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06013 3月1日 曇 稍重 （27中山2）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611 リンガスヴィグラス 牝3鹿 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 458＋ 41：12．5 2．0�
59 ジョリーアップ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 470－ 61：12．92� 9．1�

816 レーヴシャルマン 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 502－ 61：13．64 25．0�
47 ニシノバランス 牝3栗 54 内田 博幸西山 茂行氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 458－ 2 〃 クビ 4．1�
24 ストロベリーズ 牝3青鹿54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 21：13．7クビ 6．3�
23 センコウノマイヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 502＋ 4 〃 ハナ 29．1	
510 マダムヤッコ 牝3鹿 54 田辺 裕信森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 440± 01：14．12� 39．3

612 ケイツーミネルバ 牝3芦 54 菱田 裕二楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 浦河 大島牧場 422＋ 2 〃 クビ 113．0�
713 モンサンギエナ 牝3鹿 54 江田 照男山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B494± 01：14．52� 196．9�
36 ブラウンゴッデス 牝3黒鹿54 柴山 雄一飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 446－ 21：14．71� 15．1
714 ダヴィンチコード 牝3鹿 54 和田 竜二 Him Rock Racing 古賀 慎明 日高 タバタファーム 406± 01：14．8� 55．3�
48 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 蛯名 正義山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 490± 01：15．0� 69．3�
12 ケラマブルー 牝3青鹿54 岩田 康誠橋本 忠雄氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 438± 01：15．21� 103．6�
35 スペシャルヴォーグ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行志村 幸彦氏 大和田 成 新冠 松浦牧場 446－101：15．73 219．2�
11 チェリースピリッツ 牝3鹿 54 横山 典弘櫻井 秀樹氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 436＋121：16．76 51．9�
815 コンチプラン 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 服部 牧場 B494＋ 81：18．6大差 236．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，951，100円 複勝： 47，043，800円 枠連： 17，005，700円
馬連： 69，436，300円 馬単： 39，324，900円 ワイド： 33，574，100円
3連複： 88，470，300円 3連単： 128，814，800円 計： 449，621，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 190円 � 420円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 410円 �� 650円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 16，950円

票 数

単勝票数 計 259511 的中 � 102123（1番人気）
複勝票数 計 470438 的中 � 215037（1番人気）� 45377（3番人気）� 15164（6番人気）
枠連票数 計 170057 的中 （5－6） 19700（2番人気）
馬連票数 計 694363 的中 �� 51208（3番人気）
馬単票数 計 393249 的中 �� 20483（3番人気）
ワイド票数 計 335741 的中 �� 22963（3番人気）�� 13261（6番人気）�� 3467（21番人気）
3連複票数 計 884703 的中 ��� 13056（14番人気）
3連単票数 計1288148 的中 ��� 5509（44番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．4―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2014．11．1 福島4着

2012．2．15生 牝3鹿 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 5戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェリースピリッツ号・コンチプラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月

1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。
（非当選馬） 1頭 ゼンザイ号

06014 3月1日 曇 稍重 （27中山2）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 ウインオリファン 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 468± 01：55．5 27．9�
816 ムーンレンジャー 牡3黒鹿56 柴山 雄一大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 524－121：56．13� 3．7�
23 ボ ル ド ネ ス 牡3鹿 56 横山 典弘�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 488＋14 〃 クビ 3．4�
24 トミケンシャルゴー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 512＋ 41：57．37 23．2�
12 デ ィ マ ン ズ 牡3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 61：57．61� 26．9	
612 ステイリッチ 牡3栗 56 C．デムーロ 宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 21：57．81� 5．3

（仏）

47 ナムラレジェンド 牡3栗 56 嘉藤 貴行奈村 信重氏 岩戸 孝樹 日高 中前牧場 480＋141：58．12 278．9�
11 モントレーベイ 牡3芦 56 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 466－ 61：58．31� 25．8�
815 アルファマリニン 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 石郷岡 雅樹 522＋ 61：58．83 186．2
59 ジャジャンケン 牡3黒鹿56 松岡 正海スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 500± 01：58．9� 35．2�
510 インスタントリー 牡3黒鹿56 蛯名 正義岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 470－ 21：59．11� 17．7�
48 ティティショウジュ 牡3黒鹿56 柴田 善臣田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 桑嶋 峰雄 476＋ 2 〃 アタマ 77．9�
611 アキトプレスト 牡3栗 56 江田 照男岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B480± 01：59．2� 4．2�
714 ディアイージス 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム 516＋141：59．83� 192．6�
35 テイケイユピテル 牡3黒鹿56 大野 拓弥兼松 忠男氏 高木 登 浦河 富菜牧場 442＋122：00．86 207．8�
713 キンノシャチホコ 牡3栗 56 石橋 脩田頭 勇貴氏 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 472＋122：01．43� 316．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，312，800円 複勝： 39，402，900円 枠連： 20，415，700円
馬連： 66，944，400円 馬単： 36，592，600円 ワイド： 34，272，000円
3連複： 80，496，500円 3連単： 112，430，900円 計： 418，867，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 520円 � 150円 � 150円 枠 連（3－8） 5，220円

馬 連 �� 6，020円 馬 単 �� 17，550円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，330円 �� 290円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 65，260円

票 数

単勝票数 計 283128 的中 � 8106（9番人気）
複勝票数 計 394029 的中 � 13330（9番人気）� 81432（1番人気）� 76882（2番人気）
枠連票数 計 204157 的中 （3－8） 3027（15番人気）
馬連票数 計 669444 的中 �� 8613（24番人気）
馬単票数 計 365926 的中 �� 1563（57番人気）
ワイド票数 計 342720 的中 �� 4569（23番人気）�� 6130（15番人気）�� 34615（1番人気）
3連複票数 計 804965 的中 ��� 10494（18番人気）
3連単票数 計1124309 的中 ��� 1249（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―38．1―51．7―1：04．4―1：17．1―1：30．1―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインオリファン �
�
父 デュランダル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2014．11．30 東京3着

2012．5．1生 牡3栗 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイケイユピテル号・キンノシャチホコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

4月1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 アクティブボス号・ダイワエクシード号
※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。

第２回 中山競馬 第２日



06015 3月1日 曇 稍重 （27中山2）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 キングアンドクイン 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 初也山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 452 ―1：15．4 24．7�

816 ヤマニントルーパー 牡3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 416 ― 〃 アタマ 7．9�
815 エビスシハーブ 牝3栗 54 C．デムーロ 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 438 ―1：15．61 3．5�

（仏）

11 スーパープリンセス 牝3栗 54 柴田 大知田島 政光氏 今野 貞一 日高 モリナガファーム 440 ―1：15．7� 2．3�
713 エンパイアサンデー 牡3鹿 56 菱田 裕二戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 510 ―1：15．8� 35．7�
714 ワンダータイム 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人�須野牧場 奥平 雅士 新ひだか 前田 宗将 478 ― 〃 クビ 34．9	
23 ラストシンデレラ 牝3芦 54

51 ▲井上 敏樹スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 田中 裕之 478 ―1：16．22� 58．8

510 サンマルフェアリー 牝3黒鹿54 蛯名 正義相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 410 ―1：16．41� 34．7�
48 キクノメドウ 牝3青鹿54 柴田 善臣菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 438 ―1：16．61 58．1�
611 セイリングオーダー 牝3栗 54 和田 竜二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 新ひだか 片山牧場 432 ― 〃 ハナ 12．3
12 ダイワポデスタ 牝3黒鹿54 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 498 ―1：16．81� 22．1�
36 ユ キ ン コ 牝3白 54 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 422 ― 〃 アタマ 14．8�
47 ケージーカナリヤ 牝3鹿 54 的場 勇人川井 五郎氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 448 ―1：17．11� 46．4�
24 シンジナイト 牝3鹿 54 木幡 初広エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 井高牧場 438 ―1：17．2� 51．9�
35 ケンブリッジヒカリ 牝3鹿 54 荻野 琢真中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：17．62� 205．2�
612 マザーアース 牝3鹿 54 上野 翔 �ローレルレーシング 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 430 ―1：19．19 119．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，937，300円 複勝： 29，415，600円 枠連： 22，064，300円
馬連： 54，242，300円 馬単： 32，415，400円 ワイド： 27，342，300円
3連複： 63，485，800円 3連単： 93，771，100円 計： 349，674，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 480円 � 230円 � 160円 枠 連（5－8） 1，040円

馬 連 �� 8，420円 馬 単 �� 18，020円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 1，020円 �� 500円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 69，010円

票 数

単勝票数 計 269373 的中 � 8715（7番人気）
複勝票数 計 294156 的中 � 12368（7番人気）� 32900（3番人気）� 62218（2番人気）
枠連票数 計 220643 的中 （5－8） 16379（2番人気）
馬連票数 計 542423 的中 �� 4987（26番人気）
馬単票数 計 324154 的中 �� 1349（51番人気）
ワイド票数 計 273423 的中 �� 4642（14番人気）�� 6750（7番人気）�� 14915（2番人気）
3連複票数 計 634858 的中 ��� 7287（18番人気）
3連単票数 計 937711 的中 ��� 985（184番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―13．2―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―36．0―49．2―1：02．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングアンドクイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2012．1．26生 牝3黒鹿 母 エレガンスクイーン 母母 コランディアクイン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ワンダータイム号の騎手後藤浩輝は，事故のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 ヤマニントルーパー号の騎手伊藤工真は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 アメニモマケズ号・クランデール号・コマアルカンシエル号・ゴマスリオトコ号・ゴールドバーン号・

サンマーシャル号・サンモンロー号・スリーコンサート号・タイセイストーム号・チャーミングウイン号・
ディスティニーガイ号・デイトナ号・デイトリッパー号・デルマサンダユウ号・ドゥマイドリーム号・
ハシルヨダッシュ号・ハッピーサークル号・ハラペーニョ号・ビービーボヌール号・レディマスグレイヴ号

※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。

06016 3月1日 曇 稍重 （27中山2）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ノンコノユメ 牡3栃栗56 C．デムーロ 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444－ 41：54．5 3．3�
（仏）

814 バスタータイプ 牡3鹿 56 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 500－101：54．82 2．6�
34 フクノグリュック 牡3鹿 56 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 496± 01：55．01 7．7�
22 ダイワインパルス 牡3鹿 56 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 472＋16 〃 クビ 14．0�
610 エグランティーナ 牝3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504＋ 21：55．74 35．6�
58 コスモバーダン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 492－ 61：56．01� 38．7	
57 ポルトボナール 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 488± 01：56．1� 46．9

33 コスモボアソルテ 牡3芦 56 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 484± 01：56．31	 40．2�
45 ワイルドダンサー 牡3鹿 56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 41：56．72� 5．3�
813 トーセンスパンキー 牡3栗 56 小野寺祐太島川 哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 516± 01：56．8� 56．9�
712 クロフネビームス 牝3芦 54 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 458± 01：57．0� 61．3�
711 ノースヒーロー 牡3栗 56 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 462＋ 81：57．42� 25．0�
69 マコトダッソー 牡3栗 56 柴山 雄一�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 490－ 21：58．14 138．6�
46 コーリンバロック 
3栗 56 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 462± 02：00．5大差 278．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，433，500円 複勝： 47，921，100円 枠連： 19，939，800円
馬連： 77，739，600円 馬単： 44，885，900円 ワイド： 41，156，500円
3連複： 94，417，100円 3連単： 136，769，400円 計： 497，262，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（1－8） 500円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 210円 �� 330円 �� 340円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，240円

票 数

単勝票数 計 344335 的中 � 81949（2番人気）
複勝票数 計 479211 的中 � 105421（2番人気）� 123211（1番人気）� 58168（4番人気）
枠連票数 計 199398 的中 （1－8） 30704（1番人気）
馬連票数 計 777396 的中 �� 126468（1番人気）
馬単票数 計 448859 的中 �� 30859（2番人気）
ワイド票数 計 411565 的中 �� 55913（1番人気）�� 29351（2番人気）�� 28288（4番人気）
3連複票数 計 944171 的中 ��� 80637（1番人気）
3連単票数 計1367694 的中 ��� 23375（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．7―12．9―12．5―12．6―13．1―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．1―50．0―1：02．5―1：15．1―1：28．2―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
11，13（2，6，14）－（3，12，8）－（7，5）9（4，10）－1・（11，13，14，5）（2，8）10（3，6，12，1）（4，7）9

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

勝馬の
紹 介

ノンコノユメ �
�
父 トワイニング �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．23 東京1着

2012．3．28生 牡3栃栗 母 ノ ン コ 母母 レディータイクーン 4戦2勝 賞金 18，900，000円
〔騎手変更〕 ダイワインパルス号の騎手後藤浩輝は，事故のため田中勝春に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コーリンバロック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月1日まで平地競

走に出走できない。
※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。



06017 3月1日 曇 良 （27中山2）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

713 バ ン ゴ ー ル 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 424－ 41：49．9 5．3�
11 ゴールデンハープ 牝3栗 54 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋121：50．11� 13．1�
35 エフティベス 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 ハナ 4．5�
816 ウインマハロ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 414＋10 〃 クビ 17．3�
12 ピンクシャンパン 牝3鹿 54 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 418± 01：50．42 51．1	
47 エスティエッキー 牝3黒鹿54 松岡 正海 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 21：50．5� 16．9

611 エジーサンドレ 牝3芦 54 C．デムーロ �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 404＋ 2 〃 クビ 20．3�

（仏）

815 パ ン デ イ ア 牝3青 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：50．6クビ 2．9�
23 レディームーン 牝3栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 406＋ 4 〃 アタマ 19．5
36 コルヌコピア 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 432＋ 61：50．92 28．6�
48 ロッソマドンナ 牝3青鹿54 蛯名 正義星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 406－ 21：51．0� 8．7�
59 セレスティーヌ 牝3黒鹿54 江田 照男�G1レーシング 田中 清隆 千歳 社台ファーム B436＋ 8 〃 クビ 242．4�
714 ウインベルノアール 牝3鹿 54 伊藤 工真�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 440± 01：51．53 194．4�
612 シャインワンハート 牝3芦 54 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 444－101：51．71 307．0�
24 ヒャッカノサキガケ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 390 ― 〃 クビ 50．9�
510 チャンドラプラバー 牝3鹿 54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：52．33� 123．2�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，548，700円 複勝： 48，870，900円 枠連： 23，454，200円
馬連： 79，336，200円 馬単： 38，714，600円 ワイド： 38，981，900円
3連複： 91，658，600円 3連単： 119，738，700円 計： 474，303，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 410円 � 160円 枠 連（1－7） 5，070円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 430円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 45，470円

票 数

単勝票数 計 335487 的中 � 50125（3番人気）
複勝票数 計 488709 的中 � 72174（3番人気）� 24257（8番人気）� 90217（1番人気）
枠連票数 計 234542 的中 （1－7） 3585（19番人気）
馬連票数 計 793362 的中 �� 12875（20番人気）
馬単票数 計 387146 的中 �� 3283（34番人気）
ワイド票数 計 389819 的中 �� 6297（22番人気）�� 25424（2番人気）�� 7350（15番人気）
3連複票数 計 916586 的中 ��� 10631（20番人気）
3連単票数 計1197387 的中 ��� 1909（145番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．0―12．7―12．1―12．3―12．4―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．6―49．3―1：01．4―1：13．7―1：26．1―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ ン ゴ ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．30 東京4着

2012．2．1生 牝3鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 3戦1勝 賞金 6，850，000円
〔騎手変更〕 ピンクシャンパン号の騎手後藤浩輝は，事故のため柴田善臣に変更。
〔発走状況〕 ロッソマドンナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

06018 3月1日 小雨 良 （27中山2）第2日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

22 フロレットアレー 牝3鹿 54 C．デムーロ �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 414＋ 22：17．9 1．8�
（仏）

611 ヤギリヴィーナス 牝3栗 54 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 452＋ 62：18．0� 13．4�
23 ダークネブラス 牡3青鹿56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 62：18．21� 13．8�
（独）

34 マイネルフレッチャ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 22：18．41	 11．6�

610 レッドルヴァン 牡3芦 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 480± 02：18．61� 3．3	
35 ウインブルーローズ 牡3鹿 56 内田 博幸�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 472＋ 8 〃 アタマ 27．0

58 サ ブ マ リ ン 牡3栗 56 岩田 康誠石川 達絵氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 462＋ 22：18．81	 19．0�
11 サンバクスター 牡3栗 56 村田 一誠加藤 信之氏 奥村 武 新ひだか 聖心台牧場 458＋ 4 〃 ハナ 96．6�
47 ロードトリニティ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 468－ 42：18．9クビ 56．0
814 エタンスラント 牝3栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 392＋ 82：19．32	 364．1�
46 
 ナカヤマローマン 牡3鹿 56 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 愛 Mr R.

Jeffcock 492＋12 〃 ハナ 49．8�
59 ヴァペンシエロ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 432＋102：19．4クビ 204．1�
712 デスドロップ 牝3鹿 54 田中 勝春畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 398－ 22：19．71� 206．3�
713 タマヨリモハヤク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 478＋ 42：20．23 39．4�
815 バトルサクヤコ 牝3黒鹿54 荻野 琢真宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 466－ 22：21．79 183．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，780，800円 複勝： 43，975，400円 枠連： 22，940，700円
馬連： 70，802，600円 馬単： 45，515，700円 ワイド： 33，934，500円
3連複： 82，988，000円 3連単： 140，971，700円 計： 477，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 260円 � 280円 枠 連（2－6） 260円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 560円 �� 510円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 10，360円

票 数

単勝票数 計 367808 的中 � 159250（1番人気）
複勝票数 計 439754 的中 � 154794（1番人気）� 31734（4番人気）� 29544（5番人気）
枠連票数 計 229407 的中 （2－6） 66052（1番人気）
馬連票数 計 708026 的中 �� 44422（3番人気）
馬単票数 計 455157 的中 �� 20615（5番人気）
ワイド票数 計 339345 的中 �� 15952（5番人気）�� 17903（4番人気）�� 4517（20番人気）
3連複票数 計 829880 的中 ��� 16182（10番人気）
3連単票数 計1409717 的中 ��� 9861（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―12．9―13．1―13．3―13．2―12．8―12．4―12．1―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．4―37．3―50．4―1：03．7―1：16．9―1：29．7―1：42．1―1：54．2―2：05．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3
10，8（2，3，13）（1，6）5（4，12）11，14（9，15）－7
11（10，8）（2，3，13）（6，9）（1，12，7）5，4－14－15

2
4

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

勝馬の
紹 介

フロレットアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．10．25 東京9着

2012．5．9生 牝3鹿 母 ブルーミングアレー 母母 プリンセスオリビア 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 マイネルフレッチャ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30，000円。（被害馬：5番・6番）
※出走取消馬 サンベイル号（疾病〔右後蹄球炎〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモエルドール号・ユッコ号
（非抽選馬） 2頭 クートネイ号・ニシノカブケ号
※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。



06019 3月1日 雨 良 （27中山2）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

816 アポロノシンザン 牡3鹿 56 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 464＋ 21：09．2 2．5�
36 � スズカブレーン 牡3鹿 56 和田 竜二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 474＋ 21：09．83� 7．7�
12 ゴールドシャンティ 牝3黒鹿54 村田 一誠大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 静内酒井牧場 424＋101：09．9� 29．0�
23 マイネルエスパス 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 500＋ 21：10．11	 12．9�
510� サダムリスペクト 牡3鹿 56 柴田 善臣大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 460＋22 〃 クビ 91．9�
611 トーセンペンタゴン 牡3青 56 武士沢友治島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B476＋ 6 〃 アタマ 69．6

47 トロピカルガーデン 牝3鹿 54 横山 典弘田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 464± 01：10．41
 16．1�
35 ヴィクトリースノー 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 392－ 2 〃 クビ 64．2�
59 ニューエディション 牝3黒鹿54 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋141：10．5クビ 8．9
（仏）

48 ヴァリアントアロー 牡3鹿 56 田辺 裕信�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育
成牧場 482＋ 4 〃 ハナ 7．4�

24 アルマエルモ 牝3芦 54 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 422－ 41：10．6� 22．2�
11 ファインライナー 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 448＋ 6 〃 クビ 72．9�
714 タ タ ラ 牡3栗 56 吉田 豊 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 412＋ 41：10．7� 104．6�
612 ウィズアットレース 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 424－101：10．8� 21．6�
713 バ チ ス タ 牝3鹿 54 岩田 康誠 P.S．スライ氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：11．12 6．5�
815� プレッツェル 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 418± 01：11．31 315．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，134，400円 複勝： 59，620，400円 枠連： 27，765，300円
馬連： 99，327，800円 馬単： 49，812，500円 ワイド： 50，188，600円
3連複： 115，972，500円 3連単： 159，518，400円 計： 601，339，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 210円 � 530円 枠 連（3－8） 990円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，560円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 8，590円 3 連 単 ��� 28，040円

票 数

単勝票数 計 391344 的中 � 121817（1番人気）
複勝票数 計 596204 的中 � 165995（1番人気）� 67720（3番人気）� 20209（9番人気）
枠連票数 計 277653 的中 （3－8） 21574（3番人気）
馬連票数 計 993278 的中 �� 73135（3番人気）
馬単票数 計 498125 的中 �� 23227（3番人気）
ワイド票数 計 501886 的中 �� 36689（2番人気）�� 7824（20番人気）�� 5584（27番人気）
3連複票数 計1159725 的中 ��� 10114（27番人気）
3連単票数 計1595184 的中 ��� 4124（70番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．6―46．1―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロノシンザン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Saint Liam デビュー 2014．6．22 函館3着

2012．3．25生 牡3鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 8戦2勝 賞金 27，485，000円
〔騎手変更〕 ニューエディション号の騎手後藤浩輝は，事故のためC．デムーロに変更。
※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。

06020 3月1日 雨 稍重 （27中山2）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

712 メジャーステップ 牡4栗 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502＋161：55．1 4．2�
713 マッチレスヒーロー 牡4栗 56 柴田 大知�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B478＋ 21：55．2� 3．4�
611� エターナルヒーロー �5黒鹿57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 486＋ 4 〃 クビ 4．6�
23 トーセンミラージュ 牡4青鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：55．3� 6．7�
35 � マスソングウインド 牡4黒鹿56 大野 拓弥上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 494－ 61：55．4クビ 126．9	
814 ポルスターシャイン 牡5鹿 57 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 474－121：55．5	 7．9

34 ディアグリスター 牡5鹿 57 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 486－ 21：55．6	 9．6�
610 ネオヴァンデロア 牡5黒鹿57 田中 勝春小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 530－ 21：56．02	 103．5�
46 � ニューコネクション 牡8栗 57 武士沢友治吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 510＋161：57．49 134．5
58 � リ ノ ワ ー ル 牝5青鹿 55

52 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 B448± 01：57．61 72．8�

11 レッドダニエル �4栗 56 C．デムーロ �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 454－101：57．81 17．1�
（仏）

47 フォワードカール 牝4鹿 54 村田 一誠 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 470＋101：59．8大差 41．7�
22 マイネルジパング 牡4栗 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：59．9� 109．4�
59 � サンテレーズ 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 428＋142：02．7大差 216．6�
（14頭）

815� ワイドショー 牝4鹿 54 蛯名 正義安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，463，800円 複勝： 46，516，300円 枠連： 26，115，600円
馬連： 88，710，600円 馬単： 43，012，000円 ワイド： 38，712，500円
3連複： 94，315，500円 3連単： 144，784，000円 計： 514，630，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（7－7） 800円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 290円 �� 340円 �� 320円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 差引計 324638（返還計 1661） 的中 � 61215（2番人気）
複勝票数 差引計 465163（返還計 2253） 的中 � 89871（2番人気）� 98684（1番人気）� 78177（3番人気）
枠連票数 差引計 261156（返還計 427） 的中 （7－7） 25226（3番人気）
馬連票数 差引計 887106（返還計 10884） 的中 �� 91896（1番人気）
馬単票数 差引計 430120（返還計 5117） 的中 �� 21333（1番人気）
ワイド票数 差引計 387125（返還計 3435） 的中 �� 34754（1番人気）�� 28833（3番人気）�� 30116（2番人気）
3連複票数 差引計 943155（返還計 21152） 的中 ��� 84245（1番人気）
3連単票数 差引計1447840（返還計 32170） 的中 ��� 28891（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．9―13．5―12．7―12．7―12．7―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．5―51．0―1：03．7―1：16．4―1：29．1―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジャーステップ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．9．17 中山10着

2011．4．3生 牡4栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 13戦2勝 賞金 25，380，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 ワイドショー号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 レッドダニエル号の騎手後藤浩輝は，事故のためC．デムーロに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンテレーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月1日まで平地競走

に出走できない。
※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。



06021 3月1日 雨 良 （27中山2）第2日 第9競走 ��
��1，800�

と み さ と

富 里 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，26．3．1以降27．2．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

富里市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

57 ダイワレジェンド 牝4栗 53 三浦 皇成大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492－ 41：49．4 3．6�
22 ブリュネット 牝5栗 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 468－ 61：50．25 10．7�
44 ラインハーディー 牝4栗 53 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 4．4�
68 ダイワアクシス 牡6黒鹿55 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 456± 01：50．3クビ 7．5�
56 ワールドレーヴ 牡5黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 474± 0 〃 クビ 56．7�
33 ハッピーモーメント 牡5鹿 55 A．シュタルケ 	サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－ 41：50．51 6．2


（独）

45 スマートルピナス 牝5鹿 50 石川裕紀人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 464＋ 2 〃 クビ 102．2�
11 モンプレジール 牡5鹿 53 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B452－ 41：50．71� 57．0�
711 マイネルシュライ 牡7青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B494± 0 〃 クビ 55．1

813 ゲットアテープ 牡4鹿 55 C．デムーロ 金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 ハナ 5．4�

（仏）

710 ダイワストリーム 牝5栗 54 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 8 〃 ハナ 40．2�
812 アンジュデュバン 牝4黒鹿51 江田 照男後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 444－ 41：51．23 50．5�
69 アグネスドリーム 牡4黒鹿53 内田 博幸渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 462－ 21：51．41� 12．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，171，600円 複勝： 63，228，000円 枠連： 26，286，500円
馬連： 132，519，400円 馬単： 61，185，900円 ワイド： 58，345，000円
3連複： 152，101，900円 3連単： 225，878，200円 計： 761，716，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 230円 � 180円 枠 連（2－5） 2，140円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 780円 �� 420円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 15，510円

票 数

単勝票数 計 421716 的中 � 92121（1番人気）
複勝票数 計 632280 的中 � 116279（1番人気）� 61613（6番人気）� 92520（3番人気）
枠連票数 計 262865 的中 （2－5） 9518（11番人気）
馬連票数 計1325194 的中 �� 50385（10番人気）
馬単票数 計 611859 的中 �� 15054（12番人気）
ワイド票数 計 583450 的中 �� 18533（10番人気）�� 37536（2番人気）�� 17161（13番人気）
3連複票数 計1521019 的中 ��� 34393（11番人気）
3連単票数 計2258782 的中 ��� 10554（43番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．2―12．6―12．1―12．0―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―36．9―49．5―1：01．6―1：13．6―1：25．5―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．5 東京2着

2011．4．4生 牝4栗 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 9戦3勝 賞金 37，735，000円
〔騎手変更〕 ダイワレジェンド号の騎手後藤浩輝は，事故のため三浦皇成に変更。
※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。

06022 3月1日 雨 重 （27中山2）第2日 第10競走 ��
��1，200�ブラッドストーンステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 ラヴィアンクレール 牡7黒鹿57 C．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 466＋ 21：10．9 15．5�
（仏）

815 アメージングタクト 牡5鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 3．2�

22 �	 ワイドエクセレント 牡5鹿 57 内田 博幸古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast
Farms LLC 552± 0 〃 クビ 6．5�

47 ワ デ ィ 牝4栗 55 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 21：11．0クビ 4．0�

610 ダンシングミッシー 牝6鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 484－ 21：11．21
 26．2�
59 イーグルカザン 牡7鹿 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 540＋121：11．3� 100．0	
35 ナリタシーズン 牡8栗 57 菱田 裕二
オースミ 松下 武士 浦河 杵臼牧場 516－ 6 〃 ハナ 86．4�
34 コウユーサムライ 牡6栗 57 田中 勝春加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 492＋ 41：11．4� 7．2�
46 キクノフレヴァン 牡9鹿 57 熊沢 重文菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 490－ 41：11．61
 188．9
58 コーリンギデオン 牡6鹿 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 486＋ 2 〃 ハナ 32．5�
11 � ローレンルーナ 牡6鹿 57 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 488－ 21：11．7� 201．0�
23 テイクエイム 牡8鹿 57 柴田 大知 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 466＋ 41：12．01� 73．7�
814� シュトラール 牡5鹿 57 蛯名 正義前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer

Hall 496＋121：12．21� 5．6�
712 タガノミューチャン 牝5鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－20 〃 ハナ 21．9�
611 クリスワールド 牡7栗 57 小野寺祐太加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 490－101：13．37 159．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，178，100円 複勝： 77，000，700円 枠連： 44，923，100円
馬連： 188，846，100円 馬単： 85，040，000円 ワイド： 68，643，300円
3連複： 216，914，200円 3連単： 344，035，500円 計： 1，078，581，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 360円 � 130円 � 210円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，580円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，770円 3 連 単 ��� 38，390円

票 数

単勝票数 計 531781 的中 � 27438（6番人気）
複勝票数 計 770007 的中 � 41532（6番人気）� 204548（1番人気）� 87507（5番人気）
枠連票数 計 449231 的中 （7－8） 39344（5番人気）
馬連票数 計1888461 的中 �� 70796（8番人気）
馬単票数 計 850400 的中 �� 12311（21番人気）
ワイド票数 計 686433 的中 �� 23674（8番人気）�� 10628（18番人気）�� 32400（5番人気）
3連複票数 計2169142 的中 ��� 34064（13番人気）
3連単票数 計3440355 的中 ��� 6497（115番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴィアンクレール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー 2010．8．28 札幌10着

2008．1．25生 牡7黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 24戦5勝 賞金 89，001，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 タガノミューチャン号の騎手後藤浩輝は，事故のため岩田康誠に変更。
※出走取消馬 ストーミングスター号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 アビリティラヴ号・アルベルティ号・インディーズゲーム号・エーシングリズリー号・カーティスバローズ号・

クリノエリザベス号・ケンエンブレム号・ゴーインググレート号・サウスビクトル号・セイカフォルトゥナ号・
セイラ号・テムジン号・デンコウヒノマル号・フォルテリコルド号・ヘアーオブザドッグ号・ミリオンヴォルツ号・
メイショウオセアン号・メイショウゾンビ号・ラピダメンテ号・ルベーゼドランジェ号

※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。

２レース目



06023 3月1日 雨 稍重 （27中山2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第89回中 山 記 念（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，26．3．1以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，26．2．28以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

千葉県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 798，000円 228，000円 114，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

44 ヌーヴォレコルト 牝4栗 54 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 448＋ 41：50．3 4．7�
67 ロ ゴ タ イ プ 牡5黒鹿57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 3．4�

（仏）

811 ステファノス 牡4鹿 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470± 01：50．51	 8．4�
（独）

55 マイネルフロスト 牡4芦 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 486＋ 21：50．6クビ 15．5�

810 イスラボニータ 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋101：50．7	 2．1	

33 タガノグランパ 牡4鹿 55 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480± 01：50．91	 26．2


79 トラストワン 牡7黒鹿56 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 498－ 21：51．43 240．0�
78 ナカヤマナイト 牡7栗 56 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 492－ 61：51．82	 34．1�
11 ヒラボクディープ 牡5黒鹿56 大野 拓弥�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 506＋ 81：51．9クビ 101．0
22 ゼンノルジェロ 牡7青 56 熊沢 重文大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 496－121：52．11
 174．9�
66 タイキパーシヴァル 牡7栗 56 石橋 脩�大樹ファーム 高橋 亮 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 506± 01：52．95 106．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 256，723，100円 複勝： 228，810，600円 枠連： 105，090，300円 馬連： 698，769，900円 馬単： 437，033，800円
ワイド： 253，526，300円 3連複： 819，048，100円 3連単： 2，249，640，300円 5重勝： 704，383，000円 計： 5，753，025，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 140円 � 200円 枠 連（4－6） 870円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 340円 �� 530円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 7，520円

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

キャリーオーバー なし����� 4，482，430円

票 数

単勝票数 計2567231 的中 � 436229（3番人気）
複勝票数 計2288106 的中 � 372106（3番人気）� 483888（2番人気）� 251544（4番人気）
枠連票数 計1050903 的中 （4－6） 93061（3番人気）
馬連票数 計6987699 的中 �� 613209（3番人気）
馬単票数 計4370338 的中 �� 189842（7番人気）
ワイド票数 計2535263 的中 �� 197896（3番人気）�� 117620（7番人気）�� 136970（5番人気）
3連複票数 計8190481 的中 ��� 328986（6番人気）
3連単票数 計22496403 的中 ��� 216661（24番人気）
5重勝票数 計7043830 的中 ����� 110

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―37．5―49．8―1：01．9―1：14．2―1：26．4―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヌーヴォレコルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2013．10．19 東京4着

2011．2．25生 牝4栗 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 10戦5勝 賞金 367，300，000円
〔制裁〕 ヌーヴォレコルト号の騎手岩田康誠は，4コーナー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過怠金

100，000円。（被害馬：5番・6番・10番・11番）
ヌーヴォレコルト号の騎手岩田康誠は，最後の直線コース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過怠
金50，000円。（被害馬：7番）

※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。

06024 3月1日 雨 重 （27中山2）第2日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 マドリードカフェ 牡4黒鹿56 柴山 雄一 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン
ズファーム 512＋ 21：53．5 12．1�

713� エビスグレイト 牡5黒鹿57 C．デムーロ 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 504＋ 61：53．92	 4．2�
（仏）

59 トミケンユークアイ 
6黒鹿57 岩田 康誠冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 484－ 4 〃 ハナ 18．7�
510 コクリュウノマイ 
4青鹿56 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B482－ 81：54．11	 51．1�
612� ヤンキーソヴリン 
5黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. B492－161：54．2	 36．8�
48 デグニティクローズ 牡4鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534－ 8 〃 ハナ 24．9	
714 クリームソーダ 牡7青鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋141：54．62	 22．7

816 コスモマイギフト 牡6黒鹿57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B488－ 21：54．81� 93．2�
23 チャンスメイク 牡4青 56 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 458－ 2 〃 ハナ 103．3
36 アールプロセス 牡4鹿 56 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514－ 61：54．9クビ 2．3�
12 ラストダンサー 牡4青鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B452＋ 41：55．0 4．7�
611 タマモマズルカ 牡4黒鹿56 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 518＋ 21：55．1 38．0�
47 � ベニノアロー 牡6鹿 57

54 ▲井上 敏樹�紅谷 粕谷 昌央 新冠 安達 洋生 476－ 5 〃 クビ 254．7�
11 ピグマリオン 牡6鹿 57

54 ▲石川裕紀人 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 476＋121：55．2クビ 105．6�
24 ローレルアルトス 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 492＋ 41：55．41� 150．1�
35 エアラギオール 牡7黒鹿57 内田 博幸 �ラッキーフィールド新開 幸一 千歳 社台ファーム B500－ 21：55．61	 22．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，219，900円 複勝： 118，413，100円 枠連： 66，751，900円
馬連： 318，389，900円 馬単： 123，922，900円 ワイド： 117，561，900円
3連複： 317，428，500円 3連単： 568，245，300円 計： 1，720，933，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 280円 � 190円 � 460円 枠 連（7－8） 1，710円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 820円 �� 3，060円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 12，390円 3 連 単 ��� 80，920円

票 数

単勝票数 計 902199 的中 � 59275（4番人気）
複勝票数 計1184131 的中 � 107440（4番人気）� 190177（2番人気）� 58113（6番人気）
枠連票数 計 667519 的中 （7－8） 30169（7番人気）
馬連票数 計3183899 的中 �� 97458（8番人気）
馬単票数 計1239229 的中 �� 13563（20番人気）
ワイド票数 計1175619 的中 �� 38384（7番人気）�� 9532（28番人気）�� 24093（13番人気）
3連複票数 計3174285 的中 ��� 19206（36番人気）
3連単票数 計5682453 的中 ��� 5091（220番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．2―38．2―51．6―1：04．0―1：16．3―1：28．6―1：40．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マドリードカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．19 東京6着

2011．5．25生 牡4黒鹿 母 ステラマドレード 母母 リキマドレード 15戦3勝 賞金 32，530，000円
〔騎手変更〕 アールプロセス号の騎手後藤浩輝は，事故のため三浦皇成に変更。
※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。

５レース目



（27中山2）第2日 3月1日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 178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 手 当

288，460，000円
2，080，000円
8，880，000円
2，100，000円
26，510，000円
3，000，000円
70，892，500円
4，815，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
699，855，100円
850，218，800円
422，753，100円
1，945，065，100円
1，037，456，200円
796，238，900円
2，217，297，000円
4，424，598，300円
704，383，000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 13，097，865，500円

総入場人員 23，868名 （有料入場人員 20，922名）
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