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06001 2月25日 曇 稍重 （29中山2）第1日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

36 アポロマーキュリー 牝3栗 54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 456± 01：57．3 4．7�
816 ノーブルクラウン 牝3鹿 54 S．フォーリー �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B518＋141：58．04 6．4�

（愛）

815 ディアチャイブ 牝3鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 472＋ 21：58．31� 11．8�

11 ハ ナ サ キ 牝3青 54
52 △木幡 巧也鈴木 康弘氏 小野 次郎 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 466＋ 81：58．72� 8．3	
611 ドラゴンランス 牝3栗 54 内田 博幸子安 裕樹氏 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 480－ 21：59．23 4．3

47 タイムレスタイム 牝3鹿 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 アタマ 106．3�
714 キウイチャン 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹ケンレーシング組合 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 81：59．3� 17．4�

612 ア ク ア リ オ 牝3鹿 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 446－ 61：59．61� 5．2
510 フレンドパリ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 446＋ 21：59．7� 44．8�
59 ベストベット 牝3鹿 54 松岡 正海下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 426－ 41：59．91 56．0�
23 パティキュラー 牝3黒鹿54 小島 太一�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 42：00．43 210．4�
48 ジョリーウッド 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 440± 02：01．14 241．6�
12 トップシークレット 牝3栗 54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 42：01．2� 114．7�
24 ニシノヒスイ 牝3青 54 村田 一誠西山 茂行氏 星野 忍 新ひだか 田原安田牧場 502＋ 62：01．3� 96．1�
713 ノーティスボード 牝3芦 54 蛯名 正義下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 490－ 42：02．36 9．3�
35 セイウンカイヒメ 牝3黒鹿54 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 谷藤 弘美 470± 0 （競走中止） 58．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，440，600円 複勝： 37，682，500円 枠連： 18，328，700円
馬連： 56，245，700円 馬単： 28，344，000円 ワイド： 34，511，100円
3連複： 77，578，900円 3連単： 86，586，700円 計： 363，718，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 260円 � 290円 枠 連（3－8） 1，030円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 580円 �� 990円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 33，490円

票 数

単勝票数 計 244406 的中 � 40859（2番人気）
複勝票数 計 376825 的中 � 58086（2番人気）� 35628（6番人気）� 31485（7番人気）
枠連票数 計 183287 的中 （3－8） 13772（4番人気）
馬連票数 計 562457 的中 �� 29070（3番人気）
馬単票数 計 283440 的中 �� 5846（11番人気）
ワイド票数 計 345111 的中 �� 15807（4番人気）�� 8825（12番人気）�� 7172（16番人気）
3連複票数 計 775789 的中 ��� 11643（16番人気）
3連単票数 計 865867 的中 ��� 1874（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．2―51．7―1：04．4―1：17．2―1：30．5―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アポロマーキュリー �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 グランドオペラ デビュー 2016．8．13 新潟13着

2014．3．31生 牝3栗 母 キタノオペラ 母母 デーエスローマン 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 セイウンカイヒメ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 セイウンカイヒメ号は，発走直後に前進気勢を欠いたため競走中止。
〔制裁〕 ハナサキ号の騎手木幡巧也は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成29年3月4日から平成29年3月5日まで騎乗

停止。（被害馬：9番・7番・3番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セイウンカイヒメ号は，平成29年2月26日から平成29年3月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コウユーモエルコイ号
（非抽選馬） 1頭 ヨイマチグサ号
※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。

06002 2月25日 曇 稍重 （29中山2）第1日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

47 サウンドストリート 牡3鹿 56 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464＋ 21：12．9 1．3�

816 ディスカバー 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－ 41：13．64 7．1�
23 トゥザイオン 牝3鹿 54 横山 典弘�酒井牧場 金成 貴史 浦河 酒井牧場 454－ 4 〃 クビ 11．7�
612 サンベリーニ 牝3栗 54 田辺 裕信スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 21：13．7� 26．2�
510 マスカレードシチー 牡3青鹿56 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 B490＋ 61：14．12� 18．4	
59 アイティプリンセス 牝3黒鹿54 柴山 雄一一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B482＋ 8 〃 アタマ 15．6

815 ハシルヨマッテテ 牝3栗 54

52 △木幡 巧也田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 424＋ 21：14．2クビ 163．0�
24 アドバンスクライ 牡3鹿 56 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 452＋ 21：14．51� 40．7�
36 ジュピターステラ 牝3栗 54 村田 一誠島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 434± 0 〃 クビ 116．3�
611 ノーブルプルート 牝3鹿 54 石川裕紀人吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 456＋ 81：14．71 28．3�
35 ガイディングスター 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 460＋ 81：14．91� 265．2�
11 マリノパシフィカス 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹矢野まり子氏 古賀 史生 日高 広富牧場 426＋ 21：15．1� 135．4�
48 シゲルトビウサギ 牝3鹿 54 西田雄一郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 猪野毛牧場 422－28 〃 クビ 197．4�
714 ペイシャムーラン 牝3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 416－26 〃 ハナ 230．8�
12 シンボリシャスール �3栗 56 菅原 隆一シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 新井 昭二 394－121：15．95 287．5�
713 エースブレイナード 牡3鹿 56 木幡 初広山口 正行氏 尾形 和幸 青森 青南ムラカミ

ファーム 470 ―1：16．32� 110．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，787，900円 複勝： 107，671，900円 枠連： 20，844，400円
馬連： 52，593，200円 馬単： 42，593，300円 ワイド： 33，957，100円
3連複： 70，432，700円 3連単： 137，458，100円 計： 493，338，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 170円 枠 連（4－8） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 150円 �� 270円 �� 690円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，140円

票 数

単勝票数 計 277879 的中 � 169082（1番人気）
複勝票数 計1076719 的中 � 853287（1番人気）� 63704（2番人気）� 35507（4番人気）
枠連票数 計 208444 的中 （4－8） 58775（1番人気）
馬連票数 計 525932 的中 �� 135115（1番人気）
馬単票数 計 425933 的中 �� 73300（1番人気）
ワイド票数 計 339571 的中 �� 76186（1番人気）�� 29673（3番人気）�� 9433（10番人気）
3連複票数 計 704327 的中 ��� 66300（2番人気）
3連単票数 計1374581 的中 ��� 46456（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―47．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドストリート �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．11．6 東京5着

2014．2．22生 牡3鹿 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 6戦1勝 賞金 11，000，000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。
（非抽選馬） 3頭 キープスマイル号・ドゥマイモンシェリ号・ヨッテケ号

第２回 中山競馬 第１日



晴 稍重 競走
（ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

重
重

プ レ ゼ ン ス 黒鹿 吉田 豊 社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ：

トワードポラリス 黒鹿 戸崎 圭太吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 〃 ハナ

ボナジョルナータ 鹿 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 〃 ハナ

タイセイエピローグ 栗 S．フォーリー 田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 下屋敷 登
喜夫 ：

（愛）

リョウランヒーロー 黒鹿 △木幡 巧也佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 〃 クビ

デルマタッシャデナ 鹿 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム ：
キングファースト 鹿 石橋 脩平口 信行氏 相沢 郁 浦河 大柳ファーム ：
バ ガ ー チ 鹿 田中 勝春金山 敏也氏 土田 稔 新ひだか 久米 和夫 B ：
ブルーリゲル 黒鹿 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B ： クビ

サンデンファーム 栗 菅原 隆一山田 春枝氏 伊藤 伸一 浦河 福田牧場 〃 クビ

サントリーニ 栗 石川裕紀人飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 ：
フリージングレイン 鹿 北村 宏司 社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ：
ハクサングロウ 鹿 武士沢友治 古賀 史生 浦河 川 啓一 ：
ダイコウサク 鹿 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム ：
タイキビルダー 鹿 蛯名 正義 大樹ファーム 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ：
ブライトインベガス 黒鹿 ▲菊沢 一樹島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ： 大差

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F
－ － －・ －

勝馬の
紹 介

プ レ ゼ ン ス 父 ヴィクトワールピサ 母父 Gone West
母 インコグニート 母母 デインスカヤ

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライトインベガス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。
グロースアルティヒ号・ペイシャリル号・マイネルピョートル号

※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。

晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重 競走

（芝・ダート）

未勝利；負担重量は， ， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード ： 良・良

ウインセイヴィア 栗 草野 太郎 ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム ：

エクセレントミノル 鹿 熊沢 重文吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 〃 クビ

レジェンドパワー 黒鹿 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 ：
アサクサゴールド 黒鹿 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ：
マイネルイルミナル 鹿 山本 康志 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 日高 富川田中牧場 ：
ア ツ コ 鹿 江田 勇亮由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 豊洋牧場 ：
シンボリジャズ 鹿 小野寺祐太シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 ：
ベストサポーター 青鹿 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 ：
タイセイエナジー 栗 五十嵐雄祐田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B ： クビ

レッドソレイユ 鹿 上野 翔 東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ：
ミッキーディンドン 鹿 蓑島 靖典野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ：
ワンダーエクラタン 栗 植野 貴也山本 信行氏 森田 直行 様似 スイートフアーム ： クビ

ニシノファルコン 黒鹿 高野 和馬西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 ：
メイショウカネミツ 鹿 石神 深一トニー倶楽部 星野 忍 浦河 太陽牧場 （競走中止）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中
： F F

コーナー
通過順位

→ → 」
＝

勝馬の
紹 介

ウインセイヴィア 父 コンデュイット 母父 ゴールドヘイロー
母 モエレカトリーナ 母母 シ ー ワ ン

〔競走中止〕 メイショウカネミツ号は， 〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ニシノファルコン号の騎手高野和馬は， とについて戒告。（被害馬：

エクセレントミノル号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースでの御法（ の使用）について戒告。



06005 2月25日 晴 良 （29中山2）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30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

23 � ヴァイスジーニー 牡3芦 56 横山 典弘 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米

Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

506± 01：35．5 7．0�
24 ディーグランデ 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 460－ 2 〃 クビ 6．4�
48 ザッツクール 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468－ 21：35．6� 7．9�
11 ヘヴントゥナイト 牡3芦 56 内田 博幸 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 478－ 21：35．81	 18．9�
35 アイアムビューティ 牝3鹿 54 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 432－101：36．01 3．0	
714 ショウナンサザナミ 牝3鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 432＋ 81：36．32 16．3

612 ツ エ ー ゲ ン 牝3鹿 54 石川裕紀人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 ハナ 20．2�
59 マイネルプラヌール 牡3鹿 56 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 422－ 81：36．4クビ 27．0�
47 カシノレビン 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 420± 01：36．5
 374．6
36 トラフィックブルー 牡3栗 56 江田 照男田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 浦河 桑田フアーム 482＋ 21：36．6
 47．3�
611 グラスルアー 牡3青鹿56 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 474－ 21：36．7� 3．9�
12 リライアブルアミ 牡3青鹿56 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436± 01：37．12� 94．7�
815 フェイバリットラン 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也平田 修氏 和田 雄二 日高 ヤナガワ牧場 432＋ 41：37．31 161．6�
816 レッドティフォン 牝3鹿 54 津村 明秀 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 163．9�
510 ダマデノーチェ 牝3栗 54

52 △井上 敏樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 418－121：37．4� 386．0�

713 ナムラノール 牡3鹿 56 柴山 雄一奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 430＋ 41：38．46 316．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，563，100円 複勝： 48，065，700円 枠連： 18，690，000円
馬連： 67，775，700円 馬単： 35，222，500円 ワイド： 41，651，100円
3連複： 89，003，800円 3連単： 113，403，700円 計： 445，375，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 230円 � 230円 枠 連（2－2） 2，460円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 850円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 33，940円

票 数

単勝票数 計 315631 的中 � 35771（4番人気）
複勝票数 計 480657 的中 � 57676（3番人気）� 53467（5番人気）� 53839（4番人気）
枠連票数 計 186900 的中 （2－2） 5884（9番人気）
馬連票数 計 677757 的中 �� 18762（11番人気）
馬単票数 計 352225 的中 �� 5379（19番人気）
ワイド票数 計 416511 的中 �� 10658（12番人気）�� 12789（8番人気）�� 9731（15番人気）
3連複票数 計 890038 的中 ��� 9993（26番人気）
3連単票数 計1134037 的中 ��� 2422（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．0―47．9―59．8―1：11．8―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

�ヴァイスジーニー �
�
父 Paddy O’Prado �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．7．10 福島12着

2014．1．19生 牡3芦 母 Indylyn 母母 Raylene 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 トラフィックブルー号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ファウスト号

06006 2月25日 晴 良 （29中山2）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

57 ストロングレヴィル 牡3黒鹿56 内田 博幸村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488 ―2：07．6 4．8�

712 ド ン リ ッ チ 牡3鹿 56 柴山 雄一山田 貢一氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 510 ― 〃 ハナ 38．5�

45 タマモアーサー 牡3鹿 56 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 478 ―2：07．7� 5．0�
11 リンネルクロス 牝3黒鹿54 石川裕紀人飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 404 ―2：08．12� 118．8�
711 ミッキースワロー 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 クビ 16．0�
69 ウインミネット 牝3栗 54

52 △木幡 巧也�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 408 ―2：08．2� 44．0	
34 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 高野 和馬西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 526 ― 〃 ハナ 45．3

610 シ ュ ケ ッ ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 456 ―2：08．3� 9．8�
46 エリティエール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 440 ―2：08．4� 2．0
22 テンゴールドラブ 牝3青鹿54 勝浦 正樹天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 佐藤牧場 432 ―2：08．61	 66．3�
58 エ メ ラ イ ン 牝3黒鹿54 蛯名 正義中辻 明氏 武井 亮 浦河 バンブー牧場 468 ―2：08．81� 29．4�
814 シ ザ ン サ ス 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹福田 光博氏 加藤 和宏 浦河 高岸 順一 448 ―2：08．9クビ 40．2�
33 プリンセスアイリス 牝3鹿 54 伊藤 工真山内 晃氏 和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―2：09．0� 171．8�
813 プロヴェルビオ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―2：09．1クビ 35．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，842，500円 複勝： 33，158，900円 枠連： 17，587，200円
馬連： 52，368，600円 馬単： 32，519，300円 ワイド： 32，287，700円
3連複： 64，285，000円 3連単： 96，482，400円 計： 360，531，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 560円 � 190円 枠 連（5－7） 2，210円

馬 連 �� 9，830円 馬 単 �� 14，720円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 540円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 11，940円 3 連 単 ��� 90，840円

票 数

単勝票数 計 318425 的中 � 52660（2番人気）
複勝票数 計 331589 的中 � 51747（2番人気）� 11921（6番人気）� 50084（3番人気）
枠連票数 計 175872 的中 （5－7） 6145（8番人気）
馬連票数 計 523686 的中 �� 4128（27番人気）
馬単票数 計 325193 的中 �� 1656（40番人気）
ワイド票数 計 322877 的中 �� 3453（24番人気）�� 16345（5番人気）�� 4355（17番人気）
3連複票数 計 642850 的中 ��� 4037（36番人気）
3連単票数 計 964824 的中 ��� 770（237番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．4―39．2―52．8―1：06．6―1：19．8―1：32．5―1：44．5―1：56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．1
1
3
14，5（1，9）（2，4，7，12）（6，8）（3，13）10，11・（14，5）12（1，9，7）8（2，4，6）（10，13）3－11

2
4

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

ストロングレヴィル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2014．2．17生 牡3黒鹿 母 アドマイヤダンサー 母母 キャサリーンパー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ストロングレヴィル号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



06007 2月25日 晴 良 （29中山2）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （芝・右）

牝，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

33 デアレガーロ 牝3鹿 54 S．フォーリー �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：49．8 7．6�
（愛）

812 ミッシングリンク 牝3栗 54 石川裕紀人小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 508± 0 〃 クビ 15．0�
67 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 462± 01：50．01� 43．4�
56 シンボリバーグ 牝3芦 54 蛯名 正義シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 498－ 41：50．1クビ 3．2�
68 レッドジェノヴァ 牝3青鹿54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 3．1	
44 ニシノストーリー 牝3黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 402± 0 〃 ハナ 14．6

710 カ リ ン バ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 410± 01：50．2� 7．2�
55 ジュリエットベール 牝3鹿 54 勝浦 正樹吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 426－ 2 〃 ハナ 18．0�
22 シャドウマリア 牝3栗 54 内田 博幸飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440＋ 21：50．3� 8．3
79 ララベスラーナ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 472＋ 81：50．83 211．9�

11 ハタノアデール 牝3栗 54
52 △木幡 巧也 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 466± 0 〃 ハナ 103．2�
811 コ ロ リ ズ ム 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 シンユウフアーム 448＋ 21：52．7大差 501．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，066，200円 複勝： 55，561，600円 枠連： 15，313，300円
馬連： 79，748，000円 馬単： 37，721，700円 ワイド： 48，183，400円
3連複： 97，579，300円 3連単： 141，347，500円 計： 513，521，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 320円 � 450円 � 1，470円 枠 連（3－8） 7，810円

馬 連 �� 7，480円 馬 単 �� 15，160円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 6，370円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 64，360円 3 連 単 ��� 330，570円

票 数

単勝票数 計 380662 的中 � 39688（4番人気）
複勝票数 計 555616 的中 � 51062（5番人気）� 32823（7番人気）� 8831（9番人気）
枠連票数 計 153133 的中 （3－8） 1519（23番人気）
馬連票数 計 797480 的中 �� 8253（25番人気）
馬単票数 計 377217 的中 �� 1866（51番人気）
ワイド票数 計 481834 的中 �� 5355（28番人気）�� 1931（35番人気）�� 3907（31番人気）
3連複票数 計 975793 的中 ��� 1137（99番人気）
3連単票数 計1413475 的中 ��� 310（516番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―25．2―38．1―51．3―1：02．9―1：14．6―1：26．0―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．2
1
3
12，3，6（4，8）（1，5）（2，9，10）－7，11・（7，12）－（3，6）4（5，8）（1，10）9，2，11

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

勝馬の
紹 介

デアレガーロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2016．12．25 中山1着

2014．4．13生 牝3鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 2戦2勝 賞金 14，200，000円
※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。

06008 2月25日 晴 稍重 （29中山2）第1日 第8競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

59 プレシャスエース 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 518＋241：12．1 2．8�
816� ウインバローラス 牡5鹿 57 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B492－ 61：12．42 10．0�
815 キョウエイスコール 牡4栗 57 内田 博幸田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 496－ 2 〃 アタマ 5．5�
510 リンガスヴィグラス 牝5鹿 55 田辺 裕信伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 478＋ 61：12．71	 7．2�
47 エビスリアン 牡4鹿 57 石川裕紀人加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B480－ 6 〃 クビ 6．3�
48 リチュアルローズ 牝4鹿 55 田中 勝春 	社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 468＋ 61：12．8	 55．2

713� エルブランシュ 牝4鹿 55 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 小池 博幸 458＋ 61：12．9
 15．6�
714� リアリゾンルレーヴ 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B468－ 21：13．1
 10．9�
24 � ユヅルノオンガエシ 牝5栗 55 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 浦河 木戸口牧場 474＋ 4 〃 ハナ 62．7
35 キーウエスト 牝4鹿 55 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 456－ 41：13．2	 48．6�
36 � ノ ラ ネ コ �5栗 57 和田 竜二	ヒダカファーム的場 均 浦河 ヒダカフアーム 494＋121：13．41	 171．6�
12 � ヤマチョウルンバ 牡4黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 494－101：14．35 163．7�
612�� シラーグランツ 牝4芦 55

53 △木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 米 Double K

LLC 466＋ 41：14．4
 52．5�
611� ラブオールミー 牝4鹿 55

53 △井上 敏樹栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 444＋ 41：14．71	 351．1�
11 トモジャボーン 牡4青鹿57 武士沢友治吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B538＋201：14．91 75．9�
23 ス ズ ダ リ ア 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 476＋12 〃 クビ 14．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，158，600円 複勝： 57，765，000円 枠連： 29，452，000円
馬連： 89，939，000円 馬単： 41，576，100円 ワイド： 51，578，500円
3連複： 115，428，200円 3連単： 145，309，300円 計： 570，206，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 230円 � 170円 枠 連（5－8） 440円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 670円 �� 470円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 10，900円

票 数

単勝票数 計 391586 的中 � 109204（1番人気）
複勝票数 計 577650 的中 � 118047（1番人気）� 54716（6番人気）� 87482（2番人気）
枠連票数 計 294520 的中 （5－8） 51593（1番人気）
馬連票数 計 899390 的中 �� 47772（4番人気）
馬単票数 計 415761 的中 �� 13712（4番人気）
ワイド票数 計 515785 的中 �� 19455（7番人気）�� 29424（1番人気）�� 17992（9番人気）
3連複票数 計1154282 的中 ��� 39150（1番人気）
3連単票数 計1453093 的中 ��� 9663（9番人気）

ハロンタイム 11．7―11．1―11．7―12．0―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．8―34．5―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレシャスエース �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．9 新潟18着

2013．3．18生 牡4鹿 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 7戦2勝 賞金 18，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 ユヅルノオンガエシ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ユヅルノオンガエシ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年3月25日まで出走できない。
※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 イザ号・セルメール号・トーセンアルバータ号



06009 2月25日 晴 良 （29中山2）第1日 第9競走 ��
��2，200�

す い せ ん

水 仙 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

55 イ ブ キ 牡3黒鹿56 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 472－ 42：17．2 7．0�
22 サトノクロニクル 牡3鹿 56 S．フォーリー 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 450－ 22：17．3� 2．2�

（愛）

44 アダマンティン 牡3鹿 56 北村 宏司�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 536－ 22：17．4� 10．8�
66 ムーンザムーン 牝3鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 456－ 22：17．61� 3．9�
810 スパークルメノウ 牡3黒鹿56 松岡 正海島川 �哉氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 454－ 42：17．81 8．4	
78 ワンダープチュック 牡3黒鹿56 蛯名 正義山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 476－10 〃 クビ 6．1

89 フラワープレミア 牡3鹿 56 内田 博幸花村 誠氏 池上 昌弘 平取 船越 伸也 464－ 42：18．22� 27．1�
33 	 マッシュクール 牡3黒鹿56 田中 博康島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 02：18．83� 126．0�
77 フ ァ ウ ス ト 牡3鹿 56 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 454－182：19．12 363．8
11 ラブパッション 牝3鹿 54 江田 勇亮田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 372± 02：20．48 378．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，393，900円 複勝： 66，908，900円 枠連： 19，234，000円
馬連： 105，173，300円 馬単： 57，138，900円 ワイド： 53，805，800円
3連複： 117，324，800円 3連単： 235，906，300円 計： 705，885，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 120円 � 230円 枠 連（2－5） 820円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 340円 �� 690円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 11，900円

票 数

単勝票数 計 503939 的中 � 56865（4番人気）
複勝票数 計 669089 的中 � 74861（5番人気）� 199538（1番人気）� 59141（6番人気）
枠連票数 計 192340 的中 （2－5） 18035（4番人気）
馬連票数 計1051733 的中 �� 94687（3番人気）
馬単票数 計 571389 的中 �� 20112（8番人気）
ワイド票数 計 538058 的中 �� 43421（3番人気）�� 18728（12番人気）�� 29045（7番人気）
3連複票数 計1173248 的中 ��� 46212（9番人気）
3連単票数 計2359063 的中 ��� 14362（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―25．0―38．1―51．1―1：04．3―1：17．2―1：30．3―1：42．8―1：54．5―2：05．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

イ ブ キ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．6．12 東京1着

2014．3．14生 牡3黒鹿 母 ピサノドヌーヴ 母母 エ ル レ イ ナ 4戦2勝 賞金 25，149，000円
※ファウスト号は，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。

06010 2月25日 晴 良 （29中山2）第1日 第10競走 ��
��1，200�アクアマリンステークス

発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，28．2．27以降29．2．19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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611 ファインニードル 牡4鹿 56 S．フォーリー H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470－101：08．5 3．8�

（愛）

47 レーヴムーン 牡4黒鹿55 田辺 裕信ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 474＋ 4 〃 クビ 10．6�
714 プレイズエターナル 牡7黒鹿57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－101：08．6クビ 13．8�
816 ナインテイルズ 牡6栗 55 和田 竜二岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 476－ 21：08．81� 16．5�
510 フルールシチー 牝6鹿 53 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 522＋ 61：08．9� 17．8�
59 アルマエルナト 	6栗 54 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 474± 0 〃 アタマ 10．6	
36 ダンシングワンダー 牝5栗 54 戸崎 圭太窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 478＋10 〃 クビ 5．3

612 キーナンバー 牡4栗 54 石橋 脩北前孔一郎氏 宮 徹 浦河 村下農場 498－ 8 〃 アタマ 17．5�
48 クリノコマチ 牝6栗 51 伊藤 工真栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 472＋101：09．0クビ 53．1�
24 カシノワルツ 牝7黒鹿50 菊沢 一樹柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B454＋ 41：09．21� 165．9
815
 クリノハッチャン 牝6鹿 51 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 462± 01：09．3� 144．1�
11 ヴァイサーリッター 牡6芦 53 勝浦 正樹 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 クビ 58．4�
713 クリノタカラチャン 牝7黒鹿50 井上 敏樹栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 422＋ 21：09．4クビ 136．0�
23 マルヨバクシン 牝5栗 55 松岡 正海野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B490－121：10．04 8．9�
35 マレボプール 牡4鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 526＋ 81：12．4大差 33．9�
12 クードラパン 牝4黒鹿53 木幡 巧也 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B502－ 81：13．46 5．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，179，600円 複勝： 77，295，400円 枠連： 37，193，500円
馬連： 161，363，200円 馬単： 62，936，600円 ワイド： 80，210，300円
3連複： 222，459，400円 3連単： 280，033，200円 計： 969，671，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 350円 � 280円 枠 連（4－6） 1，530円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，020円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 7，800円 3 連 単 ��� 32，300円

票 数

単勝票数 計 481796 的中 � 100270（1番人気）
複勝票数 計 772954 的中 � 146612（1番人気）� 49778（7番人気）� 66606（5番人気）
枠連票数 計 371935 的中 （4－6） 18827（5番人気）
馬連票数 計1613632 的中 �� 72950（3番人気）
馬単票数 計 629366 的中 �� 15799（5番人気）
ワイド票数 計 802103 的中 �� 29691（4番人気）�� 20241（9番人気）�� 8697（34番人気）
3連複票数 計2224594 的中 ��� 21379（22番人気）
3連単票数 計2800332 的中 ��� 6284（71番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．2―11．9―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．5―45．4―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．0
3 ・（2，5）（3，6）（8，11）（1，16）7（12，13）（4，10，14）15，9 4 ・（2，5，6）（3，8，11）（1，7，16，13）（4，10，12，14）（15，9）

勝馬の
紹 介

ファインニードル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．9．19 阪神4着

2013．4．26生 牡4鹿 母 ニードルクラフト 母母 Sharp Point 16戦4勝 賞金 65，540，000円
〔その他〕 クードラパン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 マレボプール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月25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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アイライン号・キタサンラブコール号・ゴーハンティング号・サニーデイズ号・スズカシャーマン号・

ナリタスターワン号・ニシノラディアント号
※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。



06011 2月25日 晴 稍重 （29中山2）第1日 第11競走 ��
��1，800�

そ う ぶ

総武ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611 モンドクラッセ 牡6鹿 58 田辺 裕信�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 532± 01：52．6 5．3�
713 ピ オ ネ ロ 牡6鹿 58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 496－181：52．7� 5．1�
712 センチュリオン 牡5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 530－ 2 〃 ハナ 4．7�
815 メイショウスミトモ 牡6鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476－ 2 〃 アタマ 20．2�
22 ディアデルレイ 牡6栗 56 木幡 巧也 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 512＋ 6 〃 ハナ 11．6�
610 バスタータイプ 牡5鹿 56 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 538＋ 31：53．23 3．8	
46 サンマルデューク 牡8黒鹿58 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 508－ 21：53．41	 42．3

59 マテンロウボス 牡6黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 B468± 01：53．5
 78．0�
34 メイショウウタゲ 牡6栗 56 石橋 脩松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 518－ 6 〃 ハナ 15．2�
11 グレナディアーズ 牡6鹿 56 S．フォーリー �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B508＋101：53．6クビ 88．9

（愛）

47 ディアドムス 牡5鹿 56 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B504－ 2 〃 クビ 61．5�
814 イースターパレード �8栗 56 加藤 祥太�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 522＋ 41：54．23� 80．4�
58 ブライトアイディア 牡7栗 56 石川裕紀人小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 21：54．41� 106．0�
35 リーゼントロック 牡6黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 522－ 21：54．5� 9．2�
23 � ポ ッ ド ガ イ 牡4黒鹿55 津村 明秀小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 有限会社石川牧場 506－201：55．56 239．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 92，668，300円 複勝： 143，811，800円 枠連： 84，091，500円
馬連： 345，484，700円 馬単： 134，830，700円 ワイド： 150，229，900円
3連複： 471，125，800円 3連単： 678，442，400円 計： 2，100，685，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 190円 � 160円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 570円 �� 540円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 926683 的中 � 139576（4番人気）
複勝票数 計1438118 的中 � 173160（4番人気）� 195150（3番人気）� 257512（2番人気）
枠連票数 計 840915 的中 （6－7） 210978（1番人気）
馬連票数 計3454847 的中 �� 165577（7番人気）
馬単票数 計1348307 的中 �� 32485（13番人気）
ワイド票数 計1502299 的中 �� 67112（8番人気）�� 71678（4番人気）�� 78550（3番人気）
3連複票数 計4711258 的中 ��� 149964（5番人気）
3連単票数 計6784424 的中 ��� 37641（27番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．9―13．1―12．3―12．1―12．2―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．4―50．5―1：02．8―1：14．9―1：27．1―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンドクラッセ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2013．12．7 中山6着

2011．5．6生 牡6鹿 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ 21戦7勝 賞金 145，675，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

06012 2月25日 晴 稍重 （29中山2）第1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 ビービーサレンダー 牡4鹿 57 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 500± 01：11．3 5．2�
59 パッシングブリーズ 牡6鹿 57 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496－ 61：11．4� 54．7�
612 タケルラグーン 牡5鹿 57 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 486＋ 41：11．5� 7．8�
12 � ノボリクリーン 牡5青鹿57 田中 勝春原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 478－ 41：11．6� 7．1�
815 セクシーボーイ 牡6鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494± 01：11．92 10．3	
24 メイプルキング 牡4鹿 57 勝浦 正樹節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 468＋ 61：12．11� 19．4

11 ブレイジングサン 牡4黒鹿57 吉田 豊�Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 580＋ 2 〃 ハナ 22．4�
714 ア レ ッ ト 	6青 57 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－10 〃 アタマ 5．0�
47 マイネルエスパス 牡5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 516＋ 41：12．2� 3．8
713 ウィズエモーション 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 484－ 41：12．4
 27．7�
36 � エビスグレイト 	7黒鹿57 嘉藤 貴行加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 484－ 4 〃 ハナ 81．5�
23 レアドロップ 牝4芦 55

53 △木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 464＋ 6 〃 ハナ 40．3�
510 オーロラッシュ 牡5鹿 57

56 ☆加藤 祥太山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋ 2 〃 クビ 81．1�

35 スリラーインマニラ 牡4鹿 57 S．フォーリー 古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 B448＋ 21：12．5クビ 58．3�
（愛）

816 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55 松岡 正海桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 474＋ 21：12．6
 72．0�
611 クリプトスコード 牝4栗 55

53 △井上 敏樹 �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 490－101：13．13 207．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，867，400円 複勝： 109，156，100円 枠連： 56，774，900円
馬連： 196，280，100円 馬単： 78，900，100円 ワイド： 111，321，100円
3連複： 274，397，800円 3連単： 370，700，900円 計： 1，266，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 1，030円 � 240円 枠 連（4－5） 4，320円

馬 連 �� 20，350円 馬 単 �� 27，790円

ワ イ ド �� 4，280円 �� 790円 �� 5，910円

3 連 複 ��� 49，420円 3 連 単 ��� 337，630円

票 数

単勝票数 計 688674 的中 � 104132（3番人気）
複勝票数 計1091561 的中 � 134911（3番人気）� 22385（11番人気）� 133012（4番人気）
枠連票数 計 567749 的中 （4－5） 10173（15番人気）
馬連票数 計1962801 的中 �� 7473（49番人気）
馬単票数 計 789001 的中 �� 2129（79番人気）
ワイド票数 計1113211 的中 �� 6536（42番人気）�� 38199（8番人気）�� 4710（53番人気）
3連複票数 計2743978 的中 ��� 4164（136番人気）
3連単票数 計3707009 的中 ��� 796（815番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビービーサレンダー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．7．11 函館3着

2013．5．24生 牡4鹿 母 ビービーバーニング 母母 ラブチューン 15戦3勝 賞金 37，200，000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。
（非抽選馬） 2頭 タガノヴィッター号・トーセンミッション号
※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。



（29中山2）第1日 2月25日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 177頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

207，820，000円
13，660，000円
1，340，000円
22，940，000円
71，104，000円
5，390，800円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
506，946，300円
841，219，300円
348，063，100円
1，310，295，000円
611，824，000円
703，907，900円
1，749，908，800円
2，495，601，000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
計 8，567，765，400円

総入場人員 18，191名 （有料入場人員 16，717名）
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