
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

06049 3月14日 晴 良 （27中山2）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：48．5
1：47．8

重
重

47 マイティーハニー 牝3芦 54 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486＋101：55．9 2．7�
48 ウエバフラッシュ 牝3栗 54 三浦 皇成上羽 浩平氏 加藤 和宏 伊達 高橋農場 476－ 21：56．64 4．2�
23 ミュークロール 牝3黒鹿54 田中 勝春ドラゴンヒルズホースクラブ 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 504＋ 61：57．98 57．3�
713 ヴィルフランシュ 牝3青鹿54 江田 照男 �シルクレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム B442± 01：58．0� 11．4�
24 スプリングブレスト 牝3黒鹿54 田辺 裕信加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 496－ 41：58．1� 15．0�
59 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 村田 一誠井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B462＋ 21：58．2クビ 9．6	
815 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 476－ 21：58．94 3．7

35 スカイトップ 牝3黒鹿54 大野 拓弥久米田 榮氏 大竹 正博 新ひだか 木田牧場 430－ 21：59．0� 49．9�
714 ミ エ ル 牝3鹿 54 柴山 雄一落合 幸弘氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 462－ 81：59．32 113．1�
816 タカラオウヒ 牝3鹿 54 武士沢友治村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 416－ 22：00．25 32．4
12 ウインベルノアール 牝3鹿 54 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 浦河 上山牧場 438－ 22：00．4� 66．0�
510 ブラックロータス 牝3黒鹿54 丸田 恭介吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 三石ファーム 460＋202：00．71� 122．0�
611 ジュンヌフィーユ 牝3栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新ひだか タイヘイ牧場 B400－ 62：01．44 97．1�
11 ショッキングカラー 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 426－ 62：02．35 317．3�
612 ミスエレキング 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 ヒダカフアーム 428－ 42：02．62 57．6�

36 ヤマニンノクターン 牝3鹿 54 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 416＋ 42：03．98 232．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，558，300円 複勝： 29，584，700円 枠連： 15，595，400円
馬連： 51，949，100円 馬単： 26，334，100円 ワイド： 25，019，400円
3連複： 63，321，700円 3連単： 88，478，800円 計： 319，841，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 150円 � 850円 枠 連（4－4） 660円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，500円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 25，590円

票 数

単勝票数 計 195583 的中 � 56298（1番人気）
複勝票数 計 295847 的中 � 62479（1番人気）� 59962（2番人気）� 5740（8番人気）
枠連票数 計 155954 的中 （4－4） 18079（3番人気）
馬連票数 計 519491 的中 �� 67690（1番人気）
馬単票数 計 263341 的中 �� 18598（1番人気）
ワイド票数 計 250194 的中 �� 21101（2番人気）�� 2392（21番人気）�� 2366（22番人気）
3連複票数 計 633217 的中 ��� 5313（25番人気）
3連単票数 計 884788 的中 ��� 2506（79番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．1―13．2―12．6―12．6―12．5―13．3―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―37．9―51．1―1：03．7―1：16．3―1：28．8―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイティーハニー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．7．19 福島6着

2012．2．5生 牝3芦 母 マイティースルー 母母 スルーオール 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 イヌイジェニー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンヌフィーユ号・ショッキングカラー号・ミスエレキング号・ヤマニンノクターン号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月14日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エレガントソング号・オランピア号

06050 3月14日 晴 良 （27中山2）第5日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 ワインシャワー 牡3黒鹿56 吉田 豊 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 61：11．5 4．8�
23 ウイズキッド 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 516± 01：12．88 47．0�
36 ダンガンコゾウ 牡3栗 56 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：12．9クビ 11．3�
47 ユ ウ ユ ウ 牝3栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 61：13．21� 6．9�
12 � オーバーウェルム 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy

Training Centre 446－ 4 〃 アタマ 1．7	
816 コパノウィルソン 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 476＋ 6 〃 アタマ 11．9

11 カジノゲーム 牡3黒鹿56 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 飛野牧場 438－ 41：13．3クビ 41．0�
59 デルタタイム 牡3鹿 56 武士沢友治平本 敏夫氏 蛯名 利弘 新冠 川上 悦夫 454－ 21：13．51	 18．6�
24 トウショウバンディ 牡3栗 56 丸山 元気トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－161：13．6� 161．8
510 デルマウンライマツ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 えりも 能登 浩 436± 01：14．98 38．6�
611 サ ノ モ モ 牝3黒鹿54 村田 一誠ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか ヒサイファーム 398± 01：15．22 116．5�
35 カシノポッケ 
3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 坂 牧場 436± 01：15．83� 186．5�
714 リ ナ シ ー タ 牝3鹿 54 岩部 純二�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 野村 正 418－ 21：16．01� 476．0�
48 ワードレスジョイ 牝3栗 54 平野 優柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 384－ 41：16．31� 490．3�
713 サンマルグロウ 牝3黒鹿54 丸田 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 B394－ 81：17．89 98．8�
815 キーワールド 
3鹿 56 小野寺祐太北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 村本牧場 508 ― （競走中止） 403．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，395，000円 複勝： 40，752，100円 枠連： 14，464，500円
馬連： 51，739，200円 馬単： 32，897，300円 ワイド： 27，094，400円
3連複： 62，448，200円 3連単： 104，327，100円 計： 358，117，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 290円 � 1，340円 � 370円 枠 連（2－6） 10，450円

馬 連 �� 15，890円 馬 単 �� 20，490円

ワ イ ド �� 4，510円 �� 930円 �� 5，300円

3 連 複 ��� 29，000円 3 連 単 ��� 158，230円

票 数

単勝票数 計 243950 的中 � 40074（2番人気）
複勝票数 計 407521 的中 � 40356（3番人気）� 6973（9番人気）� 30255（4番人気）
枠連票数 計 144645 的中 （2－6） 1072（22番人気）
馬連票数 計 517392 的中 �� 2522（27番人気）
馬単票数 計 328973 的中 �� 1204（45番人気）
ワイド票数 計 270944 的中 �� 1514（32番人気）�� 7883（11番人気）�� 1286（38番人気）
3連複票数 計 624482 的中 ��� 1615（65番人気）
3連単票数 計1043271 的中 ��� 478（332番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．9―12．2―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．6―46．8―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワインシャワー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．6．14 函館7着

2012．4．18生 牡3黒鹿 母 クイックメール 母母 タニノメール 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走中止〕 キーワールド号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 キーワールド号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リナシータ号・ワードレスジョイ号・サンマルグロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年4月14日まで平地競走に出走できない。
カシノポッケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月14日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アポロフリューゲル号・マタンギ号

第２回 中山競馬 第５日



06051 3月14日 晴 良 （27中山2）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

11 メイショウフェイク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 504－ 81：55．4 3．5�
36 エリオットベイ 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 504－ 41：55．82� 3．1�
611 クラウンシャイン 牡3栗 56 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 458－ 4 〃 ハナ 5．7�
59 ツェッペリン 牡3青鹿56 田中 勝春窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 浦河小林牧場 450－ 21：56．33 24．6�
612 トーセンリバティ 牡3鹿 56 武士沢友治島川 	哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 512－141：56．4� 36．0

35 フクノドービル 牡3鹿 56 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 484－ 2 〃 ハナ 18．2�
713 ノーブルクリスタル 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 466± 01：56．61 5．9�
23 レオクイック 牡3鹿 56 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド B448－ 21：57．02� 118．0
12 モ ポ ー ク 牡3鹿 56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492± 01：57．21� 42．3�
47 ケイジーオプティー �3黒鹿56 松岡 正海鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 416± 01：57．3
 29．7�
714 マイネルリアン 牡3黒鹿56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 青森 マルシチ牧場 498± 01：57．4� 10．6�
815 フヨウシデンカイ 牡3鹿 56 村田 一誠刈屋 	氏 高市 圭二 新ひだか 桜井牧場 476± 01：57．93 153．0�
48 アヤミーチャン 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人小林 祥晃氏 武藤 善則 新冠 カミイスタット 440－ 61：58．53� 134．2�
816 ミキノブシドウ 牡3鹿 56 二本柳 壮谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 B492－141：59．03 232．1�
510 テ ス 牡3黒鹿56 大野 拓弥桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 堤 牧場 B470－102：03．0大差 306．5�
24 シャトーボルト 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 大高 朝幸 490－ 22：03．21� 500．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，409，000円 複勝： 36，232，200円 枠連： 16，794，600円
馬連： 54，566，700円 馬単： 29，810，700円 ワイド： 28，283，600円
3連複： 67，093，700円 3連単： 93，379，900円 計： 350，570，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 130円 � 170円 枠 連（1－3） 410円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 210円 �� 430円 �� 350円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 4，280円

票 数

単勝票数 計 244090 的中 � 54321（2番人気）
複勝票数 計 362322 的中 � 90001（1番人気）� 76739（2番人気）� 41190（4番人気）
枠連票数 計 167946 的中 （1－3） 31370（1番人気）
馬連票数 計 545667 的中 �� 85724（1番人気）
馬単票数 計 298107 的中 �� 25124（1番人気）
ワイド票数 計 282836 的中 �� 40254（1番人気）�� 14994（4番人気）�� 19394（2番人気）
3連複票数 計 670937 的中 ��� 52724（1番人気）
3連単票数 計 933799 的中 ��� 15797（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．1―13．2―12．7―12．4―12．6―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．0―51．2―1：03．9―1：16．3―1：28．9―1：41．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

メイショウフェイク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．1．10 中山2着

2012．2．10生 牡3鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャトーボルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月14日まで平地競走

に出走できない。
テス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月14日まで平地競走に出走
できない。

06052 3月14日 晴 良 （27中山2）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時35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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 センチュリオン 牡3黒鹿56 伊藤 工真窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512 ―1：56．4 4．9�

612 ラブトゥーマッチ 牡3鹿 56 丹内 祐次 M・
Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 488 ―1：57．67 57．8�

510 ニットウリエ 牝3鹿 54 原田 和真藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 484 ―1：58．45 191．4�
47 レ ス ペ ー ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 480 ― 〃 ハナ 142．0�
24 ルーナカランテ 牡3芦 56 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 584 ―1：58．61 2．4	
816 アサヒノマッチ 牝3鹿 54 大庭 和弥蔭山 尚正氏 栗田 徹 安平 追分ファーム 472 ―1：58．92 24．1

815 スニップレイ 牡3青鹿56 的場 勇人阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 荒井ファーム 494 ― 〃 アタマ 7．5�
611 デルマオコマ 牝3栗 54 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 アタマ 105．9�
36 ジュンコアー 牝3黒鹿54 柴田 善臣河合 純二氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 530 ―1：59．0� 12．5
12 ダイヤルミナス 牡3青鹿56 大野 拓弥大野 數芳氏 松山 将樹 平取 北島牧場 512 ―1：59．32 104．9�
11 ラブレジェンド 牡3栗 56 江田 照男 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 浦河 駿河牧場 460 ―1：59．51	 11．1�
48 ダイワニキータ 牝3鹿 54 武士沢友治大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか フジワラフアーム 446 ―2：00．88 39．4�
35 ア ン ミ 牝3鹿 54 丸田 恭介武田 茂男氏 奥村 武 浦河 まるとみ冨岡牧場 456 ―2：01．54 41．9�
59 パイロスター 牡3黒鹿56 田中 勝春熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 496 ―2：02．56 6．3�
23 トレスグスト 牡3栗 56 木幡 初広島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 542 ―2：03．99 37．8�
714 サクラベラドンナ 牝3青鹿54 村田 一誠�さくらコマース尾形 和幸 新ひだか 谷岡スタット 456 ―2：04．43 84．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，998，400円 複勝： 23，955，200円 枠連： 13，373，100円
馬連： 41，685，100円 馬単： 24，873，800円 ワイド： 21，129，900円
3連複： 49，182，400円 3連単： 71，571，800円 計： 264，769，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 1，200円 � 3，730円 枠 連（6－7） 7，330円

馬 連 �� 12，760円 馬 単 �� 18，670円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 12，790円 �� 48，750円

3 連 複 ��� 323，560円 3 連 単 ��� 1，621，540円

票 数

単勝票数 計 189984 的中 � 30544（2番人気）
複勝票数 計 239552 的中 � 39986（2番人気）� 4607（11番人気）� 1411（16番人気）
枠連票数 計 133731 的中 （6－7） 1413（23番人気）
馬連票数 計 416851 的中 �� 2530（32番人気）
馬単票数 計 248738 的中 �� 999（51番人気）
ワイド票数 計 211299 的中 �� 1596（32番人気）�� 425（75番人気）�� 111（115番人気）
3連複票数 計 491824 的中 ��� 114（338番人気）
3連単票数 計 715718 的中 ��� 32（1913番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．5―13．1―12．6―13．2―13．6―13．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―37．7―50．8―1：03．4―1：16．6―1：30．2―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．8
1
3
1，5（9，13）－12－（2，8，15）11－（3，14）10（6，7）－4－16・（1，5）－13，12－15－（9，2，10）11（8，4）－7－6，16－14，3

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

勝馬の
紹 介

センチュリオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2012．1．31生 牡3黒鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パイロスター号・トレスグスト号・サクラベラドンナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年4月14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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 ウエスタンジュリア号・コトブキドリーム号・ジャイロスコープ号・シリーシンフォニー号・ジーガールージュ号・

ティムシェル号・ティースワロ号・ナナイロボタン号・パフューマー号・ビッグファイナル号・
フォークスグローブ号・フクノアストライア号・ミッキーオレゴン号・ラジャスタン号・リブレドバンク号



06053 3月14日 晴 良 （27中山2）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時25分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

23 レッドライジェル 牡3鹿 56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438－101：49．4 5．0�
815 トーセンカナロア 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 61：49．61� 2．0�
713 コスモアルヘナ 牡3青鹿56 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 474－ 41：50．02� 34．1�
12 フ ォ ル サ 牡3黒鹿56 吉田 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 498＋ 2 〃 アタマ 8．4	
611 ジュモートリステ 牝3栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 452－101：50．1クビ 4．0

24 ノワールギャルソン 牡3黒鹿56 丸田 恭介ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 430－101：50．31	 29．9�
11 ウインアシュリン 牝3栗 54 松岡 正海�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 61：50．4
 78．8�
35 クインズエキシート 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新冠 タニグチ牧場 472－ 21：50．61	 68．7
714� シ ガ レ ッ ト 牝3鹿 54 石橋 脩市川 義美氏 国枝 栄 愛 Y. Ichikawa 430－ 6 〃 ハナ 286．9�
36 ショウナンカブト 牡3栗 56 柴山 雄一国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 460－ 41：50．7クビ 84．4�
59 マイネルヘルック 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：50．8
 34．7�
48 サ ン コ コ モ 牡3黒鹿56 村田 一誠加藤 信之氏 清水 英克 新冠 長浜 秀昭 452± 01：51．54 433．7�
816 ケイジースワロー 牡3黒鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 436－ 61：51．71	 117．2�
510 モアザンソニック 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：52．02 20．2�
612 バトルトリープ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 426－ 81：52．1クビ 393．5�
47 ラインチャーミー 牝3栗 54 的場 勇人大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 村上 欽哉 440－ 61：52．42 260．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，305，600円 複勝： 34，827，900円 枠連： 17，051，600円
馬連： 60，868，300円 馬単： 37，801，500円 ワイド： 32，737，200円
3連複： 69，474，200円 3連単： 106，393，900円 計： 389，460，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 130円 � 430円 枠 連（2－8） 510円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，900円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 18，710円

票 数

単勝票数 計 303056 的中 � 48216（3番人気）
複勝票数 計 348279 的中 � 50796（3番人気）� 96251（1番人気）� 14181（8番人気）
枠連票数 計 170516 的中 （2－8） 25573（2番人気）
馬連票数 計 608683 的中 �� 76172（2番人気）
馬単票数 計 378015 的中 �� 23793（4番人気）
ワイド票数 計 327372 的中 �� 24871（3番人気）�� 4070（21番人気）�� 9896（8番人気）
3連複票数 計 694742 的中 ��� 13070（13番人気）
3連単票数 計1063939 的中 ��� 4121（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．0―48．4―1：00．8―1：13．4―1：25．6―1：37．4

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

レッドライジェル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Selkirk デビュー 2014．11．9 東京2着

2012．2．12生 牡3鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ノワールギャルソン号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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） 1頭 トウカイエンプレス号
（非抽選馬） 2頭 シャイニーヘイロー号・ミヤギサムソン号

06054 3月14日 晴 良 （27中山2）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 ポムフィリア 牝3鹿 54 戸崎 圭太ディアレスト 高橋 裕 浦河 小島牧場 444± 01：12．1 4．1�
612� チェリーサマー 牡3鹿 56 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 488＋ 61：12．2� 65．3�
47 タケルラグーン 牡3鹿 56 吉田 豊森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 456± 0 〃 アタマ 98．4�
816 カ イ マ ノ ア 牡3栗 56 田中 勝春山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 486－ 61：12．3クビ 6．2�
611 アキトフォルテ 牡3鹿 56 丸山 元気岡田 昭利氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 514－ 8 〃 クビ 9．7�
35 � アオジャシン 牡3芦 56 田辺 裕信�下河辺牧場 木村 哲也 日高 下河辺牧場 474＋141：12．51 75．7	
24 ア サ マ 牡3黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482＋ 4 〃 ハナ 27．1

59 デュアルメジャー 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 3．0�
714 ショウナンライコウ 牡3鹿 56 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 478－121：12．6� 72．2�
815� カシノマラドーナ 牡3栗 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 440－ 2 〃 ハナ 462．4
23 ディアドナテロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成ディアレスト 池上 昌弘 新冠 武田牧場 464－ 2 〃 アタマ 26．6�
12 コスモキーマン 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 458＋ 41：12．8	 90．1�
11 サンアルパイン 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B480＋ 41：13．01
 4．8�
36 フジマサジャンボ 牡3青鹿56 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 450－ 61：13．53 18．3�
48 � エムオーマジック 牡3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人大浅 貢氏 尾形 和幸 むかわ 貞広 賢治 468－ 41：14．03 386．3�
713� プレッツェル 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 418± 0 （競走中止） 111．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，548，300円 複勝： 47，672，600円 枠連： 22，150，700円
馬連： 71，938，600円 馬単： 37，259，900円 ワイド： 38，011，700円
3連複： 87，840，500円 3連単： 123，400，300円 計： 460，822，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 1，680円 � 1，620円 枠 連（5－6） 840円

馬 連 �� 14，790円 馬 単 �� 21，440円

ワ イ ド �� 4，460円 �� 3，420円 �� 37，600円

3 連 複 ��� 209，140円 3 連 単 ��� 643，630円

票 数

単勝票数 計 325483 的中 � 63267（2番人気）
複勝票数 計 476726 的中 � 87922（2番人気）� 6252（11番人気）� 6480（10番人気）
枠連票数 計 221507 的中 （5－6） 20406（4番人気）
馬連票数 計 719386 的中 �� 3769（33番人気）
馬単票数 計 372599 的中 �� 1303（60番人気）
ワイド票数 計 380117 的中 �� 2208（40番人気）�� 2890（31番人気）�� 258（93番人気）
3連複票数 計 878405 的中 ��� 315（239番人気）
3連単票数 計1234003 的中 ��� 139（1053番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．3―12．5―13．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（8，12）1（11，2）（6，16）（3，15）－9（4，10）（5，7）14＝13 4 ・（8，12）（1，11，2）16（3，15，6）9（4，10）－7（5，14）＝13

勝馬の
紹 介

ポムフィリア �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．11．16 東京6着

2012．3．31生 牝3鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 4戦2勝 賞金 13，300，000円
〔競走中止〕 プレッツェル号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 プレッツェル号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。



06055 3月14日 曇 良 （27中山2）第5日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

67 ストレンジクォーク 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 488－ 42：01．7 2．3�
33 スモークフリー 牡3芦 56 戸崎 圭太 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 522－ 4 〃 ハナ 7．3�
11 ミュゼゴースト 牡3黒鹿56 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 502－ 62：01．8� 4．6�
812 ウェルブレッド 牡3黒鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 0 〃 クビ 13．9�
68 ナスノセイカン 牡3鹿 56 大野 拓弥�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454＋ 22：01．9� 6．7	
710 ギ ン ガ 牡3鹿 56 田辺 裕信石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 458＋ 4 〃 アタマ 21．1

56 シャインアロー �3栗 56 田中 勝春岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 434－ 42：02．32� 300．2�
44 ムーンマジェスティ 牡3栗 56 石橋 脩伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 424－ 4 〃 クビ 29．2�
22 マルターズアポジー 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 530－ 62：02．4� 19．1
811 マイネルポルトゥス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 470－ 42：03．35 29．0�
55 オ ル ロ フ 牡3黒鹿56 三浦 皇成寺田 寿男氏 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－102：04．47 13．4�
79 ピ ン ク マ ン 牡3黒鹿56 木幡 初広福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 438－162：05．03� 112．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，015，400円 複勝： 52，039，200円 枠連： 17，813，200円
馬連： 75，414，300円 馬単： 39，345，500円 ワイド： 37，239，700円
3連複： 81，753，600円 3連単： 124，141，900円 計： 465，762，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 200円 � 150円 枠 連（3－6） 660円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 450円 �� 310円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 380154 的中 � 129548（1番人気）
複勝票数 計 520392 的中 � 119120（1番人気）� 56728（4番人気）� 89257（2番人気）
枠連票数 計 178132 的中 （3－6） 20902（2番人気）
馬連票数 計 754143 的中 �� 54228（3番人気）
馬単票数 計 393455 的中 �� 19787（2番人気）
ワイド票数 計 372397 的中 �� 20331（3番人気）�� 32311（1番人気）�� 18800（4番人気）
3連複票数 計 817536 的中 ��� 44016（1番人気）
3連単票数 計1241419 的中 ��� 14392（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―35．6―48．2―1：00．9―1：13．2―1：25．5―1：37．6―1：49．5

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

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

勝馬の
紹 介

ストレンジクォーク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．9．14 新潟6着

2012．5．2生 牡3鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 4戦2勝 賞金 12，700，000円
〔制裁〕 ウェルブレッド号の騎手吉田豊は，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：6番）

ストレンジクォーク号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番・8番）

06056 3月14日 曇 良 （27中山2）第5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，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

35 ワンダーロード 牡5青鹿57 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 486＋201：54．5 2．0�
610 メガオパールカフェ 牡4栗 57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 534－ 41：55．03 3．5�
59 ハイフロンティア 牡5鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－ 41：55．42� 156．1�
47 ジュガンティーヤ 牡4青 57

54 ▲石川裕紀人�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B516－ 81：55．72 324．9�
22 ダンディーソル 牡5青鹿57 丸田 恭介 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 492－ 61：55．8クビ 19．8�
712	 ザンブローネ 牡4栗 57 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves

Revocable Trust 548± 01：55．9
 5．0	
713 ブリリアントアスク 牝5鹿 55 武士沢友治廣崎 利洋氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 466＋ 8 〃 クビ 60．9

23 � デモクラシー 牡4鹿 57 大野 拓弥藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 460＋ 21：56．0クビ 357．8�
46 オールデフィート 牡4鹿 57 松岡 正海�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 470－ 41：56．32 45．1�
815 チ ャ オ 牡4芦 57

54 ▲木幡 初也 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 B462－101：56．51� 42．5�

611 ロッカバラード 牡4青鹿57 柴山 雄一 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 448－101：57．03 11．3�
814 アイアムライジング 牡5黒鹿57 江田 照男堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B528－101：57．42� 260．0�
34 モ リ ミ ヤ ビ 牝5栗 55 木幡 初広�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B450－ 21：57．72 159．1�
11 ファイアマーシャル 牝5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 450± 01：57．91� 29．8�
58 ハーモニーフェア 牝5黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：58．32� 49．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，613，800円 複勝： 39，061，700円 枠連： 21，528，800円
馬連： 77，661，400円 馬単： 40，922，800円 ワイド： 35，094，500円
3連複： 85，246，300円 3連単： 151，662，600円 計： 480，791，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 1，360円 枠 連（3－6） 270円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 170円 �� 3，450円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 10，330円 3 連 単 ��� 24，430円

票 数

単勝票数 計 296138 的中 � 115904（1番人気）
複勝票数 計 390617 的中 � 117822（1番人気）� 81919（2番人気）� 3893（11番人気）
枠連票数 計 215288 的中 （3－6） 60150（1番人気）
馬連票数 計 776614 的中 �� 164202（1番人気）
馬単票数 計 409228 的中 �� 54009（1番人気）
ワイド票数 計 350945 的中 �� 69971（1番人気）�� 2122（29番人気）�� 1821（33番人気）
3連複票数 計 852463 的中 ��� 6184（28番人気）
3連単票数 計1516626 的中 ��� 4499（67番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―13．6―12．7―13．2―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．9―50．5―1：03．2―1：16．4―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーロード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．12．23 中山1着

2010．3．16生 牡5青鹿 母 シルキーステラ 母母 ウエルシュクイーン 9戦3勝 賞金 28，380，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06057 3月14日 曇 良 （27中山2）第5日 第9競走 ��
��2，000�

た て や ま

館 山 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

77 ロードエフォール 牡7黒鹿57 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 490± 02：00．9 19．8�
22 ルミナスウォリアー 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 460－ 82：01．11� 3．5�
88 エタンダール 牡6鹿 57 田辺 裕信広尾レース� 中舘 英二 大樹 大樹ファーム 460－ 62：01．31	 6．9�
44 ネオリアリズム 牡4栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 510－ 42：01．51	 1．9�
33 ヨ ッ ヘ イ 牡4青 57 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 486＋ 8 〃 アタマ 37．9	
11 サトノロブロイ 牡4鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 510－102：01．6クビ 6．3

55 マイネルシュライ 牡7青 57 丹内 祐次 �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 B496＋ 22：01．81� 96．1�

66 タブレットピーシー 牡4芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488＋202：02．43� 15．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 38，019，200円 複勝： 56，286，100円 枠連： 発売なし
馬連： 90，608，400円 馬単： 55，798，800円 ワイド： 33，044，000円
3連複： 81，410，600円 3連単： 233，072，800円 計： 588，239，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 470円 � 160円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 7，260円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，250円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 38，640円

票 数

単勝票数 計 380192 的中 � 15343（6番人気）
複勝票数 計 562861 的中 � 24740（6番人気）� 115230（2番人気）� 57291（3番人気）
馬連票数 計 906084 的中 �� 32797（8番人気）
馬単票数 計 557988 的中 �� 5759（22番人気）
ワイド票数 計 330440 的中 �� 15029（8番人気）�� 6289（14番人気）�� 21507（4番人気）
3連複票数 計 814106 的中 ��� 14031（16番人気）
3連単票数 計2330728 的中 ��� 4372（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．8―48．3―1：01．2―1：13．4―1：25．3―1：37．3―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロードエフォール 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 Cozzene デビュー 2011．2．26 中山3着

2008．5．6生 牡7黒鹿 母 シャドウエルフ 母母 Peau de Soie 41戦4勝 賞金 83，380，000円

06058 3月14日 曇 良 （27中山2）第5日 第10競走 ��
��2，500�サンシャインステークス

発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，26．3．15以降27．3．8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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

710 ヴァーゲンザイル �7黒鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 448－ 42：35．1 23．8�
57 ヤマニンボワラクテ 牡4鹿 55 戸崎 圭太土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 494－ 62：35．41� 3．3�
11 マイネルアイザック 牡6黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B460－ 22：35．61	 12．2�
812 レイズアスピリット 牡4青 54 丸山 元気 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 5．0�
813 アドマイヤバラード 牡6栗 55 石橋 脩近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520－142：35．7
 18．8	
44 � サクラボールド 牡8栗 56 三浦 皇成�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 480－ 22：35．8� 6．6

33 � カンタベリーナイト 牡6鹿 53 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B506± 0 〃 ハナ 33．3�
68 シャドウダンサー 牡4黒鹿56 柴田 善臣飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496－ 42：35．9
 3．1�
69 マイネルジェイド 牡5鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 454± 02：36．0� 24．6
56 ロジサンデー 牡6鹿 54 吉田 豊久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 478＋ 22：36．1
 69．7�
711 メイショウジンム 牡9鹿 52 丸田 恭介松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 444－ 82：36．42 142．8�
45 アップルジャック 牡7黒鹿53 江田 照男藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500－ 42：36．82
 66．7�
22 ニシノオウガイ 牡7黒鹿52 武士沢友治西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 492－ 22：36．9クビ 179．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，071，000円 複勝： 61，257，500円 枠連： 29，906，400円
馬連： 140，226，800円 馬単： 62，976，600円 ワイド： 56，169，700円
3連複： 154，955，500円 3連単： 258，895，200円 計： 804，458，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 480円 � 160円 � 260円 枠 連（5－7） 3，270円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 12，490円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 3，180円 �� 600円

3 連 複 ��� 12，980円 3 連 単 ��� 123，320円

票 数

単勝票数 計 400710 的中 � 13430（7番人気）
複勝票数 計 612575 的中 � 26706（7番人気）� 122703（2番人気）� 58387（5番人気）
枠連票数 計 299064 的中 （5－7） 7071（12番人気）
馬連票数 計1402268 的中 �� 23754（17番人気）
馬単票数 計 629766 的中 �� 3781（39番人気）
ワイド票数 計 561697 的中 �� 9620（18番人気）�� 4345（30番人気）�� 25600（6番人気）
3連複票数 計1549555 的中 ��� 8950（44番人気）
3連単票数 計2588952 的中 ��� 1522（300番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．6―12．4―12．7―13．6―13．1―13．1―12．1―12．2―11．9―11．1―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．6―31．2―43．6―56．3―1：09．9―1：23．0―1：36．1―1：48．2―2：00．4―2：12．3―2：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」 上り4F46．9―3F34．7
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーゲンザイル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．1．5 中山2着

2008．3．13生 �7黒鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット 35戦5勝 賞金 111，827，000円



06059 3月14日 曇 良 （27中山2）第5日 第11競走 ��
��1，600�アネモネステークス

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

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

714 テンダリーヴォイス 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：36．6 2．8�

12 メイショウメイゲツ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 428± 01：36．7� 4．3�
23 アドマイヤピンク 牝3栗 54 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452± 01：36．91� 6．8�
816 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 416－ 81：37．0� 33．0�
611 メジャーフォルム 牝3栗 54 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 クビ 5．4	
24 パイナワレア 牝3栗 54 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468＋ 61：37．1クビ 114．4

36 アンブリカル 牝3青鹿54 石橋 脩上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 440＋10 〃 クビ 20．0�
48 パセンジャーシップ 牝3芦 54 田辺 裕信吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 488± 01：37．2クビ 17．4�
815 バ リ ア ー モ 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：37．3� 165．9
510 ダイワバーチュー 牝3青鹿54 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 ハナ 29．5�
11 タマモイヤリング 牝3黒鹿54 丸田 恭介タマモ� 角田 晃一 日高 スマイルファーム 448－ 8 〃 アタマ 15．5�
35 メイショウサワヤカ 牝3黒鹿54 木幡 初広松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 446－ 41：37．4	 18．9�
47 クイーンマグノリア 牝3栗 54 武士沢友治 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 434＋ 21：37．61	 162．3�
713 ノーフェイト 牝3栗 54 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 454± 01：37．81� 228．4�
612 ナリノネーヴェ 牝3芦 54 丸山 元気成塚 清志氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 404－ 41：38．12 109．8�
59 ウインバニラスカイ 牝3芦 54 松岡 正海�ウイン 飯田 雄三 日高 天羽牧場 446－ 21：38．63 59．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，327，200円 複勝： 102，747，000円 枠連： 68，856，700円
馬連： 306，317，500円 馬単： 139，476，200円 ワイド： 109，169，000円
3連複： 375，288，200円 3連単： 625，633，300円 計： 1，799，815，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 190円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 280円 �� 440円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 5，030円

票 数

単勝票数 計 723272 的中 � 203861（1番人気）
複勝票数 計1027470 的中 � 271402（1番人気）� 168808（2番人気）� 109439（4番人気）
枠連票数 計 688567 的中 （1－7） 99744（1番人気）
馬連票数 計3063175 的中 �� 346964（1番人気）
馬単票数 計1394762 的中 �� 91575（1番人気）
ワイド票数 計1091690 的中 �� 108126（1番人気）�� 60373（3番人気）�� 55862（4番人気）
3連複票数 計3752882 的中 ��� 166943（2番人気）
3連単票数 計6256333 的中 ��� 90088（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．3―48．8―1：01．3―1：13．3―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

テンダリーヴォイス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．6．22 東京1着

2012．2．5生 牝3鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 6戦2勝 賞金 42，911，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりテンダリーヴォイス号・メイショウメイゲツ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06060 3月14日 曇 良 （27中山2）第5日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 キョウエイハピネス 牡4栗 57 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 484＋161：12．3 24．1�
714 レッドダニエル �4栗 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 456＋ 21：12．62 15．5�
815 シゲルホウオウザ 牡5鹿 57 大野 拓弥森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 464＋ 21：12．7	 28．7�
816 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B506－ 41：12．8
 5．6�
611�� ディプロムソング 牡4芦 57 的場 勇人林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 490＋ 61：12．9
 4．3�
510� トゥールモンド �5栗 57

54 ▲木幡 初也 	サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 462－12 〃 ハナ 14．1


47 ミラクルピッチ 牝6黒鹿55 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 448－101：13．0
 40．4�
59 ゴールドキセキ 牡4黒鹿57 石橋 脩ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 B526＋ 41：13．21 11．4�
24 サクセスコード 牡4黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム B500－ 61：13．51	 5．8
713 アブソリュカフェ 牡4黒鹿57 江田 照男西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 490－10 〃 アタマ 24．1�
36 �� コスモセキトバ 牡4栗 57 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 米 Howard C.

Nolan, Jr. 520＋ 31：13．71 45．1�
23 ビリーヴザワン �4鹿 57 丸田 恭介岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 482－ 81：13．8
 44．1�
35 ソアリングホーク 牡4鹿 57 戸崎 圭太藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490± 0 〃 クビ 4．2�
11 ポークチョップ 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B458－ 81：13．9	 70．3�
12 � ミナスジェライス 牝4鹿 55 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 21：14．11 150．5�
612 スペクタキュラー 牡4黒鹿57 伊藤 工真 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 61：15．37 126．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，833，200円 複勝： 81，557，600円 枠連： 48，289，500円
馬連： 203，997，400円 馬単： 71，963，900円 ワイド： 76，656，900円
3連複： 201，325，900円 3連単： 310，580，700円 計： 1，047，205，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 850円 � 470円 � 560円 枠 連（4－7） 5，310円

馬 連 �� 24，100円 馬 単 �� 49，020円

ワ イ ド �� 5，320円 �� 6，790円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 128，170円 3 連 単 ��� 827，830円

票 数

単勝票数 計 528332 的中 � 17485（9番人気）
複勝票数 計 815576 的中 � 24292（9番人気）� 47405（6番人気）� 38609（8番人気）
枠連票数 計 482895 的中 （4－7） 7046（21番人気）
馬連票数 計2039974 的中 �� 6982（59番人気）
馬単票数 計 719639 的中 �� 1101（125番人気）
ワイド票数 計 766569 的中 �� 3715（55番人気）�� 2906（63番人気）�� 4662（46番人気）
3連複票数 計2013259 的中 ��� 1178（270番人気）
3連単票数 計3105807 的中 ��� 272（1626番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―12．0―12．7―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．8―47．5―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイハピネス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ウォーニング デビュー 2013．10．6 東京5着

2011．4．9生 牡4栗 母 ビ ア ン コ 母母 プ ラ デ シ ュ 5戦2勝 賞金 15，200，000円
〔発走状況〕 ソアリングホーク号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カシノレント号



（27中山2）第5日 3月14日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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 手 当

204，960，000円
4，160，000円
7，900，000円
1，220，000円
18，590，000円
68，121，000円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
421，094，400円
605，973，800円
285，824，500円
1，226，972，800円
599，461，100円
519，650，000円
1，379，340，800円
2，291，538，300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 7，329，855，700円

総入場人員 18，184名 （有料入場人員 16，779名）
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