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06073 3月20日 曇 重 （28中山2）第7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

35 メリートーン 牝3鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444－ 21：11．5 1．9�
611 スパイラルアップ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 2 〃 ハナ 5．5�
23 グローリアスクロワ 牝3栗 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 452－ 2 〃 クビ 46．1�
48 ハヤブサレディゴー 牝3栗 54 武 豊武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482± 01：11．6� 4．9�
612 カ ラ カ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 456－ 61：12．13 17．3�
11 プエルトプリンセサ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 406－ 41：12．73� 17．6�

（独）

510 アラマサバド 牝3鹿 54 的場 勇人	アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 408± 0 〃 アタマ 65．6

59 ミツカネプリンセス 牝3鹿 54 内田 博幸小山田 満氏 田島 俊明 浦河 畔高牧場 472＋ 21：12．8クビ 40．3�
47 ペイシャナイト 牝3青 54 大野 拓弥北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 478－ 41：13．54 281．2�
713 ドリーミーモトヒメ 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 石田牧場 424－ 2 〃 クビ 34．9
816 スウィートカラー 牝3栗 54 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 446－ 41：13．6クビ 7．5�
815 ト イ ミ サ キ 牝3鹿 54 宮崎 北斗三宅 勝俊氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 412 ―1：13．81 511．0�
24 クールミューオン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 428－ 61：13．9� 89．7�

12 シャインメルシー 牝3黒鹿54 武士沢友治皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 402－ 4 〃 ハナ 157．8�
36 ニ コ ラ シ カ 牝3鹿 54 西村 太一	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 428－101：14．11� 176．7�
714 メイフェアー 牝3黒鹿54 小島 太一浜野順之助氏 小島 太 むかわ 市川牧場 402－ 21：14．2� 594．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，492，700円 複勝： 55，757，200円 枠連： 17，568，300円
馬連： 73，891，100円 馬単： 40，291，600円 ワイド： 46，288，700円
3連複： 104，782，900円 3連単： 140，431，300円 計： 513，503，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 590円 枠 連（3－6） 530円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，430円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 17，320円

票 数

単勝票数 計 344927 的中 � 138281（1番人気）
複勝票数 計 557572 的中 � 172926（1番人気）� 78867（3番人気）� 14921（8番人気）
枠連票数 計 175683 的中 （3－6） 25413（2番人気）
馬連票数 計 738911 的中 �� 85839（2番人気）
馬単票数 計 402916 的中 �� 28297（2番人気）
ワイド票数 計 462887 的中 �� 43504（2番人気）�� 7770（14番人気）�� 4810（23番人気）
3連複票数 計1047829 的中 ��� 13538（17番人気）
3連単票数 計1404313 的中 ��� 5877（54番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．1―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メリートーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．2．28 中山2着

2013．5．3生 牝3鹿 母 モ ン ク ー ル 母母 プレシャスキール 2戦1勝 賞金 7，400，000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。
（非抽選馬） 1頭 ダイメイグッド号
※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。

06074 3月20日 曇 重 （28中山2）第7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

23 メ ゾ ン リ ー 牡3黒鹿56 横山 典弘西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478± 01：54．6 2．4�

713 ジョニーハンサム 牡3鹿 56 田中 勝春 �シルクレーシング 宗像 義忠 浦河 笠松牧場 508－ 41：55．02� 18．8�
12 コラージェン 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新ひだか タガミファーム 476± 0 〃 アタマ 6．0�
816 トータルビクトリー 牡3鹿 56 江田 照男�明栄商事 小野 次郎 平取 稲原牧場 478± 01：55．32 83．3�
611 キングズミッション 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 454－ 41：56．04 3．9	
35 アルマカイルア 牡3黒鹿56 柴山 雄一コウトミックレーシング 池上 昌和 新冠 小泉牧場 472＋ 21：56．74 129．6

612 トウカイビヨンド 牡3栗 56 武士沢友治内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 520－ 21：56．8クビ 27．4�
24 チ ョ ン マ ゲ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 454＋141：57．01 61．9�
510 サンバーナル �3栗 56 吉田 隼人加藤 信之氏 武井 亮 浦河 中島牧場 444－ 6 〃 クビ 99．0
714 モリトフラッシュ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 494－ 21：57．21	 387．1�
36 バ サ ラ 牡3鹿 56 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 466－ 2 〃 ハナ 120．9�
48 ネ ク ス ト 牡3鹿 56 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 472－ 21：57．3クビ 15．8�
815 レッドラスター 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 辻 牧場 456－ 41：57．61
 4．9�
11 リネンジェット 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 472－ 81：57．81 553．9�
47 パ イ ロ ッ ト 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 482＋ 21：59．18 250．9�
59 レオエンパイア 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 巧也�レオ 尾形 和幸 平取 二風谷ファーム 532 ―2：00．69 173．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，082，600円 複勝： 43，275，800円 枠連： 15，461，400円
馬連： 64，223，800円 馬単： 36，155，000円 ワイド： 39，345，000円
3連複： 86，417，100円 3連単： 118，161，400円 計： 432，122，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 320円 � 200円 枠 連（2－7） 1，850円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 960円 �� 380円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 20，270円

票 数

単勝票数 計 290826 的中 � 95769（1番人気）
複勝票数 計 432758 的中 � 108163（1番人気）� 26837（6番人気）� 52903（4番人気）
枠連票数 計 154614 的中 （2－7） 6472（9番人気）
馬連票数 計 642238 的中 �� 23413（9番人気）
馬単票数 計 361550 的中 �� 8563（13番人気）
ワイド票数 計 393450 的中 �� 10214（12番人気）�� 29103（4番人気）�� 4597（18番人気）
3連複票数 計 864171 的中 ��� 15588（13番人気）
3連単票数 計1181614 的中 ��� 4225（59番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．8―13．4―12．9―12．6―12．8―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．5―50．9―1：03．8―1：16．4―1：29．2―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メ ゾ ン リ ー �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 Kaldoun デビュー 2015．10．11 東京4着

2013．2．22生 牡3黒鹿 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly 6戦1勝 賞金 11，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レオエンパイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月20日まで平地競

走に出走できない。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 6日第 6競走）
〔その他〕　　パイナップルキング号は，競走中に疾病〔右第１趾骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月20日 晴 重 （28中山2）第7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）

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

47 ブレヴェスト 牡3黒鹿56 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 466－ 41：11．9 2．4�
815 ポンテファブリチオ 牡3鹿 56 横山 典弘窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 484－ 6 〃 クビ 4．5�
24 スリーミュージアム 牡3鹿 56 大野 拓弥永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 420＋ 21：12．21� 34．5�
816 キョウエイスコール 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 478－ 4 〃 ハナ 5．1�
23 マイティジャック 牡3黒鹿56 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 438－121：12．41� 16．6�
612 クリプトスコード 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 484－ 61：12．5� 7．3	

59 チェリーピッカー 牡3鹿 56 松岡 正海佐藤 守宏氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 460＋ 21：12．71� 40．5

11 ハーモニーエール 牡3栗 56 江田 照男日下部勝德氏 土田 稔 新冠 辻 和明 478＋141：12．8クビ 74．0�
611 ビ バ ラ ビ ダ 牝3鹿 54

52 △長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 454± 01：13．01� 8．9�
48 ミ ョ ウ ジ ュ 牝3芦 54 嘉藤 貴行久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 414± 0 〃 ハナ 451．9
714 セイントシャイニー 牡3青鹿56 丹内 祐次八巻 弘一氏 菅原 泰夫 白老 習志野牧場 486± 01：13．1クビ 46．2�
35 サンドルトン 牝3鹿 54 横山 和生加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 仲野牧場 474－ 81：13．2� 71．5�
36 ヴァタルサイビーチ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹窪田 康志氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 438－141：13．73 181．1�
510 グラスアンジェラ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 B436－ 11：13．8クビ 797．9�
713 デルマクラノスケ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 442± 01：14．22� 142．7�

（独）

12 エリープラチナ 牝3芦 54
52 △伴 啓太谷川 正純氏 石毛 善彦 新ひだか 坂本 智広 408＋ 41：14．3� 353．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，620，000円 複勝： 45，587，500円 枠連： 24，531，300円
馬連： 67，863，400円 馬単： 37，419，100円 ワイド： 40，767，600円
3連複： 91，943，700円 3連単： 120，492，600円 計： 459，225，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 390円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 340円 �� 900円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 14，510円

票 数

単勝票数 計 306200 的中 � 99361（1番人気）
複勝票数 計 455875 的中 � 133698（1番人気）� 66968（3番人気）� 19947（7番人気）
枠連票数 計 245313 的中 （4－8） 52310（1番人気）
馬連票数 計 678634 的中 �� 67783（1番人気）
馬単票数 計 374191 的中 �� 22049（2番人気）
ワイド票数 計 407676 的中 �� 34125（1番人気）�� 11097（12番人気）�� 5295（20番人気）
3連複票数 計 919437 的中 ��� 15512（15番人気）
3連単票数 計1204926 的中 ��� 6020（41番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―12．3―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―46．2―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレヴェスト �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．12．13 中山11着

2013．3．23生 牡3黒鹿 母 シティオブライト 母母 リビングデイライツ 4戦1勝 賞金 7，000，000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） 1頭 サンスペンサー号
（非抽選馬） 2頭 カシノナイト号・ロイヤルフレア号
※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。

06076 3月20日 晴 重 （28中山2）第7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）
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

815 フォースリッチ 牡3黒鹿56 C．ルメール 宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 466 ―1：55．3 3．5�
816 ゴールドフォレスト 牝3栗 54 石橋 脩林 正道氏 栗田 徹 浦河 山下 恭茂 474 ―1：56．04 7．0�
713 ムーンシャイナー 牡3黒鹿56 吉田 豊岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：56．32 36．8�
612 ニシノグリヨン 牝3栗 54 宮崎 北斗西村 亮二氏 奥平 雅士 新ひだか 沼田 照秋 474 ―1：56．51� 26．5�
510 ヤマトカジノ 牡3栗 56 内田 博幸醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 庄野牧場 480 ―1：56．6� 56．1�
59 	 アジアハイウェイ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 534 ―1：57．02� 2．0�
48 ダイワレンジャー 牡3栗 56 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 534 ―1：57．1
 14．0	
35 アンナノヒカリ 牝3鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 江谷 重雄 422 ―1：57．95 240．4�
611 フ イ ウ チ 牝3栗 54 岩部 純二内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 476 ―1：58．21
 261．5�
12 アルマゲドン 牡3黒鹿56 吉田 隼人大塚 亮一氏 萩原 清 新ひだか 筒井 征文 514 ―1：58．41� 40．3
714 カジノノーブル 牡3栗 56 丸田 恭介遠藤 良一氏 奥村 武 新ひだか カタオカフアーム 410 ―1：58．82� 280．1�
11 モンサンエルナト �3栗 56

53 ▲木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 472 ―1：59．54 24．1�
47 ゴーゴーキング 牡3栗 56 柴田 善臣 
フジワラ・ファーム 土田 稔 新ひだか 高田 利雄 516 ― 〃 ハナ 41．7�
36 サイモンキンバリー 牡3鹿 56 松岡 正海澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 486 ―1：59．82 46．1�
23 バーナルウィッシュ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 466 ―1：59．9クビ 19．3�
24 フ ジ 牝3鹿 54 江田 照男
加藤牧場 大和田 成 日高 加藤牧場 450 ―2：00．53� 99．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，322，800円 複勝： 39，083，500円 枠連： 22，883，200円
馬連： 64，029，300円 馬単： 39，727，400円 ワイド： 38，401，000円
3連複： 85，233，500円 3連単： 122，678，700円 計： 446，359，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 230円 � 690円 枠 連（8－8） 1，320円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，760円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 13，200円 3 連 単 ��� 42，010円

票 数

単勝票数 計 343228 的中 � 78329（2番人気）
複勝票数 計 390835 的中 � 82222（2番人気）� 44845（3番人気）� 10912（10番人気）
枠連票数 計 228832 的中 （8－8） 13377（4番人気）
馬連票数 計 640293 的中 �� 40641（4番人気）
馬単票数 計 397274 的中 �� 15837（5番人気）
ワイド票数 計 384010 的中 �� 23136（3番人気）�� 5409（19番人気）�� 2687（34番人気）
3連複票数 計 852335 的中 ��� 4841（38番人気）
3連単票数 計1226787 的中 ��� 2117（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．6―50．7―1：03．4―1：16．2―1：28．9―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォースリッチ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2013．4．13生 牡3黒鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 1戦1勝 賞金 6，000，000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 サンブレナード号・スペシャルタイム号・メイプルケプラー号



06077 3月20日 晴 稍重 （28中山2）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30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
1：57．8
1：56．1

良
良

714 デ ナ リ 牡3黒鹿56 C．ルメール 寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 480－ 22：03．1 1．7�
816 ツ ボ ミ 牝3黒鹿54 柴田 善臣石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 482－ 4 〃 クビ 4．2�
36 マイネルカラット 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 佐竹 学 538＋ 42：03．2� 267．5�
24 アフェクテューズ 牡3青鹿56 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 486－ 82：03．73 17．0�
59 ネイチャーレット 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 452± 02：03．91� 9．5�
12 マイネルアブリル 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 折手牧場 470－122：04．0クビ 305．1	
713 レッドスペラーレ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 478 ―2：04．31� 40．3

510 キューノキセキ 牡3栗 56 吉田 豊�ジェイアール 戸田 博文 日高 オリオンファーム 468－ 62：04．62 39．1�
48 チャオアプレスト 牡3鹿 56 三浦 皇成 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 442± 02：04．7� 87．1
47 スウィフトレイド 牡3栗 56 A．シュタルケ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 494＋ 8 〃 アタマ 8．2�

（独）

612 デ ネ ブ 牝3青鹿54 柴山 雄一山内 晃氏 和田正一郎 新ひだか 木村 秀則 512 ―2：04．91� 227．9�
11 サクラボルテージ 牡3栗 56 勝浦 正樹�さくらコマース中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 470－ 22：05．21� 345．3�
23 フェルメールアート 牝3青鹿54 武 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532－ 42：05．51� 13．5�
815 カリスマフォンテン 牝3鹿 54 田辺 裕信吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 474＋ 22：05．92� 103．8�
611 ルミノスマイル 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真尾上 松壽氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462 ―2：07．28 463．6�
35 デルマモンド 牡3栗 56

54 △井上 敏樹浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 442 ―2：08．79 278．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，511，700円 複勝： 64，758，000円 枠連： 22，360，700円
馬連： 84，255，400円 馬単： 52，937，400円 ワイド： 47，699，700円
3連複： 107，417，800円 3連単： 178，691，100円 計： 602，631，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 2，310円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 210円 �� 5，800円 �� 8，110円

3 連 複 ��� 19，310円 3 連 単 ��� 43，700円

票 数

単勝票数 計 445117 的中 � 201746（1番人気）
複勝票数 計 647580 的中 � 254902（1番人気）� 114175（2番人気）� 3281（11番人気）
枠連票数 計 223607 的中 （7－8） 51074（1番人気）
馬連票数 計 842554 的中 �� 180576（1番人気）
馬単票数 計 529374 的中 �� 79921（1番人気）
ワイド票数 計 476997 的中 �� 75604（1番人気）�� 1797（39番人気）�� 1280（45番人気）
3連複票数 計1074178 的中 ��� 4170（48番人気）
3連単票数 計1786911 的中 ��� 2964（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．9―48．6―1：01．5―1：13．9―1：26．1―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ナ リ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2015．12．19 中山2着

2013．4．17生 牡3黒鹿 母 ランフォザドリーム 母母 ミルフォードスルー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 デルマモンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマモンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月20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。
（非当選馬） 1頭 リワードデュラン号
（非抽選馬） 3頭 ブラックスパーク号・マルターズフェスタ号・レッドアルソード号
※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。

06078 3月20日 晴 稍重 （28中山2）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：30．7
1：30．7

良
良

59 カープストリーマー 牡3栗 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 514－ 61：34．6 19．2�
（独）

814 ヒーズインラブ 牡3鹿 56 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：34．7� 2．2�
47 ファイアクリスタル 牝3鹿 54 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：34．8� 4．2�
46 ナイトインブラック 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 484－22 〃 ハナ 6．1�
23 エ ン ジ ニ ア 牡3鹿 56 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 472－ 8 〃 クビ 11．0�
58 オルレアンローズ 牝3鹿 54 大野 拓弥 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 476＋ 41：35．01	 25．4

712 ミエノドリーマー 牡3栗 56 柴山 雄一里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 454＋ 2 〃 クビ 16．4�
22 ペイシャマリヤ 牝3栗 54 西田雄一郎北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 452＋101：35．1クビ 347．4�
35 ダイワリアクション 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 514＋ 41：35．52� 33．7
11 ブラウンアニマート 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ
ネツ牧場 466－ 21：35．6� 37．7�

713 スズハヤトウー 牡3鹿 56 柴田 善臣宮原 廣伸氏 松永 康利 新冠 長浜牧場 468－ 61：35．81	 99．1�
815 ウェーニーウィキー 牝3栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 古賀 史生 浦河 小島牧場 480＋ 21：36．01	 273．5�
610 ポ ロ ス 牝3鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 446± 01：36．1� 417．6�

34 アートオブグラン 牝3黒鹿 54
52 △井上 敏樹�佐藤牧場 佐藤 吉勝 新ひだか 神垣 道弘 B422－ 41：36．84 470．5�

（法634）

611 ルミナスティアラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 432－12 （競走中止） 12．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，346，800円 複勝： 59，852，200円 枠連： 23，702，000円
馬連： 92，952，500円 馬単： 46，743，900円 ワイド： 53，115，700円
3連複： 121，717，500円 3連単： 158，263，300円 計： 597，693，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 340円 � 130円 � 150円 枠 連（5－8） 1，330円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，150円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 24，830円

票 数

単勝票数 計 413468 的中 � 17170（7番人気）
複勝票数 計 598522 的中 � 30389（7番人気）� 160722（1番人気）� 104030（2番人気）
枠連票数 計 237020 的中 （5－8） 13781（6番人気）
馬連票数 計 929525 的中 �� 42242（7番人気）
馬単票数 計 467439 的中 �� 6911（19番人気）
ワイド票数 計 531157 的中 �� 19281（8番人気）�� 10567（15番人気）�� 62341（1番人気）
3連複票数 計1217175 的中 ��� 32622（6番人気）
3連単票数 計1582633 的中 ��� 4621（79番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．6―11．9―12．3―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．5―58．4―1：10．7―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

カープストリーマー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Siphon デビュー 2015．8．16 新潟2着

2013．5．5生 牡3栗 母 キッズトゥデイ 母母 Smoke Alert 6戦2勝 賞金 17，000，000円
〔競走中止〕 ルミナスティアラ号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※オルレアンローズ号・ファイアクリスタル号・ポロス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



06079 3月20日 晴 重 （28中山2）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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

57 �	 アメリカンストーム 牡4栗 57 田辺 裕信吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &
Michael Baum 540＋ 21：53．8 28．7�

46 ミッキードラマ 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか 矢野牧場 522＋ 41：54．12 2．2�
34 デジタルフラッシュ 牡5栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム B450－101：54．2
 3．7�
610 レンブラント 牡5黒鹿57 藤岡 康太田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 490＋ 61：54．3
 16．6�
11 ベルウッドケルン 牡4栗 57 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 478± 01：54．4クビ 4．2�
58 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B484－ 21：55．03
 40．5	
711 ダイワハッスル 牡4栃栗57 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B486＋ 61：55．31� 55．0

45 マックスユーキャン 牝5栗 55 津村 明秀 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 105．3�
22 ウップスアデイジイ 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 534－ 4 〃 ハナ 34．6�
813 デストリーライズ 牡4鹿 57 内田 博幸広尾レース 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 500＋ 21：55．72
 11．8�
712 ハイヴォルテージ 牡4栗 57 戸崎 圭太 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450＋ 6 〃 アタマ 31．7�
814� ペガサスジュニア 牡5栗 57 武士沢友治鶴見 芳子氏 高橋 文雅 米 Dr. Masa-

take Iida B518－ 41：55．91 73．0�
69 ブラボーランサー 牡5鹿 57

54 ▲木幡 巧也田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 井高牧場 530＋141：56．43 436．7�
33 �	 エーシンザピーク 牡6栗 57

54 ▲原田 和真野谷 美千氏 南田美知雄 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

480± 01：56．5
 241．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，074，900円 複勝： 53，289，700円 枠連： 21，821，700円
馬連： 95，409，800円 馬単： 50，319，700円 ワイド： 52，532，500円
3連複： 124，400，200円 3連単： 190，117，500円 計： 627，966，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 460円 � 130円 � 140円 枠 連（4－5） 1，940円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 9，460円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 880円 �� 210円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 36，420円

票 数

単勝票数 計 400749 的中 � 11161（6番人気）
複勝票数 計 532897 的中 � 18995（7番人気）� 131294（1番人気）� 108802（2番人気）
枠連票数 計 218217 的中 （4－5） 8709（7番人気）
馬連票数 計 954098 的中 �� 24037（8番人気）
馬単票数 計 503197 的中 �� 3988（26番人気）
ワイド票数 計 525325 的中 �� 10570（12番人気）�� 13432（7番人気）�� 80328（1番人気）
3連複票数 計1244002 的中 ��� 33419（6番人気）
3連単票数 計1901175 的中 ��� 3784（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．3―51．1―1：03．7―1：16．0―1：28．4―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
	
アメリカンストーム �

�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Unbridled

2012．1．16生 牡4栗 母 Lady Canna 母母 Meteor Colony 9戦1勝 賞金 10，760，000円
初出走 JRA

※ブラボーランサー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

06080 3月20日 晴 稍重 （28中山2）第7日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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
1：57．8
1：56．1

良
良

46 ウインオリアート 牝5黒鹿55 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 434－ 42：01．0 20．4�
11 ラインハーディー 牝5栗 55 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 502－ 2 〃 クビ 7．0�
35 ヤマトダイアンサス 牝6栃栗 55

53 △井上 敏樹みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 482－ 4 〃 アタマ 165．8�
712 ア カ ネ イ ロ 牝5栗 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 アタマ 16．8�

（独）

713 エバーシャルマン 牝4黒鹿55 C．ルメール 宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456－ 22：01．31� 4．9	
23 バ ン ゴ ー ル 牝4鹿 55 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 428－ 2 〃 アタマ 3．7

59 ア ン レ ー ル 牝6鹿 55 杉原 誠人 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B470－ 82：01．4� 32．2�
611 キネオダンサー 牝5鹿 55

52 ▲木幡 巧也吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ
ファーム 482－ 2 〃 ハナ 37．7�

814 ハ ツ ガ ツ オ 牝5鹿 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 510＋ 22：01．5� 42．8
47 ヘイジームーン 牝5黒鹿55 武 豊窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：01．6クビ 11．3�
58 デルフィーノ 牝5青鹿55 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 450－ 8 〃 同着 3．9�
815 サトノフェアリー 牝6鹿 55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 446－122：02．02� 196．1�
34 マ ユ キ 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 478± 02：02．1� 14．8�
610� アンジュドボヌール 牝5栗 55 丸山 元気杉山 忠国氏 伊藤 大士 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494－ 42：02．2� 59．4�
22 スマイルシャワー 牝5鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 502＋122：02．41	 65．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，985，800円 複勝： 82，615，100円 枠連： 28，604，000円
馬連： 120，693，500円 馬単： 53，509，700円 ワイド： 66，749，000円
3連複： 161，941，500円 3連単： 200，128，300円 計： 765，226，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 490円 � 240円 � 2，970円 枠 連（1－4） 1，770円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 12，340円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 17，540円 �� 13，890円

3 連 複 ��� 145，980円 3 連 単 ��� 755，690円

票 数

単勝票数 計 509858 的中 � 19917（8番人気）
複勝票数 計 826151 的中 � 43436（6番人気）� 105386（4番人気）� 6187（14番人気）
枠連票数 計 286040 的中 （1－4） 12458（10番人気）
馬連票数 計1206935 的中 �� 17597（18番人気）
馬単票数 計 535097 的中 �� 3252（43番人気）
ワイド票数 計 667490 的中 �� 11630（16番人気）�� 967（84番人気）�� 1222（78番人気）
3連複票数 計1619415 的中 ��� 832（228番人気）
3連単票数 計2001283 的中 ��� 192（1232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．9―47．7―59．6―1：11．4―1：23．5―1：35．8―1：47．9

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

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

勝馬の
紹 介

ウインオリアート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．6．30 福島9着

2011．2．17生 牝5黒鹿 母 ゴールドフォイル 母母 ディマイング 25戦3勝 賞金 53，940，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



06081 3月20日 晴 稍重 （28中山2）第7日 第9競走 ��
��1，600�

まくはり

幕張ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

24 ネオスターダム 牡4黒鹿57 内田 博幸一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 484－121：33．8 4．7�
714 アンジェリック 牝5鹿 55 横山 典弘 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 476－ 41：34．01� 16．7�
815 マ カ ハ 牡7鹿 57 石川裕紀人広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B472－ 4 〃 クビ 58．4�
12 ウインマーレライ 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 61：34．1クビ 20．5�
59 マローブルー 牝5鹿 55 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 452－10 〃 クビ 3．3	

（独）

612 エ ネ ア ド 牡7鹿 57 池添 謙一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 21：34．41	 78．0


611 ウエスタンメルシー 牝5鹿 55 武士沢友治西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 464－ 6 〃 ハナ 22．7�
510 ボンジュールココロ 牝6鹿 55 吉田 隼人田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 486± 0 〃 クビ 154．8�
816 ティーエスネオ 牡5芦 57 藤岡 康太田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520－ 61：34．5	 12．7
11 ドラゴンストリート 牡5鹿 57 三浦 皇成窪田 芳郎氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 470－ 81：34．92	 6．3�
713 サ ン グ ラ ス 牡5青鹿57 勝浦 正樹玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B500－ 21：35．11� 69．9�
23 サンブルエミューズ 牝6栗 55 田中 勝春 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 454－ 21：35．31� 95．7�
36 ワードイズボンド 牡5青 57 松岡 正海宮田 守氏 黒岩 陽一 浦河 バンブー牧場 548－ 21：35．62 75．4�
47 テンダリーヴォイス 牝4鹿 55 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 438＋ 81：35．81� 18．3�
35 ロジダーリング 牡4鹿 57 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞
湖 レイクヴィラファーム 468＋ 41：35．9クビ 6．9�
48 ペイシャフェリス 牝5鹿 55 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 454－ 61：37．9大差 11．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，248，900円 複勝： 89，423，400円 枠連： 31，064，200円
馬連： 159，760，800円 馬単： 66，414，400円 ワイド： 77，745，300円
3連複： 209，684，200円 3連単： 285，499，400円 計： 970，840，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 460円 � 1，110円 枠 連（2－7） 3，400円

馬 連 �� 4，040円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 3，680円 �� 7，200円

3 連 複 ��� 49，590円 3 連 単 ��� 208，020円

票 数

単勝票数 計 512489 的中 � 85875（2番人気）
複勝票数 計 894234 的中 � 132436（2番人気）� 48380（7番人気）� 17897（11番人気）
枠連票数 計 310642 的中 （2－7） 7080（18番人気）
馬連票数 計1597608 的中 �� 30576（19番人気）
馬単票数 計 664144 的中 �� 8033（25番人気）
ワイド票数 計 777453 的中 �� 14445（17番人気）�� 5399（40番人気）�� 2737（65番人気）
3連複票数 計2096842 的中 ��� 3171（136番人気）
3連単票数 計2854994 的中 ��� 995（605番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―10．8―11．3―11．8―12．0―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―33．9―45．2―57．0―1：09．0―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネオスターダム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．7．26 中京7着

2012．3．6生 牡4黒鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 15戦4勝 賞金 69，310，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャフェリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月20日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オメガキングティー号・キングカラカウア号・マイネルメリエンダ号
※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。

06082 3月20日 晴 重 （28中山2）第7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；負担重量は，56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200
万円毎1�増

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ブルドッグボス 牡4鹿 57 C．ルメール Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 �川 啓一 516－ 41：09．5 1．8�
611 キタサンミカヅキ 牡6鹿 56 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 528－ 41：09．71	 14．5�
48 カ ジ キ 牡7鹿 57 柴田 善臣幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 504－ 61：09．91
 7．0�
59 � ナンチンノン 牡5栗 56 吉田 豊加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 538＋12 〃 アタマ 10．0�
713 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 498－ 81：10．11
 13．7�
24 アンズチャン 牝5鹿 54 横山 典弘ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 476－ 41：10．31
 6．1	
23 ミヤジエルビス 牡6青鹿56 A．シュタルケ 曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 496＋ 4 〃 クビ 101．2


（独）

510�� ワイドエクセレント 牡6鹿 56 石川裕紀人古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast
Farms LLC 554－ 21：10．4クビ 41．1�

11 アメージングタクト 牡6鹿 56 石橋 脩 �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 474－10 〃 ハナ 62．1�

815 トキノゲンジ 牡8鹿 56 西田雄一郎中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 500－221：10．5	 25．7
612� サトノデプロマット 牡6黒鹿56 池添 謙一里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 514－ 21：10．6	 105．0�
12 � ミリオンヴォルツ 牡7鹿 56 丸山 元気林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC 504＋ 2 〃 クビ 68．0�
47 カリスマサンスカイ 牡8鹿 56 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B532－101：10．91	 79．1�
816� ベルサリエーレ 牡6鹿 56 松岡 正海藤田 孟司氏 松下 武士 米 Takeshi

Fujita 482－ 41：11．0	 148．7�
714 レオパルディナ 牝4鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 高橋 康之 平取 坂東牧場 444－ 21：11．32 180．7�
36 キクノストーム 牡7鹿 59 内田 博幸菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500± 01：17．1大差 25．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，220，600円 複勝： 114，161，400円 枠連： 40，781，600円
馬連： 208，930，900円 馬単： 99，817，800円 ワイド： 101，748，500円
3連複： 289，447，600円 3連単： 449，271，300円 計： 1，372，379，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 180円 枠 連（3－6） 960円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 430円 �� 310円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 8，490円

票 数

単勝票数 計 682206 的中 � 288353（1番人気）
複勝票数 計1141614 的中 � 392073（1番人気）� 85655（4番人気）� 136601（3番人気）
枠連票数 計 407816 的中 （3－6） 32862（5番人気）
馬連票数 計2089309 的中 �� 139498（5番人気）
馬単票数 計 998178 的中 �� 49499（4番人気）
ワイド票数 計1017485 的中 �� 60929（3番人気）�� 93527（1番人気）�� 20443（12番人気）
3連複票数 計2894476 的中 ��� 98241（3番人気）
3連単票数 計4492713 的中 ��� 38344（12番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．2―11．8―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．5―45．3―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 9，2，8－（3，5）－（11，14）（13，16）1，12，10（7，15）4，6 4 9，2，8（3，5）11，13，16，14，1（12，15，10）（4，7）＝6

勝馬の
紹 介

ブルドッグボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2014．10．19 京都1着

2012．4．20生 牡4鹿 母 リファールカンヌ 母母 リファールニース 12戦6勝 賞金 125，177，000円
〔制裁〕 キクノストーム号の調教師吉田直弘は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キクノストーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月20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。

１レース目 ３レース目



06083 3月20日 晴 良 （28中山2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第65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 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

11 マウントロブソン 牡3芦 56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470－ 61：48．1 8．0�
（独）

44 マイネルハニー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 470＋ 6 〃 クビ 9．4�

810 ロードクエスト 牡3鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 454＋ 21：48．2クビ 1．7�
78 プランスシャルマン 牡3栗 56 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460－ 61：48．41� 60．3�
67 ミッキーロケット 牡3鹿 56 C．ルメール 野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 6．3�
66 プレイヤーサムソン 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 458＋ 21：48．72 241．8	
811 ドレッドノータス 牡3栗 56 武 豊 
キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：48．91� 6．5�
22 ハレルヤボーイ 牡3栗 56 吉田 豊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 41：49．0クビ 22．3
55 モウカッテル 牡3鹿 56 藤田菜七子田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 448－ 21：49．1� 55．3�
79 ケンホファヴァルト 牡3鹿 56 戸崎 圭太中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 442－ 21：49．84 147．3�
33 アドマイヤモラール 牡3黒鹿56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 510－ 21：50．11� 28．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 249，975，400円 複勝： 367，373，700円 枠連： 107，492，300円 馬連： 657，181，400円 馬単： 389，737，300円
ワイド： 284，040，100円 3連複： 833，807，500円 3連単： 2，076，888，800円 5重勝： 616，788，800円 計： 5，583，285，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 220円 � 110円 枠 連（1－4） 4，050円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 7，610円

ワ イ ド �� 950円 �� 290円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 19，380円

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

キャリーオーバー なし����� 144，390円

票 数

単勝票数 計2499754 的中 � 247789（4番人気）
複勝票数 計3673737 的中 � 308114（4番人気）� 232765（5番人気）� 1836739（1番人気）
枠連票数 計1074923 的中 （1－4） 20560（10番人気）
馬連票数 計6571814 的中 �� 149839（11番人気）
馬単票数 計3897373 的中 �� 38401（24番人気）
ワイド票数 計2840401 的中 �� 66794（11番人気）�� 270922（3番人気）�� 225070（4番人気）
3連複票数 計8338075 的中 ��� 369769（6番人気）
3連単票数 計20768888 的中 ��� 77684（65番人気）
5重勝票数 計6167888 的中 ����� 2990

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．0―48．3―1：00．3―1：11．9―1：23．9―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F36．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マウントロブソン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．10．24 東京2着

2013．1．30生 牡3芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 5戦3勝 賞金 73，778，000円
〔制裁〕 プレイヤーサムソン号の騎手松岡正海は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）

マウントロブソン号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりマウントロブソン号・マイネルハニー号・ロードクエスト号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06084 3月20日 晴 重 （28中山2）第7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）
1000万円以下；負担重量は，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
1：08．7
1：08．7

重
重

48 � スティンライクビー 牡4青鹿57 吉田 豊 �ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム 474＋ 21：10．5 2．1�
36 マイネルエスパス 牡4青鹿57 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 512± 01：10．6	 17．0�
510 ダ ウ ト レ ス 牡5鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516± 01：10．7	 29．5�
714 ヒカリブランデー 牡5鹿 57 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482± 0 〃 アタマ 10．3�
47 タッチシタイ 牡6栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 494－ 81：10．8クビ 4．7�
11 マ レ ー ナ 牝5黒鹿 55

54 ☆石川裕紀人山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 22．5	
12 ダイワインパルス 牡4鹿 57 A．シュタルケ 大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：10．9クビ 15．7


（独）

611 メイショウホウトウ 牡5青鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490± 01：11．43 137．7�
23 トウショウデュエル 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502－101：11．5	 272．4�
816 ガッサンプレイ 牡6栗 57 横山 典弘西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 474± 01：11．71
 125．6
815 モズハツコイ 牝5芦 55 C．ルメール �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 上山牧場 472＋ 6 〃 クビ 4．9�
35 ラスパジャサーダス 牝4芦 55 松岡 正海佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 446± 01：11．8クビ 95．2�
612 サダムコーテイ 牡6鹿 57 柴田 善臣大西 定氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 81：11．9� 37．0�
24 シークレットアーム 牡7鹿 57 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 512－ 41：12．0	 371．1�
713 スノーエンジェル 牝4芦 55 藤岡 康太三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム B442－141：12．21
 91．6�
59 � マツノヴィグラス 牝5鹿 55

53 △長岡 禎仁中島 稔氏 竹内 正洋 浦河 北俣牧場 448＋101：14．0大差 264．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 87，689，200円 複勝： 118，218，400円 枠連： 66，295，200円
馬連： 292，166，200円 馬単： 117，750，800円 ワイド： 128，885，400円
3連複： 333，898，200円 3連単： 560，696，600円 計： 1，705，600，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 350円 � 530円 枠 連（3－4） 1，060円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，020円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 26，660円

票 数

単勝票数 計 876892 的中 � 325630（1番人気）
複勝票数 計1182184 的中 � 303583（1番人気）� 74891（5番人気）� 44390（9番人気）
枠連票数 計 662952 的中 （3－4） 48390（5番人気）
馬連票数 計2921662 的中 �� 131437（6番人気）
馬単票数 計1177508 的中 �� 37107（8番人気）
ワイド票数 計1288854 的中 �� 52883（7番人気）�� 32606（10番人気）�� 8697（32番人気）
3連複票数 計3338982 的中 ��� 27360（30番人気）
3連単票数 計5606966 的中 ��� 15243（85番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―11．8―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―45．8―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スティンライクビー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Singspiel

2012．4．6生 牡4青鹿 母 モーディッシュ 母母 モ テ ッ ク 8戦2勝 賞金 25，100，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 マレーナ号の騎手石川裕紀人は，後検量に遅れたことについて過怠金50，000円。
※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） 4頭 カシノインカローズ号・タケルラグーン号・レヴァンタール号・ワインシャワー号
※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。

５レース目



（28中山2）第7日 3月20日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 183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

297，390，000円
2，530，000円
7，980，000円
2，160，000円
33，610，000円
73，102，500円
4，945，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
762，571，400円
1，133，395，900円
422，565，900円
1，981，358，100円
1，030，824，100円
977，318，500円
2，550，691，700円
4，601，320，300円
616，788，800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 14，076，834，700円

総入場人員 30，212名 （有料入場人員 27，698名）
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