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06037 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

23 ゴ ン ド ワ ナ 牡3青鹿 56
54 △横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 41：57．7 10．0�

11 ダオラダオラ 牡3鹿 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 石毛 善彦 新ひだか タイヘイ牧場 B510＋ 41：58．02 93．8�
48 クールトラッカー 牡3鹿 56 横山 和生寺田 寿男氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510－ 81：58．21� 15．0�
816 オーサムデアラー 牡3栗 56 横山 武史吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 502± 01：58．3� 1．5�
35 ニシノソレガシ �3黒鹿56 江田 照男西山 茂行氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 526± 0 〃 ハナ 40．2�
510 エイジアンスター 牡3栗 56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B512－161：58．4クビ 23．8	
612 セバーンテソーロ 牝3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 新ひだか 下屋敷牧場 472－ 21：58．5� 5．3

713 コスモバイオレット 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高木 登 新ひだか 野坂牧場 B442－ 21：58．71� 37．3�
59 カミノモラド 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B532－ 41：58．8� 20．4

36 ホウオウエニシ 牡3鹿 56 内田 博幸小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 6 〃 クビ 30．5�
815 ディヴァーザウェイ 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B536－ 4 〃 同着 245．5�
24 アースジェイソンテ 牡3青鹿56 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 三好牧場 448＋ 21：59．11� 298．5�
714 キャリアパス 牡3栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 530－121：59．31� 173．7�
47 バーンキャット 牝3栗 54 大野 拓弥ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 41：59．4クビ 277．6�
12 モノノフグリーン 牡3鹿 56 菅原 明良ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 清水 英克 新冠 隆栄牧場 494＋ 61：59．93 35．7�
611 セ ブ ン ハ イ 牡3鹿 56

53 ▲石田 拓郎前迫 義幸氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 490－122：00．32� 311．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，030，800円 複勝： 225，342，700円 枠連： 16，823，700円
馬連： 86，636，100円 馬単： 47，783，900円 ワイド： 93，372，300円
3連複： 141，693，200円 3連単： 183，607，700円 計： 849，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 510円 � 3，200円 � 760円 枠 連（1－2） 6，400円

馬 連 �� 28，290円 馬 単 �� 57，990円

ワ イ ド �� 5，330円 �� 1，240円 �� 9，690円

3 連 複 ��� 91，060円 3 連 単 ��� 528，230円

票 数

単勝票数 計 540308 的中 � 42823（3番人気）
複勝票数 計2253427 的中 � 123796（2番人気）� 17353（11番人気）� 79136（4番人気）
枠連票数 計 168237 的中 （1－2） 2036（15番人気）
馬連票数 計 866361 的中 �� 2373（44番人気）
馬単票数 計 477839 的中 �� 618（76番人気）
ワイド票数 計 933723 的中 �� 4456（43番人気）�� 20040（13番人気）�� 2435（57番人気）
3連複票数 計1416932 的中 ��� 1167（140番人気）
3連単票数 計1836077 的中 ��� 252（704番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．6―13．8―12．9―12．8―13．0―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．8―52．6―1：05．5―1：18．3―1：31．3―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3
2，3，11（1，8）（10，16，13）（4，12）（6，15）（5，9）－（7，14）・（2，3）（1，11，13）（8，16）10（12，9）（4，5）（6，15）14－7

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

勝馬の
紹 介

ゴ ン ド ワ ナ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Congrats デビュー 2022．7．24 福島6着

2020．4．21生 牡3青鹿 母 ヌ ー ナ 母母 Howaya Lily 8戦1勝 賞金 6，880，000円
〔制裁〕 エイジアンスター号の騎手嶋田純次は，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・11番）
〔3走成績による出走制限〕 アースジェイソンテ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムビュビュウ号
（非抽選馬） 1頭 マナキーアハ号

06038 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

59 ジャーニーメモリー 牡3黒鹿56 北村 宏司海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 谷岡牧場 448－ 41：12．5 7．9�
36 ハローマイラブリー 牝3鹿 54 三浦 皇成平賀 久枝氏 伊坂 重信 浦河 鎌田 正嗣 530－ 6 〃 クビ 2．7�
48 コパノエルパソ 牡3鹿 56 木幡 巧也小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 北洋牧場 530＋321：12．6クビ 27．5�
47 ビップナージャ 牝3鹿 54 菊沢 一樹鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 浦河 中村 雅明 426＋ 41：12．7� 12．1�
12 アグニレディアンス 牝3鹿 54 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 466＋ 61：12．8� 5．3�
713 エマウリオマレプ 牝3鹿 54 松山 弘平	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 506－ 21：12．9� 3．0

612 ハートビート 牝3鹿 54

51 ▲佐々木大輔	キーウエスト 菊沢 隆徳 浦河 有限会社
吉田ファーム 552＋ 21：13．11 105．8�

510 ブリングライト 牡3黒鹿 56
53 ▲佐藤 翔馬前田 清二氏 青木 孝文 浦河 荻伏三好フ

アーム 478 ―1：13．2� 54．9�
11 ミユキアモーレミオ 牡3青鹿 56

53 ▲小林 勝太長井 純一氏 小野 次郎 浦河 富菜牧場 454＋121：13．52 141．9
815 マッティーナ 牡3鹿 56 斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 522－ 61：13．92� 18．7�
816 ハクサンミューズ 牝3栗 54 丸山 元気河﨑 五市氏 土田 稔 新ひだか 田湯牧場 454＋ 81：14．0� 191．0�
24 ポケッティーノ 牡3栗 56 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 474 ―1：14．31� 107．7�

714 フレンドリーサン 牝3黒鹿54 杉原 誠人増山 武志氏 大和田 成 新冠 長浜牧場 446－ 41：14．4� 142．5�
611 クラウンジン 牡3青鹿 56

52 ★小林 美駒矢野 雅子氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 442－ 41：15．03� 204．9�
35 アイアンマジン �3栗 56

53 ▲水沼 元輝池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 472 ― 〃 アタマ 303．8�
23 ホバーコルテ 牝3鹿 54

51 ▲石田 拓郎	ミルファーム 新開 幸一 新冠 合同会社
小泉学 440＋ 81：17．0大差 323．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，239，300円 複勝： 70，623，500円 枠連： 15，419，500円
馬連： 83，244，800円 馬単： 35，785，600円 ワイド： 74，841，800円
3連複： 127，739，600円 3連単： 144，415，400円 計： 600，309，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 200円 � 140円 � 500円 枠 連（3－5） 840円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，000円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 6，050円 3 連 単 ��� 28，000円

票 数

単勝票数 計 482393 的中 � 48305（4番人気）
複勝票数 計 706235 的中 � 88679（4番人気）� 177698（1番人気）� 26032（7番人気）
枠連票数 計 154195 的中 （3－5） 14083（3番人気）
馬連票数 計 832448 的中 �� 64273（4番人気）
馬単票数 計 357856 的中 �� 10915（9番人気）
ワイド票数 計 748418 的中 �� 48442（4番人気）�� 9054（18番人気）�� 16723（13番人気）
3連複票数 計1277396 的中 ��� 15826（18番人気）
3連単票数 計1444154 的中 ��� 3739（87番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．7―12．3―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．3―46．6―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 6，9（7，15）12（2，13）（11，10）8－16（1，14）（4，5）＝3 4 ・（6，9）7（12，15）（2，13）（8，11，10）－16（1，14）4－5＝3

勝馬の
紹 介

ジャーニーメモリー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．10．8 東京3着

2020．3．27生 牡3黒鹿 母 プリンセスメモリー 母母 リトルブレッシング 6戦1勝 賞金 7，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホバーコルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アンスリウム号・ジュレップスター号

第２回 中山競馬 第４日



06039 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

612 エリンアキレウス 牡3鹿 56 菅原 明良田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 大栄牧場 514± 01：56．6 6．0�
36 ダールフルート 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 520± 01：56．92 2．7�
24 セブンメイクハピー 牡3鹿 56 M．デムーロ前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 B468＋ 41：57．11� 54．9�
47 ブライテストドーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 516± 01：57．2クビ 3．4�
611 エドノトップラン 牡3栗 56 宮崎 北斗遠藤 喜松氏 嘉藤 貴行 新ひだか 沖田 忠幸 B486－ 41：57．3� 5．0�
48 アサクサアダム 牡3黒鹿 56

52 ★小林 美駒櫻井 素子氏 戸田 博文 新ひだか 岡田スタツド 480－ 2 〃 クビ 23．6	
11 ウィズフィリップ 牡3黒鹿56 西村 太一山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 518＋ 61：57．83 33．6

35 ティアップエックス 牡3黒鹿56 内田 博幸田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 528－ 41：58．22 49．6�
815 ニシノサザナミ 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 深山 雅史 日高 西山牧場 458 ―1：58．73 152．8�
510 アテンヒーロー 牡3鹿 56 三浦 皇成玉置 潔氏 萱野 浩二 浦河 鵜木 唯義 478＋121：59．12	 41．5
23 リアルマーヴェル 牡3芦 56

53 ▲佐藤 翔馬小林 博雄氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 494＋ 41：59．62	 177．1�
816 シティオブヨーク 牡3芦 56 丸山 元気田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 日高 宝寄山 拓樹 460－ 42：00．34 378．5�
12 カワチャンフェイス 牡3青 56 津村 明秀 STレーシング 牧 光二 新ひだか 飛野牧場 528－ 82：00．4	 235．1�
714 グランデアマポーラ 牝3黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 82：00．61� 22．1�
59 ダンスクラブ 牡3栗 56 斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 524－ 42：01．98 44．9�
713 ミヤビエポレット 牡3鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 522± 02：03．510 265．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，400，600円 複勝： 91，078，100円 枠連： 21，025，500円
馬連： 99，060，700円 馬単： 39，094，800円 ワイド： 107，912，300円
3連複： 161，596，600円 3連単： 161，062，100円 計： 745，230，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 140円 � 800円 枠 連（3－6） 370円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 390円 �� 3，120円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 8，900円 3 連 単 ��� 41，580円

票 数

単勝票数 計 644006 的中 � 85465（4番人気）
複勝票数 計 910781 的中 � 134691（4番人気）� 221758（1番人気）� 19794（11番人気）
枠連票数 計 210255 的中 （3－6） 43734（1番人気）
馬連票数 計 990607 的中 �� 94057（3番人気）
馬単票数 計 390948 的中 �� 14327（9番人気）
ワイド票数 計1079123 的中 �� 78509（4番人気）�� 8318（32番人気）�� 12596（25番人気）
3連複票数 計1615966 的中 ��� 13612（36番人気）
3連単票数 計1610621 的中 ��� 2808（132番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．6―13．3―13．1―13．1―13．3―13．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．9―50．2―1：03．3―1：16．4―1：29．7―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

エリンアキレウス �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．10．23 新潟6着

2020．4．24生 牡3鹿 母 エリンズハープ 母母 エリンバード 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ミヤビエポレット号の調教師高橋文雅は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンスクラブ号・ミヤビエポレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5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 モダナイズクィーン号

06040 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第4競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走11時35分 （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

816� シ ュ ロ ス 牡7栗 58
56 △原 優介嶋田 賢氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田牧場 512－ 41：11．5 7．0�

59 キャロライナリーパ 牝5黒鹿56 横山 和生野嶋 祥二氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 476± 01：11．81	 2．4�
713 イ ル ザ 牝4栗 56 三浦 皇成中辻 明氏 小手川 準 浦河 バンブー牧場 450＋ 61：12．01
 21．8�
815� ハジメテノチュウ 牡4鹿 58 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム B514－ 21：12．21� 34．8�
23 ス コ ラ ー リ 牡4栗 58 松山 弘平吉田 和美氏 萩原 清 新冠 ヒカル牧場 486＋ 61：12．3	 5．8�
611� ミューティー 牝6鹿 56 丹内 祐次鈴木 康弘氏 石毛 善彦 新ひだか 千代田牧場 492＋101：12．5	 22．5	
11 ベルウッドウズメ 牡4芦 58 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 500－ 41：12．6	 30．1

35 ル チ ア 牝4鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B502＋ 6 〃 クビ 19．4�
36 エコロドラゴン 牡4鹿 58 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 B562－14 〃 アタマ 7．1
510 ベアグッジョブ 牡4鹿 58 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 B518＋ 41：12．8	 8．1�
612 ノーブルハーバー 牝5鹿 56

52 ★小林 美駒吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 日高 スウィング
フィールド牧場 472± 01：12．9
 67．9�

714�� フリージアテソーロ 牝5黒鹿 56
55 ☆永野 猛蔵了德寺健二ホール

ディングス� 武市 康男 英 Kenji Ryo-
tokuji 482＋13 〃 ハナ 73．0�

12 � トラストドーベル 牝5黒鹿56 吉田 豊菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 498－121：13．32 127．5�
47 � メイショウムート 牡5鹿 58

55 ▲佐藤 翔馬松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 本巣 敦 456＋ 21：13．51
 453．9�
48 � エメラルアポロン 牡4鹿 58 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 498＋ 61：13．6クビ 62．1�
24 � ブルーデイジー 牝4鹿 56 的場 勇人青山 郁代氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 454－ 81：15．9大差 380．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，872，300円 複勝： 85，508，300円 枠連： 22，507，700円
馬連： 94，989，400円 馬単： 37，740，900円 ワイド： 108，415，600円
3連複： 165，651，900円 3連単： 150，546，900円 計： 723，233，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 140円 � 310円 枠 連（5－8） 680円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，610円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 21，510円

票 数

単勝票数 計 578723 的中 � 66014（3番人気）
複勝票数 計 855083 的中 � 94794（4番人気）� 205683（1番人気）� 57335（6番人気）
枠連票数 計 225077 的中 （5－8） 25575（2番人気）
馬連票数 計 949894 的中 �� 74867（3番人気）
馬単票数 計 377409 的中 �� 12314（7番人気）
ワイド票数 計1084156 的中 �� 82862（1番人気）�� 15928（19番人気）�� 35190（6番人気）
3連複票数 計1656519 的中 ��� 23584（12番人気）
3連単票数 計1505469 的中 ��� 5072（53番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．3―11．9―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．9―45．8―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シ ュ ロ ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナーズサン

2016．4．11生 牡7栗 母 ベストコレクション 母母 クインズプライド 21戦1勝 賞金 16，120，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーデイジー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グランドライズ号・ジェラペッシュ号
（非抽選馬） 1頭 ソニックムーヴ号



06041 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第5競走 ��
��2，200�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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．0

良
良

35 ダッチアイリス 牝3黒鹿 54
52 △横山 琉人�杵臼牧場 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 420－ 42：16．0 9．1�

11 ボールドステート 牡3青鹿56 石川裕紀人増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 22：16．21 2．2�
24 コルテローザ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 486± 0 〃 クビ 33．5�
713 ウイニングライブ 牡3鹿 56 松岡 正海�レッドマジック金成 貴史 新ひだか グランド牧場 438± 02：16．3� 5．4�
611 グレイトインディ 牡3鹿 56 菊沢 一樹今井 優氏 勢司 和浩 新冠 スカイビーチステーブル 470＋ 22：16．72� 134．8	
816 シーズオブホープ 牡3鹿 56 菅原 明良�トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 478－ 22：16．8� 3．6

12 スリアンヴォス 牡3鹿 56

53 ▲佐々木大輔大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 藤原牧場 486－ 42：16．91 208．2�
36 ブレストサンダー 牡3鹿 56 丹内 祐次山藤賢� 加藤 征弘 新冠 小泉牧場 480± 02：17．0クビ 106．6�
48 パディントンブーツ 牡3黒鹿56 木幡 巧也吉見 典子氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B486－ 42：17．21	 45．4
510 プレザントロンドン 牝3鹿 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 430＋ 6 〃 クビ 24．7�
23 レジオンドヌール 牡3鹿 56

54 △原 優介岡田 牧雄氏 深山 雅史 平取 スガタ牧場 488－10 〃 ハナ 313．7�
612 ビービーデシジョン 牡3鹿 56 武藤 雅�坂東牧場 戸田 博文 浦河 王蔵牧場 496 ―2：17．3� 16．8�
47 ディオスシチー 牡3鹿 56 嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 手塚 貴久 新ひだか 幌村牧場 B502± 02：17．62 142．1�
714 ブルーブルースカイ 牝3黒鹿54 武士沢友治浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B442－ 22：17．7� 54．8�
715 クリーンショコラ 牝3黒鹿54 大野 拓弥石橋 和夫氏 大竹 正博 浦河 笹地牧場 448－ 22：17．8� 407．3�
817 ト ッ プ ガ ン 牡3黒鹿56 北村 宏司芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 436－ 42：17．9アタマ 124．7�
59 インオービット 牡3鹿 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新冠 長浜 秀昭 468 ―2：26．2大差 33．0�
（17頭）

818 エ リ ソ ン 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，937，900円 複勝： 65，268，300円 枠連： 21，451，800円
馬連： 60，790，200円 馬単： 25，464，300円 ワイド： 64，030，100円
3連複： 82，450，000円 3連単： 84，075，500円 計： 452，468，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 200円 � 140円 � 450円 枠 連（1－3） 1，060円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，100円 �� 890円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 26，160円

票 数

単勝票数 差引計 489379（返還計 74476） 的中 � 42846（4番人気）
複勝票数 差引計 652683（返還計106326） 的中 � 80266（4番人気）� 167539（1番人気）� 26949（7番人気）
枠連票数 計 214518 的中 （1－3） 15558（4番人気）
馬連票数 差引計 607902（返還計229102） 的中 �� 55895（2番人気）
馬単票数 差引計 254643（返還計 92702） 的中 �� 8279（6番人気）
ワイド票数 差引計 640301（返還計206476） 的中 �� 51009（2番人気）�� 7203（23番人気）�� 17730（8番人気）
3連複票数 差引計 824500（返還計565143） 的中 ��� 13965（15番人気）
3連単票数 差引計 840755（返還計583832） 的中 ��� 2330（73番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．5―12．8―13．1―12．9―12．5―12．1―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．1―36．6―49．4―1：02．5―1：15．4―1：27．9―1：40．0―1：52．0―2：03．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
10（11，17）（6，5，8）（1，4，15）（14，16）（7，13）－12（3，2）＝9
10（11，17）（6，5）8（1，4）15（7，13，16）（12，14）（3，2）＝9

2
4
10，11，17（6，5）8（1，4）15（7，13，16）14，2（3，12）＝9・（10，11）（6，5，17）（1，4，8）（13，15，16）（7，12，14）（3，2）＝9

勝馬の
紹 介

ダッチアイリス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．12．17 中山5着

2020．4．16生 牝3黒鹿 母 シルクアイリス 母母 タガノアイリス 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走除外〕 エリソン号は，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〕 コルテローザ号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インオービット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月5日まで平地競走に

出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ブルーブルースカイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5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） 2頭 フェスティヴチャン号・レッドフローガ号
（非抽選馬） 4頭 クールサムタイム号・ドゥフレーシュ号・ドゥワー号・フェスティヴビーム号

06042 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時55分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

66 メタルスピード 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 タバタファーム B508－ 21：33．9 2．3�

89 ハーエクセレンシー 牝3鹿 54 横山 和生 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 428＋141：34．0� 7．9�
77 キョウエイブリッサ 牡3鹿 56 三浦 皇成田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山口 義彦 466－ 41：34．21� 3．4�
55 テンカノギジン 牡3黒鹿56 菅原 明良星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 472－ 81：34．41 40．7�
22 ショウナンハクウン 牡3青鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 510－ 61：34．72 7．0	
33 マイネルズーメン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 シンカンファーム 432＋101：35．01� 33．6

88 チャイボーグ 牝3黒鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 468－ 21：35．21	 429．6�
44 ロッククリーク 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 ハナ 4．9�
11 アルムダウン 牝3黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 プログレスファーム 366± 01：37．3大差 363．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 76，689，000円 複勝： 73，724，300円 枠連： 10，640，900円
馬連： 84，059，700円 馬単： 43，568，600円 ワイド： 71，615，800円
3連複： 109，469，300円 3連単： 208，390，900円 計： 678，158，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（6－8） 950円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 180円 �� 340円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 766890 的中 � 264060（1番人気）
複勝票数 計 737243 的中 � 242721（1番人気）� 97514（4番人気）� 136278（2番人気）
枠連票数 計 106409 的中 （6－8） 8670（4番人気）
馬連票数 計 840597 的中 �� 63880（5番人気）
馬単票数 計 435686 的中 �� 21302（6番人気）
ワイド票数 計 716158 的中 �� 53624（5番人気）�� 115266（1番人気）�� 47516（7番人気）
3連複票数 計1094693 的中 ��� 93858（3番人気）
3連単票数 計2083909 的中 ��� 33147（14番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．1―11．6―12．0―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―34．5―46．1―58．1―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

メタルスピード �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Shamardal デビュー 2022．8．27 新潟4着

2020．3．28生 牡3黒鹿 母 マイビビアーヌ 母母 My 6戦2勝 賞金 17，780，000円



06043 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

23 メイプルエクセル 牡5栗 58 丸田 恭介節 英司氏 南田美知雄 平取 スガタ牧場 552＋321：55．6 27．1�
612 コースタルテラス 牡4黒鹿58 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B512＋12 〃 ハナ 5．2�
47 ブリンディジ 牡4栗 58

55 ▲佐々木大輔山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田農場 564＋24 〃 クビ 14．5�
510 スパークインザアイ �6鹿 58 武藤 雅西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 アタマ 15．7�
12 サイモンソーラン 牡4栗 58 吉田 豊澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：55．81 77．2�
48 シンボリックレルム 牝4黒鹿56 江田 照男吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 ハナ 320．1�
611� メジャークロニクル 牡4栗 58 C．ルメール 	サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 540＋ 4 〃 アタマ 2．5

816� ロードブライト 牡4黒鹿58 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム B530＋ 61：55．9� 20．4�
36 � ユ ニ コ ー ン 牡5芦 58 丹内 祐次古賀 慎一氏 武井 亮 新ひだか 本桐牧場 460－ 3 〃 ハナ 96．4
713� サトノギベオン 牡4青鹿58 武 豊里見 治氏 戸田 博文 新冠 ハクレイファーム 536＋ 4 〃 ハナ 4．3�
714 サパテアール 牡4青鹿58 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B518＋161：56．21� 41．1�
11 ピュアブラッド �5鹿 58 横山 武史�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 6 〃 ハナ 8．3�
24 � サフランブライト 牡4鹿 58

56 △小林 凌大海原 聖一氏 小西 一男 浦河 林農場 522－ 41：56．3クビ 321．2�
35 ゲットアップ �5黒鹿58 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B490＋10 〃 アタマ 66．4�
815 アシェットデセール �6青鹿58 B．ムルザバエフ 	キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492± 01：57．78 55．8�
（独）

59 � サーストンシカゴ �6栗 58 的場 勇人齊藤 宣彰氏 的場 均 新ひだか 岡田牧場 502－ 51：58．55 222．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，306，200円 複勝： 88，523，400円 枠連： 21，550，800円
馬連： 105，023，400円 馬単： 38，928，800円 ワイド： 102，319，300円
3連複： 169，470，100円 3連単： 171，195，200円 計： 765，317，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，710円 複 勝 � 670円 � 240円 � 460円 枠 連（2－6） 2，910円

馬 連 �� 7，140円 馬 単 �� 18，640円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 3，620円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 24，480円 3 連 単 ��� 152，470円

票 数

単勝票数 計 683062 的中 � 20101（8番人気）
複勝票数 計 885234 的中 � 31366（8番人気）� 111224（3番人気）� 47985（6番人気）
枠連票数 計 215508 的中 （2－6） 5730（11番人気）
馬連票数 計1050234 的中 �� 11398（21番人気）
馬単票数 計 389288 的中 �� 1566（53番人気）
ワイド票数 計1023193 的中 �� 12504（23番人気）�� 7177（38番人気）�� 17806（16番人気）
3連複票数 計1694701 的中 ��� 5192（72番人気）
3連単票数 計1711952 的中 ��� 814（433番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．3―13．4―12．6―12．8―12．5―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．2―51．6―1：04．2―1：17．0―1：29．5―1：42．1

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

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

勝馬の
紹 介

メイプルエクセル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．1．5 中山4着

2018．5．2生 牡5栗 母 メイプルプラウド 母母 メイプルスプリング 7戦2勝 賞金 19，510，000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 セイシェルノユウヒ号・ヨドノドリーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06044 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走14時00分 （芝・右・外）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

35 ニシノスーベニア 牡4黒鹿58 B．ムルザバエフ 西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 536± 01：33．6 3．6�
（独）

46 エールトゥヘヴン 牡4鹿 58 C．ルメール DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464－ 21：33．81 10．7�
47 ノーダブルディップ 牡5鹿 58 津村 明秀丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 554＋ 41：34．01� 12．2�
58 ア ン ク ロ ワ 牝4鹿 56 横山 和生 �キャロットファーム 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 クビ 7．1�
34 ラキャラントシス 牝6栗 56

52 ★小林 美駒�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 486＋ 4 〃 ハナ 143．3	
22 コミカライズ 牝6青鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 478＋ 21：34．1クビ 4．4

59 タケルジャック 牡5青鹿 58

55 ▲佐藤 翔馬森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか チャンピオンズファーム 482＋ 6 〃 クビ 261．1�
23 ワ ザ モ ノ 牡5鹿 58 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 498－ 41：34．2クビ 14．5�
712 セ ナ リ ス ト 牝5黒鹿56 武藤 雅 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 ハナ 38．5
815	 ジッピーレーサー 
6鹿 58 菅原 明良岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule B470± 0 〃 ハナ 94．1�
713 オブデュモンド 
5黒鹿58 横山 武史多田 信尊氏 蛯名 正義 新冠 北星村田牧場 516－ 41：34．51� 42．4�
11 ジャスティンエース 牡4黒鹿58 戸崎 圭太三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 468－ 21：34．6� 4．6�
610 ジャングルキング 牡5鹿 58 北村 宏司清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 522－ 41：34．7クビ 16．3�
814 ニシノオイカゼ 牡5黒鹿58 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 482＋ 4 〃 クビ 224．2�
611 エンギダルマ 牡4鹿 58 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 508＋ 2 〃 ハナ 68．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 69，670，900円 複勝： 102，292，100円 枠連： 25，492，000円
馬連： 132，730，600円 馬単： 48，907，500円 ワイド： 119，613，700円
3連複： 206，499，600円 3連単： 218，484，400円 計： 923，690，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 310円 � 310円 枠 連（3－4） 980円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 750円 �� 740円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 25，330円

票 数

単勝票数 計 696709 的中 � 153091（1番人気）
複勝票数 計1022921 的中 � 210925（1番人気）� 76488（5番人気）� 73836（6番人気）
枠連票数 計 254920 的中 （3－4） 20102（4番人気）
馬連票数 計1327306 的中 �� 57090（6番人気）
馬単票数 計 489075 的中 �� 11396（11番人気）
ワイド票数 計1196137 的中 �� 41427（8番人気）�� 42414（7番人気）�� 18214（24番人気）
3連複票数 計2064996 的中 ��� 27582（18番人気）
3連単票数 計2184844 的中 ��� 6253（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．7―47．4―58．9―1：10．4―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ニシノスーベニア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．6．6 東京4着

2019．3．18生 牡4黒鹿 母 リ ッ プ ル 母母 レインボーリップル 13戦3勝 賞金 43，752，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ラキャラントシス号の騎手小林美駒は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06045 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第9競走 ��
��2，200�

わんがん

湾岸ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．0

良
良

714 バ ラ ジ 牡4鹿 57 川田 将雅岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 518± 02：12．3 3．5�
47 レインフロムヘヴン 牡5鹿 58 松山 弘平 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 02：12．4� 4．5�
612 アーティット 牡4鹿 57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 488＋ 82：12．71	 7．7�
23 サクセスシュート 牡4鹿 57 田辺 裕信柴田実千代氏 久保田貴士 浦河 小島牧場 486－ 42：12．8	 7．5�
36 カーディナル 牡5鹿 58 B．ムルザバエフ �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 クビ 7．0	

（独）

816 ヒシゲッコウ 
7黒鹿58 横山 武史阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：12．9クビ 29．1

510 アウスヴァール 
5黒鹿58 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 490－ 22：13．11� 18．5�
35 リリーピュアハート 牝6鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 クビ 10．4�
48 ワイドエンペラー 牡5鹿 58 斎藤 新幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 502＋162：13．2	 13．1
611 ロードトゥフェイム 牡5鹿 58 木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 500－ 62：13．3クビ 85．6�
11 エターナルヴィテス 牡7鹿 58 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 490＋10 〃 アタマ 373．2�
818 ダノンドリーマー 牡5鹿 58 石橋 脩�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480－242：13．51� 122．2�
12 ウォルフズハウル 牡7黒鹿58 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 42：13．6� 62．7�
817 ソルドラード 
7鹿 58 石川裕紀人 �キャロットファーム 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 506－ 22：13．81� 52．7�
24 スワヤンブナート 
4青鹿57 菅原 明良吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510－ 22：14．0	 87．5�
715 ラインハイト 牡6黒鹿58 岩田 康誠 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B492＋ 42：14．1	 237．5�
713 ピュアブレンド 牝6栗 56 柴田 大知 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 518＋16 〃 クビ 167．4�
59 � ドンナセレーノ 牝5鹿 56 横山 和生原 子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B426－ 42：14．73� 117．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 87，155，900円 複勝： 139，859，100円 枠連： 35，889，600円
馬連： 176，039，100円 馬単： 58，471，500円 ワイド： 161，666，200円
3連複： 298，894，800円 3連単： 277，489，500円 計： 1，235，465，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 150円 � 240円 枠 連（4－7） 720円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 400円 �� 530円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 871559 的中 � 196335（1番人気）
複勝票数 計1398591 的中 � 280702（1番人気）� 253888（2番人気）� 117325（6番人気）
枠連票数 計 358896 的中 （4－7） 38589（1番人気）
馬連票数 計1760391 的中 �� 144012（1番人気）
馬単票数 計 584715 的中 �� 25410（1番人気）
ワイド票数 計1616662 的中 �� 110685（1番人気）�� 77606（2番人気）�� 41481（10番人気）
3連複票数 計2988948 的中 ��� 103592（3番人気）
3連単票数 計2774895 的中 ��� 27858（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．0―12．3―13．2―12．6―11．7―11．8―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．9―35．9―48．2―1：01．4―1：14．0―1：25．7―1：37．5―1：48．9―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．8
1
3
9－10（4，15）（8，14）17（5，7，18）12（6，16）11，1，3－2，13
17（10，15）（9，14）（4，8，18）（7，12）5（6，11，16）1，3（2，13）

2
4

9－10，15，4－（8，14）（7，17）（5，18）12（6，16）11，1，3（2，13）・（17，10，15）（14，7）（18，12）（9，8，5）（6，11，16）（4，3，1）（2，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バ ラ ジ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2021．10．17 東京4着

2019．4．10生 牡4鹿 母 シーダーアラジ 母母 パワーシーダー 14戦4勝 賞金 72，148，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パラレルヴィジョン号
（非抽選馬） 5頭 アケルナルスター号・イリマ号・ファユエン号・マイネルマーティン号・リノキアナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06046 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第10競走 ��
��1，800�

そ う ぶ

総武ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：57�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：57�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

713 ホウオウルバン 牡5黒鹿57 川田 将雅小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B524± 01：53．6 5．4�
59 ヴァルツァーシャル 牡4鹿 57 三浦 皇成ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 高木 登 浦河 梅田牧場 486± 01：53．7クビ 2．6�
23 タイセイサムソン 牡5黒鹿57 横山 和生田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 518＋18 〃 クビ 5．9�
816 ノーブルシルエット 牝5黒鹿55 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 470± 01：53．8	 17．4�
35 キタノリューオー 牡5鹿 57 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 472－ 2 〃 ハナ 38．6�
611 フィロロッソ 牡6鹿 57 C．ルメール 	社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 482－ 21：54．0
 4．3

510 サンダーブリッツ 牡6黒鹿58 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 514＋ 41：54．32 17．8�
714 ロードエクレール 牡5鹿 57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 482＋121：54．51	 15．9�
48 レッドヴェイロン 牡8鹿 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：54．71� 86．1
47 パ ト リ ッ ク 牡7鹿 57 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 472－ 81：54．91� 170．9�

24 ホウオウトゥルース �7栗 57 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B484＋ 6 〃 アタマ 113．9�
12 レッドジェニアル �7黒鹿58 津村 明秀 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 478－101：55．32	 234．5�
11 ダイメイコリーダ 牡6栗 57 丹内 祐次宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 524± 01：55．4クビ 305．9�
36 シークレットラン 牡7鹿 57 松山 弘平亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 512－ 21：55．5	 43．6�
815 キ ョ ウ ヘ イ 牡9鹿 57 武士沢友治瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 444－ 81：56．35 261．9�
612 エマージングロール 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－181：56．61	 29．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 110，786，800円 複勝： 141，986，800円 枠連： 42，011，400円
馬連： 222，053，500円 馬単： 78，576，000円 ワイド： 184，732，000円
3連複： 348，382，200円 3連単： 383，660，400円 計： 1，512，189，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 140円 � 190円 枠 連（5－7） 580円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 390円 �� 670円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 8，980円

票 数

単勝票数 計1107868 的中 � 162635（3番人気）
複勝票数 計1419868 的中 � 205096（3番人気）� 316459（1番人気）� 165574（4番人気）
枠連票数 計 420114 的中 （5－7） 55446（2番人気）
馬連票数 計2220535 的中 �� 189832（3番人気）
馬単票数 計 785760 的中 �� 28139（6番人気）
ワイド票数 計1847320 的中 �� 123569（3番人気）�� 65989（7番人気）�� 137342（2番人気）
3連複票数 計3483822 的中 ��� 174128（3番人気）
3連単票数 計3836604 的中 ��� 30946（17番人気）

ハロンタイム 12．4―12．4―13．2―13．3―12．7―12．4―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．8―38．0―51．3―1：04．0―1：16．4―1：28．7―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

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5黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 16戦5勝 賞金 77，377，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピュアジャッジ号
（非抽選馬） 9頭 アメリカンフェイス号・アンセッドヴァウ号・ウィルソンテソーロ号・エブリワンブラック号・

ゲンパチルシファー号・ペルセウスシチー号・メイショウムラクモ号・ルコルセール号・ロードリバーサル号

１レース目 ３レース目



06047 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第11競走 ��
��2，000�第60回報知杯弥生賞ディープインパクト記念（ＧⅡ）

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

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 728，000円 208，000円 104，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

66 タスティエーラ 牡3鹿 56 松山 弘平 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 22：00．4 4．2�
44 トップナイフ 牡3青鹿56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 484－102：00．61 2．9�
22 ワンダイレクト 牡3鹿 56 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 クビ 4．2�
33 アームブランシュ 牡3黒鹿56 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 456－10 〃 クビ 91．2�
55 フォトンブルー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 TNレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 524＋ 82：00．81� 126．5�
11 レヴォルタード 牡3黒鹿56 横山 武史 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500－ 8 〃 アタマ 7．1	
78 セ ッ シ ョ ン 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ 林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 512± 02：00．9クビ 17．2


（独）

810 グリューネグリーン 牡3栗 56 M．デムーロ斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 484＋10 〃 クビ 10．0�
89 ヨ リ マ ル 牡3鹿 56 横山 和生辻子 依旦氏 上村 洋行 浦河 川越ファーム 494＋ 62：01．0� 52．0�
77 ゴッドファーザー 牡3青鹿56 武 豊NICKS 萩原 清 日高 スマイルファーム 502＋ 42：01．63� 9．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 516，352，600円 複勝： 468，334，200円 枠連： 134，334，200円 馬連： 1，044，535，400円 馬単： 426，824，400円
ワイド： 801，007，100円 3連複： 1，747，051，100円 3連単： 3，136，827，300円 5重勝： 721，660，400円 計： 8，996，926，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 120円 � 130円 枠 連（4－6） 700円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 270円 �� 330円 �� 260円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 4，010円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 18，041，510円

票 数

単勝票数 計5163526 的中 � 967390（3番人気）
複勝票数 計4683342 的中 � 842538（2番人気）� 1141165（1番人気）� 836551（3番人気）
枠連票数 計1343342 的中 （4－6） 148063（2番人気）
馬連票数 計10445354 的中 �� 1182278（2番人気）
馬単票数 計4268244 的中 �� 236828（4番人気）
ワイド票数 計8010071 的中 �� 780318（2番人気）�� 629251（3番人気）�� 822375（1番人気）
3連複票数 計17470511 的中 ���1635180（1番人気）
3連単票数 計31368273 的中 ��� 566253（4番人気）
5重勝票数 計7216604 的中 ����� 28

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．5―35．9―48．5―1：01．0―1：13．3―1：25．4―1：37．0―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タスティエーラ �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．11．27 東京1着

2020．3．22生 牡3鹿 母 パルティトゥーラ 母母 フォルテピアノ 3戦2勝 賞金 67，728，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタスティエーラ号・トップナイフ号・ワンダイレクト号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06048 3月5日 曇 良 （5中山2） 第4日 第12競走 ��
��1，200�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （ダート・右）
負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．4
1：08．4

不良
不良

47 セイカフォルゴーレ 牡4栗 58
56 △横山 琉人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 514－ 21：10．8 7．0�

612� ドリームビリーバー 牡4鹿 58 C．ルメール 平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 470＋ 21：10．9	 1．9�
23 ブルーダイヤカフェ 牡6青 58 大野 拓弥西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 542－ 41：11．32	 24．9�
713 ウィンダミア 牡4鹿 58 丸山 元気広尾レース� 林 徹 新冠 パカパカ

ファーム 468＋ 21：11．4	 6．7�
815 サトノワールド 牡6鹿 58

55 ▲西塚 洸二里見 治氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B522＋ 81：11．5クビ 123．4�
12 � クローリスノキセキ 牝5鹿 56 横山 武史嶋田 賢氏 西田雄一郎 新ひだか 岡田牧場 454＋ 4 〃 クビ 38．2	
59 
 アウトパフォーム 牡4芦 58 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 英 Kingston

Stud 448－ 41：11．6クビ 32．2

36 アポロプラネット 牡4青鹿 58

57 ☆永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 天羽 禮治 502－ 6 〃 クビ 13．6�
35 クリスタルウエイ 牡4栗 58 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 488＋ 21：11．7	 68．3
816 ネイチャーカレン 牡6黒鹿58 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 高橋 修 468－ 21：11．8	 21．5�
510 コーリングローリー 牡6栗 58

55 ▲小林 勝太伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 464± 01：11．9クビ 121．1�
714 ニルカンタテソーロ 牡6栗 58

56 △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 B452＋ 41：12．0	 8．7�

11 タイセイジャスパー 牡4栗 58 戸崎 圭太田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット B506＋ 21：12．21� 26．5�
48 ダイチヴィヴァン 牡4鹿 58

57 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 488＋22 〃 クビ 64．8�
611 ゼンカイテン 牡4芦 58

55 ▲佐々木大輔川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 472＋101：12．3クビ 33．2�
24 ブーケオブアイリス �5黒鹿58 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508＋12 〃 アタマ 174．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 149，006，600円 複勝： 208，710，100円 枠連： 68，358，500円
馬連： 276，305，300円 馬単： 128，803，600円 ワイド： 286，737，000円
3連複： 512，353，700円 3連単： 669，568，400円 計： 2，299，843，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 130円 � 480円 枠 連（4－6） 820円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，490円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 43，750円

票 数

単勝票数 計1490066 的中 � 169783（3番人気）
複勝票数 計2087101 的中 � 181394（4番人気）� 622007（1番人気）� 79340（7番人気）
枠連票数 計 683585 的中 （4－6） 64533（2番人気）
馬連票数 計2763053 的中 �� 263113（3番人気）
馬単票数 計1288036 的中 �� 40647（7番人気）
ワイド票数 計2867370 的中 �� 199673（3番人気）�� 19522（37番人気）�� 66109（10番人気）
3連複票数 計5123537 的中 ��� 48864（23番人気）
3連単票数 計6695684 的中 ��� 11095（118番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．6―11．9―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．2―46．1―58．0

コーナー
通過順位

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

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4栗 母 セイカフォルトゥナ 母母 セイカカロブ 17戦3勝 賞金 36，110，000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。
（非当選馬） 1頭 トウカイファクター号
（非抽選馬） 1頭 ペガサスターボ号

５レース目



（5中山2）第4日 3月5日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

311，020，000円
8，210，000円
38，860，000円
2，060，000円
40，720，000円
83，560，000円
5，147，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
1，351，448，900円
1，761，250，900円
435，505，600円
2，465，468，200円
1，009，949，900円
2，176，263，200円
4，071，252，100円
5，789，323，700円
721，660，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 19，782，122，900円

総入場人員 17，766名 （有料入場人員 17，123名）
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