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06037 3月5日 晴 稍重 （29中山2）第4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）

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 ジェイケイライジン 牡3栗 56 内田 博幸小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 484± 01：57．4 1．9�
12 マイネルピョートル 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B480＋ 3 〃 ハナ 49．7�
713 マ ス ラ オ 牡3栗 56 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 440＋ 61：57．82� 30．6�
48 ヒトノワドリーム 牡3鹿 56 吉田 豊西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436± 01：58．22� 5．4�
714 キャプテンムーン 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 482－ 61：58．62� 373．8�
611 クリノアンヌ 牝3栃栗54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 4 〃 ハナ 98．3	
59 エ ミ ー リ オ 牡3鹿 56 田中 勝春加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 488－ 21：59．02� 33．0

815 ヌンフェスタ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎ヌンクラブ� 小西 一男 新冠 石田牧場 490－ 6 〃 クビ 45．4�
510 クインズダルビー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 村上牧場 462－ 21：59．21� 17．0�
35 ボヌールバトー 牝3黒鹿54 柴山 雄一出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 424± 01：59．3クビ 34．6�
24 バーンザブリッジ 牡3鹿 56 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 522＋141：59．72� 23．6�
612 サクラトップキング 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹�トップフェロウ宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B518－ 22：00．12� 221．1�
47 ウラドラブルース 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子向別牧場 根本 康広 新冠 森永 聡 434± 02：00．31� 65．3�
23 ワ カ ダ ン ナ 牡3芦 56 村田 一誠村田 哲朗氏 小野 次郎 むかわ 上水牧場 514＋ 62：00．4クビ 153．6�
36 ケイティクロス 牝3栗 54 戸崎 圭太サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 434－ 22：00．93 16．1�
816 シュメッターリング 牡3黒鹿56 C．ルメール キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 490－ 22：01．43 4．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，326，900円 複勝： 51，775，000円 枠連： 22，844，300円
馬連： 69，035，900円 馬単： 38，664，800円 ワイド： 41，881，600円
3連複： 95，585，700円 3連単： 135，653，900円 計： 480，768，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 700円 � 930円 枠 連（1－1） 3，840円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，360円 �� 6，070円

3 連 複 ��� 21，490円 3 連 単 ��� 99，040円

票 数

単勝票数 計 253269 的中 � 104694（1番人気）
複勝票数 計 517750 的中 � 233161（1番人気）� 11336（9番人気）� 8251（11番人気）
枠連票数 計 228443 的中 （1－1） 4608（10番人気）
馬連票数 計 690359 的中 �� 15364（11番人気）
馬単票数 計 386648 的中 �� 6132（15番人気）
ワイド票数 計 418816 的中 �� 11013（7番人気）�� 7961（14番人気）�� 1715（43番人気）
3連複票数 計 955857 的中 ��� 3335（49番人気）
3連単票数 計1356539 的中 ��� 993（229番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．9―12．9―12．8―13．1―13．7―13．4―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．5―50．4―1：03．2―1：16．3―1：30．0―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．2―3F41．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイライジン �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．6．4 東京11着

2014．4．25生 牡3栗 母 エンジェルステージ 母母 ステージバンダム 10戦1勝 賞金 12，250，000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） 3頭 スフェリスティリオ号・チチブリュウセイ号・ポッドティノ号
（非抽選馬） 1頭 ジャストヒーロー号

06038 3月5日 晴 稍重 （29中山2）第4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）

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

47 アシャカダイキ 牝3鹿 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 486－ 41：12．5 2．0�
816 ブ ラ ン シ ュ 牝3青鹿54 柴田 大知�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 444－ 41：13．67 11．5�
36 グマナスティ 牝3鹿 54 松岡 正海宮城 寛也氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 442－ 21：13．7� 61．8�
510 ファステストネオ 牝3栗 54 柴山 雄一鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 448± 0 〃 クビ 4．8�
714 キセキノキミヨ 牝3青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 462－141：13．8� 17．2�
612 ノアキャッスル 牝3鹿 54 勝浦 正樹佐山 公男氏 尾形 和幸 平取 スガタ牧場 B482＋ 41：14．01� 38．9	
59 グリッタードリーム 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅 
社台レースホース武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456± 0 〃 クビ 20．8�

48 キ ヌ ヌ ウ 牝3鹿 54
51 ▲菊沢 一樹村田 滋氏 柄崎 孝 日高 木村牧場 492＋121：14．1クビ 158．4�

24 ペイシャパッチ 牝3栗 54 中野 省吾北所 直人氏 竹内 正洋 平取 川向高橋育
成牧場 442＋ 21：14．2� 186．9

（船橋）

11 ガ チ コ 牝3鹿 54 高野 和馬
日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 450 ―1：14．4� 46．9�
23 ハ ル ナ 牝3黒鹿54 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464 ― 〃 クビ 108．3�
12 サツキジョオウ 牝3黒鹿54 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 日高 三輪牧場 482＋101：15．25 233．4�
713 ハロウィンスター 牝3栗 54 的場 勇人 Him Rock Racing 的場 均 日高 タバタファーム 462 ― 〃 アタマ 70．5�
815 オ カ ゲ サ マ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 426－141：15．3クビ 137．4�
611 コロンコロンカフェ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 424＋ 8 〃 クビ 38．4�
35 トリプレット 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ―1：17．5大差 4．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，208，200円 複勝： 46，068，100円 枠連： 22，666，300円
馬連： 67，874，100円 馬単： 34，790，100円 ワイド： 40，086，400円
3連複： 82，545，300円 3連単： 111，374，500円 計： 434，613，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 250円 � 960円 枠 連（4－8） 710円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，020円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 11，260円 3 連 単 ��� 32，060円

票 数

単勝票数 計 292082 的中 � 111865（1番人気）
複勝票数 計 460681 的中 � 196200（1番人気）� 33411（4番人気）� 6752（10番人気）
枠連票数 計 226663 的中 （4－8） 24695（3番人気）
馬連票数 計 678741 的中 �� 63049（3番人気）
馬単票数 計 347901 的中 �� 21081（4番人気）
ワイド票数 計 400864 的中 �� 27960（3番人気）�� 4866（18番人気）�� 1877（37番人気）
3連複票数 計 825453 的中 ��� 5498（27番人気）
3連単票数 計1113745 的中 ��� 2518（83番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．8―12．5―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．8―47．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシャカダイキ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2016．9．17 中山5着

2014．2．8生 牝3鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 6戦1勝 賞金 10，500，000円
〔その他〕 トリプレット号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕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。
※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。
（非抽選馬） 4頭 ノリノリコユキ号・ブライトエピローグ号・ヤマニンアルバス号・ラフメイカー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第２回 中山競馬 第４日



06039 3月5日 晴 稍重 （29中山2）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 アナザートゥルース 牡3栗 56 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 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：57．7 4．8�

611 サンラファエル 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 クビ 2．8�
12 ローレルリーベ 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 516 ―1：57．91� 43．4�
24 アイアムジュピター 牡3鹿 56 菅原 隆一堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 512 ―1：58．53� 12．9�
36 トロイメライ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 516 ― 〃 ハナ 33．5	
612 フルオブグレース 牝3黒鹿54 北村 宏司 �社台レースホース木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502 ―1：58．92� 11．7

713 アルングリム 牡3青鹿56 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 550 ―1：59．22 4．1�
59 キ リ フ ダ 牡3栗 56 津村 明秀坂本 万夫氏 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 474 ―1：59．73 8．5�
35 キャッチヒストリー 牡3栗 56 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 岡田牧場 508 ―2：00．55 44．2
510 ホーガンブリッジ 牡3鹿 56 江田 照男塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 498 ―2：00．6� 114．7�
714 ラインターゲット 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 478 ―2：01．13 161．4�
11 ハブアブラスト 牡3黒鹿56 吉田 豊山口 裕介氏 田村 康仁 日高 サンシャイン

牧場 482 ―2：02．37 98．3�
47 バンリノユウシャ 牡3鹿 56 的場 勇人塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 504 ―2：02．62 41．8�
815 スティールランス 牡3栗 56 中野 省吾平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 498 ―2：02．8� 80．6�

（船橋）

48 ロクモンセン 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 高山牧場 468 ―2：02．9� 144．4�

816 ゼットステイジ 牝3栗 54 田中 勝春�フォーレスト 伊藤 大士 日高 村下 秀明 454 ―2：03．21� 30．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，039，900円 複勝： 32，882，800円 枠連： 18，265，700円
馬連： 53，688，800円 馬単： 27，424，800円 ワイド： 29，626，100円
3連複： 66，102，600円 3連単： 84，636，200円 計： 337，666，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 150円 � 720円 枠 連（2－6） 390円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，420円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 46，450円

票 数

単勝票数 計 250399 的中 � 41530（3番人気）
複勝票数 計 328828 的中 � 45786（3番人気）� 74726（1番人気）� 8214（9番人気）
枠連票数 計 182657 的中 （2－6） 36167（1番人気）
馬連票数 計 536888 的中 �� 52679（2番人気）
馬単票数 計 274248 的中 �� 12168（4番人気）
ワイド票数 計 296261 的中 �� 19297（3番人気）�� 2976（26番人気）�� 3132（23番人気）
3連複票数 計 661026 的中 ��� 5009（29番人気）
3連単票数 計 846362 的中 ��� 1321（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．7―51．3―1：04．3―1：17．4―1：30．6―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．3
1
3
2，7，9（4，12）（3，11，13）－16，15－（5，8）－（6，14）－10，1
2（7，9，12）13（4，3）11，5（15，6）＝10－（1，16）14＝8

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

勝馬の
紹 介

アナザートゥルース �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．3．20生 牡3栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ハブアブラスト号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 カフェガーネット号・クアトロヴィーヴァ号・クインズベガ号・ジュンマシュウ号・ダノンハヤブサ号・

デルママイウェイ号・トーアウラシマ号・ナスノカンザン号・ニーマルジット号・ノーブルリング号・
ハヤブサキラリ号・リワードクラング号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

06040 3月5日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（29中山2）第4日 第4競走 ��3，200�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：31．0良・良

68 ルペールノエル 牡7黒鹿61 高田 潤 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 524＋ 43：35．4 2．4�

56 スズカプレスト 牡5鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 460± 0 〃 ハナ 7．8�
33 ソ ロ ル 牡7黒鹿60 西谷 誠 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 496± 03：36．46 2．4�
22 メイショウオヤシオ �5栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 480－ 63：37．03� 20．9�
710	 メイショウトキムネ 牡6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 468－ 23：37．85 64．4	
79 アムールクエスト 牡8鹿 61 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 472－ 23：39．410 21．5

55 マイネルレハイム 牡5栗 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 6 〃 クビ 10．2�
812 ウインイルソーレ 牡6鹿 60 蓑島 靖典�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 502＋103：39．5� 185．3�
44 マイネルポルトゥス 牡5鹿 60 浜野谷憲尚 �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 502－ 23：39．82 77．5
811 ナンヨーケンゴー �7鹿 60 山本 康志中村 德也氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 498＋ 63：40．11
 65．3�
11 メイショウセイウン 牡6栗 61 森 一馬松本 好雄氏 湯窪 幸雄 浦河 磯野牧場 498＋ 63：40．52� 16．4�
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67 レッドフォルツァ �8鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，823，200円 複勝： 22，911，200円 枠連： 14，590，300円
馬連： 46，763，800円 馬単： 28，315，300円 ワイド： 26，631，500円
3連複： 68，463，700円 3連単： 120，117，500円 計： 348，616，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 320円 �� 150円 �� 280円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 3，360円

票 数

単勝票数 差引計 208232（返還計 267） 的中 � 69243（1番人気）
複勝票数 差引計 229112（返還計 371） 的中 � 59530（1番人気）� 28227（3番人気）� 56915（2番人気）
枠連票数 差引計 145903（返還計 89） 的中 （5－6） 17920（3番人気）
馬連票数 差引計 467638（返還計 1436） 的中 �� 35641（3番人気）
馬単票数 差引計 283153（返還計 901） 的中 �� 15350（4番人気）
ワイド票数 差引計 266315（返還計 768） 的中 �� 17576（3番人気）�� 58319（1番人気）�� 21383（2番人気）
3連複票数 差引計 684637（返還計 4965） 的中 ��� 98452（1番人気）
3連単票数 差引計1201175（返還計 8104） 的中 ��� 25870（7番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 50．8－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルペールノエル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Lear Fan デビュー 2013．4．14 阪神4着

2010．3．12生 牡7黒鹿 母 サ ン タ マ マ 母母 Sangue 障害：14戦3勝 賞金 69，746，000円
〔出走取消〕 レッドフォルツァ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ウインイルソーレ号の騎手五十嵐雄祐は，第1回阪神競馬第3日第4競走での落馬負傷のため蓑島靖典に変更。
〔制裁〕 メイショウオヤシオ号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

ソロル号の騎手西谷誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



06041 3月5日 晴 良 （29中山2）第4日 第5競走 ��1，800�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
1：44．9
1：43．9

良
良

47 バトルスピリッツ 牡3鹿 56 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 502± 01：50．2 3．1�
11 ディスパーション 牝3栗 54 田辺 裕信村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 468 ―1：50．3� 18．0�
612 マツリダウメキチ 牡3鹿 56 戸崎 圭太髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B482－ 61：50．4� 7．3�
48 レッドアーサー 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466－ 21：50．72 2．0�
611 ホーププラウド 牡3鹿 56 横山 典弘岡田 勇氏 柴田 政人 日高 千葉飯田牧場 458－101：50．8クビ 16．9�
12 ティナカヌメ 牝3黒鹿54 蛯名 正義澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 452－ 41：51．01� 24．0	
59 ピンクスパイダー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 424± 0 〃 クビ 222．8

36 レッドアメリア 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 448 ― 〃 ハナ 12．6�
713 サンマルスイート 牝3黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 454－121：51．42� 188．0�
816 シングンラヴソング 牝3鹿 54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 446＋ 2 〃 アタマ 178．8
714 マイネルハレオ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 422＋ 61：51．5クビ 186．8�
510 ヘヴンオンアース 牝3芦 54 中野 省吾 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 416－ 81：51．71 47．4�
（船橋）

23 ローズオブテキサス 牝3栗 54 平野 優�タイヘイ牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 440－ 41：51．91� 211．1�
815 シンボリラピッド 牡3黒鹿56 石橋 脩シンボリ牧場 斎藤 誠 様似 様似渡辺牧場 B498－ 41：52．32� 84．4�
35 ギャラクシーキング 牡3芦 56 田中 勝春田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 458 ―1：52．62 121．1�
24 エイブルメモリー 牡3鹿 56 石川裕紀人中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 462－10 〃 ハナ 307．8�
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売 得 金
単勝： 38，640，700円 複勝： 53，820，500円 枠連： 27，549，300円
馬連： 76，501，900円 馬単： 45，800，500円 ワイド： 44，203，700円
3連複： 92，522，900円 3連単： 160，214，700円 計： 539，254，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 440円 � 240円 枠 連（1－4） 610円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 950円 �� 380円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 29，210円

票 数

単勝票数 計 386407 的中 � 97596（2番人気）
複勝票数 計 538205 的中 � 104592（2番人気）� 25723（6番人気）� 56677（3番人気）
枠連票数 計 275493 的中 （1－4） 34702（3番人気）
馬連票数 計 765019 的中 �� 16723（11番人気）
馬単票数 計 458005 的中 �� 5777（18番人気）
ワイド票数 計 442037 的中 �� 11480（11番人気）�� 32977（3番人気）�� 6066（17番人気）
3連複票数 計 925229 的中 ��� 12326（15番人気）
3連単票数 計1602147 的中 ��� 3976（82番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．3―12．7―12．4―12．5―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．9―49．6―1：02．0―1：14．5―1：26．6―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3
2，10（1，12）（8，15）（7，16）－9（4，14）（3，13）（5，11）－6
2，10，12（1，15）（8，16）7（9，13，11）（4，3，14）5，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バトルスピリッツ �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．7 札幌4着

2014．3．23生 牡3鹿 母 ボールルーム 母母 Virginia Waters 6戦1勝 賞金 11，400，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

06042 3月5日 晴 良 （29中山2）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時00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

46 ハ ッ ト ラ ブ 牝3鹿 54
51 ▲菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468＋ 41：12．3 3．4�

34 ミ ス パ イ ロ 牝3黒鹿54 柴山 雄一村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 462－ 6 〃 ハナ 15．4�
58 スズカゴーディー 牡3黒鹿56 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 488＋ 4 〃 クビ 9．8�
713 スビールアスール 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 472＋ 41：12．4� 20．4�
815 アイアムキャツアイ 牝3黒鹿54 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 452＋ 21：12．5� 10．3�
35 アースヴィグラス 牝3鹿 54 田辺 裕信松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 428－ 41：12．81� 19．6	
23 トロピカルスパート 牝3栗 54 石橋 脩日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 474－ 21：13．22� 22．5

11 ペイシャエヴァー 牡3鹿 56 石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 472－ 2 〃 クビ 31．6�
22 ザベストエバー 牡3黒鹿56 大野 拓弥古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 446＋ 2 〃 ハナ 26．0�
47 コマノレジェンド 牝3黒鹿54 福永 祐一長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 464－ 4 〃 アタマ 19．4
610 マコトパパヴェロ 牝3栗 54 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 470－ 41：13．62� 65．6�
59 レッドオーガー 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 480－ 61：13．7クビ 6．0�
712 ファンヴィー 牡3栗 56 中野 省吾猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 522＋ 81：13．8� 64．5�

（船橋）

611 スノードーナツ 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 464－ 8 〃 クビ 190．4�
814 ゴールドヴィグラス 牝3栗 54 北村 宏司居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 482± 0 （競走中止） 4．3�
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売 得 金
単勝： 41，001，600円 複勝： 61，830，200円 枠連： 27，849，300円
馬連： 93，574，100円 馬単： 38，843，700円 ワイド： 61，157，500円
3連複： 126，046，100円 3連単： 141，731，000円 計： 592，033，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 330円 � 270円 枠 連（3－4） 1，450円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 940円 �� 770円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 29，350円

票 数

単勝票数 計 410016 的中 � 95230（1番人気）
複勝票数 計 618302 的中 � 117221（1番人気）� 41570（6番人気）� 54857（5番人気）
枠連票数 計 278493 的中 （3－4） 14848（5番人気）
馬連票数 計 935741 的中 �� 30265（8番人気）
馬単票数 計 388437 的中 �� 7797（11番人気）
ワイド票数 計 611575 的中 �� 16874（8番人気）�� 20873（6番人気）�� 9968（19番人気）
3連複票数 計1260461 的中 ��� 13844（16番人気）
3連単票数 計1417310 的中 ��� 3501（64番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―11．7―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．5―35．2―47．2―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ッ ト ラ ブ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．27 札幌3着

2014．4．27生 牝3鹿 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 6戦2勝 賞金 18，900，000円
〔競走中止〕 ゴールドヴィグラス号は，競走中に疾病〔左第1指骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



06043 3月5日 晴 良 （29中山2）第4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

24 � パブリックフレンド 牡5青 57 北村 宏司西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 472－ 21：54．9 32．8�
36 ダイワチャーチル 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B506－ 4 〃 ハナ 4．6�
35 フィンガーポスト 牡4鹿 57 中野 省吾伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 492＋ 21：55．1� 82．0�

（船橋）

713 サ ン ペ ド ロ 牡4栗 57 吉田 豊�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 468＋ 41：55．41� 10．9�
48 ダイワハッスル 牡5栃栗57 石川裕紀人大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B486＋ 2 〃 ハナ 3．0�
23 サ ン ヘ レ ナ 牝4鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 492＋ 2 〃 アタマ 4．0	
816 ウエスタンエスプリ 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 514± 0 〃 ハナ 10．6

612 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B480＋10 〃 クビ 45．8�
611 アップルハウス 牡7青鹿57 大野 拓弥新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム B478＋141：56．35 23．9
12 � アートハルキ 牡4鹿 57

55 △井上 敏樹森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 470－ 21：56．72� 24．0�
59 レアルイモン 牡5栗 57 柴山 雄一井門 昭二氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 B504＋ 41：58．08 27．5�
815� クラウンノキセキ 牡4鹿 57 西田雄一郎矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 三木田 明仁 530＋241：58．1クビ 138．0�
510 コスモコレクション 牡4栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 B480＋12 〃 クビ 70．4�
714 ジーアイウォーカー 牡5黒鹿57 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 476－ 21：58．2クビ 135．0�
47 ホーリーフルーツ 牝4鹿 55 横山 典弘山田 和正氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 486－ 61：59．37 22．1�
11 サンジャクソン 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也 �加藤ステーブル 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 500－ 62：00．57 65．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，025，700円 複勝： 45，593，900円 枠連： 23，225，100円
馬連： 95，334，600円 馬単： 40，935，800円 ワイド： 54，231，600円
3連複： 117，931，200円 3連単： 149，737，600円 計： 560，015，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 690円 � 190円 � 1，840円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 19，790円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 22，660円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 116，220円 3 連 単 ��� 875，480円

票 数

単勝票数 計 330257 的中 � 8038（10番人気）
複勝票数 計 455939 的中 � 15304（10番人気）� 81644（2番人気）� 5346（13番人気）
枠連票数 計 232251 的中 （2－3） 22441（3番人気）
馬連票数 計 953346 的中 �� 10594（25番人気）
馬単票数 計 409358 的中 �� 1551（56番人気）
ワイド票数 計 542316 的中 �� 6507（25番人気）�� 609（93番人気）�� 2662（47番人気）
3連複票数 計1179312 的中 ��� 761（212番人気）
3連単票数 計1497376 的中 ��� 124（1348番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．6―49．6―1：02．4―1：15．2―1：28．1―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パブリックフレンド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム

2012．3．24生 牡5青 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス 11戦1勝 賞金 12，160，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンジャクソン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月5日まで平地競走
に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オリンピアスカイ号・スリーミュージアム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

06044 3月5日 晴 良 （29中山2）第4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）
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 1，500，000
1，500，000

円
円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

47 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム B480－ 22：00．4 9．5�

612 シャリオヴァルト 牡4鹿 57 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 42：00．5� 8．0�

23 オーダードリブン 牡4黒鹿57 川田 将雅 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452－ 22：00．6� 5．3�
714 レッドイグニス 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470＋12 〃 同着 3．8�
815	 レッドベリンダ 牝5鹿 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B466－ 2 〃 クビ 49．8	
36 ブラックプラチナム 牡4青鹿57 C．ルメール 吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 496＋ 82：00．7クビ 5．5

611 カ マ ク ラ 牝4黒鹿55 横山 典弘市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 456－ 22：00．8� 8．3�
713 マイネルヴェルス 牡6鹿 57 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 556＋122：01．12 213．6�
24 クラウンマグマ 牡4黒鹿57 福永 祐一矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 14．3
12 ゴージャスガール 牝5黒鹿55 柴山 雄一飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 460＋ 82：01．3
 200．9�
510 マ ー セ ラ ス 牡5黒鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 88．8�
35 イマジンザット 牡4鹿 57 A．シュタルケ 林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 438＋ 22：01．4
 64．7�

（独）

816 セシルクラウン 牡4黒鹿57 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム B500＋ 62：01．5
 250．5�

11 マルターズゲイル 牡4青鹿57 松岡 正海藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 484± 02：02．03 9．6�
59 プレスクアイル 牝5黒鹿55 石川裕紀人吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：02．1
 40．5�
48 シャドウトルーパー 牡4鹿 57 大野 拓弥飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486－102：03．05 82．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，216，100円 複勝： 69，740，400円 枠連： 30，959，400円
馬連： 116，225，000円 馬単： 49，331，900円 ワイド： 61，610，000円
3連複： 139，075，200円 3連単： 173，479，100円 計： 682，637，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 170円 � 170円 �
�

140円
120円 枠 連（4－6） 1，670円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 7，320円

ワ イ ド �� 600円 ��
��

580円
330円

��
��

490円
350円

3 連 複 ���
���

3，440円
2，100円 3 連 単 ���

���
24，240円
17，150円

票 数

単勝票数 計 422161 的中 � 35232（6番人気）
複勝票数 計 697404 的中 �

�
68018
155490

（4番人気）
（1番人気）

� 67064（5番人気）� 95468（2番人気）

枠連票数 計 309594 的中 （4－6） 14363（9番人気）
馬連票数 計1162250 的中 �� 25519（18番人気）
馬単票数 計 493319 的中 �� 5052（34番人気）
ワイド票数 計 616100 的中 ��

��
14843
18986

（14番人気）
（7番人気）

��
��

15639
28021

（13番人気）
（4番人気）

�� 30980（3番人気）

3連複票数 計1390752 的中 ��� 15037（27番人気）��� 25003（13番人気）
3連単票数 計1734791 的中 ��� 2592（203番人気） ��� 3667（122番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―11．9―12．1―12．0―12．5―12．3―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．2―47．1―59．2―1：11．2―1：23．7―1：36．0―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
1－8（2，9）（3，14）（6，15）（4，10，11）（5，13）12－7，16
1，8（2，9，14）3，15（4，6）11（5，10）13，12，7－16

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

勝馬の
紹 介

マイネルクラフト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2015．10．11 東京7着

2013．1．8生 牡4黒鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 9戦2勝 賞金 17，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 コスモプロテア号・ジャポニカーラ号・スカーレットデビル号・ラブリーアモン号
※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。



06045 3月5日 晴 良 （29中山2）第4日 第9競走 ��
��2，500�

い た こ

潮 来 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，4歳56�5歳以上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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

810� イ チ ダ イ 牡4鹿 56 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 536－ 22：36．1 4．4�
89 マイネルフレスコ 牡6栗 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480－ 2 〃 アタマ 17．5�
78 サブライムカイザー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 504＋ 42：36．2	 5．7�
77 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿56 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 452－ 4 〃 クビ 8．5�
11 エニグマバリエート 牡5青鹿57 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 42：36．3
 3．1�
55 デ ナ リ 牡4黒鹿56 戸崎 圭太寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 B486± 02：36．4クビ 4．0	
33 タケルラムセス 牡5鹿 57 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 486＋ 2 〃 クビ 14．2

22 デルマサリーチャン 牝6鹿 55 A．シュタルケ 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476－10 〃 アタマ 38．2�

（独）

44 ヘイローフォンテン 牡7鹿 57 吉田 豊吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B532－ 82：37．25 179．5�
66 ピュアソルジャー 牡7鹿 57 大野 拓弥鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B486± 02：38．79 76．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，626，000円 複勝： 58，060，700円 枠連： 24，006，300円
馬連： 125，122，700円 馬単： 56，382，200円 ワイド： 56，922，200円
3連複： 142，837，600円 3連単： 242，636，000円 計： 751，593，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 330円 � 190円 枠 連（8－8） 3，000円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 870円 �� 440円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 30，020円

票 数

単勝票数 計 456260 的中 � 81727（3番人気）
複勝票数 計 580607 的中 � 111750（2番人気）� 36166（7番人気）� 83423（4番人気）
枠連票数 計 240063 的中 （8－8） 6193（11番人気）
馬連票数 計1251227 的中 �� 29210（14番人気）
馬単票数 計 563822 的中 �� 7691（25番人気）
ワイド票数 計 569222 的中 �� 16471（13番人気）�� 35477（5番人気）�� 11322（18番人気）
3連複票数 計1428376 的中 ��� 21283（21番人気）
3連単票数 計2426360 的中 ��� 5859（117番人気）

ハロンタイム 6．8―11．9―12．8―12．7―12．9―13．3―13．3―12．9―12．1―11．9―11．9―11．4―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．8―18．7―31．5―44．2―57．1―1：10．4―1：23．7―1：36．6―1：48．7―2：00．6―2：12．5―2：23．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イ チ ダ イ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ラ ム タ ラ （2戦0勝 賞金 5，480，000円）

2013．5．15生 牡4鹿 母 テンイムホウ 母母 ラッキーダイアリー 10戦2勝 賞金 48，243，000円
地方デビュー 2015．6．2 門別

※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。

06046 3月5日 晴 良 （29中山2）第4日 第10競走 ��
��1，800�

か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．3．5以降29．2．26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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 サ ン グ ラ ス 牡6青鹿55 内田 博幸玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B500－ 81：53．8 12．8�
36 メガオパールカフェ 牡6栗 53 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 542－ 8 〃 アタマ 119．7�
815 クラウンシャイン 牡5栗 56 石川裕紀人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 486＋ 21：53．9� 8．6�
12 モ ン テ ネ オ 牡7黒鹿53 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 492± 01：54．11� 75．4�
816 クロフネビームス 牝5芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 488± 01：54．2クビ 1．8�
35 カフェリュウジン 牡7鹿 54 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 546＋ 61：54．3� 91．2	
24 マッシヴランナー 牡5黒鹿54 蛯名 正義小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 516－ 8 〃 アタマ 6．6

59 スノーモンキー 牡7鹿 56 柴山 雄一石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 466± 01：54．4クビ 19．1�
714	 エイシンエルヴィン 牡6鹿 55 C．ルメール�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 496± 0 〃 クビ 21．2�
47 
 スリーアロー 牝6黒鹿53 城戸 義政松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486－ 41：54．61 17．0
23 デビルズハーツ 牡7鹿 54 勝浦 正樹安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 500± 0 〃 クビ 26．8�
48 	 アースコネクター 牡6栗 54 江田 照男 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B524＋ 4 〃 ハナ 13．3�
611 スズカリバー 牡5鹿 53 戸崎 圭太永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B498－ 41：54．81� 59．0�
11 トウショウギフト 牡8鹿 50 武士沢友治トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 552＋ 61：55．11� 73．1�
612	 ドラゴンキングダム 牡6黒鹿54 津村 明秀窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 538－ 21：55．31� 35．7�
510 ロジメジャー 牡8黒鹿52 野中悠太郎久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B510＋ 21：56．79 94．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，862，300円 複勝： 84，727，100円 枠連： 52，694，500円
馬連： 186，981，400円 馬単： 85，479，700円 ワイド： 89，296，700円
3連複： 246，607，100円 3連単： 364，979，700円 計： 1，166，628，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 440円 � 2，490円 � 300円 枠 連（3－7） 15，320円

馬 連 �� 59，020円 馬 単 �� 92，370円

ワ イ ド �� 11，050円 �� 1，150円 �� 8，150円

3 連 複 ��� 91，240円 3 連 単 ��� 573，990円

票 数

単勝票数 計 558623 的中 � 34885（4番人気）
複勝票数 計 847271 的中 � 51602（5番人気）� 7749（15番人気）� 85070（2番人気）
枠連票数 計 526945 的中 （3－7） 2665（27番人気）
馬連票数 計1869814 的中 �� 2455（79番人気）
馬単票数 計 854797 的中 �� 694（127番人気）
ワイド票数 計 892967 的中 �� 2042（78番人気）�� 20713（9番人気）�� 2773（63番人気）
3連複票数 計2466071 的中 ��� 2027（166番人気）
3連単票数 計3649797 的中 ��� 461（970番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．8―50．3―1：03．3―1：16．0―1：28．5―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ン グ ラ ス �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．7．7 函館1着

2011．4．26生 牡6青鹿 母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ 33戦5勝 賞金 86，499，000円

２レース目



06047 3月5日 晴 良 （29中山2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第54回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

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

報知新聞社賞（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 882，000円 252，000円 126，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 カ デ ナ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 460± 02：03．2 3．3�
710 マイスタイル 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 450－ 42：03．3� 26．4�
44 ダンビュライト 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 22：03．51� 9．1�
11 	 ベストアプローチ 牡3栗 56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston

Hall Stud 476＋ 2 〃 ハナ 18．6�
55 サトノマックス 牡3鹿 56 A．シュタルケ 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 9．8�

（独）

67 コマノインパルス 牡3黒鹿56 田辺 裕信長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 462± 02：03．6クビ 4．6	
22 テーオーフォルテ 牡3鹿 56 城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 512－ 2 〃 クビ 64．8

33 グローブシアター 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 428－ 4 〃 ハナ 7．8�
79 ダイワキャグニー 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482－ 42：03．81� 3．6�
812 ディアシューター 牡3黒鹿56 大野 拓弥ディアレストクラブ 高木 登 浦河 中島牧場 496－ 42：04．22� 119．1�
68 スマートエレメンツ 牡3鹿 56 蛯名 正義大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 498－ 22：04．51
 255．5�

56 � キャッスルクラウン 牡3鹿 56 中野 省吾城市 公氏 渋谷 信博 新ひだか 城市 公 450－ 52：05．35 295．3�
（船橋） （船橋）

（12頭）

売 得 金
単勝： 314，467，100円 複勝： 363，284，600円 枠連： 128，149，200円 馬連： 1，172，366，600円 馬単： 467，016，000円
ワイド： 413，564，400円 3連複： 1，437，664，900円 3連単： 2，950，004，600円 5重勝： 644，243，700円 計： 7，890，761，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 490円 � 270円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 690円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 9，480円 3 連 単 ��� 46，720円

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

キャリーオーバー なし����� 1，330，290円

票 数

単勝票数 計3144671 的中 � 747910（1番人気）
複勝票数 計3632846 的中 � 765566（1番人気）� 153560（8番人気）� 321911（5番人気）
枠連票数 計1281492 的中 （7－8） 189578（1番人気）
馬連票数 計11723666 的中 �� 221553（19番人気）
馬単票数 計4670160 的中 �� 63904（28番人気）
ワイド票数 計4135644 的中 �� 81906（18番人気）�� 159914（8番人気）�� 47301（24番人気）
3連複票数 計14376649 的中 ��� 113627（38番人気）
3連単票数 計29500046 的中 ��� 45778（182番人気）
5重勝票数 計6442437 的中 ����� 339

ハロンタイム 12．4―11．4―12．8―13．2―13．4―12．7―12．3―11．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．6―49．8―1：03．2―1：15．9―1：28．2―1：40．1―1：51．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
10，9（2，12）4（1，3）（8，11）（5，7）－6
10（9，12）7（2，4）（3，11）（1，8）5，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ デ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー 2016．9．10 阪神2着

2014．3．30生 牡3鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella 5戦3勝 賞金 100，120，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカデナ号・マイスタイル号・ダンビュライト号は，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または施行団体名を表示している。

06048 3月5日 晴 良 （29中山2）第4日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

46 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 57 戸崎 圭太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 500－ 41：34．7 6．1�
33 リ ン ク ス 牡4鹿 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 21：34．8� 3．1�
610 チョコレートバイン 牝6鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444± 01：35．11� 8．3�
45 ハレルヤボーイ 牡4栗 57 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋101：35．2� 4．4�
69 プラチナブロンド 牝6黒鹿55 蛯名 正義 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448－ 21：35．41	 11．7	
711 エクラミレネール 牝4芦 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：35．5クビ 13．3

813 ジャストフォーユー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 480± 0 〃 クビ 13．0�
58 レトロクラシック 牝5黒鹿55 C．ルメール 広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 498－ 21：35．6クビ 9．4
57 ディスティンダリア 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド B470－ 81：35．7� 88．6�

814
 バウトナカヤマ 牡5黒鹿 57
54 ▲野中悠太郎�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 524± 0 〃 クビ 59．8�

34 
 キングクリチャン 牡8栗 57
54 ▲菊沢 一樹栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B498＋ 41：35．8クビ 232．5�

712 サトノフェラーリ 牡6鹿 57
54 ▲木幡 育也里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B470－ 41：35．9� 47．5�

11 キングカラカウア 牡5黒鹿 57
54 ▲横山 武史窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 500± 01：36．0� 69．3�

22 ニシノオタケビ 牡5鹿 57
55 △井上 敏樹西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482－121：36．31� 72．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 100，805，800円 複勝： 134，936，600円 枠連： 70，137，800円
馬連： 264，245，600円 馬単： 111，839，200円 ワイド： 143，974，300円
3連複： 339，425，800円 3連単： 536，020，100円 計： 1，701，385，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 140円 � 200円 枠 連（3－4） 450円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 420円 �� 720円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 13，370円

票 数

単勝票数 計1008058 的中 � 131680（3番人気）
複勝票数 計1349366 的中 � 169497（3番人気）� 292548（1番人気）� 158670（4番人気）
枠連票数 計 701378 的中 （3－4） 119367（1番人気）
馬連票数 計2642456 的中 �� 204967（2番人気）
馬単票数 計1118392 的中 �� 34513（7番人気）
ワイド票数 計1439743 的中 �� 91225（2番人気）�� 48797（10番人気）�� 82302（3番人気）
3連複票数 計3394258 的中 ��� 97646（3番人気）
3連単票数 計5360201 的中 ��� 29046（22番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．5―12．1―11．9―11．8―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―35．7―47．8―59．7―1：11．5―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ リ オ ー ロ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．10．18 東京3着

2012．5．2生 牡5鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 21戦4勝 賞金 76，564，000円
〔制裁〕 ディスティンダリア号の騎手藤田菜七子は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番・1

番）

５レース目



（29中山2）第4日 3月5日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 174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
厩務員出走奨励金

294，590，000円
5，060，000円
14，630，000円
2，070，000円
35，140，000円
70，700，500円
5，368，200円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
772，043，500円
1，025，631，100円
462，937，500円
2，367，714，500円
1，024，824，000円
1，063，186，000円
2，954，808，100円
5，170，584，900円
644，243，700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 15，485，973，300円

総入場人員 27，559名 （有料入場人員 25，067名）
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