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09001 3月26日 曇 良 （28中山3）第1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

714 ファニーヒロイン 牝3栗 54 福永 祐一青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 484－ 21：54．8 2．5�
11 ライムチャン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 464－ 8 〃 クビ 2．0�
713 ティーメロー 牝3鹿 54 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：56．39 20．2�
59 トキメキユキチャン 牝3青鹿54 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 430± 01：56．61� 164．1�
510 レディーゴー 牝3鹿 54 田辺 裕信髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B482＋ 21：56．81� 6．2�
24 ライラックチャーム 牝3黒鹿54 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 浅野洋一郎 浦河 上山牧場 490± 01：57．33 38．0

48 プルシアロワイヤル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 440＋ 41：57．72� 61．7�
36 シアヌークビル 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 430－ 41：58．23 204．4�
12 グラーティア 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹岡田 繁幸氏 奥平 雅士 浦河 中脇 満 424－ 21：58．4� 317．1
611 ロトクレドール 牝3栗 54 吉田 隼人國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 460－ 61：58．72 60．1�
816 ツクバオーキッド 牝3鹿 54 大野 拓弥細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 442－101：58．8クビ 314．8�
35 レジェンドクイーン 牝3芦 54 江田 照男小林 章氏 蛯名 利弘 浦河 市川フアーム 492± 01：59．33 186．3�
815 サ ン パ ス コ 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 信之氏 武市 康男 浦河 斉藤 政志 452－141：59．4� 365．6�
47 クアルティエーレ 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 488＋ 41：59．82� 16．1�
612 ボ タ ニ カ ル 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎�Basic 根本 康広 浦河 藤春 修二 450－ 42：00．33 456．8�
23 サンブレナード 牝3鹿 54 二本柳 壮加藤 信之氏 清水 英克 日高 新井 昭二 460 ―2：02．1大差 364．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，327，300円 複勝： 54，608，800円 枠連： 13，653，500円
馬連： 54，331，300円 馬単： 36，561，200円 ワイド： 30，321，700円
3連複： 74，905，200円 3連単： 119，226，500円 計： 409，935，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（1－7） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 150円 �� 460円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 263273 的中 � 82527（2番人気）
複勝票数 計 546088 的中 � 179551（2番人気）� 216577（1番人気）� 23766（4番人気）
枠連票数 計 136535 的中 （1－7） 40999（1番人気）
馬連票数 計 543313 的中 �� 157547（1番人気）
馬単票数 計 365612 的中 �� 44179（2番人気）
ワイド票数 計 303217 的中 �� 67803（1番人気）�� 14102（4番人気）�� 10637（6番人気）
3連複票数 計 749052 的中 ��� 51349（2番人気）
3連単票数 計1192265 的中 ��� 23753（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．3―50．4―1：03．1―1：15．7―1：28．7―1：41．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファニーヒロイン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．10．11 東京11着

2013．1．15生 牝3栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 6戦1勝 賞金 10，300，000円
〔制裁〕 グラーティア号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

ライムチャン号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 ボタニカル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンブレナード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月26日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ボタニカル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年4月26日まで出走できない。

09002 3月26日 曇 良 （28中山3）第1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

12 � ワンダーウノ 牡3芦 56 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 米 John R. Penn B496＋ 61：12．9 7．8�
815� ボスキャットグレイ 牡3芦 56 蛯名 正義林 正道氏 上原 博之 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten 468－ 21：13．43 3．2�
35 � ウォリアーズクロス 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 国枝 栄 米
B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

536± 01：13．5クビ 5．0�
59 クレイジーインラヴ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹藤本 幸雄氏 南田美知雄 日高 藤本 直弘 420＋ 21：13．71� 458．5�
11 ネイチャーポイント 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 486－ 61：13．91 5．2�
47 オートシャンティ 牡3栗 56 柴田 大知大戸 志浦氏 和田 雄二 新冠 高橋 忍 474＋ 4 〃 クビ 17．2	
48 イデアオブダンディ 牡3栗 56 吉田 隼人益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 468± 01：14．11	 35．6

611 コ リ ー ナ 牝3鹿 54 C．ルメール 山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 440± 0 〃 ハナ 3．5�
24 シエラヴェルデ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 502＋ 81：14．2
 65．1
612 アイスクリン 牡3鹿 56 松岡 正海高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル B460－ 61：14．3	 327．9�
510 ミヤコノアバランチ 牡3芦 56 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 472－ 4 〃 ハナ 163．3�
23 マ グ リ ッ ト 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 454± 01：14．72 348．8�

816 サンカーニー 牝3芦 54 二本柳 壮加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 462＋ 61：14．8
 406．9�
714 サンスペンサー 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 村上牧場 426－ 21：14．9クビ 49．1�
713 サ ン オ カ ラ 牝3栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 新ひだか 友田牧場 450－141：15．11	 609．8�
36 トウショウネクスト 牡3鹿 56 吉田 豊トウショウ産業� 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 494 ―1：16．27 206．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，095，800円 複勝： 45，581，800円 枠連： 15，274，900円
馬連： 61，977，500円 馬単： 35，029，200円 ワイド： 33，554，500円
3連複： 85，254，000円 3連単： 110，889，500円 計： 419，657，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 140円 � 180円 枠 連（1－8） 640円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 620円 �� 610円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 19，440円

票 数

単勝票数 計 320958 的中 � 32593（5番人気）
複勝票数 計 455818 的中 � 45366（5番人気）� 105476（2番人気）� 59805（3番人気）
枠連票数 計 152749 的中 （1－8） 18447（3番人気）
馬連票数 計 619775 的中 �� 29693（7番人気）
馬単票数 計 350292 的中 �� 7339（17番人気）
ワイド票数 計 335545 的中 �� 13450（8番人気）�� 13526（7番人気）�� 25534（2番人気）
3連複票数 計 852540 的中 ��� 29815（8番人気）
3連単票数 計1108895 的中 ��� 4135（71番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．9―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワンダーウノ �
�
父 Macho Uno �

�
母父 Van Nistelrooy デビュー 2015．10．11 東京10着

2013．4．24生 牡3芦 母 Remembermefondly 母母 Fariedah 6戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 ネイチャーポイント号は，枠内駐立不良〔突進〕。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 ネイチャーポイント号の騎手藤田菜七子は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

クレイジーインラヴ号の騎手菊沢一樹は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ネイチャーポイント号は，平成28年3月27日から平成28年4月17日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アポロガッツ号・ハイブリッドクロス号
（非抽選馬） 2頭 アイドル号・ヤマイチキズナ号

第３回 中山競馬 第１日



09003 3月26日 曇 良 （28中山3）第1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

816 コスモコレクション 牡3栗 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 468＋ 41：56．4 9．7�
23 シンキングダンサー 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：56．82� 21．8�
35 ジンロックカフェ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 496－ 41：57．01 22．2�
510 デンコウイッセン 牡3鹿 56 武 幸四郎田中 康弘氏 小島 太 新ひだか 三石川上牧場 486－ 2 〃 アタマ 182．0�
611 サ フ ァ リ 牡3鹿 56 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 542± 01：57．21� 44．4�
24 ヒロインボーイ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 462－ 21：57．3� 9．2	
36 ヒットリターンキー 牡3黒鹿56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 41：57．4� 1．8

11 トーアシラヌイ 牡3青鹿56 武士沢友治高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 444± 0 〃 アタマ 118．2�
713 ネ コ エ ル フ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 458＋ 21：57．61� 7．1
714 ガオガイリュイ 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 つつみ牧場 482± 01：58．55 10．5�
612 スペシャルタイム 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506 ―1：59．03 9．2�
47 サーストンネバダ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか 高橋フアーム 470－ 2 〃 クビ 125．7�
815 バトルロックハート 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 480－ 61：59．42� 164．7�
59 クラストリック 牡3青鹿56 福永 祐一 K.C．タン氏 戸田 博文 新冠 アラキフアーム B452－ 22：00．03� 93．8�
48 ホメテノバスコ 牡3栗 56 伊藤 工真藤枝 眞澄氏 菊川 正達 日高 株式会社

RUMIファーム B504－ 22：01．9大差 396．1�
（15頭）

12 ヒ パ ヒ パ 牡3鹿 56 江田 照男�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 504－12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，640，600円 複勝： 45，546，200円 枠連： 16，885，900円
馬連： 49，921，100円 馬単： 30，970，000円 ワイド： 31，356，600円
3連複： 67，156，400円 3連単： 90，220，800円 計： 358，697，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 360円 � 490円 � 610円 枠 連（2－8） 3，300円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 15，620円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，740円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 25，470円 3 連 単 ��� 186，880円

票 数

単勝票数 差引計 266406（返還計 458） 的中 � 21754（5番人気）
複勝票数 差引計 455462（返還計 898） 的中 � 35221（5番人気）� 24439（7番人気）� 18659（8番人気）
枠連票数 差引計 168859（返還計 39） 的中 （2－8） 3965（11番人気）
馬連票数 差引計 499211（返還計 2658） 的中 �� 5148（24番人気）
馬単票数 差引計 309700（返還計 1703） 的中 �� 1487（47番人気）
ワイド票数 差引計 313566（返還計 2164） 的中 �� 4508（21番人気）�� 4665（19番人気）�� 3249（27番人気）
3連複票数 差引計 671564（返還計 6829） 的中 ��� 1977（70番人気）
3連単票数 差引計 902208（返還計 8996） 的中 ��� 350（426番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．3―13．5―13．2―12．8―12．6―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．4―51．9―1：05．1―1：17．9―1：30．5―1：43．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモコレクション �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2015．7．4 福島6着

2013．5．5生 牡3栗 母 パリコレクション 母母 ナ ミ ビ ア 7戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ヒパヒパ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホメテノバスコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月26日まで平地競

走に出走できない。

09004 3月26日 曇 良 （28中山3）第1日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35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
1：30．7
1：30．7

良
良

510 プレシャスギフト 牝3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 武井 亮 平取 坂東牧場 432＋ 21：36．4 1．9�
24 ラレッサングル 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：36．61 3．3�
714 コスモレティクルム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 430－10 〃 クビ 20．0�
48 ナムラバイオレット 牝3栗 54 松岡 正海奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 482± 01：36．92 5．3�
11 ハロックライン 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 420－ 81：37．11� 12．2�
815 ユキノヴィクトリー 牡3栗 56 大野 拓弥井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム B480－101：37．42 268．2	
816 ケンブリッジリニア 牝3栗 54

52 △井上 敏樹中西 桂子氏 星野 忍 新ひだか 本桐牧場 432－ 6 〃 ハナ 27．5

612 ア ラ カ ン ト 牡3黒鹿56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490 ―1：37．61� 57．0�
47 カスミポップコーン 牡3芦 56 高倉 稜吉田 勝利氏 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 490± 0 〃 ハナ 36．6�
59 ゴールドハーツ 牝3鹿 54 津村 明秀沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 B394－ 61：37．7クビ 269．6
35 ヴァイオリニスト 牝3栗 54 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 伊達 高橋農場 466＋161：38．01� 145．8�
611 コスモリンクス 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 81：38．1� 670．2�
12 コウユーエニシ 牡3鹿 56 平野 優加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 384＋201：38．52� 525．3�
36 アンジェリカス 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 498 ―1：38．6� 143．6�
713 オ ラ シ オ ン 牡3鹿 56 吉田 豊 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 日高 三城牧場 436－ 81：38．7� 387．5�
23 プリンセスカグヤ 牝3鹿 54 伊藤 工真手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 安藤牧場 472＋181：41．9大差 321．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，586，400円 複勝： 42，932，500円 枠連： 13，395，900円
馬連： 56，617，200円 馬単： 35，497，200円 ワイド： 32，919，500円
3連複： 79，241，200円 3連単： 123，364，700円 計： 415，554，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（2－5） 370円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 500円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 315864 的中 � 130956（1番人気）
複勝票数 計 429325 的中 � 123273（1番人気）� 116518（2番人気）� 28984（5番人気）
枠連票数 計 133959 的中 （2－5） 27621（1番人気）
馬連票数 計 566172 的中 �� 119540（1番人気）
馬単票数 計 354972 的中 �� 44456（1番人気）
ワイド票数 計 329195 的中 �� 57388（1番人気）�� 14865（6番人気）�� 11659（8番人気）
3連複票数 計 792412 的中 ��� 50077（3番人気）
3連単票数 計1233647 的中 ��� 26036（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．0―12．1―12．6―12．2―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．1―48．2―1：00．8―1：13．0―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6

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

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

勝馬の
紹 介

プレシャスギフト �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．27 中山2着

2013．5．25生 牝3鹿 母 サイレンスギフト 母母 ティッパートゥー 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリンセスカグヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月26日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 イルミナーレ号・ハンナ号・ベルホルト号



09005 3月26日 曇 良 （28中山3）第1日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12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
1：44．9
1：43．9

良
良

11 ビ ッ シ ュ 牝3鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 408－101：48．9 3．2�
89 ヴィガーエッジ 牡3鹿 56 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 21：49．0� 40．3�
55 ヒプノティスト 牡3栗 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 B472＋ 2 〃 クビ 1．4�
33 シ ャ ラ ラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 450－ 81：49．32 11．1�
77 ダイチラディウス 牡3鹿 56 柴田 大知 	荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 444－ 61：49．72� 63．7

66 フィンガーポスト 牡3鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：49．8� 30．5�
44 ヴィータファン 牡3鹿 56 田辺 裕信猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：50．01� 12．3�
22 スーパーラビット 牡3黒鹿56 小野寺祐太田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 412－ 61：50．21� 395．2
88 ラ シ ー ム 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人若松 伸治氏 栗田 徹 浦河 中村 雅明 456＋ 41：50．41� 97．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 35，469，900円 複勝： 104，277，000円 枠連： 11，925，900円
馬連： 50，993，800円 馬単： 47，373，400円 ワイド： 30，794，000円
3連複： 66，851，000円 3連単： 184，134，900円 計： 531，819，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 260円 � 110円 枠 連（1－8） 2，490円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 690円 �� 130円 �� 310円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 354699 的中 � 87602（2番人気）
複勝票数 計1042770 的中 � 80605（2番人気）� 20035（6番人気）� 804142（1番人気）
枠連票数 計 119259 的中 （1－8） 3708（8番人気）
馬連票数 計 509938 的中 �� 9501（11番人気）
馬単票数 計 473734 的中 �� 5804（17番人気）
ワイド票数 計 307940 的中 �� 8007（10番人気）�� 86372（1番人気）�� 20950（5番人気）
3連複票数 計 668510 的中 ��� 59179（4番人気）
3連単票数 計1841349 的中 ��� 12056（35番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．3―12．5―12．2―12．0―12．5―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．4―48．9―1：01．1―1：13．1―1：25．6―1：37．2

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
8，3－4（5，6）－1－9－7－2
8，6，3，4，5－1，9，7，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビ ッ シ ュ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2016．2．21 東京1着

2013．1．16生 牝3鹿 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 2戦2勝 賞金 13，200，000円

09006 3月26日 曇 良 （28中山3）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

23 オトメチャン 牝4鹿 55 三浦 皇成�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 506＋ 21：53．5 5．7�
35 ユアザイオン 牝4黒鹿55 津村 明秀ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B484－161：54．35 38．0�
611� ピンクシャドウ 牝5栗 55 柴田 大知 �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 488＋ 41：54．61� 26．2�
612 ジーガールージュ 牝4栗 55 大野 拓弥�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 490－ 8 〃 アタマ 17．5�
12 グランドエンジェル 牝5鹿 55 吉田 隼人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋ 4 〃 アタマ 5．7	
816� ラゴディラゴライ 牝6鹿 55 蛯名 正義佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500－ 21：55．02� 21．7

59 メリーウィドウ 牝5鹿 55 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 524＋121：55．63� 3．4�
815 スカーボロフェア 牝4鹿 55 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B436＋ 41：55．81	 5．8�
714 マラカイトスター 牝4栗 55 松岡 正海本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B458－ 41：55．9� 151．7
11 ユ ッ コ 牝4栗 55

52 ▲木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494－ 21：56．0� 30．8�
47 デルマサリーチャン 牝5鹿 55 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476＋ 21：56．31� 397．5�
713 ジョンブドール 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 438－ 41：56．51	 19．2�
36 カナラズカナラズ 牝4鹿 55 伊藤 工真小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 464＋101：56．6� 188．7�
24 ナナイロボタン 牝4栗 55 田辺 裕信 �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：56．8� 11．8�
510 イデアオブクィーン 牝5芦 55

53 △井上 敏樹益田 修一氏 中舘 英二 浦河 大道牧場 410－ 81：57．86 185．1�
48 ラ ブ ユ ー 牝5栗 55

54 ☆石川裕紀人�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 506± 01：58．01 11．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，289，500円 複勝： 46，495，400円 枠連： 21，155，000円
馬連： 72，505，600円 馬単： 35，005，400円 ワイド： 41，632，300円
3連複： 97，548，600円 3連単： 114，059，000円 計： 454，690，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 230円 � 930円 � 850円 枠 連（2－3） 7，030円

馬 連 �� 8，880円 馬 単 �� 13，600円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 2，490円 �� 6，860円

3 連 複 ��� 54，590円 3 連 単 ��� 253，650円

票 数

単勝票数 計 262895 的中 � 36603（3番人気）
複勝票数 計 464954 的中 � 64015（3番人気）� 11727（12番人気）� 13024（10番人気）
枠連票数 計 211550 的中 （2－3） 2329（23番人気）
馬連票数 計 725056 的中 �� 6321（34番人気）
馬単票数 計 350054 的中 �� 1930（58番人気）
ワイド票数 計 416323 的中 �� 4231（35番人気）�� 4336（33番人気）�� 1547（60番人気）
3連複票数 計 975486 的中 ��� 1340（155番人気）
3連単票数 計1140590 的中 ��� 326（772番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．6―49．4―1：01．9―1：14．7―1：27．5―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オトメチャン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2015．1．10 中山7着

2012．4．6生 牝4鹿 母 キロロプラム 母母 スナーククリムゾン 10戦2勝 賞金 18，800，000円
※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） 1頭 コウセイマユヒメ号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤピンク号



09007 3月26日 曇 良 （28中山3）第1日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13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

714 ネイティヴコード 牝5鹿 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B512＋ 41：11．6 2．8�
24 カシノスティーヴ 牡5栗 57 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 510± 01：12．02� 4．2�
713 サウスリュウセイ 牡4鹿 57

55 △井上 敏樹南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 468± 01：12．42� 58．5�
11 ハリケーンリリー 	5鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 508＋ 4 〃 クビ 22．3�
12 スマートダイバー 牡5栗 57 横山 典弘大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 アタマ 6．9�
23 ロックフォール 牡4黒鹿57 伊藤 工真四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B444－ 4 〃 アタマ 185．7�
47 ソアリングホーク 牡5鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490－ 21：12．5クビ 21．5	
612 ウサギノカケアシ 牡4芦 57 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 476－ 21：12．6� 32．1

48 リンガスヴィグラス 牝4鹿 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 468－ 4 〃 クビ 6．0�
59 ポッドフィズ 牝4鹿 55 三浦 皇成小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 466－ 21：12．7クビ 128．3�
35 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 442＋ 4 〃 ハナ 24．6
815 ダンガンコゾウ 牡4栗 57 田辺 裕信海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 81：12．91� 87．7�
611
 ゴーアップファイト 牡5栗 57 菅原 隆一後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 502± 01：13．0� 146．5�
36 
 ステラルーチェ 牡4栗 57

56 ☆石川裕紀人池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 484－ 61：13．53 98．9�
510 ケモノタイプ 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 498＋ 61：13．6� 21．1�
816 アルマクレヨン 牡4栗 57 吉田 豊コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 B498＋101：14．23� 11．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，363，900円 複勝： 44，668，300円 枠連： 20，122，000円
馬連： 72，035，000円 馬単： 32，831，800円 ワイド： 39，428，800円
3連複： 89，636，800円 3連単： 109，975，800円 計： 438，062，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 170円 � 890円 枠 連（2－7） 680円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，580円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 37，130円

票 数

単勝票数 計 293639 的中 � 82826（1番人気）
複勝票数 計 446683 的中 � 94663（1番人気）� 76966（2番人気）� 8731（11番人気）
枠連票数 計 201220 的中 （2－7） 22774（2番人気）
馬連票数 計 720350 的中 �� 76243（1番人気）
馬単票数 計 328318 的中 �� 20336（1番人気）
ワイド票数 計 394288 的中 �� 35826（1番人気）�� 3628（30番人気）�� 2722（37番人気）
3連複票数 計 896368 的中 ��� 5434（39番人気）
3連単票数 計1099758 的中 ��� 2147（107番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―11．9―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―46．5―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネイティヴコード �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．8．10 函館3着

2011．3．6生 牝5鹿 母 クラックコード 母母 マジックコード 24戦3勝 賞金 34，500，000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 ドラゴンスパン号

09008 3月26日 曇 良 （28中山3）第1日 第8競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬および�
3�増，J・GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：40．8良

58 ワンダフルワールド 牡5栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 514－ 63：46．0 22．7�
814 ブライトボーイ 牡7鹿 60 草野 太郎古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 488－ 43：46．31� 13．4�
57 ラグジードライブ �5栗 60 高野 和馬西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 468－ 23：46．61� 14．8�
711 メイショウアラワシ 牡5栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 454－103：46．7	 14．8�
11 テイエムオペラドン 牡7鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 25．1�
46 アドマイヤタイシ 牡9黒鹿60 西谷 誠近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488± 03：46．91
 12．6�
22 ビコーピリラニ 牡6栗 60 田村 太雅	レジェンド 田所 秀孝 日高 高柳 隆男 486－123：47．11	 182．5

813� アシュヴィン �7栗 60 小坂 忠士前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 468－143：47．2	 2．5�
45 ヘリオスフィア �7黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 23：47．41
 121．9�
33 ウォンテッド 牡6黒鹿60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 500＋ 83：47．5� 6．2
69 ドリームハヤテ 牡6鹿 60 熊沢 重文ライオンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 504＋ 43：47．92	 3．5�
712 ミヤコデラックス 牡7鹿 60 小野寺祐太吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B484± 03：48．22 166．3�
610 クリノキングムーン 牡5黒鹿60 植野 貴也栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 438－143：48．73 97．6�
34 ユールドゥー 牡5鹿 60 石神 深一小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 490＋ 4 （競走中止） 80．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，727，800円 複勝： 33，691，000円 枠連： 20，152，700円
馬連： 67，086，600円 馬単： 35，497，300円 ワイド： 33，987，700円
3連複： 95，318，000円 3連単： 128，135，000円 計： 440，596，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 530円 � 360円 � 370円 枠 連（5－8） 1，000円

馬 連 �� 13，270円 馬 単 �� 30，110円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 3，100円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 40，220円 3 連 単 ��� 273，220円

票 数

単勝票数 計 267278 的中 � 9406（8番人気）
複勝票数 計 336910 的中 � 15818（8番人気）� 25455（6番人気）� 24724（7番人気）
枠連票数 計 201527 的中 （5－8） 15526（3番人気）
馬連票数 計 670866 的中 �� 3917（32番人気）
馬単票数 計 354973 的中 �� 884（77番人気）
ワイド票数 計 339877 的中 �� 4029（28番人気）�� 2794（34番人気）�� 5707（17番人気）
3連複票数 計 953180 的中 ��� 1777（87番人気）
3連単票数 計1281350 的中 ��� 340（568番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 50．7－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ワンダフルワールド �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．6．16 阪神5着

2011．4．21生 牡5栗 母 キャットアリ 母母 Careless Kitten 障害：5戦2勝 賞金 25，301，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 アシュヴィン号の騎手白浜雄造は，負傷のため小坂忠士に変更。
〔競走中止〕 ユールドゥー号は，10号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



09009 3月26日 晴 良 （28中山3）第1日 第9競走 ��
��1，800�

か し ま

鹿 島 特 別
発走14時35分 （ダート・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 タムロミラクル 牡4青鹿57 田中 勝春谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470－ 81：53．2 21．9�
23 ルールソヴァール �4栗 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480－ 2 〃 ハナ 2．5�
48 クロフネビームス 牝4芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 470＋ 81：53．52 12．6�
36 ツインキャンドル 牝5鹿 55 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B454－ 21：53．6	 42．5�
816 ト ゥ ル ッ リ 牡4芦 57 柴山 雄一�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 41：53．81
 23．9	
47 ワイルドコットン 牡5栗 57 横山 典弘池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B498－ 2 〃 ハナ 5．7

714 ハナズリベンジ 牝5黒鹿55 C．ルメール M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 490± 0 〃 クビ 6．1�
12 ロ ジ テ ー ル 牡7鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋ 41：54．22	 19．0�
59 ダノンミシガン 牡5芦 57 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 494＋ 41：54．52 19．9
713� エターナルヒーロー �6黒鹿57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 478＋ 21：54．6	 81．1�
510 ワイルドダンサー 牡4鹿 57 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 2 〃 アタマ 45．5�
24 プレジールシチー 牡5黒鹿57 高倉 稜 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 496＋ 21：54．7クビ 157．9�
35 デグニティクローズ 牡5鹿 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 542＋ 6 〃 ハナ 11．9�
611 ドラゴンビューティ 牡6鹿 57 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 510－ 2 〃 クビ 38．5�
612 ゴーイングベル 牡6芦 57 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 522＋ 81：55．12	 13．8�
815 コスモボアソルテ 牡4芦 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 490± 01：55．63 201．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，767，600円 複勝： 78，662，200円 枠連： 34，968，300円
馬連： 135，051，500円 馬単： 57，054，300円 ワイド： 71，503，000円
3連複： 173，714，900円 3連単： 222，009，300円 計： 817，731，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 500円 � 140円 � 300円 枠 連（1－2） 1，130円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 6，440円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 3，290円 �� 700円

3 連 複 ��� 9，730円 3 連 単 ��� 60，320円

票 数

単勝票数 計 447676 的中 � 16284（9番人気）
複勝票数 計 786622 的中 � 31406（9番人気）� 200206（1番人気）� 58877（5番人気）
枠連票数 計 349683 的中 （1－2） 23956（2番人気）
馬連票数 計1350515 的中 �� 38513（8番人気）
馬単票数 計 570543 的中 �� 6635（22番人気）
ワイド票数 計 715030 的中 �� 15230（11番人気）�� 5349（40番人気）�� 27315（4番人気）
3連複票数 計1737149 的中 ��� 13377（30番人気）
3連単票数 計2220093 的中 ��� 2668（181番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．1―12．7―12．7―12．8―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．3―50．0―1：02．7―1：15．5―1：27．9―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．7
1
3
6，12，16（14，7）（3，10，15）5，2（1，8）13（4，9）11
6（12，16）（2，14，7）（3，10）15（1，8，5，13）（4，9，11）

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

勝馬の
紹 介

タムロミラクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．2．8 小倉2着

2012．3．15生 牡4青鹿 母 タムロイーネー 母母 フィールドロマン 14戦3勝 賞金 41，378，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時40分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムコンドル号
（非抽選馬） 6頭 ヴィスビー号・タンスチョキン号・フクノグリュック号・メイショウフェイク号・レッツゴースター号・

ロンギングエース号

09010 3月26日 晴 良 （28中山3）第1日 第10競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 モ ル ジ ア ナ 牝4栗 55 横山 典弘 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 41：11．4 2．2�
35 ゲマインシャフト 牡6鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 512± 01：11．5� 17．2�
47 ヤマニンシャンデル 牝4栗 55 田中 勝春土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 456± 01：11．6� 43．3�
815 モ ン テ ネ オ 牡6黒鹿57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 61：11．91	 12．1�
48 フクノドリーム 牝5栗 55 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 494± 0 〃 ハナ 4．7�
59 メイショウカノン 牡5青鹿57 武 幸四郎松本 好	氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 482± 01：12．11 37．9

611 サクラフローラ 牝5黒鹿55 三浦 皇成�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 532＋ 2 〃 アタマ 6．8�
713 ドリームドルチェ 牡4青鹿57 野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 516－ 4 〃 ハナ 39．1
714 イーグルカザン 牡8鹿 57 吉田 豊山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 532± 01：12．2	 63．3�
23 サンマディソン 牝5鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 462－ 21：12．41� 105．0�
510 エンドレスノット 牝7鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 アタマ 27．7�
12 ヤマチョウフェア 牡8黒鹿57 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 494＋ 61：12．5� 80．1�
11 サンライズネガノ 牡6芦 57 吉田 隼人松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B494－ 6 〃 ハナ 18．6�
612 ブルーストーン 牝5黒鹿55 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 41：12．6� 13．3�
816 ジョリーアップ 牝4栗 55 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 490± 01：13．98 42．8�
36 カラダレジェンド 牡5鹿 57 木幡 巧也子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B476－ 41：14．96 182．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，037，300円 複勝： 77，981，100円 枠連： 33，892，100円
馬連： 159，690，700円 馬単： 69，277，500円 ワイド： 74，131，100円
3連複： 199，631，400円 3連単： 283，635，400円 計： 946，276，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 340円 � 680円 枠 連（2－3） 1，400円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，340円 �� 5，320円

3 連 複 ��� 12，910円 3 連 単 ��� 43，990円

票 数

単勝票数 計 480373 的中 � 171937（1番人気）
複勝票数 計 779811 的中 � 245776（1番人気）� 47242（5番人気）� 20440（10番人気）
枠連票数 計 338921 的中 （2－3） 18745（6番人気）
馬連票数 計1596907 的中 �� 85175（4番人気）
馬単票数 計 692775 的中 �� 26333（5番人気）
ワイド票数 計 741311 的中 �� 29231（4番人気）�� 14166（12番人気）�� 3422（49番人気）
3連複票数 計1996314 的中 ��� 11595（40番人気）
3連単票数 計2836354 的中 ��� 4674（121番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．4―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．0―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ル ジ ア ナ �
�
父 Dubawi �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．6．21 函館5着

2012．3．31生 牝4栗 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 10戦4勝 賞金 68，793，000円
〔制裁〕 ドリームドルチェ号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15

番）
ゲマインシャフト号の騎手柴田大知は，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：10番）

※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 アスターストーム号



09011 3月26日 晴 良 （28中山3）第1日 第11競走 ��
��2，500�第64回日 経 賞（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，27．3．28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，27．3．27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）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

89 ゴールドアクター 牡5青鹿58 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 494± 02：36．8 3．3�
44 サウンズオブアース 牡5黒鹿56 福永 祐一吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 506＋ 42：36．9� 2．4�
22 マリアライト 牝5黒鹿55 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438＋ 42：37．11	 6．6�
77 ア ル バ ー ト 牡5栗 57 C．ルメール 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464－ 22：37．31	 4．0�
33 ディサイファ 牡7鹿 57 武 幸四郎 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 506－ 4 〃 クビ 9．0�
55 アクションスター 牡6栗 56 大野 拓弥福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 82：37．4� 206．5	
88 ホッコーブレーヴ 牡8鹿 56 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 478＋ 22：37．61	 52．3

66 コスモロビン 牡8鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 530＋ 22：38．02
 196．3�
11 フラガラッハ 牡9鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 0 〃 アタマ 113．7�
（9頭）

売 得 金
単勝： 187，991，800円 複勝： 180，948，400円 枠連： 47，614，200円
馬連： 394，676，000円 馬単： 233，789，500円 ワイド： 162，437，600円
3連複： 406，700，500円 3連単： 1，267，212，800円 計： 2，881，370，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 160円 �� 290円 �� 230円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計1879918 的中 � 447944（2番人気）
複勝票数 計1809484 的中 � 337561（2番人気）� 730947（1番人気）� 214822（4番人気）
枠連票数 計 476142 的中 （4－8） 102129（1番人気）
馬連票数 計3946760 的中 �� 806399（1番人気）
馬単票数 計2337895 的中 �� 227284（2番人気）
ワイド票数 計1624376 的中 �� 297233（1番人気）�� 124760（5番人気）�� 170773（3番人気）
3連複票数 計4067005 的中 ��� 574890（2番人気）
3連単票数 計12672128 的中 ��� 421651（5番人気）

ハロンタイム 7．0―12．1―12．6―13．1―13．1―13．7―13．5―13．2―12．4―12．2―11．8―10．9―11．2

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―19．1―31．7―44．8―57．9―1：11．6―1：25．1―1：38．3―1：50．7―2：02．9―2：14．7―2：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．1―3F33．9
1
�
3（4，9）2（5，7）（1，6，8）
3（4，9）（2，7，8）（1，5，6）

2
�
3（4，9）（2，5，7）（1，6，8）・（3，4，9）8（2，7）6（1，5）

勝馬の
紹 介

ゴールドアクター 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡5青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 14戦8勝 賞金 487，558，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりゴールドアクター号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

09012 3月26日 晴 良 （28中山3）第1日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

33 ソールインパクト 牡4芦 57 福永 祐一窪田 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 484－ 21：48．4 3．4�

22 ショウナンマルシェ �5青鹿57 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 61：48．5	 10．3�

68 キミノナハセンター 牡5鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488－ 21：48．71
 2．1�
710 マイネルシュバリエ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 61：48．8� 5．3�
69 ストリートキャップ 牡4芦 57 柴山 雄一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 484＋ 21：48．9クビ 20．6�
11 ガ チ バ ト ル 牡6栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 456－ 2 〃 クビ 11．0	
711 エイダイポイント 牡8芦 57

54 ▲菊沢 一樹
東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 456＋ 21：49．22 65．7�
57 � タンスチョキン 牝6鹿 55 木幡 初広栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 下河辺牧場 484± 01：49．41
 300．2�
812� キングクリチャン 牡7栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B498－ 41：49．61� 40．7
45 ディープサウンド 牡8鹿 57 柴田 善臣増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 476－ 41：49．81
 169．0�
56 アンブリッジローズ 牡6鹿 57

56 ☆石川裕紀人 
キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452－ 21：49．9� 73．8�
813� ブルーホール 牡5青鹿 57

55 △井上 敏樹�Basic 池上 昌和 新冠 佐藤 信広 448－ 41：50．0	 76．9�
44 クリノヤクマン 牡4鹿 57 江田 照男栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 492－ 81：50．21
 351．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 68，980，800円 複勝： 79，797，900円 枠連： 32，860，100円
馬連： 188，601，300円 馬単： 88，212，600円 ワイド： 82，135，800円
3連複： 200，207，400円 3連単： 386，939，500円 計： 1，127，735，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 180円 � 120円 枠 連（2－3） 1，810円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 450円 �� 210円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 7，980円

票 数

単勝票数 計 689808 的中 � 161352（2番人気）
複勝票数 計 797979 的中 � 168060（2番人気）� 84126（4番人気）� 212676（1番人気）
枠連票数 計 328601 的中 （2－3） 14010（6番人気）
馬連票数 計1886013 的中 �� 80803（6番人気）
馬単票数 計 882126 的中 �� 25466（9番人気）
ワイド票数 計 821358 的中 �� 42312（5番人気）�� 117934（1番人気）�� 45175（4番人気）
3連複票数 計2002074 的中 ��� 148082（2番人気）
3連単票数 計3869395 的中 ��� 35126（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．0―47．9―59．9―1：12．0―1：24．0―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソールインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2014．8．10 新潟2着

2012．1．31生 牡4芦 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream 16戦3勝 賞金 55，717，000円
※タンスチョキン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（28中山3）第1日 3月26日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

321，690，000円
2，530，000円
5，060，000円
2，380，000円
35，920，000円
69，737，000円
5，439，800円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
584，278，700円
835，190，600円
281，900，500円
1，363，487，600円
737，099，400円
664，202，600円
1，636，165，400円
3，139，803，200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 9，242，128，000円

総入場人員 21，655名 （有料入場人員 19，841名）
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