
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

06085 3月19日 晴 不良 （5中山2） 第8日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時10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

24 スウィーヴェモワ 牝3青鹿54 大野 拓弥�ラ・メール 田村 康仁 浦河 辻 牧場 508－ 21：52．9 2．3�
510 グレイウェザーズ 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：53．53� 4．3�
816 レディエンフェイス 牝3芦 54

53 ☆永野 猛蔵 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 540＋ 6 〃 クビ 4．1�
713 サティンボディス 牝3鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474± 01：53．92� 7．2�
48 プリュネルウィンク 牝3黒鹿54 田辺 裕信嶋田 賢氏 中舘 英二 浦河 辻 牧場 444－ 2 〃 ハナ 13．9	
11 ヒ メ ワ カ バ 牝3鹿 54 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 484 ―1：55．07 39．0

35 ロゴナンバーワン 牝3鹿 54 菊沢 一樹�イーデン産業 小野 次郎 安平 ゼットステーブル 442－ 4 〃 クビ 29．2�
611 ウワサノアノコ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河 カケハムポニークラブ 414－ 61：55．31� 211．0�
36 ジューンリリー 牝3鹿 54

51 ▲佐藤 翔馬手嶋 美季氏 堀内 岳志 新ひだか 見上牧場 446－ 61：55．4クビ 93．8
23 ローレルレジーナ 牝3栗 54 丸田 恭介 �ローレルレーシング 稲垣 幸雄 新冠 新冠橋本牧場 494± 0 〃 ハナ 93．4�
47 ケイツータラ 牝3栗 54

50 ★小林 美駒楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 412－ 41：55．5� 205．8�
714 エレガントヒロイン 牝3栗 54 西村 淳也吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460－ 61：57．6大差 45．3�
612 ヴァーナルブルーム 牝3鹿 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 438± 0 〃 アタマ 179．2�
815 ベ ル エ ト 牝3黒鹿54 津村 明秀辻子 依旦氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 440＋ 41：57．91� 127．0�
59 キーコンパス 牝3黒鹿 54

52 △原 優介北前孔一郎氏 青木 孝文 浦河 赤田牧場 450＋121：58．32� 358．7�
12 ヘルミオーネ 牝3芦 54 野中悠太郎�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476－181：59．25 117．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，685，900円 複勝： 59，518，200円 枠連： 12，056，400円
馬連： 65，901，300円 馬単： 29，788，800円 ワイド： 61，834，800円
3連複： 108，087，000円 3連単： 125，006，600円 計： 501，879，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（2－5） 510円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 250円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 396859 的中 � 136076（1番人気）
複勝票数 計 595182 的中 � 193045（1番人気）� 92945（3番人気）� 113376（2番人気）
枠連票数 計 120564 的中 （2－5） 18224（2番人気）
馬連票数 計 659013 的中 �� 102832（1番人気）
馬単票数 計 297888 的中 �� 27842（1番人気）
ワイド票数 計 618348 的中 �� 79188（1番人気）�� 57477（3番人気）�� 62446（2番人気）
3連複票数 計1080870 的中 ��� 126989（1番人気）
3連単票数 計1250066 的中 ��� 38408（1番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．9―12．9―12．5―12．5―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―37．0―49．9―1：02．4―1：14．9―1：27．4―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―3F38．0
1
3
4，13（7，16）（8，15）（2，10）－（5，3）－14（6，9）11，12－1
4（13，16）（7，8）10－15（2，3，9，1）12（5，14，11）6

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

勝馬の
紹 介

スウィーヴェモワ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Zoffany デビュー 2022．12．24 中山3着

2020．4．13生 牝3青鹿 母 アンブラッセモワ 母母 Ice Flower 3戦1勝 賞金 9，500，000円
〔発走状況〕 エレガントヒロイン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ベルエト号の騎手津村明秀は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・10番・9番・8番）
〔調教再審査〕 エレガントヒロイン号は，発走調教再審査。
〔その他〕 キーコンパス号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘルミオーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月19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 ケイグンノイッカク号・シルヴァティカ号・セバーンテソーロ号

06086 3月19日 晴 不良 （5中山2） 第8日 第2競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時40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

36 � アフタヌーンドレス 牝3鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 米 Godolphin B500－ 21：10．9 3．0�
12 サクセスバラード 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 456＋ 21：11．22 6．4�
48 ストリートジャガー 牡3青鹿56 津村 明秀吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 日高大洋牧場 478－ 41：11．4� 2．7�
714 イグニション 牡3栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 474－ 41：12．14 14．2�
815 アンプレッセシチー 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B506＋ 2 〃 ハナ 23．7�
611� ロマンスオーサー 牡3青鹿56 西村 淳也ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Godolphin B500＋ 41：12．2クビ 19．1	
59 ハッピーミーク 牝3芦 54 内田 博幸山口功一郎氏 尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 440－ 8 〃 アタマ 27．8

24 ライヴペッパー 牡3鹿 56 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 樋渡 志尚 440＋ 8 〃 クビ 9．4�
35 マ ー ニ ャ 牝3栗 54 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 420－ 81：12．73 347．7�
47 キョウエイジョイ 牝3芦 54 菅原 明良田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 畠山牧場 B464－ 21：12．91 26．5
713 ミットシュラー 牝3鹿 54 菊沢 一樹滝沢 裕也氏 小手川 準 浦河 北光牧場 422－101：13．11 149．5�
816 イヌハワントナク 牡3黒鹿 56

54 △原 優介熊澤 浩樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 500－161：13．2	 293．4�
510 アイアンランラン 牝3黒鹿54 岩部 純二池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 424－101：13．3� 519．5�
23 ヒメカミノテング 牝3黒鹿54 木幡 初也國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 410－ 21：13．61	 527．6�
612 サイタブラウン 牡3栗 56

53 ▲佐藤 翔馬サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 B466－ 21：13．81 22．9�
11 シトラスフルーツ 牝3黒鹿54 山田 敬士小林 祐一氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 470 ―1：15．07 336．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，860，600円 複勝： 46，568，200円 枠連： 11，305，900円
馬連： 61，545，700円 馬単： 26，565，200円 ワイド： 58，483，000円
3連複： 93，741，800円 3連単： 100，123，100円 計： 436，193，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（1－3） 1，110円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 330円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 4，230円

票 数

単勝票数 計 378606 的中 � 100184（2番人気）
複勝票数 計 465682 的中 � 91345（2番人気）� 67000（3番人気）� 125826（1番人気）
枠連票数 計 113059 的中 （1－3） 7869（5番人気）
馬連票数 計 615457 的中 �� 50409（3番人気）
馬単票数 計 265652 的中 �� 12714（4番人気）
ワイド票数 計 584830 的中 �� 42191（3番人気）�� 77823（1番人気）�� 47608（2番人気）
3連複票数 計 937418 的中 ��� 93676（1番人気）
3連単票数 計1001231 的中 ��� 17136（5番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―46．2―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アフタヌーンドレス �
�
父 Bernardini �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2022．10．16 東京3着

2020．3．6生 牝3鹿 母 Beautify 母母 Ashado 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シトラスフルーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 キョウエイカンフ号・ラディーヴァ号・ラージフィールド号・ロジェ号

第２回 中山競馬 第８日



06087 3月19日 晴 不良 （5中山2） 第8日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時10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

816 パープルナイト 牡3栗 56 西村 太一�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 498－ 61：52．8 4．4�
24 ニシノファンフェア 牡3黒鹿56 横山 武史西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 本桐牧場 476－ 61：53．54 3．4�
48 ピックアップライン 牡3青鹿56 武士沢友治 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 514＋ 61：53．81� 5．2�
612 デザイアーフェーム 牡3黒鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新ひだか 土田ファーム 500＋ 21：54．01 64．3�
47 ユイアングレイス 牡3鹿 56 横山 和生由比 泉子氏 栗田 徹 新ひだか タツヤファーム 454＋ 21：54．1� 10．5�
35 ヴェールトゥマラン 牡3鹿 56 丹内 祐次落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 谷川牧場 488± 0 〃 アタマ 5．6	
59 ウォーハンマー 牡3鹿 56 野中悠太郎 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486 ―1：54．2� 24．8

815 ラフィネクリール 牡3芦 56 武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 21：54．84 98．1�
713 レゾリュート 牡3鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 526 ―1：55．01� 33．1
11 ローディアマント 牡3鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 尾関 知人 日高 クラウン日高牧場 486－ 41：55．1クビ 39．8�
510 ラスターブラスター 牡3栗 56

53 ▲石田 拓郎薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 518＋421：55．42 76．8�
611 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 B504－ 61：56．35 36．2�
714 カドノユトリ 牡3栗 56 江田 照男芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 478－ 2 〃 アタマ 204．0�
12 シュマンドロワ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか タガミファーム 464＋ 21：57．36 25．7�
23 ブルーリヴァーサル 牡3栗 56

54 ◇藤田菜七子青山 郁代氏 根本 康広 新ひだか 野表 篤夫 464＋ 41：57．62 178．1�
36 ア オ イ テ ン 牡3芦 56 田辺 裕信新谷 幸義氏 中舘 英二 新ひだか 千代田牧場 B496－ 41：58．23� 16．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，806，400円 複勝： 62，182，200円 枠連： 16，117，100円
馬連： 68，314，800円 馬単： 25，973，800円 ワイド： 69，420，600円
3連複： 113，197，600円 3連単： 107，742，400円 計： 502，754，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 140円 � 160円 枠 連（2－8） 700円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 380円 �� 450円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 7，140円

票 数

単勝票数 計 398064 的中 � 71787（2番人気）
複勝票数 計 621822 的中 � 90552（4番人気）� 124130（1番人気）� 96896（2番人気）
枠連票数 計 161171 的中 （2－8） 17596（4番人気）
馬連票数 計 683148 的中 �� 65717（2番人気）
馬単票数 計 259738 的中 �� 11712（4番人気）
ワイド票数 計 694206 的中 �� 47779（2番人気）�� 38953（4番人気）�� 41990（3番人気）
3連複票数 計1131976 的中 ��� 53194（3番人気）
3連単票数 計1077424 的中 ��� 10930（10番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．9―13．1―12．5―12．3―12．6―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．9―36．8―49．9―1：02．4―1：14．7―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パープルナイト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2023．2．19 東京3着

2020．3．8生 牡3栗 母 リボンティアラ 母母 ハートオブクィーン 2戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アオイテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月19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 タマモヴェナトル号・ボールズピラミッド号

06088 3月19日 晴 不良 （5中山2） 第8日 第4競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走11時40分 （ダート・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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

36 タ リ エ シ ン 牡3鹿 56 M．デムーロ野田 努氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 430－ 61：10．6 18．1�
611 ネバレチュゴー 牡3鹿 56 松岡 正海�ミルファーム 西田雄一郎 浦河 ミルファーム 520＋ 21：10．7� 2．1�
816 マヴォロンテ 牝3鹿 54 横山 武史�桑田牧場 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 448－ 6 〃 クビ 6．2�
24 エミサキホコル 牡3黒鹿56 川又 賢治亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B488－ 61：10．8クビ 4．9�
11 ハイインザスカイ 牡3鹿 56 菅原 明良深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 ナカノファーム 486± 01：11．11� 32．1�
35 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± 01：11．31	 69．0	
47 トロピカルヒーロー 牡3鹿 56 丹内 祐次田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 496＋ 21：11．4クビ 104．4

59 サニーサフラン 牡3鹿 56 内田 博幸海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 496－ 21：11．61	 20．8�
612 カマラードマリー 牝3鹿 54

52 △小林 脩斗岡 浩二氏 小笠 倫弘 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 472＋181：11．7� 51．0�

12 
 サザンレイク 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子 サザンホールディング 根本 康広 日高 坂 牧場 478＋ 21：11．8クビ 255．3�

815 ユイノマチブセ 牡3鹿 56 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 438± 0 〃 アタマ 19．9�
713 サ ル モ ン 牡3青鹿56 戸崎 圭太野村 茂雄氏 加藤士津八 新冠 村上牧場 518＋ 41：12．01� 7．4�
48 アントニオヒロキ 牡3栗 56 吉田 豊 Him Rock Racing

ホールディングス 北出 成人 浦河 �川 啓一 462－ 21：12．1クビ 64．5�
510 ダンスインザリング 牡3鹿 56 岩田 康誠古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 B448－ 2 〃 クビ 39．4�
23 サノノウォーリア 牡3鹿 56 石川裕紀人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 480± 01：12．2� 215．2�
714 グラスシフォン 牝3栗 54 津村 明秀半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 414± 01：12．31 46．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，414，600円 複勝： 75，395，500円 枠連： 16，198，000円
馬連： 84，698，300円 馬単： 34，076，000円 ワイド： 89，673，400円
3連複： 148，333，700円 3連単： 146，221，900円 計： 646，011，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 270円 � 120円 � 210円 枠 連（3－6） 990円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，320円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 27，750円

票 数

単勝票数 計 514146 的中 � 22661（5番人気）
複勝票数 計 753955 的中 � 53476（5番人気）� 240914（1番人気）� 75940（4番人気）
枠連票数 計 161980 的中 （3－6） 12620（4番人気）
馬連票数 計 846983 的中 �� 39436（4番人気）
馬単票数 計 340760 的中 �� 6092（13番人気）
ワイド票数 計 896734 的中 �� 43590（4番人気）�� 16015（15番人気）�� 60941（3番人気）
3連複票数 計1483337 的中 ��� 33161（9番人気）
3連単票数 計1462219 的中 ��� 3820（75番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．8―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．0
3 12，4－（5，16）（11，15）（1，6）（10，13）2（7，8，14，3）9 4 12，4－5（16，11）1，6（10，15）－7（2，13）（8，3）（9，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タ リ エ シ ン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2022．6．12 函館4着

2020．4．2生 牡3鹿 母 エヴァディングタンペット 母母 Late Summer 9戦2勝 賞金 21，720，000円
〔制裁〕 タリエシン号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金100，000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） 3頭 エリスグリ号・カイザーブリッツ号・ボルドーネセバル号



06089 3月19日 晴 重 （5中山2） 第8日 第5競走 ��
��1，600�3歳未勝利

発走12時30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
1：30．3
1：30．3

良
良

35 キタノブライド 牝3栗 54 田辺 裕信北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 406－ 41：36．3 3．3�
611 ミヤビブレイブ 牝3鹿 54 松岡 正海村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 456－ 41：36．41 3．8�
24 ネザーランドリマ 牝3鹿 54

51 ▲佐藤 翔馬小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 410－ 21：36．5� 26．7�
48 クライノート 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 21：36．81� 6．2�
23 セイウンシリウス 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 谷川牧場 444－ 2 〃 アタマ 4．4�
816 ゲンパチジャンヌ 牝3鹿 54 丹内 祐次平野 武志氏 西田雄一郎 浦河 山田牧場 448 ― 〃 アタマ 62．8	
714 フェミナフォルテ 牝3芦 54 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 426 ― 〃 アタマ 90．8

12 マ ロ ン ド レ 牡3栗 56 西村 淳也伊藤 功一氏 大竹 正博 洞	湖 レイクヴィラファーム 458＋ 21：36．9� 31．4�
36 ピーエムギャレット 牝3鹿 54 津村 明秀松山 毅氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 464＋121：37．21� 12．6�
612 イサチルキュート 牝3黒鹿54 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 日高 坂戸 節子 474 ―1：37．3クビ 16．7
713 オスカーウィナー 牡3鹿 56

54 △原 優介嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 服部 牧場 456 ―1：37．83� 38．4�
59 メイショウサトユキ 牡3鹿 56 木幡 育也松本 好雄氏 蛯名 正義 浦河 三嶋牧場 500 ―1：38．01 63．8�
47 キタノランディ 牝3黒鹿54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 430 ―1：38．31� 81．7�
510 サクラストリーム 牡3鹿 56 菅原 明良�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 506 ―1：39．89 82．9�
815 エマルジョン 牝3鹿 54 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 日高 宝寄山 拓樹 452 ―1：41．07 339．4�

（15頭）
11 フェルマータ 牡3鹿 56 大野 拓弥野嶋 祥二氏 田島 俊明 浦河 杵臼牧場 476± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 40，272，200円 複勝： 55，274，200円 枠連： 14，449，000円
馬連： 59，674，100円 馬単： 24，618，300円 ワイド： 58，362，300円
3連複： 89，388，400円 3連単： 98，446，800円 計： 440，485，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 380円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，080円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 13，110円

票 数

単勝票数 差引計 402722（返還計 6775） 的中 � 97182（1番人気）
複勝票数 差引計 552742（返還計 13312） 的中 � 111999（1番人気）� 99088（3番人気）� 27518（7番人気）
枠連票数 差引計 144490（返還計 324） 的中 （3－6） 23727（1番人気）
馬連票数 差引計 596741（返還計 23532） 的中 �� 78702（1番人気）
馬単票数 差引計 246183（返還計 8620） 的中 �� 16571（1番人気）
ワイド票数 差引計 583623（返還計 30103） 的中 �� 66290（1番人気）�� 12641（10番人気）�� 9463（15番人気）
3連複票数 差引計 893884（返還計 67556） 的中 ��� 19202（8番人気）
3連単票数 差引計 984468（返還計 69285） 的中 ��� 5444（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．6―47．6―59．7―1：11．7―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタノブライド �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2023．1．28 東京4着

2020．5．8生 牝3栗 母 ミニョンレーヌ 母母 ルンバブギー 3戦1勝 賞金 8，630，000円
〔競走除外〕 フェルマータ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔その他〕 エマルジョン号は，発走後に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 アカラレイア号・ウインドアカネール号・ジュンフシナ号・シルバーテーラー号・ブラックポイント号

06090 3月19日 晴 重 （5中山2） 第8日 第6競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

816 ウィズグレイス 牝4鹿 56 西村 淳也 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 450－ 82：02．7 5．4�
612 タ シ ッ ト 牡4鹿 58 横山 和生多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 462＋142：02．8クビ 6．7�
611 エンパイアウエスト 牝4鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：03．54 11．5�
12 カトルショセット 牝5鹿 56 津村 明秀�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 ハナ 125．3�
48 ローブエリタージュ 牝4青鹿56 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 400－ 42：03．6� 35．6	
47 マイネルシーマー 牡4黒鹿58 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 B492± 0 〃 ハナ 60．2

35 カヨウネンカ 牝4栗 56 菅原 明良�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 452± 0 〃 ハナ 5．7�
36 エバーハンティング 牝4鹿 56 北村 友一宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412＋ 22：03．81 21．0�
11 ヒシシュシュ 牝5鹿 56 田辺 裕信阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 422＋162：04．43� 13．5
24 	 ザスリーサーティ 牡8青鹿 58

54 ★小林 美駒諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 488－ 2 〃 クビ 42．9�
510 ロ ジ マ ン ボ 牡4黒鹿58 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 486－ 22：04．5クビ 35．6�
714 ヤマニンパニータ 牝4鹿 56 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 454－ 22：04．6
 75．3�
23 	 スピアヘッド 牡4黒鹿58 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 438－ 42：04．91� 36．6�
815 イ ル チ ル コ 牝4鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 22：05．43 3．4�
713 イヴニングスター 牡4黒鹿58 横山 武史村野 康司氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 500＋ 42：05．82� 9．7�
59 	 マルターズデイ 牡4黒鹿58 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 506± 02：06．65 221．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，512，000円 複勝： 73，756，400円 枠連： 20，237，900円
馬連： 83，982，000円 馬単： 34，314，500円 ワイド： 84，135，400円
3連複： 136，447，600円 3連単： 139，486，800円 計： 622，872，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 270円 � 380円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，510円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 13，150円 3 連 単 ��� 25，680円

票 数

単勝票数 計 505120 的中 � 74373（2番人気）
複勝票数 計 737564 的中 � 87350（3番人気）� 71214（4番人気）� 46126（6番人気）
枠連票数 計 202379 的中 （6－8） 28736（1番人気）
馬連票数 計 839820 的中 �� 29303（7番人気）
馬単票数 計 343145 的中 �� 11186（5番人気）
ワイド票数 計 841354 的中 �� 20960（11番人気）�� 14217（16番人気）�� 14003（17番人気）
3連複票数 計1364476 的中 ��� 7779（41番人気）
3連単票数 計1394868 的中 ��� 3937（62番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．4―12．4―12．8―12．6―12．2―12．2―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―36．0―48．4―1：01．2―1：13．8―1：26．0―1：38．2―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ウィズグレイス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Curlin デビュー 2021．10．3 中山5着

2019．2．6生 牝4鹿 母 カ ラ ラ イ ナ 母母 Whatdreamsrmadeof 8戦2勝 賞金 21，154，000円



06091 3月19日 晴 不良 （5中山2） 第8日 第7競走 ��
��1，200�4歳以上1勝クラス

発走13時30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

35 � ヴァンデリオン 牡6栗 58 M．デムーロ �サザンホールディング 根本 康広 米 P. Headley, Nancy
Bell & NATO 502＋ 41：11．0 4．5�

48 ロジヴィクトリア 牝4黒鹿56 菅原 明良久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 B482－ 21：11．1クビ 4．3�
47 トーセンニック 牡5栗 58 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 474－ 41：11．41	 2．6�
23 サンダビューク 牡4黒鹿 58

56 △小林 凌大加藤 信之氏 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 468＋ 41：11．5
 11．5�
11 � マイアミュレット �4鹿 58 内田 博幸�マークス 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 472－ 8 〃 クビ 199．5	
713 エコログロリアス �4鹿 58 西村 淳也原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 61：11．81	 17．4

612 カ リ カ 牝4芦 56 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 484－ 61：11．9
 12．5�
12 サンフィニティ 牝5鹿 56

52 ★小林 美駒 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 444－ 41：12．01 12．7
510 ヨシオドライヴ 牡6黒鹿58 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 506± 0 〃 ハナ 110．7�
815 モ ー ル 牡4栗 58

56 △原 優介 �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B484＋ 91：12．1
 69．3�
24 � スエトニウス �4栗 58

57 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース伊藤 圭三 米 Shadai Cor-
poration 480＋ 6 〃 ハナ 78．4�

59 ヒノデミッチー 牡4栗 58 北村 宏司茂木 国久氏 松永 康利 新ひだか 木田牧場 518± 01：12．41
 23．5�
611 ホノノディーヴァ 牝4鹿 56

53 ▲石田 拓郎鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B506＋121：12．5
 54．5�

714� ショウユアセルフ 牝5黒鹿56 山田 敬士�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 486＋ 3 〃 ハナ 306．1�
36 � ヴィオマージュ 牡5鹿 58 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 490－ 81：12．71
 54．6�
816 ダイイチターミナル 牡9鹿 58 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 476＋10 （競走中止） 274．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，335，200円 複勝： 57，742，800円 枠連： 16，256，000円
馬連： 76，522，700円 馬単： 29，643，800円 ワイド： 72，182，600円
3連複： 118，708，900円 3連単： 128，842，000円 計： 540，234，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 140円 � 120円 枠 連（3－4） 330円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 320円 �� 230円 �� 240円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，780円

票 数

単勝票数 計 403352 的中 � 70869（3番人気）
複勝票数 計 577428 的中 � 96894（3番人気）� 102614（2番人気）� 141299（1番人気）
枠連票数 計 162560 的中 （3－4） 37512（1番人気）
馬連票数 計 765227 的中 �� 72980（3番人気）
馬単票数 計 296438 的中 �� 15888（5番人気）
ワイド票数 計 721826 的中 �� 52875（3番人気）�� 82916（1番人気）�� 76910（2番人気）
3連複票数 計1187089 的中 ��� 130975（1番人気）
3連単票数 計1288420 的中 ��� 24680（5番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．7―12．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．9―47．1―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 ・（7，13）14（5，8，11）（2，3，12）6（4，10，9）－1，15＝16 4 ・（7，13）14（5，8，11）（2，3，12，9）（4，10，6）－1－15＝16

勝馬の
紹 介

�ヴァンデリオン �
�
父 First Samurai �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2019．11．3 東京5着

2017．3．11生 牡6栗 母 Kitten’s Peak 母母 Majestically 33戦2勝 賞金 39，310，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ダイイチターミナル号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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） 2頭 アリビオ号・ニシノラーナ号

06092 3月19日 晴 重 （5中山2） 第8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

710 トゥデイイズザデイ 牡4鹿 58 横山 武史前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460－ 81：35．0 3．3�

813 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 482＋ 41：35．21 12．0�
11 ロードカテドラル 牡4黒鹿58 菅原 明良 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 502± 01：35．41� 4．2�
68 レーヴドゥラプレリ 牝5鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464－121：35．5	 14．1�
56 ア ル マ マ 牡7芦 58 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：35．6
 14．6	
812 ニシノレバンテ 牡4鹿 58 大野 拓弥西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 490－ 41：35．7クビ 27．3

22 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 484－ 21：35．8	 63．5�
57 � ジッピーレーサー �6鹿 58

57 ☆永野 猛蔵岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule B476＋ 61：35．9	 93．0�
44  マイネルダグラス 牡5鹿 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 512－ 41：36．0	 26．5
33 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± 01：36．32 77．8�
711 ティーガーデン 牡4黒鹿58 岩田 康誠 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B504－ 81：36．51	 3．7�
69 ヴィクトゥーラ 牡5黒鹿58 西村 淳也近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 484－121：36．81	 9．0�
45 セイウンパワフル 牡6鹿 58 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 棚川 光男 470＋ 21：37．54 367．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，428，100円 複勝： 74，978，500円 枠連： 21，024，900円
馬連： 99，640，500円 馬単： 35，972，200円 ワイド： 86，662，000円
3連複： 147，871，600円 3連単： 162，541，400円 計： 680，119，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 260円 � 150円 枠 連（7－8） 720円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 910円 �� 370円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 18，170円

票 数

単勝票数 計 514281 的中 � 122357（1番人気）
複勝票数 計 749785 的中 � 134454（3番人気）� 58411（6番人気）� 145451（2番人気）
枠連票数 計 210249 的中 （7－8） 22455（3番人気）
馬連票数 計 996405 的中 �� 24597（14番人気）
馬単票数 計 359722 的中 �� 7285（11番人気）
ワイド票数 計 866620 的中 �� 23067（13番人気）�� 64800（3番人気）�� 29698（8番人気）
3連複票数 計1478716 的中 ��� 32261（11番人気）
3連単票数 計1625414 的中 ��� 6483（54番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．5―11．7―11．8―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．6―47．3―59．1―1：11．0―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

トゥデイイズザデイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2021．9．19 中京1着

2019．4．8生 牡4鹿 母 キトゥンズクイーン 母母 High Chant 8戦3勝 賞金 37，589，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 ヴィクトゥーラ号・ティーガーデン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。



06093 3月19日 晴 重 （5中山2） 第8日 第9競走 ��
��1，800�スピカステークス

発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

713 ノースザワールド 牡5青鹿58 横山 和生 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 478－ 41：48．6 6．4�
59 クライミングリリー 牝5鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 470－ 21：48．81 33．6�
612 スパイラルノヴァ 牡5黒鹿58 M．デムーロ�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 81：49．01� 10．3�
611 ダークエクリプス 牡4青鹿58 津村 明秀矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 490± 0 〃 ハナ 17．4�
510 ローシャムパーク 牡4鹿 58 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 500－ 21：49．2	 1．4	
816 フ ァ ユ エ ン 牝5鹿 56 北村 宏司谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 474＋ 4 〃 クビ 77．4

12 カ ル リ ー ノ 牡7鹿 58 岩田 康誠 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B520－ 21：49．3
 449．0�
48 ルドヴィクス 牡5青 58 菅原 明良村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 526± 01：49．51
 15．8�
23 テーオーシリウス 牡5黒鹿58 西村 淳也小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 B468－ 21：50．02
 60．2
815 ゴーゴーユタカ 牡4鹿 58 横山 武史井山 登氏 武井 亮 新冠 協和牧場 476± 0 〃 ハナ 16．0�
35 エリオトローピオ 牝4栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 41：50．21� 62．8�
47 フリーフリッカー 牡9鹿 58 野中悠太郎�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 21：50．52 569．9�
11 トーセンメラニー 牝5黒鹿56 原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 506± 0 〃 アタマ 50．7�
24 ヤマニンデンファレ 牝5芦 56 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 488＋ 61：50．6
 99．6�
36 ヴィクターバローズ �6鹿 58 北村 友一猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 476＋261：51．23
 274．7�
714 シ ャ チ 牡6鹿 58 勝浦 正樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B478＋ 21：51．94 396．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，443，000円 複勝： 218，561，400円 枠連： 22，646，900円
馬連： 120，258，800円 馬単： 61，481，100円 ワイド： 121，019，200円
3連複： 201，721，500円 3連単： 292，860，300円 計： 1，114，992，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 350円 � 1，270円 � 550円 枠 連（5－7） 350円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 690円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 13，860円 3 連 単 ��� 82，480円

票 数

単勝票数 計 764430 的中 � 95374（2番人気）
複勝票数 計2185614 的中 � 181427（2番人気）� 41326（7番人気）� 104370（3番人気）
枠連票数 計 226469 的中 （5－7） 49625（1番人気）
馬連票数 計1202588 的中 �� 14977（18番人気）
馬単票数 計 614811 的中 �� 3628（27番人気）
ワイド票数 計1210192 的中 �� 19494（15番人気）�� 47005（6番人気）�� 13029（23番人気）
3連複票数 計2017215 的中 ��� 10915（41番人気）
3連単票数 計2928603 的中 ��� 2574（184番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―35．5―47．2―59．0―1：11．1―1：23．5―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノースザワールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．7．25 新潟6着

2018．4．4生 牡5青鹿 母 パスオブドリームズ 母母 Path of Thunder 23戦4勝 賞金 119，841，000円
〔発走状況〕 テーオーシリウス号は，枠内駐立不良〔突進〕。

06094 3月19日 晴 重 （5中山2） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

ち ば

千葉ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，R4．3．19以降R5．3．12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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：08．4
1：08．4

不良
不良

48 スズカコテキタイ 牡4鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 奥村 武 新ひだか グランド牧場 B500－ 21：09．3 3．8�
11 テイエムトッキュウ 牡5鹿 56 北村 友一竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 504－ 41：09．41 4．5�
815� ワルツフォーラン 牝6青鹿53 津村 明秀松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B488＋121：09．5クビ 25．3�
59 アイオライト 牡6黒鹿58 丹内 祐次田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 494－ 2 〃 クビ 11．2�
611 クロジシジョー 牡4青鹿56 西村 淳也河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 456＋ 81：09．6クビ 6．0�
24 カ イ ア ワ セ 牝6栗 53 大野 拓弥内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 460± 0 〃 クビ 51．7�
714 ボイラーハウス 牡5鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 504＋ 41：09．7クビ 18．4	
23 スナークダヴィンチ 牡6鹿 56 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 浦河 宮内牧場 B500＋ 61：09．8� 7．8

713 アーバンイェーガー 牡9黒鹿55 吉田 豊村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 516± 0 〃 クビ 69．7�
12 シャイニーブランコ 牡7芦 55 北村 宏司小林 昌志氏 小林 真也 平取 雅 牧場 458－ 21：09．9	 66．8�
816 ショウナンアニメ 牡6鹿 54 内田 博幸湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 504－ 21：10．11 98．3�
612
 オーロラテソーロ 牡6栗 58．5 横山 武史了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 500－ 21：10．31	 5．7�

47 ベイビーボス 牡6鹿 55 菅原 明良酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 488－ 21：10．83 30．6�
36 アイアムハヤスギル 牡7黒鹿54 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 6 〃 ハナ 123．5�
510� ドウドウキリシマ 牡7栗 54 永野 猛蔵西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 B508＋ 21：11．12 277．5�
35 マイネルジェロディ 牡5青鹿56 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 21：11．31 56．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 88，191，100円 複勝： 105，793，900円 枠連： 32，567，900円
馬連： 183，247，800円 馬単： 61，413，000円 ワイド： 149，863，700円
3連複： 292，860，200円 3連単： 291，830，400円 計： 1，205，768，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 210円 � 660円 枠 連（1－4） 910円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，680円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 19，160円 3 連 単 ��� 67，480円

票 数

単勝票数 計 881911 的中 � 184483（1番人気）
複勝票数 計1057939 的中 � 181140（1番人気）� 138595（3番人気）� 32401（9番人気）
枠連票数 計 325679 的中 （1－4） 27613（2番人気）
馬連票数 計1832478 的中 �� 126712（1番人気）
馬単票数 計 614130 的中 �� 23803（1番人気）
ワイド票数 計1498637 的中 �� 90265（1番人気）�� 13682（31番人気）�� 11950（37番人気）
3連複票数 計2928602 的中 ��� 11460（61番人気）
3連単票数 計2918304 的中 ��� 3135（202番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．9―11．8―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．1―44．9―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．2
3 1，15，12（5，9）（2，8）（3，11）－（4，16）（7，14）13，6－10 4 1（5，15）12，9（2，8）（3，11）4（16，14）13，7，6，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカコテキタイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．9．11 中山6着

2019．3．10生 牡4鹿 母 コ テ キ タ イ 母母 チアリーダー 15戦5勝 賞金 71，900，000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。
（非抽選馬） 6頭 カルネアサーダ号・コパノマーキュリー号・ゼンノアンジュ号・チェイスザドリーム号・ミスズグランドオー号・

レッドゲイル号

２レース目



06095 3月19日 晴 重 （5中山2） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第72回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

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

フジテレビ賞（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 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．8

良
良

24 ベラジオオペラ 牡3鹿 56 横山 武史林田 祥来氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 500－ 41：48．9 3．7�
510 ホウオウビスケッツ 牡3鹿 56 横山 和生小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：49．11� 5．5�
12 メタルスピード 牡3黒鹿56 津村 明秀 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 タバタファーム B504－ 41：49．2� 21．2�
11 グ ラ ニ ッ ト 牡3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 456－ 41：49．3	 62．9�
714 パクスオトマニカ 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：49．61� 17．1	
815 セブンマジシャン 牡3鹿 56 戸崎 圭太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：49．81� 3．3

611 オールパルフェ 牡3鹿 56 大野 拓弥遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 488＋ 4 〃 ハナ 8．5�
47 ドンデンガエシ 牡3鹿 56 北村 宏司�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 148．4�
48 シルトホルン 牡3黒鹿56 菅原 明良ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 飛渡牧場 454－ 6 〃 クビ 31．4
59 アイスグリーン 牡3青鹿56 西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480－ 6 〃 ハナ 10．9�
612 シーウィザード 牡3鹿 56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 478＋ 4 〃 同着 58．2�
35 ウィステリアリヴァ 牡3鹿 56 吉田 豊ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 490－ 81：50．0� 112．6�
36 ジョウショーホープ 牡3鹿 56 石川裕紀人熊田 義孝氏 新谷 功一 新ひだか 福岡 駿弥 464＋ 41：50．53	 29．2�
713 トーセンアウローラ 牡3栗 56 丹内 祐次島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 81：51．13	 57．0�
816 ハ ウ ゼ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �CHEVAL AT-

TACHE 田中 博康 浦河 辻 牧場 502－ 41：51．2	 19．3�
23 アヴェッリーノ 牡3栗 56 木幡 巧也八嶋 長久氏 的場 均 安平 
橋本牧場 482－ 21：54．5大差 367．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 305，069，400円 複勝： 321，666，900円 枠連： 139，268，500円 馬連： 782，850，500円 馬単： 253，491，900円
ワイド： 616，243，100円 3連複： 1，579，628，400円 3連単： 1，717，395，200円 5重勝： 775，524，400円 計： 6，491，138，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 210円 � 410円 枠 連（2－5） 730円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，550円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 18，150円

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

キャリーオーバー なし����� 2，350，070円

票 数

単勝票数 計3050694 的中 � 653797（2番人気）
複勝票数 計3216669 的中 � 529708（2番人気）� 425905（3番人気）� 166965（7番人気）
枠連票数 計1392685 的中 （2－5） 147386（3番人気）
馬連票数 計7828505 的中 �� 515520（2番人気）
馬単票数 計2534919 的中 �� 108364（3番人気）
ワイド票数 計6162431 的中 �� 301194（3番人気）�� 105691（17番人気）�� 95971（19番人気）
3連複票数 計15796284 的中 ��� 205331（16番人気）
3連単票数 計17173952 的中 ��� 68596（32番人気）
5重勝票数 計7755244 的中 ����� 231

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．4―47．3―59．4―1：11．7―1：24．1―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベラジオオペラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2022．11．20 阪神1着

2020．4．7生 牡3鹿 母 エアルーティーン 母母 エアマグダラ 3戦3勝 賞金 73，023，000円
〔制裁〕 ドンデンガエシ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルビジョン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりベラジオオペラ号・ホウオウビスケッツ号・メタルスピード号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06096 3月19日 晴 重 （5中山2） 第8日 第12競走 ��
��2，400�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （ダート・右）
負担重量は，4歳57�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

510 ヒミノフラッシュ 牡5黒鹿58 津村 明秀佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 556－ 42：33．3 4．1�
35 ローズボウル 牡5鹿 58 武藤 雅 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム B512－ 22：33．4� 15．9�
11 スリーエクスプレス 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492± 02：33．72 4．3�
12 ナムアミダブツ 牡6鹿 58 大野 拓弥ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B470＋ 2 〃 アタマ 25．1�
815 コウユーパパニニテ 牡4栗 57 吉田 豊加治屋貞光氏 辻 哲英 新冠 海馬沢 明 526＋ 22：33．8クビ 34．6�
714 ヤマニンバンタジオ 	9栗 58 勝浦 正樹土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 556＋ 4 〃 アタマ 159．1	
47 ヤマノマタカ 牡6鹿 58 丹内 祐次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B494－ 62：33．9
 41．0

612 オヤノナナヒカリ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �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 456－ 42：34．0� 4．7�
611 アイスシェルフ 牡6黒鹿58 内田 博幸吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 544± 02：34．42� 57．7�
36 クールファイブ 牡5鹿 58 松岡 正海大塚 亮一氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 486－102：34．82� 39．7
59 コバルトブルー 牡7栗 58

56 △小林 脩斗青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476＋ 22：35．01� 58．7�
24 リュードマン 牡6黒鹿58 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B492－ 42：35．31
 116．9�
48 メ ラ ー キ 牡6青鹿58 横山 武史大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 494－ 62：35．72� 7．0�
816 プラチナドリーム 牡4鹿 57 菅原 明良飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B474＋102：35．8� 5．9�
713 ラブベティー 牝4栗 55 石川裕紀人増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 462＋ 22：37．6大差 39．2�
23 サバンナモンキー 牡4黒鹿57 木幡 巧也石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 B472＋ 62：38．87 124．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 134，369，300円 複勝： 164，920，500円 枠連： 55，219，200円
馬連： 252，641，400円 馬単： 88，931，900円 ワイド： 235，781，300円
3連複： 445，735，100円 3連単： 477，560，000円 計： 1，855，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 350円 � 180円 枠 連（3－5） 1，990円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 970円 �� 460円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 35，280円

票 数

単勝票数 計1343693 的中 � 257771（1番人気）
複勝票数 計1649205 的中 � 283140（1番人気）� 98947（6番人気）� 250958（2番人気）
枠連票数 計 552192 的中 （3－5） 21478（11番人気）
馬連票数 計2526414 的中 �� 70956（11番人気）
馬単票数 計 889319 的中 �� 13098（21番人気）
ワイド票数 計2357813 的中 �� 60932（11番人気）�� 141037（2番人気）�� 31649（18番人気）
3連複票数 計4457351 的中 ��� 46636（16番人気）
3連単票数 計4775600 的中 ��� 9812（90番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―12．8―12．2―13．2―13．4―13．3―12．3―12．2―12．6―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．4―38．2―50．4―1：03．6―1：17．0―1：30．3―1：42．6―1：54．8―2：07．4―2：19．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒミノフラッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．7．4 阪神7着

2018．4．10生 牡5黒鹿 母 ヒミノプリンセス 母母 サイキックガール 24戦3勝 賞金 47，716，000円
〔発走状況〕 スリーエクスプレス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヤマノマタカ号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔調教再審査〕 スリーエクスプレス号は，発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 2頭 スクリーンプロセス号・ナンヨーヴィヨレ号
（非抽選馬） 2頭 キゾク号・シュブリーム号

５レース目



（5中山2）第8日 3月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 188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
3，020，000円
36，220，000円
2，610，000円
40，880，000円
87，450，000円
5，442，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
955，387，800円
1，316，358，700円
377，347，700円
1，939，277，900円
706，270，500円
1，703，661，400円
3，475，721，800円
3，788，056，900円
775，524，400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 15，037，607，100円

総入場人員 16，096名 （有料入場人員 15，536名）



令和5年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，439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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，147，800，000円
31，100，000円
293，220，000円
14，770，000円
279，770，000円
4，000，000円
661，580，000円
43，217，500円
13，814，400円

勝馬投票券売得金
7，672，982，500円
10，793，802，300円
2，718，608，100円
13，961，462，300円
5，621，578，300円
12，427，225，700円
23，518，356，900円
28，843，849，100円
3，029，199，900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
5 重 勝
計 108，587，065，100円

総入場延人員 113，492名 （有料入場延人員 109，669名）
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