバン号・

ロードエクレール号

08024 3月27日 曇 重 （4中山3） 第2日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10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

57 イルクオーレ �4鹿 57 菅原 明良 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 B492－ 21：09．1 5．1�

33 ワ ン ス カ イ 牡5青鹿57 石川裕紀人平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 512－ 41：09．31� 2．5�
22 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 464－ 41：09．51� 4．6�
710 ショウナンラスボス 牡4栗 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 6 〃 クビ 8．6�
44 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 472－ 61：09．6クビ 44．2	
69 ク ム シ ラ コ 牡4栗 57 黛 弘人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 472± 01：09．7� 22．2

56 チャイブテソーロ 牝4栗 55 菱田 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 478± 0 〃 アタマ 46．7�
45 ジ ャ ガ ー ド 牡4芦 57

54 ▲小林 脩斗栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 414± 01：09．8	 49．5�
68 コスモカッティーボ 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 2 〃 ハナ 94．9
11 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± 01：09．9	 9．2�
813 カフェアヴニール 牡4青鹿 57

54 ▲横山 琉人西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 472－ 2 〃 ハナ 103．3�
711 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 476＋ 41：10．0クビ 197．1�
812 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 468－ 81：10．21	 12．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 100，586，000円 複勝： 118，001，000円 枠連： 31，458，500円
馬連： 188，550，200円 馬単： 73，241，500円 ワイド： 149，050，200円
3連複： 282，024，600円 3連単： 377，680，100円 計： 1，320，592，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 130円 � 150円 枠 連（3－5） 740円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 290円 �� 610円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 計1005860 的中 � 157506（3番人気）
複勝票数 計1180010 的中 � 170951（3番人気）� 267972（1番人気）� 189867（2番人気）
枠連票数 計 314585 的中 （3－5） 32875（2番人気）
馬連票数 計1885502 的中 �� 193927（2番人気）
馬単票数 計 732415 的中 �� 37083（4番人気）
ワイド票数 計1490502 的中 �� 135053（2番人気）�� 54867（8番人気）�� 154212（1番人気）
3連複票数 計2820246 的中 ��� 131006（2番人気）
3連単票数 計3776801 的中 ��� 27392（21番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．3―11．9―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．6―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．5
3 2，7（4，10）13（1，5，11）（3，9，12）8－6 4 2，7（4，10）（1，5，13）11（3，9，12）8，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イルクオーレ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．7．26 新潟7着

2018．1．19生 �4鹿 母 アルーリングハート 母母 アルーリングボイス 10戦3勝 賞金 28，670，000円

４レース目



（4中山3）第2日 3月27日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
重

競走回数 12回 出走頭数 169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

251，980，000円
3，020，000円
29，200，000円
1，600，000円
32，300，000円
74，292，000円
4，919，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
679，710，500円
1，081，575，000円
284，124，800円
1，469，706，600円
587，814，500円
1，170，439，100円
2，420，563，700円
2，864，202，600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 10，558，136，800円

総入場人員 6，078名 （有料入場人員 5，760名）
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