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06049 3月11日 晴 良 （5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 5，500，000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

33 レジュークレール 牝3鹿 54
52 △原 優介山下 貴氏 青木 孝文 新ひだか へいはた牧場 436－ 41：55．5 3．9�

67 スペシャリスト 牝3栗 54 津村 明秀下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 456＋ 61：55．6� 6．5�
68 ナックダンス 牝3黒鹿54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 森永 聡 482± 01：56．45 2．4�
11 コンフィズリー 牝3芦 54 C．ルメール �ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 21：56．61� 3．6�
710 ムーランブルー 牝3栗 54

52 △小林 脩斗村上 卓史氏 久保田貴士 日高 オリオンファーム 504＋ 81：56．7� 23．2�
22 シグナルファイアー 牝3芦 54 武士沢友治藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 B474－ 21：56．91 100．7	
811 ウィンクルティアラ 牝3黒鹿54 内田 博幸吉田 千津氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 クビ 230．7

56 サンバデルンバ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 21：58．07 12．7�
44 ミハルンルン 牝3芦 54

50 ★小林 美駒八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 446＋ 41：58．53� 77．2
812 テイエムエレガント 牝3鹿 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 大島牧場 414＋ 21：58．71� 345．9�
79 サンデンロマン 牝3鹿 54 松岡 正海山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか ウエスタンファーム 482 ―1：59．65 252．8�
55 ミニクイアヒルノコ 牝3芦 54

51 ▲土田 真翔藤本 直弘氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 420 ―1：59．8� 157．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，330，700円 複勝： 47，346，500円 枠連： 14，449，700円
馬連： 55，887，200円 馬単： 28，695，500円 ワイド： 50，070，600円
3連複： 93，287，600円 3連単： 132，278，800円 計： 457，346，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（3－6） 280円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 310円 �� 170円 �� 250円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 353307 的中 � 71789（3番人気）
複勝票数 計 473465 的中 � 106182（2番人気）� 62876（4番人気）� 153551（1番人気）
枠連票数 計 144497 的中 （3－6） 39437（1番人気）
馬連票数 計 558872 的中 �� 39114（5番人気）
馬単票数 計 286955 的中 �� 11375（9番人気）
ワイド票数 計 500706 的中 �� 36468（5番人気）�� 88954（1番人気）�� 46632（4番人気）
3連複票数 計 932876 的中 ��� 114910（2番人気）
3連単票数 計1322788 的中 ��� 21113（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．5―51．9―1：04．7―1：17．2―1：29．5―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レジュークレール �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2022．11．20 福島3着

2020．2．27生 牝3鹿 母 ハイフィールド 母母 レガシーフィールド 5戦1勝 賞金 13，800，000円

06050 3月11日 晴 良 （5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 5，500，000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

11 エコロドゥネス 牡3栗 56 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋ 41：11．3 3．4�

612 ルーチェステラーレ 牝3黒鹿54 柴田 善臣�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 454－ 61：12．25 3．0�

59 モノノフレッド 牡3鹿 56 内田 博幸ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 深山 雅史 日高 賀張三浦牧場 484－ 61：12．41� 31．2�

24 アシャカタカ 牡3黒鹿 56
52 ★小林 美駒吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 門別山際牧場 462± 01：12．5� 3．7�

23 トーセンサウダージ 牡3鹿 56 木幡 巧也島川 	哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ
スティファーム 500－ 41：12．6� 16．7


713 ニシノスイセイ 牡3栗 56
53 ▲佐藤 翔馬西山 茂行氏 青木 孝文 新冠 中山 高鹿康 466－ 41：13．13� 123．6�

48 ノ ア ロ ー ズ 牝3栗 54
52 △原 優介佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 436－101：13．31� 397．0�

611 モイスチャー 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 490－ 21：13．4クビ 56．0
510 ロワシュペール 牡3鹿 56 木幡 育也フェニックスレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 見上牧場 498＋ 81：13．72 239．9�
815 オメガキャプテン 牡3芦 56 菅原 明良原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：13．8� 4．9�
714 アルマセラフ 牝3栗 54 吉田 豊コウトミックレーシング 中舘 英二 新冠 須崎牧場 498－ 81：14．01� 98．6�
35 ロマンスハイウェイ 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵星野 	男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482－ 21：14．21� 382．7�
816 トップビート 牡3栗 56 岩部 純二紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 450± 01：14．41� 519．1�
12 リーフカレント 牝3黒鹿54 菊沢 一樹�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 444± 01：14．71� 191．3�
47 フォーバーズ 牝3鹿 54

52 △横山 琉人小原準一郎氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 410－ 41：14．8� 86．3�
36 ギフトオブザナイル 牝3栗 54 丹内 祐次 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 432－ 81：14．9� 166．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，871，900円 複勝： 54，918，100円 枠連： 13，470，400円
馬連： 65，744，000円 馬単： 29，632，800円 ワイド： 60，710，200円
3連複： 95，681，000円 3連単： 113，908，000円 計： 477，936，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 130円 � 420円 枠 連（1－6） 500円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，310円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 11，080円

票 数

単勝票数 計 438719 的中 � 102513（2番人気）
複勝票数 計 549181 的中 � 95000（3番人気）� 143443（1番人気）� 22488（6番人気）
枠連票数 計 134704 的中 （1－6） 20597（3番人気）
馬連票数 計 657440 的中 �� 79791（3番人気）
馬単票数 計 296328 的中 �� 20412（4番人気）
ワイド票数 計 607102 的中 �� 58547（4番人気）�� 10958（12番人気）�� 12784（11番人気）
3連複票数 計 956810 的中 ��� 20644（11番人気）
3連単票数 計1139080 的中 ��� 7451（33番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．2―12．1―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．6―45．7―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エコロドゥネス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Privately Held デビュー 2022．7．23 札幌2着

2020．1．28生 牡3栗 母 レディシャツィ 母母 Shatzi 4戦1勝 賞金 9，600，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 マキバシラ号
（非抽選馬） 4頭 アグリモニー号・キョウエイカンフ号・ケイツークローン号・ケレス号

第２回 中山競馬 第５日



06051 3月11日 晴 良 （5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 5，500，000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

510 ハッスルダンク 牡3鹿 56 杉原 誠人髙篠 憲一氏 中川 公成 新ひだか 橋本牧場 438－ 21：54．3 3．3�
48 ショウナンカブト 牡3鹿 56 C．ルメール�湘南 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 532－ 41：55．25 2．6�
59 ア ッ テ ィ ラ 牡3栗 56

54 △横山 琉人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 446± 01：55．41 7．0�
12 ラッキーコイン 牡3黒鹿56 松岡 正海吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 アタマ 5．5�
816 タリスアマゾン 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 452－ 81：55．82� 36．2�
35 イデアユウシン 牡3黒鹿56 菅原 明良益田 修一氏 本間 忍 浦河 谷川牧場 532－ 41：56．54 11．0	
36 マイネルアラウダ 牡3栗 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 478－ 21：56．6� 157．1�

713 クリノアルバトロス 牡3栗 56 吉田 豊栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 500－ 81：56．92 27．6�
23 シゲルタイムフライ 牡3芦 56 丸田 恭介森中 啓子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 464－ 21：57．0クビ 69．2
714 ア ク ラ シ ア 牡3黒鹿56 武士沢友治�ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 490± 01：57．85 334．3�
612 チェリーロシアン 牡3芦 56

54 △小林 脩斗櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 508－101：57．9� 528．3�
815 フジマサメジャー 牡3栗 56 木幡 巧也藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B488± 01：58．0クビ 25．6�
47 ロケッツアン 牡3鹿 56

53 ▲小林 勝太 TURFレーシング 加藤士津八 新冠 的場牧場 492－ 81：58．31� 213．2�
24 シャインフェーブス 牡3黒鹿56 大野 拓弥ウエスト．フォレスト．

ステイブル
 高木 登 浦河 谷川牧場 492－ 21：58．62 45．9�
611 グリューンヴァルト 牡3青鹿 56

53 ▲佐藤 翔馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 61：58．7� 148．9�
11 マナキーアハ �3鹿 56 岩部 純二佐藤 弘樹氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 470± 02：01．2大差 541．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，859，900円 複勝： 47，630，300円 枠連： 11，554，500円
馬連： 52，422，100円 馬単： 23，713，000円 ワイド： 53，023，000円
3連複： 79，100，500円 3連単： 84，512，300円 計： 387，815，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（4－5） 370円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 280円 �� 470円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 358599 的中 � 84465（2番人気）
複勝票数 計 476303 的中 � 93360（2番人気）� 132605（1番人気）� 51955（4番人気）
枠連票数 計 115545 的中 （4－5） 23859（1番人気）
馬連票数 計 524221 的中 �� 77732（1番人気）
馬単票数 計 237130 的中 �� 14993（3番人気）
ワイド票数 計 530230 的中 �� 52266（2番人気）�� 26759（6番人気）�� 40644（4番人気）
3連複票数 計 791005 的中 ��� 49435（2番人気）
3連単票数 計 845123 的中 ��� 13024（8番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．9―13．1―12．3―12．2―12．7―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．0―51．1―1：03．4―1：15．6―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハッスルダンク �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 カジノドライヴ デビュー 2022．11．12 東京2着

2020．3．21生 牡3鹿 母 カジノスマイル 母母 コンペリングリーズン 3戦1勝 賞金 8，820，000円
〔制裁〕 マナキーアハ号の騎手岩部純二は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・5番・11

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マナキーアハ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月11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〕 アクラシア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年5月11日まで平地競走に出走できない。

06052 3月11日 晴 良 （5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 5，500，000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

612 ルーラルハピネス 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 伊藤 大士 平取 川向高橋育
成牧場 472－101：11．3 2．8�

36 ニシノトレンディー 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 488± 01：11．72 3．2�
11 テイエムスイスイ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 512＋ 41：12．23 5．8�
611 シンデレラスマイル 牝3鹿 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 428± 01：12．83� 26．7�
24 ブランディー 牝3青鹿 54

50 ★小林 美駒北駿競走馬組合 和田 雄二 新ひだか 高橋 修 432± 01：12．9� 97．5�
12 ハクサンアイ 牝3栗 54 三浦 皇成河﨑 五市氏 加藤士津八 浦河 谷口牧場 472 ―1：13．0� 102．7	
815 ヴ ァ ル カ ン 牝3栗 54 石川裕紀人山本てるみ氏 稲垣 幸雄 日高 アイズスタッド株式会社 444± 0 〃 アタマ 142．9

47 ディーズメイト 牝3栗 54

52 △横山 琉人中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 476－ 2 〃 ハナ 15．4�
23 シャドウダッチェス 牝3栗 54 C．ルメール 飯塚 知一氏 深山 雅史 千歳 社台ファーム 468＋181：13．53 4．7�
816 キョウエイノーブル 牝3黒鹿54 原田 和真田中 晴夫氏 萱野 浩二 日高 本間牧場 492－ 6 〃 アタマ 172．0
48 リネンプラン 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗戸山 光男氏 粕谷 昌央 新ひだか グローリーファーム 420± 01：13．81� 477．3�
714 メイレベッカ 牝3鹿 54 木幡 巧也千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 414＋ 4 〃 クビ 16．7�
510 フクノヘップバーン 牝3栗 54

51 ▲小林 勝太福島 祐子氏 小野 次郎 日高 株式会社
ケイズ 402 ―1：14．22� 406．9�

35 ペイシャカリントウ 牝3青鹿54 黛 弘人北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 中田 浩美 426 ―1：14．62� 593．5�
59 ベルプリュネル 牝3栗 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊藤 伸一 新冠 村上 進治 442 ―1：16．19 421．1�
713 ミラクルキューブ 牝3鹿 54 木幡 初也 �ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 454 ―1：19．2大差 242．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，006，500円 複勝： 63，342，100円 枠連： 12，461，400円
馬連： 62，941，700円 馬単： 28，594，300円 ワイド： 65，597，000円
3連複： 93，790，500円 3連単： 110，852，200円 計： 487，585，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 130円 � 160円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 230円 �� 340円 �� 260円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，410円

票 数

単勝票数 計 500065 的中 � 140290（1番人気）
複勝票数 計 633421 的中 � 126227（2番人気）� 133973（1番人気）� 89351（3番人気）
枠連票数 計 124614 的中 （3－6） 20369（1番人気）
馬連票数 計 629417 的中 �� 94574（1番人気）
馬単票数 計 285943 的中 �� 24022（1番人気）
ワイド票数 計 655970 的中 �� 76099（1番人気）�� 44852（5番人気）�� 64904（2番人気）
3連複票数 計 937905 的中 ��� 85679（2番人気）
3連単票数 計1108522 的中 ��� 23523（4番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―46．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルーラルハピネス �
�
父 ファインニードル �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2022．9．18 中山4着

2020．2．6生 牝3鹿 母 ナムラバイオレット 母母 ナムラテンニョ 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルプリュネル号・ミラクルキューブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年

4月11日まで平地競走に出走できない。



06053 3月11日 晴 良 （5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 5，500，000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
1：44．9
1：43．8

良
良

612 ガ レ ス ト ロ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496－101：49．9 1．9�

12 アルヴィエンヌ 牝3鹿 54 川田 将雅�橋口 林 徹 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 � 4．1�
48 � レッドアーバイン 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 手塚 貴久 英 Meon Val-

ley Stud 482－10 〃 ハナ 15．2�
59 ウインルピナス 牝3栗 54 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 420－ 61：50．21� 23．7�
23 ランビリーゾ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 斎藤 誠 洞	湖 レイクヴィラファーム 454－ 61：50．3� 7．7	
714 ロンギングタイム 牡3黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 472± 01：50．4� 6．6

611 トーセンダビット 牡3栗 56 吉田 豊島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 448－ 4 〃 クビ 125．1�
816 マイバラード 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 浦河 荻伏三好フ

アーム 456－ 61：50．5� 25．9
35 サムワンライクユー 牡3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 456－ 21：50．6
 30．2�
36 ラビットヘアー 牝3黒鹿54 菅原 明良�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422＋ 81：50．7クビ 103．1�
510 キラータイトル 牡3鹿 56 武藤 雅�明栄商事 西田雄一郎 新ひだか 沖田 忠幸 482－10 〃 クビ 126．6�
24 トラファルガー �3黒鹿56 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 新ひだか 矢野牧場 488－101：51．12� 405．3�
713 トーセンジュノ 牝3青鹿 54

53 ☆永野 猛蔵島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 438＋ 61：51．84 342．1�

47 キャラハンテソーロ 牡3黒鹿 56
54 △原 優介了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 前野牧場 454 ― 〃 アタマ 244．4�
11 イーヴンキール 牡3鹿 56 石川裕紀人ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 21：52．54 376．4�
815 クリノミスゴールド 牝3芦 54 菅原 隆一栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 440± 01：53．88 681．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，501，100円 複勝： 58，572，600円 枠連： 11，849，000円
馬連： 61，924，000円 馬単： 27，464，100円 ワイド： 59，741，600円
3連複： 91，226，100円 3連単： 102，634，500円 計： 458，913，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 260円 枠 連（1－6） 410円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 180円 �� 590円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 5，540円

票 数

単勝票数 計 455011 的中 � 186395（1番人気）
複勝票数 計 585726 的中 � 185910（1番人気）� 103059（2番人気）� 36659（5番人気）
枠連票数 計 118490 的中 （1－6） 22086（1番人気）
馬連票数 計 619240 的中 �� 117969（1番人気）
馬単票数 計 274641 的中 �� 28713（1番人気）
ワイド票数 計 597416 的中 �� 107776（1番人気）�� 22757（6番人気）�� 13651（14番人気）
3連複票数 計 912261 的中 ��� 34389（4番人気）
3連単票数 計1026345 的中 ��� 13424（10番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―12．9―12．6―12．0―12．3―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．1―50．7―1：02．7―1：15．0―1：26．6―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3

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

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

ガ レ ス ト ロ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．11．27 東京3着

2020．3．24生 牡3鹿 母 グレーパール 母母 オイスターチケット 3戦1勝 賞金 8，130，000円

06054 3月11日 晴 良 （5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 5，500，000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

36 コスタノヴァ 牡3鹿 56 杉原 誠人吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：53．7 19．1�
815 グランサバナ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：54．55 1．1�
611 サクセスベージュ �3青鹿56 菅原 明良�タカシマ 久保田貴士 新ひだか 三石川上牧場 466± 01：55．35 37．4�
24 ノアタイクーン 牡3黒鹿56 武士沢友治佐山 公男氏 鈴木慎太郎 日高 広中 稔 484－ 81：55．61� 29．9�
612 マンダリンボレロ 牡3栗 56 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 白瀬 盛雄 508－ 61：55．81� 15．2	
47 ショーネノー 牡3黒鹿56 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 青森 久保フアーム 508 ―1：56．11� 36．5

510 ニクソンテソーロ 牡3黒鹿 56

54 △原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 日高 リョーケンファー

ム株式会社 B486－ 4 〃 クビ 68．8�
713 メイショウカガ 牡3青鹿56 三浦 皇成松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 488＋ 81：56．52 11．3�
59 ミツカネアース 牡3鹿 56 丹内 祐次小山田 満氏 清水 英克 新冠 細川農場 B478－ 81：56．71� 286．8
48 フリューゲル 牡3鹿 56 木幡 巧也黒川 暁子氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 476＋141：56．8クビ 83．4�
714 ワラッテユルシテ 牝3鹿 54

50 ★小林 美駒片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 芳住 鉄兵 504－ 21：57．12 195．4�
12 ヴェルティグレ 牡3栗 56

55 ☆永野 猛蔵小島 章義氏 黒岩 陽一 日高 オリオンファーム B480＋ 21：57．41� 29．5�
35 サンタモニカビーチ 牡3芦 56 黛 弘人ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 木戸口牧場 516－10 〃 クビ 134．6�
11 サクラトップロール 牡3黒鹿 56

54 △小林 脩斗�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 472＋ 81：57．61 277．4�
23 ツヴィリング 牡3黒鹿56 津村 明秀 KRジャパン 田中 博康 浦河 市川フアーム 488 ―1：58．66 70．5�
816 ヴィアスパークル 牡3栗 56

54 △横山 琉人ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 浦河 ディアレスト
クラブ 442－101：59．34 292．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，062，900円 複勝： 185，379，100円 枠連： 13，664，100円
馬連： 58，541，600円 馬単： 44，988，800円 ワイド： 64，788，400円
3連複： 91，412，200円 3連単： 161，383，000円 計： 691，220，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 300円 � 110円 � 440円 枠 連（3－8） 650円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，470円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 49，490円

票 数

単勝票数 計 710629 的中 � 29752（4番人気）
複勝票数 計1853791 的中 � 38756（5番人気）� 1466701（1番人気）� 23446（9番人気）
枠連票数 計 136641 的中 （3－8） 16177（3番人気）
馬連票数 計 585416 的中 �� 62633（3番人気）
馬単票数 計 449888 的中 �� 10315（10番人気）
ワイド票数 計 647884 的中 �� 39363（4番人気）�� 4386（33番人気）�� 27620（6番人気）
3連複票数 計 914122 的中 ��� 14442（16番人気）
3連単票数 計1613830 的中 ��� 2364（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．3―1：01．8―1：14．5―1：27．3―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスタノヴァ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．12．25 中山11着

2020．4．3生 牡3鹿 母 カラフルブラッサム 母母 トロピカルブラッサム 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 サンタモニカビーチ号の騎手黛弘人は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

サンタモニカビーチ号の騎手黛弘人は，向正面での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 ヴィアスパークル号は，向正面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。
※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 アオイテン号・キタノクーヴェル号・コウセイ号・レッドフローガ号・ローディアマント号



06055 3月11日 晴 良 （5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 7，800，000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
1：57．8
1：56．1

良
良

55 メイテソーロ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 アイズスタッド株式会社 482－ 62：00．7 3．4�

79 ロードプレイヤー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 アイズスタッド株式会社 446－ 62：00．91� 3．3�
44 ボーンイングランデ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 グランデファーム 466＋ 22：01．11� 15．5�
66 ピクシレーション 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466－ 22：01．2� 2．3�
811 シャイニーゼネラル 	3鹿 56 黛 弘人小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 460± 02：01．3クビ 478．4	
78 マイネルビジョン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：01．4� 16．4

810 マジカルワード 牝3黒鹿54 菅原 明良村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 450－ 2 〃 クビ 16．5�
67 マイネルカンパーナ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �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 422＋182：01．5クビ 90．1�
11 ベルウッドミカサ 牡3黒鹿56 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 新ひだか 山際牧場 428－ 4 〃 クビ 438．5
33 ヒメナデシコ 牝3芦 54 津村 明秀林 正道氏 森田 直行 新冠 秋田牧場 426－ 42：01．71 32．9�
22 ゴールドレコーダー 牝3黒鹿54 田中 勝春居城 寿与氏 南田美知雄 新冠 北勝ファーム 412－ 62：01．8
 88．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，257，600円 複勝： 50，514，600円 枠連： 10，227，100円
馬連： 69，045，000円 馬単： 31，402，900円 ワイド： 58，175，800円
3連複： 99，064，900円 3連単： 140，815，800円 計： 510，503，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 150円 � 240円 枠 連（5－7） 480円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 240円 �� 540円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 7，270円

票 数

単勝票数 計 512576 的中 � 119485（3番人気）
複勝票数 計 505146 的中 � 119932（2番人気）� 92182（3番人気）� 41419（4番人気）
枠連票数 計 102271 的中 （5－7） 16492（3番人気）
馬連票数 計 690450 的中 �� 105331（3番人気）
馬単票数 計 314029 的中 �� 21156（6番人気）
ワイド票数 計 581758 的中 �� 69773（2番人気）�� 25588（7番人気）�� 23679（10番人気）
3連複票数 計 990649 的中 ��� 41293（7番人気）
3連単票数 計1408158 的中 ��� 14042（22番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．6―12．8―12．1―11．9―12．0―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．6―48．2―1：01．0―1：13．1―1：25．0―1：37．0―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイテソーロ �
�
父 ミッキーロケット �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2022．11．20 東京2着

2020．4．25生 牡3黒鹿 母 フリップフロップ 母母 ケイアイメモリー 6戦2勝 賞金 23，152，000円

06056 3月11日 晴 良 （5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，56�
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

45 クラリティスケール 牝4青 56 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 栄進牧場 450± 01：11．3 8．1�

22 � サクラファシナンテ 牝5黒鹿56 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 514－ 41：11．4� 3．6�
33 ヤマニンエルモサ 牝6鹿 56 大野 拓弥土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 480± 01：11．5クビ 81．7�
69 スマイルアップ 牝4芦 56 内田 博幸馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 444－ 81：11．6� 2．2�
68 � エスパダアスール 牝5栗 56 武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 444± 0 〃 ハナ 55．1�
11 � デュードメール 牝4鹿 56 杉原 誠人 	シルクレーシング 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 470＋121：11．7� 22．6

44 クイーンアポーン 牝4鹿 56 M．デムーロ�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 61：12．12 12．8�
813 クィーンアドバンス 牝6青 56 菊沢 一樹柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 480－ 8 〃 アタマ 26．7�
711 ハロースクロール 牝4黒鹿56 嶋田 純次	下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B434－14 〃 クビ 244．9
57 マキアージュ 牝4鹿 56 菅原 明良中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 バンブー牧場 450－141：12．41� 15．5�
56 � ミッテルライン 牝4栗 56 三浦 皇成 	キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 442＋111：13．14 34．0�
812� グルノイユジョーヌ 牝4栗 56 木幡 巧也谷口 祐人氏 的場 均 新ひだか 藤吉牧場 432＋ 4 〃 アタマ 385．5�
710 ビーマイベイビー 牝5鹿 56

55 ☆永野 猛蔵	ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 448－ 41：13．63 9．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 40，913，800円 複勝： 54，446，400円 枠連： 14，682，200円
馬連： 76，978，900円 馬単： 29，926，000円 ワイド： 68，424，900円
3連複： 106，973，400円 3連単： 124，566，200円 計： 516，911，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 170円 � 1，100円 枠 連（2－4） 840円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 620円 �� 5，730円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 17，940円 3 連 単 ��� 94，360円

票 数

単勝票数 計 409138 的中 � 40170（3番人気）
複勝票数 計 544464 的中 � 55627（3番人気）� 104735（2番人気）� 9745（11番人気）
枠連票数 計 146822 的中 （2－4） 13536（3番人気）
馬連票数 計 769789 的中 �� 41589（5番人気）
馬単票数 計 299260 的中 �� 6337（13番人気）
ワイド票数 計 684249 的中 �� 30400（5番人気）�� 2928（43番人気）�� 9692（21番人気）
3連複票数 計1069734 的中 ��� 4471（56番人気）
3連単票数 計1245662 的中 ��� 957（268番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラリティスケール �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Tale of Ekati デビュー 2021．12．12 中山3着

2019．2．15生 牝4青 母 エイシンカラット 母母 Ellie’s Moment 11戦2勝 賞金 23，380，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06057 3月11日 晴 良 （5中山2） 第5日 第9競走 ��
��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，58�，牝馬2�減

鎌ケ谷市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，500，000円 6，200，000円 3，900，000円 2，300，000円 1，550，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

47 トップオブジェラス 牡4鹿 58 横山 武史嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 530± 01：53．0 2．1�
11 サクセスエース 牡5栗 58 C．ルメール �ブルースターズファーム 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B492＋ 21：53．21� 23．4�
23 サイモンルモンド 	6栗 58 原 優介澤田 昭紀氏 小桧山 悟 日高 ヤナガワ牧場 460－ 21：53．41
 558．3�
713 デ ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 56 戸崎 圭太 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 476－ 21：53．5クビ 8．0�
58 オクトニオン 牡4鹿 58 菅原 明良小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 540＋ 4 〃 クビ 15．1�
35 スズノイナズマ 	5青鹿58 津村 明秀小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 474－ 41：53．6クビ 224．8	
814 タ シ ロ 牡6栗 58 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B532－ 4 〃 クビ 111．6�
611 カンピオーネ 牡4鹿 58 横山 和生�GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 518－ 41：53．81� 6．0�
22 トーアシオン 	7栗 58 木幡 巧也高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 480－ 2 〃 アタマ 17．1
34 フームスムート 牡6黒鹿58 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 B538－ 41：53．9
 46．2�
712 ジュールサイクル 牝6青 56 石川裕紀人吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 458－ 41：54．11 208．3�
610� アメリカンエール 牡5芦 58 武藤 雅 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B506＋ 41：54．52
 57．7�
46 ガルヴィハーラ 牡7栗 58 内田 博幸 
キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：54．92
 63．6�
815 セイウンロミオ 牡5鹿 58 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 538＋ 81：56．28 161．2�
59 イスカンダル 牡4鹿 58 川田 将雅田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 470＋ 42：37．8大差 3．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，180，800円 複勝： 72，331，600円 枠連： 19，288，800円
馬連： 102，772，200円 馬単： 38，635，400円 ワイド： 90，425，700円
3連複： 151，091，700円 3連単： 165，036，300円 計： 701，762，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 150円 � 480円 � 6，890円 枠 連（1－4） 2，100円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 970円 �� 27，160円 �� 46，540円

3 連 複 ��� 231，260円 3 連 単 ��� 511，330円

票 数

単勝票数 計 621808 的中 � 226635（1番人気）
複勝票数 計 723316 的中 � 188499（1番人気）� 33080（7番人気）� 1956（15番人気）
枠連票数 計 192888 的中 （1－4） 7118（9番人気）
馬連票数 計1027722 的中 �� 30461（11番人気）
馬単票数 計 386354 的中 �� 8897（11番人気）
ワイド票数 計 904257 的中 �� 25151（10番人気）�� 837（78番人気）�� 488（91番人気）
3連複票数 計1510917 的中 ��� 490（208番人気）
3連単票数 計1650363 的中 ��� 234（734番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―13．1―12．8―12．8―12．6―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．7―1：02．5―1：15．3―1：27．9―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップオブジェラス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Petionville デビュー 2022．4．9 中山4着

2019．3．3生 牡4鹿 母 ジェラスガール 母母 Isla Cozzene 6戦3勝 賞金 31，930，000円
〔馬の出走停止・調教再審査〕 イスカンダル号は，向正面で外側に逃避し，著しく遅れて入線したことについて令和5年3月12日

から令和5年4月1日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イスカンダル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月11日まで平地競走

に出走できない。

06058 3月11日 晴 良 （5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，R4．3．12以降R5．3．5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
1：05．8

良
良

36 レディバランタイン 牝4鹿 53 吉田 豊丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472－ 21：07．4 42．6�
24 メイショウゲンセン 牝6青鹿53 田中 勝春松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 太陽牧場 432－ 8 〃 クビ 21．8�
612 イルクオーレ �5鹿 58 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 B498＋ 61：07．5クビ 11．9�
48 ミッキーハーモニー 牝4鹿 55 横山 和生野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 2．5�
816 ユキノファラオ 牡5鹿 55 内田 博幸井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 21：07．71� 144．0�
35 ホウオウノーサイド 牡4栗 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 4 〃 アタマ 7．3	
815	 ブルースピリット �5鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 愛

Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

B492＋ 61：07．8クビ 7．4

713 ショウナンラスボス 牡5栗 56 菅原 明良国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 B472＋ 4 〃 クビ 7．8�
59 スリーパーダ 牝4栗 54 横山 武史 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：07．9
 19．8
611 オシリスブレイン 牡6青鹿56 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 504＋ 2 〃 アタマ 37．3�
11 フ ミ ロ ア 牝5鹿 53 永野 猛蔵林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 460± 0 〃 アタマ 158．5�
510 ア ビ エ ル ト 牡6鹿 56 石川裕紀人野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 498± 01：08．11 30．0�
714 ジョニーズララバイ 牡7鹿 55 横山 琉人金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 61：08．21 175．8�
47 グランアリエル 牡4鹿 55 柴田 善臣布施 慶士氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 484＋ 81：08．3クビ 38．9�
23 コスモカルナック 牡6鹿 58 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 中山 高鹿康 B500－ 2 〃 クビ 17．8�
12 ゼログラヴィティ 牝5黒鹿55 C．ルメールゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 81：09．910 9．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 79，510，200円 複勝： 107，326，400円 枠連： 28，305，400円
馬連： 156，504，000円 馬単： 53，214，900円 ワイド： 138，310，900円
3連複： 247，592，300円 3連単： 234，772，400円 計： 1，045，536，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，260円 複 勝 � 1，210円 � 700円 � 360円 枠 連（2－3） 2，660円

馬 連 �� 33，910円 馬 単 �� 81，780円

ワ イ ド �� 8，920円 �� 5，710円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 123，710円 3 連 単 ��� 935，210円

票 数

単勝票数 計 795102 的中 � 14905（13番人気）
複勝票数 計1073264 的中 � 21733（13番人気）� 39601（9番人気）� 85664（6番人気）
枠連票数 計 283054 的中 （2－3） 8246（12番人気）
馬連票数 計1565040 的中 �� 3576（73番人気）
馬単票数 計 532149 的中 �� 488（152番人気）
ワイド票数 計1383109 的中 �� 3978（71番人気）�� 6246（59番人気）�� 10223（46番人気）
3連複票数 計2475923 的中 ��� 1501（276番人気）
3連単票数 計2347724 的中 ��� 182（1793番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―10．7―11．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．0―44．3―55．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディバランタイン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Darshaan デビュー 2021．7．25 新潟1着

2019．3．29生 牝4鹿 母 ミリオンウィッシーズ 母母 Moonlight’s Box 11戦4勝 賞金 53，238，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アールクインダム号
（非抽選馬） 7頭 インフィナイト号・カバーガール号・シュアーヴアリア号・セリシア号・ファイアダンサー号・フォイアーロート号・

ランドオブリバティ号



06059 3月11日 晴 良 （5中山2） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第41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，R4．3．12以降R5．3．5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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

58 スルーセブンシーズ 牝5鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：46．5 3．7�
712 ス ト ー リ ア 牝4鹿 52 横山 武史 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 490＋ 21：46．71� 13．2�
45 � サトノセシル 牝7鹿 55 田辺 裕信里見 治氏 堀 宣行 英 Faisal Meshrf

Alqahtani 466± 01：47．01	 11．1�
34 アートハウス 牝4栗 57 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 470－12 〃 アタマ 2．9�
69 クリノプレミアム 牝6栗 55．5 M．デムーロ栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 488＋ 41：47．21	 5．7	
711 ス ラ イ リ ー 牝5鹿 53 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 454＋ 61：47．4
 62．2

33 リ ノ キ ア ナ 牝6鹿 50 原 優介松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 438－ 2 〃 ハナ 309．8�
814 ウインピクシス 牝4芦 53 松岡 正海�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 448± 0 〃 アタマ 6．1�
813 イ リ マ 牝5鹿 50 木幡 巧也前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 81：47．61 77．7
46 シャーレイポピー 牝5鹿 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 ハナ 70．5�
610 ラルナブリラーレ 牝6鹿 54 菅原 明良 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 40．1�
11 コトブキテティス 牝6黒鹿52 武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 446＋ 41：47．7クビ 224．1�
57 エイシンチラー 牝5鹿 53 三浦 皇成�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 484＋ 21：47．91� 17．8�
22 クロスマジェスティ 牝4鹿 51 柴田 善臣辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 478＋101：48．22 112．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 261，114，400円 複勝： 300，976，100円 枠連： 80，785，900円
馬連： 601，679，600円 馬単： 204，956，800円 ワイド： 500，823，700円
3連複： 1，178，875，000円 3連単： 1，348，518，100円 計： 4，477，729，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 310円 � 270円 枠 連（5－7） 1，420円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 720円 �� 630円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 5，920円 3 連 単 ��� 25，320円

票 数

単勝票数 計2611144 的中 � 551936（2番人気）
複勝票数 計3009761 的中 � 629373（1番人気）� 218360（6番人気）� 257625（5番人気）
枠連票数 計 807859 的中 （5－7） 43918（6番人気）
馬連票数 計6016796 的中 �� 215948（9番人気）
馬単票数 計2049568 的中 �� 46307（13番人気）
ワイド票数 計5008237 的中 �� 179870（9番人気）�� 211860（6番人気）�� 77214（20番人気）
3連複票数 計11788750 的中 ��� 149110（21番人気）
3連単票数 計13485181 的中 ��� 38606（83番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．6―12．0―11．4―11．9―12．0―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．7―48．7―1：00．1―1：12．0―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スルーセブンシーズ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．19 中山1着

2018．4．8生 牝5鹿 母 マイティースルー 母母 スルーオール 11戦4勝 賞金 102，648，000円
〔制裁〕 アートハウス号の騎手川田将雅は，向正面で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：6番）

06060 3月11日 晴 良 （5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，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
1：06．7
1：05．8

良
良

24 ウ ィ リ ン 牝4黒鹿56 丹内 祐次ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 448＋101：08．3 3．1�
611 ヨ ー ル 牝4鹿 56

52 ★小林 美駒藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 442－ 61：08．4� 6．7�
816 イズンシーラブリー 牝5鹿 56 横山 武史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422± 01：08．82� 3．4�
12 ヒ ノ ク ニ 牝4黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B446－ 4 〃 クビ 118．9�
23 ブランデーロック 牡4栗 58

55 ▲佐藤 翔馬新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478－ 21：08．9クビ 8．0�
47 フリートオブフット 牝4鹿 56 菅原 明良 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 444＋ 4 〃 ハナ 12．4	
510	 スズノフブキ 
9鹿 58 松岡 正海小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 490＋14 〃 クビ 429．8

713 トーセンサンダー 牡4青鹿58 木幡 巧也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋ 2 〃 アタマ 10．2�
59 ヤマニンプティパ 牝6鹿 56 田中 勝春土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 434－ 41：09．11 16．5
612 アルムファーツリー 牝5黒鹿56 戸崎 圭太﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－10 〃 アタマ 45．0�
48 サウンドブライアン 牡5芦 58

56 △横山 琉人増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 488＋ 2 〃 クビ 245．9�
35 カシノフォワード 
5鹿 58

55 ▲土田 真翔柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 436－ 2 〃 ハナ 48．7�
36 ジ ャ ガ ー ド 牡5芦 58

57 ☆永野 猛蔵栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 21：09．2クビ 221．9�
714 コスモカッティーボ 牡6鹿 58 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－ 21：09．3� 191．6�
11 アレクサンドラ 牝4栗 56

54 △原 優介�大樹ファーム 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 500－ 21：09．72� 113．1�
815 シゲルファンノユメ 牡4鹿 58 三浦 皇成森中 啓子氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 490± 01：09．91 19．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，865，700円 複勝： 117，853，900円 枠連： 39，167，700円
馬連： 172，909，500円 馬単： 63，978，100円 ワイド： 167，136，200円
3連複： 265，227，300円 3連単： 298，270，000円 計： 1，226，408，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 180円 � 140円 枠 連（2－6） 830円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 510円 �� 280円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 8，080円

票 数

単勝票数 計1018657 的中 � 260110（1番人気）
複勝票数 計1178539 的中 � 221763（2番人気）� 148113（3番人気）� 236696（1番人気）
枠連票数 計 391677 的中 （2－6） 36254（2番人気）
馬連票数 計1729095 的中 �� 115285（2番人気）
馬単票数 計 639781 的中 �� 20365（4番人気）
ワイド票数 計1671362 的中 �� 79634（3番人気）�� 170439（1番人気）�� 74769（4番人気）
3連複票数 計2652273 的中 ��� 120505（2番人気）
3連単票数 計2982700 的中 ��� 26747（9番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．1―11．4―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．2―45．6―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ィ リ ン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．7．3 福島1着

2019．3．23生 牝4黒鹿 母 レッドカーラ 母母 シンデレラロマンス 6戦3勝 賞金 38，942，000円



（5中山2）第5日 3月11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 177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

251，190，000円
38，280，000円
1，710，000円
32，640，000円
81，675，000円
5，105，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
878，475，500円
1，160，637，700円
269，906，200円
1，537，349，800円
605，202，600円
1，377，228，000円
2，593，322，500円
3，017，547，600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 11，439，669，900円

総入場人員 13，641名 （有料入場人員 13，250名）
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