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06073 3月21日 晴 重 （26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

714 ハ ツ コ イ 牝3鹿 54 横山 典弘内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 442－ 81：12．3 2．3�

816 レッドアシェット 牝3栗 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 472－121：12．4� 39．8�
611 ミカルベウス 牝3芦 54 内田 博幸尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 460－ 61：12．61� 4．9�
35 ツインキャンドル 牝3鹿 54 嶋田 純次�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 434± 01：12．81� 15．1�
612 シングルカスク 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：13．01� 10．9	
510 デ ュ エ ッ ト 牝3鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 440＋ 61：13．1� 39．9

713 シャルマンウーマン 牝3鹿 54 浜中 俊阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 宮内牧場 494－121：13．2� 12．9�
47 ラヴァーサクラ 牝3鹿 54 横山 和生伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 506＋ 61：13．52 16．2�
12 マリオンフォンテン 牝3黒鹿54 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 444－ 4 〃 ハナ 75．8
59 セイントローズバド 牝3鹿 54 田辺 裕信内海 正章氏 斎藤 誠 様似 清水スタッド 482－181：13．81� 5．6�
815 マリーアントワー 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 454± 01：14．33 36．2�
36 ハシルヨアカルク 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか ダイイチ牧場 372－101：14．4クビ 205．7�
24 ナイスサンフラワー 牝3栗 54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480 ―1：14．5� 67．0�
23 シゲルナガト 牝3鹿 54 柴田 大知森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 前田 宗将 472± 01：14．71� 79．9�
11 オワカレハトバ 牝3青鹿54 大庭 和弥大久保與志雄氏 清水 英克 浦河 木戸口牧場 B510－ 81：15．55 272．7�
48 スプリグロウス 牝3青鹿54 西田雄一郎鈴木 照雄氏 本間 忍 浦河 岡崎牧場 452＋ 61：15．7� 159．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，386，700円 複勝： 56，008，000円 枠連： 13，716，600円
馬連： 53，765，100円 馬単： 34，114，800円 ワイド： 28，693，800円
3連複： 78，535，700円 3連単： 119，691，000円 計： 407，911，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 860円 � 140円 枠 連（7－8） 1，540円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 250円 �� 2，770円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 43，630円

票 数

単勝票数 計 233867 的中 � 83756（1番人気）
複勝票数 計 560080 的中 � 212909（1番人気）� 8571（9番人気）� 102748（2番人気）
枠連票数 計 137166 的中 （7－8） 6592（7番人気）
馬連票数 計 537651 的中 �� 9733（16番人気）
馬単票数 計 341148 的中 �� 3630（27番人気）
ワイド票数 計 286938 的中 �� 4831（18番人気）�� 34682（1番人気）�� 2238（29番人気）
3連複票数 計 785357 的中 ��� 7989（21番人気）
3連単票数 計1196910 的中 ��� 2025（133番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．4―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ツ コ イ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．3．9 中山3着

2011．4．13生 牝3鹿 母 エグゼリーナ 母母 ロイヤルコスマー 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 スプリグロウス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スプリグロウス号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プレール号
（非抽選馬） 2頭 クツワホームラン号・ヒメスズラン号

06074 3月21日 晴 重 （26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 クロフネフリート 牡3鹿 56 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 530－ 41：55．6 1．9�
816 サブリメイション 牡3黒鹿56 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 畠山牧場 498－ 81：55．92 4．2�
510 デルマコテツ 牡3栗 56 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 440－ 61：56．0クビ 13．3�
611 ビ バ ホ ー プ 牝3栗 54 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 500＋ 61：56．1� 10．4�
36 マイケルチョウサン 牡3鹿 56 田辺 裕信�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B480＋ 41：56．52� 63．2�
24 リオサリナス 牡3芦 56 石橋 脩 	社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 520－121：56．71� 15．4

714 ランドグローリー �3栗 56 吉田 豊木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 464－ 61：57．01� 314．2�
35 ケイボルケーノ 牡3鹿 56 内田 博幸山岸 桂市氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 81：57．42� 25．2�
12 ホワイトスネーク 牡3芦 56 横山 和生桑畑 信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 502－121：57．5� 219．6�
713 スカイダイヴァー 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 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 522＋121：57．6� 9．8�
（独）

59 メジャーシップ 牡3鹿 56 田中 勝春阿部榮乃進氏 宗像 義忠 厚真 阿部 栄乃進 458－ 61：57．81 61．6�
47 クオーターマスター 牡3芦 56 蛯名 正義 	サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 514－ 21：58．01� 37．0�
48 ポッドタイム 牡3栗 56 大野 拓弥小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 村田牧場 454－ 41：58．32 115．3�
11 ダークサイド 牡3黒鹿56 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 450－ 61：58．72� 58．4�
815 ピークドラペル 牡3鹿 56 三浦 皇成飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 432－ 61：58．91� 263．6�
612 ヤマニンシャージュ 牡3黒鹿56 江田 照男土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B488－ 41：59．75 287．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，517，700円 複勝： 71，556，600円 枠連： 12，200，100円
馬連： 50，073，300円 馬単： 39，038，400円 ワイド： 29，506，300円
3連複： 72，305，100円 3連単： 131，098，700円 計： 430，296，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（2－8） 300円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 245177 的中 � 106108（1番人気）
複勝票数 計 715566 的中 � 378965（1番人気）� 107784（2番人気）� 36255（5番人気）
枠連票数 計 122001 的中 （2－8） 30756（1番人気）
馬連票数 計 500733 的中 �� 110028（1番人気）
馬単票数 計 390384 的中 �� 50317（1番人気）
ワイド票数 計 295063 的中 �� 53280（1番人気）�� 16651（3番人気）�� 7601（10番人気）
3連複票数 計 723051 的中 ��� 39015（3番人気）
3連単票数 計1310987 的中 ��� 27112（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．4―51．1―1：04．1―1：16．6―1：29．5―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

クロフネフリート �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 El Corredor デビュー 2013．11．24 東京3着

2011．3．1生 牡3鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 5戦1勝 賞金 11，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 イデアオブクィーン号・カシマブレイン号・ショウナンアバロン号・マイネルゼーラフ号・マイネルファラオン号
※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。

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月21日 晴 重 （26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

12 ウエスタンニンジャ 牡3栗 56 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 468－ 41：12．2 6．4�
35 メイショウカノン 牡3青鹿56 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 478－ 4 〃 ハナ 1．7�
612 シャインプレイン 牝3栗 54 横山 典弘�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498± 01：12．41� 8．9�
815 リストワール 牝3黒鹿54 吉田 豊 �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 454－ 81：12．72 11．9�
48 ニットギブソン 牡3青鹿56 三浦 皇成水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 466－ 81：13．23 13．2	
611 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456－ 41：13．3クビ 24．7

11 ローレルパシオン 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 452－121：13．51� 407．2�
36 マトリックス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 �川 啓一 456－ 61：13．6� 31．5�
23 リネンプルーフ �3栗 56 柴田 大知戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 474－ 41：13．7� 55．2
24 ジギースンナー 牝3青鹿54 大庭 和弥佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 464－ 2 〃 ハナ 142．3�
816 ボンジュールショウ 牡3芦 56 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 448＋ 41：13．91� 30．0�
59 スガノギムレット 牡3青鹿56 石橋 脩菅原 光博氏 大和田 成 新ひだか 田上 稔 460－ 81：14．11� 99．0�
47 ミラクルアイドル 牝3黒鹿54 蛯名 正義玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 454＋ 61：14．31� 12．5�
713 コスモロザラム 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 480＋161：14．4	 289．8�
714 ソウルブレイブ 牝3鹿 54 江田 照男 �賀張中川牧場 松永 康利 日高 中川 浩典 B462＋ 41：14．5クビ 197．2�
510 フィジックス 牡3黒鹿56 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508± 01：15．13� 173．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，747，900円 複勝： 67，574，800円 枠連： 14，045，200円
馬連： 46，352，700円 馬単： 40，208，700円 ワイド： 27，882，100円
3連複： 69，581，200円 3連単： 128，417，400円 計： 418，810，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 110円 � 250円 枠 連（1－3） 480円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 210円 �� 580円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 11，090円

票 数

単勝票数 計 247479 的中 � 30603（2番人気）
複勝票数 計 675748 的中 � 68130（2番人気）� 374491（1番人気）� 35599（6番人気）
枠連票数 計 140452 的中 （1－3） 21979（2番人気）
馬連票数 計 463527 的中 �� 68413（1番人気）
馬単票数 計 402087 的中 �� 20631（6番人気）
ワイド票数 計 278821 的中 �� 38492（1番人気）�� 10329（7番人気）�� 18048（4番人気）
3連複票数 計 695812 的中 ��� 33346（4番人気）
3連単票数 計1284174 的中 ��� 8549（27番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―12．5―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．5―47．0―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンニンジャ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2014．1．5 中山9着

2011．2．16生 牡3栗 母 ウエスタンレジーナ 母母 ミュージカルラーク 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ボンジュールショウ号の騎手田中勝春は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タケデンカイザー号
（非抽選馬） 6頭 エステーミー号・エストデスティネ号・カフェテキーラ号・サクラナモラーダ号・ニシノシオン号・パイメイメイ号

06076 3月21日 晴 重 （26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

34 マサノグリンベレー 牡3青 56 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 498 ―1：56．8 8．6�
57 トーセンハリケーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 524 ―1：57．01� 4．8�
814 ポルテシャンス 牝3黒鹿54 村田 一誠吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 504 ―1：57．74 87．8�
813 ダノンジャガー 牡3鹿 56 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 528 ― 〃 クビ 7．5�
11 エスティクレスト 牡3鹿 56 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 486 ―1：58．44 91．3	
712 シ ガ ー ロ ス 牝3鹿 54 内田 博幸
日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 494 ―1：59．03	 18．7�
69 ゲンパチケンザン 牡3栗 56 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 494 ―1：59．53 5．7�
58 ア ダ チ ヤ マ 牡3鹿 56 宮崎 北斗村上 欽哉氏 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 488 ―1：59．71 11．2
33 ノーワンズレシピ 牡3栗 56 横山 和生 �コロンバスサークル 和田正一郎 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 クビ 30．1�
711 ハイデッカー 牡3黒鹿56 三浦 皇成 
キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 540 ―1：59．8	 12．3�
46 サクラヴィオーラ 牝3栗 54 後藤 浩輝�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 482 ―1：59．9クビ 3．8�
610 ジ ャ テ ィ 牡3鹿 56 蛯名 正義水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 496 ―2：01．17 42．4�
22 トーセンエスプリ 牝3栗 54 大野 拓弥島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 472 ―2：01．2	 55．5�
45 フルマークス 牝3栗 54 石橋 脩�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 476 ―2：02．37 24．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，318，000円 複勝： 35，724，200円 枠連： 13，003，900円
馬連： 46，168，000円 馬単： 27，862，000円 ワイド： 21，357，000円
3連複： 60，472，400円 3連単： 91，876，700円 計： 317，782，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 270円 � 230円 � 2，270円 枠 連（3－5） 1，370円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 9，980円 �� 9，290円

3 連 複 ��� 77，350円 3 連 単 ��� 288，540円

票 数

単勝票数 計 213180 的中 � 19623（5番人気）
複勝票数 計 357242 的中 � 38095（4番人気）� 47875（3番人気）� 3287（14番人気）
枠連票数 計 130039 的中 （3－5） 7035（8番人気）
馬連票数 計 461680 的中 �� 13532（10番人気）
馬単票数 計 278620 的中 �� 3310（25番人気）
ワイド票数 計 213570 的中 �� 5530（11番人気）�� 514（73番人気）�� 553（72番人気）
3連複票数 計 604724 的中 ��� 577（195番人気）
3連単票数 計 918767 的中 ��� 235（851番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．5―13．8―13．1―12．9―13．0―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．9―52．7―1：05．8―1：18．7―1：31．7―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3
13，14，8，9，12（1，6）（3，2，4）（5，11）－7，10・（13，14，8）（9，6，4）（1，2，12）（3，11，10，7）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサノグリンベレー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

2011．3．23生 牡3青 母 アヤノミドリ 母母 クインサンシー 1戦1勝 賞金 6，000，000円



06077 3月21日 晴 良 （26中山2）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，025，000
1，025，000

円
円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

510 ブライティアスター 牝3黒鹿54 江田 照男小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 442－ 21：52．9 4．3�
48 スパークルキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 中神牧場 452－ 4 〃 クビ 5．7�
59 マリアフィオーレ 牝3黒鹿54 浜中 俊丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424－10 〃 アタマ 3．2�
815 ウインオリアート 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 416－12 〃 同着 25．1�
714 イーグルアモン 牝3鹿 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448－ 61：53．0クビ 8．6	
24 スウィートレイラニ 牝3鹿 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 452－ 21：53．31� 6．1

36 ニシノカンザシ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 418－ 81：53．62 18．6�

（独）

12 コスモハルカチャン 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 相沢 郁 別海 野付ライディ
ングファーム 456－ 41：53．81� 272．2�

11 アタルガティス 牝3黒鹿54 蛯名 正義岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 408－14 〃 クビ 45．1
35 ドリームマーチ 牝3鹿 54 北村 宏司ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B430＋ 21：54．01� 112．2�
713 ラストカレンナ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 有限会社
吉田ファーム 460－141：54．1� 62．8�

612 プランドール 牝3栗 54 松岡 正海 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 澤田 嘉隆 460－ 61：54．2� 35．1�
47 ココアチャン 牝3鹿 54 津村 明秀ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 434± 01：54．41� 316．0�
611 ヒ シ ニ ー ス 牝3鹿 54 木幡 初広阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット B414－24 〃 ハナ 267．0�
816 トーセンオーキッド 牝3鹿 54 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 460－121：54．82� 13．3�
23 セイカブレリア 牝3鹿 54 丸田 恭介久米 誠氏 土田 稔 日高 藤本 友則 430＋ 21：55．11� 259．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，459，500円 複勝： 49，651，500円 枠連： 16，706，300円
馬連： 56，781，700円 馬単： 33，508，000円 ワイド： 28，220，300円
3連複： 74，847，600円 3連単： 115，729，400円 計： 401，904，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 140円 �
�

120円
360円 枠 連（4－5） 400円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 230円 ��
��

210円
780円

��
��

240円
900円

3 連 複 ���
���

450円
3，050円 3 連 単 ���

���
2，440円
11，870円

票 数

単勝票数 計 264595 的中 � 48854（2番人気）
複勝票数 計 496515 的中 �

�
100687
15832

（2番人気）
（8番人気）

� 68468（3番人気）� 102433（1番人気）

枠連票数 計 167063 的中 （4－5） 30972（1番人気）
馬連票数 計 567817 的中 �� 53131（2番人気）
馬単票数 計 335080 的中 �� 13360（5番人気）
ワイド票数 計 282203 的中 ��

��
20886
19244

（2番人気）
（3番人気）

��
��

24082
3777
（1番人気）
（22番人気）

�� 4395（20番人気）

3連複票数 計 748476 的中 ��� 66506（1番人気）��� 8367（21番人気）
3連単票数 計1157294 的中 ��� 17753（4番人気）��� 3555（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．4―50．8―1：03．7―1：16．2―1：28．6―1：40．4

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

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

勝馬の
紹 介

ブライティアスター �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 Storm Bird デビュー 2014．2．1 東京3着

2011．5．18生 牝3黒鹿 母 ストームサンデー 母母 Satiety 3戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 ブライティアスター号の騎手江田照男は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成26年3月29日から平成26年

4月6日まで騎乗停止。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エリーフェアリー号
（非抽選馬） 2頭 ダイワブレス号・ランドロワ号
※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21日 晴 良 （26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）

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

35 チ ェ ー ザ レ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 518－ 61：37．2 2．5�
815 ブルーホール 牡3青鹿56 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 442－ 8 〃 クビ 102．5�
24 ヒラボクボーノ 牡3鹿 56 横山 典弘�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 442＋ 21：37．3クビ 35．9�
714 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 424± 01：37．4� 6．9�
510 ナスタイザン 牝3黒鹿54 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 452－ 61：37．5� 19．1�
611 キーアイテム 牡3鹿 56 浜中 俊北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 460－ 61：37．6� 26．0	
12 サンマルホウセキ 牝3鹿 54 蛯名 正義相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 434－ 21：37．7� 3．0

612 シュターツオーパー �3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 41：37．8� 6．4�
59 ヤマニンボレアル 牡3黒鹿56 武士沢友治土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 B498－ 8 〃 クビ 291．4
23 アペルトゥーラ 牡3栗 56 後藤 浩輝 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 8 〃 アタマ 26．3�
816 トミケンパシエンテ 牡3栗 56 柴田 善臣冨樫 賢二氏 高橋 祥泰 日高 千葉飯田牧場 474－ 21：38．43� 118．0�
47 スイチョウカ 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 21：38．5� 156．1�
48 ウインクラージュ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ�ウイン 上原 博之 新ひだか タイヘイ牧場 496± 01：38．71� 83．3�

（独）

11 トーセンローツェ 牝3鹿 54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 470 ―1：39．65 130．1�

713 フ ジ ミ ノ ル 牡3鹿 56 木幡 初広菅 實氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 418－141：39．7クビ 375．5�
36 ノアストロング 牡3栗 56 嶋田 純次佐山 公男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：40．65 298．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，020，100円 複勝： 48，024，300円 枠連： 14，531，600円
馬連： 52，083，100円 馬単： 35，845，000円 ワイド： 26，154，100円
3連複： 69，808，600円 3連単： 127，627，500円 計： 403，094，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 1，860円 � 620円 枠 連（3－8） 5，380円

馬 連 �� 9，210円 馬 単 �� 14，350円

ワ イ ド �� 3，140円 �� 1，190円 �� 17，500円

3 連 複 ��� 72，360円 3 連 単 ��� 282，860円

票 数

単勝票数 計 290201 的中 � 95052（1番人気）
複勝票数 計 480243 的中 � 116517（2番人気）� 5176（11番人気）� 17008（8番人気）
枠連票数 計 145316 的中 （3－8） 1996（16番人気）
馬連票数 計 520831 的中 �� 4175（23番人気）
馬単票数 計 358450 的中 �� 1844（40番人気）
ワイド票数 計 261541 的中 �� 2036（27番人気）�� 5590（15番人気）�� 358（65番人気）
3連複票数 計 698086 的中 ��� 712（112番人気）
3連単票数 計1276275 的中 ��� 333（484番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．6―48．0―1：00．5―1：13．0―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チ ェ ー ザ レ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．9．17 中山2着

2011．2．4生 牡3黒鹿 母 エレガントトーク 母母 Sheena’s Gold 6戦1勝 賞金 11，600，000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 ストームボーイ号・ローレルルーチェ号
※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。



06079 3月21日 晴 重 （26中山2）第7日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時30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
1：48．5
1：47．8

重
重

69 フ ァ ド ー グ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 01：53．5 2．5�

57 トーセンセラヴィ 牝3黒鹿54 武 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 480－ 21：53．92� 8．4�

813 フィールザスマート 牡3青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 492－141：54．22 23．8�
46 メイショウスミトモ 牡3鹿 56 戸崎 圭太松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462－161：54．3� 10．8�
34 パッシングブリーズ 牡3鹿 56 浜中 俊三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 29．8	
610� テ ス テ ィ コ 牝3芦 54 A．シュタルケ 吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner

Racing, LP 510＋ 61：54．4クビ 124．8

（独）

711 タケルファラオ 牡3栗 56 田辺 裕信森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 480＋101：54．72 35．2�
45 ホルボッシュ 牡3黒鹿56 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474－ 81：54．91� 9．1�
712 ビ ッ グ ギ グ 牡3栗 56 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 522＋ 4 〃 ハナ 32．4
814 トゥインクリング 牡3栗 56 吉田 豊スリースターズレーシング 田村 康仁 浦河 ミルファーム 504± 01：55．1	 339．2�
11 ツクバホシノオー 牡3鹿 56 三浦 皇成荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 506－ 21：55．31
 7．4�
33 グランベラミ 牝3鹿 54 横山 和生飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 424－201：57．0大差 402．2�
58 クラシックマーク 牝3栗 54 蛯名 正義小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 430－ 42：01．8大差 58．8�
22 � ドラゴンキングダム 牡3黒鹿56 内田 博幸窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 514± 0 （競走中止） 4．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，039，900円 複勝： 66，967，200円 枠連： 17，347，400円
馬連： 73，517，800円 馬単： 43，052，100円 ワイド： 35，075，500円
3連複： 96，062，200円 3連単： 165，513，600円 計： 531，575，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 300円 � 480円 枠 連（5－6） 1，140円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 510円 �� 890円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 8，410円 3 連 単 ��� 23，790円

票 数

単勝票数 計 340399 的中 � 107593（1番人気）
複勝票数 計 669672 的中 � 176623（1番人気）� 51600（6番人気）� 28086（7番人気）
枠連票数 計 173474 的中 （5－6） 11310（5番人気）
馬連票数 計 735178 的中 �� 45205（5番人気）
馬単票数 計 430521 的中 �� 16057（6番人気）
ワイド票数 計 350755 的中 �� 18258（4番人気）�� 9755（10番人気）�� 2942（30番人気）
3連複票数 計 960622 的中 ��� 8436（26番人気）
3連単票数 計1655136 的中 ��� 5135（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．5―50．0―1：02．7―1：15．5―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3
5（7，10）1（2，9）（6，11）3，13，12，14－4，8
5（10，7）9，6（1，11）13，14，4（12，3）＝8

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ド ー グ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．22 中山7着

2011．4．25生 牡3黒鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 3戦2勝 賞金 12，200，000円
〔競走中止〕 ドラゴンキングダム号は，2コーナーで異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 ドラゴンキングダム号は，2コーナーで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラシックマーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月21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。

06080 3月21日 晴 重 （26中山2）第7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

816 リバティーアゲイン 牡5青鹿57 田中 勝春阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 504± 01：11．8 8．9�
714 カワキタシャウト 牡4鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 490＋ 4 〃 クビ 7．0�
611 セイントチャンス 牡5鹿 57 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 480－ 21：11．9クビ 35．3�
815 トウカイチャーム 牡6栗 57 後藤 浩輝内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 476＋ 21：12．0� 15．1�
36 ロマネクイーン 牝4鹿 55 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B466－ 61：12．32 30．8�
24 � ビームマシンガン 牡4栗 57 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 498－ 21：12．61� 3．8�
510� シゲルリョウケンザ 牡4青鹿57 内田 博幸森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 472－ 4 〃 アタマ 17．3	
713� ニュアージゲラン 牝5鹿 55 吉田 豊白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 460＋ 4 〃 クビ 71．7

23 ノボサイボーグ 牡4栗 57 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 482＋ 81：12．7� 7．2�
47 ドリームジェダイ 牡5栗 57 戸崎 圭太セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 B484－ 6 〃 ハナ 3．3
612 ベルモントラヴ 牝4芦 55 大野 拓弥 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 482－ 81：12．91	 37．6�
35 ベルモントホウオウ 牝4青鹿55 津村 明秀 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 494± 01：13．11	 62．0�
59 � アストロフォンテン 牡5鹿 57 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 472－ 91：13．2クビ 425．9�
11 � スズカアーサー 牡5鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B486＋ 4 〃 クビ 42．5�
48 エ ッ フ ェ ル 牡4栗 57 横山 和生小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B512－ 21：13．3� 169．1�
12 ヴェンセール 牡4鹿 57 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 474＋ 61：14．15 47．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，643，500円 複勝： 51，208，100円 枠連： 22，818，600円
馬連： 71，538，300円 馬単： 40，335，600円 ワイド： 33，806，200円
3連複： 101，044，100円 3連単： 152，961，600円 計： 504，356，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 320円 � 250円 � 580円 枠 連（7－8） 1，490円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，770円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 13，010円 3 連 単 ��� 73，690円

票 数

単勝票数 計 306435 的中 � 27354（5番人気）
複勝票数 計 512081 的中 � 42957（5番人気）� 60528（3番人気）� 20756（8番人気）
枠連票数 計 228186 的中 （7－8） 11327（7番人気）
馬連票数 計 715383 的中 �� 22890（8番人気）
馬単票数 計 403356 的中 �� 5753（18番人気）
ワイド票数 計 338062 的中 �� 10585（7番人気）�� 4627（20番人気）�� 4949（19番人気）
3連複票数 計1010441 的中 ��� 5736（41番人気）
3連単票数 計1529616 的中 ��� 1532（221番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―12．1―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバティーアゲイン �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．9．3 新潟6着

2009．4．23生 牡5青鹿 母 シルキーアゲイン 母母 ビワナタシュカ 24戦2勝 賞金 30，220，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 セイントチャンス号の騎手北村宏司は，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。
※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 フランチャイズ号・ヘイハチスカイ号・リュウツバメ号



06081 3月21日 晴 良 （26中山2）第7日 第9競走 ��
��1，600�

し お ど め

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

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

816 ローレルブレット 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 448－ 41：35．2 3．4�
35 ゴールドカルラ 牝6鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 522－ 2 〃 クビ 16．4�
36 コスモミレネール 牝5鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 81：35．3クビ 17．2�
11 ショウナンダイチ 牡4鹿 57 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 ハナ 9．2�
815 エパティック 牝6鹿 55 戸崎 圭太村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 466± 0 〃 ハナ 16．4	
24 カグニザント �6黒鹿57 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 468－ 81：35．4	 32．1

47 ダイワブレイディ 牡4芦 57 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 510－ 61：35．5	 2．9�
59 タケルハヤテ 牡6鹿 57 丸田 恭介森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B466± 01：35．6クビ 54．9�
714 ポップジェムズ 牡4鹿 57 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：35．81	 14．4

（独）

611 ク ロ ス ボ ウ 牡4黒鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 516＋ 41：36．01	 34．9�
23 マイネエポナ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム 450－ 41：36．21 106．9�
713 プレミアムブルー 牡5栗 57 武 豊 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 496＋10 〃 ハナ 10．0�
612
 フロリダブルー 牡4鹿 57 田中 勝春 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 米 Darley & Craig

D. Upham 452－ 21：36．73 58．4�
510
 バルダメンテ 牡5青鹿57 北村 宏司前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 534＋ 61：36．8クビ 27．9�
48 ツクバアラモード 牝4栗 55 江田 照男細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 456＋ 21：36．9� 72．9�
12 アルセーヌシチー 牡8鹿 57 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 504－ 81：37．0	 241．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，021，600円 複勝： 68，337，700円 枠連： 28，718，300円
馬連： 98，464，000円 馬単： 52，272，400円 ワイド： 42，122，300円
3連複： 126，669，200円 3連単： 204，431，700円 計： 658，037，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 330円 � 430円 枠 連（3－8） 1，000円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，040円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，790円 3 連 単 ��� 39，030円

票 数

単勝票数 計 370216 的中 � 87278（2番人気）
複勝票数 計 683377 的中 � 158428（2番人気）� 47752（4番人気）� 34275（8番人気）
枠連票数 計 287183 的中 （3－8） 21312（5番人気）
馬連票数 計 984640 的中 �� 28885（11番人気）
馬単票数 計 522724 的中 �� 8818（13番人気）
ワイド票数 計 421223 的中 �� 12881（9番人気）�� 10043（13番人気）�� 6291（16番人気）
3連複票数 計1266692 的中 ��� 10638（32番人気）
3連単票数 計2044317 的中 ��� 3866（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．8―46．5―58．2―1：10．2―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F37．0

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

勝馬の
紹 介

ローレルブレット �
�
父 サムライハート �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2011．8．7 小倉3着

2009．3．9生 牡5黒鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ 28戦4勝 賞金 96，075，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モンテフジサン号
（非抽選馬） 5頭 コスモソウタ号・コスモトゥルーラヴ号・シベリアンスパーブ号・ソールデスタン号・プロスペラスマム号
※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21日 晴 稍重 （26中山2）第7日 第10競走 ��
��1，800�

しもうさ

下総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．3．16以降26．3．16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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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

510 グレートチャールズ 牡5栗 55 A．シュタルケ 吉田 和美氏 吉田 直弘 洞�湖 メジロ牧場 510－121：53．1 16．1�
（独）

59 ハ リ ケ ー ン 牡6鹿 56 浜中 俊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 クビ 5．2�
11 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 55 戸崎 圭太菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 494－ 81：53．2クビ 2．8�
815 ドレミファドン 牡6黒鹿56 吉田 豊千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム B500± 01：53．3� 5．5�
48 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 460± 01：53．4クビ 5．7�
714 コスモイーチタイム 牡6栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 21：53．82	 96．1	
23 ハコダテナイト 牡4栗 55 石橋 脩河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 504－ 81：54．33 15．8

36 ジョウノボヘミアン 牡8鹿 53 田中 勝春小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 B494－ 21：54．4クビ 61．3�
611
 ダイヤノゲンセキ �6黒鹿56 北村 宏司 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム 512－121：54．82	 26．7�
35 コ ウ ジ ョ ウ 牡4栗 54 後藤 浩輝小菅 定雄氏 高木 登 新ひだか 三石橋本牧場 512＋ 21：55．12 30．7
24 メタギャラクシー 牡7鹿 54 松岡 正海 �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 B498± 01：55．2	 77．2�
612 ス カ ー レ ル 牝5栗 52 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 468－ 61：55．41	 17．8�
713� タツパーシヴ 牡7芦 52 江田 照男日下部勝德氏 島 一歩 米 Hokuyou

Farm B490－ 41：55．93 171．9�
816 ドラゴンヴォイス 牡6鹿 54 横山 和生窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 448－ 21：56．43 136．4�
12 オメガブレイン 牡6鹿 54 田辺 裕信原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466－ 41：58．4大差 25．8�
47 アグネスアンカー 牡8鹿 52 嶋田 純次渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B552± 02：00．1大差 352．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，850，700円 複勝： 89，365，200円 枠連： 29，802，200円
馬連： 140，747，400円 馬単： 70，394，300円 ワイド： 53，730，500円
3連複： 172，155，000円 3連単： 285，282，000円 計： 887，327，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 310円 � 180円 � 150円 枠 連（5－5） 3，040円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 870円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 25，250円

票 数

単勝票数 計 458507 的中 � 22456（6番人気）
複勝票数 計 893652 的中 � 59546（6番人気）� 131776（3番人気）� 202299（1番人気）
枠連票数 計 298022 的中 （5－5） 7251（13番人気）
馬連票数 計1407474 的中 �� 31454（11番人気）
馬単票数 計 703943 的中 �� 6855（26番人気）
ワイド票数 計 537305 的中 �� 11371（12番人気）�� 14426（8番人気）�� 49319（1番人気）
3連複票数 計1721550 的中 ��� 45711（5番人気）
3連単票数 計2852820 的中 ��� 8341（58番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．3―12．3―11．5―12．0―12．9―13．0―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．1―49．4―1：00．9―1：12．9―1：25．8―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F40．2
1
3
12（9，13）（2，10，11）－（1，6）14（8，15）（4，16）－7－3，5
9（12，13）（10，11）15（1，6，8）14，2－（4，16）－（3，5）－7

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

勝馬の
紹 介

グレートチャールズ �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．9．3 札幌4着

2009．3．28生 牡5栗 母 メジロカール 母母 メジロマスキット 20戦4勝 賞金 70，042，000円
〔制裁〕 グレートチャールズ号の騎手A．シュタルケは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
〔その他〕 アグネスアンカー号は，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〕 オメガブレイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月21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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アサクサポイント号・キタサンイナズマ号・グレイレジェンド号・サンマルデューク号・セイカフォルテ号・

デルマイザナミ号・ヒメサクラ号・ポイントブランク号・マヤノクレド号
※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。

１レース目 ３レース目



06083 3月21日 晴 良 （26中山2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第28回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品

本 賞 34，000，000円 11，250，00011，250，000
円
円 5，100，000円 3，400，000円

付 加 賞 588，000円 126，000
126，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

47 バウンスシャッセ 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516＋ 61：51．3 6．8�
59 マイネグレヴィル 牝3鹿 54 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 464－ 41：51．62 7．1�
713 パシフィックギャル 牝3芦 54 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 同着 11．2�

（独）

612 マローブルー 牝3鹿 54 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 438－ 41：51．81	 20．1�

35 ショウナンパンドラ 牝3鹿 54 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋ 2 〃 クビ 3．9	

815 マイネオーラム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 454± 0 〃 アタマ 42．8


510 ク リ ス マ ス 牝3黒鹿55 田辺 裕信 M・
Kenichiホールディング� 斎藤 誠 新冠 アラキフアーム 424＋ 2 〃 アタマ 5．2�

23 チョコレートバイン 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 430－ 21：51．9
 15．1�
24 リーサルウェポン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 428－ 41：52．1� 16．6
36 ニシノアカツキ 牝3栗 54 後藤 浩輝西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 452－ 21：52．31	 7．6�
48 � デ ィ ル ガ 牝3栗 54 田中 勝春前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 440－ 61：52．4� 60．7�
714 ヴィータアレグリア 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 428－ 8 〃 ハナ 113．2�
12 ホクラニミサ 牝3黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 432－ 21：52．71� 18．6�
611 ベストリーダー 牝3栗 54 西田雄一郎 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 81：52．8
 84．7�
11 ミスウインストン 牝3黒鹿54 吉田 豊小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 480± 01：53．11� 197．6�
816 スマイルシャワー 牝3鹿 54 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460－ 21：53．31
 111．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，623，100円 複勝： 203，863，100円 枠連： 87，168，100円 馬連： 405，565，000円 馬単： 186，226，800円
ワイド： 155，600，600円 3連複： 605，815，800円 3連単： 971，201，000円 5重勝： 415，280，400円 計： 3，146，343，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 260円 �
�

260円
300円 枠 連（4－5）（4－7）

670円
1，800円

馬 連 ��
��

1，110円
1，830円 馬 単 ��

��
2，240円
3，310円

ワ イ ド ��
��

800円
1，220円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ���
���

20，200円
23，570円

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

キャリーオーバー 106，476，940円����� 200，000，000円

票 数

単勝票数 計1156231 的中 � 135693（3番人気）
複勝票数 計2038631 的中 � 215110（4番人気）� 214972（5番人気）� 172135（6番人気）
枠連票数 計 871681 的中 （4－5） 50327（5番人気）（4－7） 17210（17番人気）
馬連票数 計4055650 的中 �� 137322（8番人気）�� 80738（17番人気）
馬単票数 計1862268 的中 �� 30930（16番人気）�� 20672（29番人気）
ワイド票数 計1556006 的中 �� 49333（7番人気）�� 31018（17番人気）�� 32831（15番人気）
3連複票数 計6058158 的中 ��� 57703（24番人気）
3連単票数 計9712010 的中 ��� 17748（128番人気） ��� 15202（154番人気）
5重勝票数 計4152804 的中 ����� 1

ハロンタイム 13．0―11．8―12．3―12．5―12．5―12．2―12．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．1―49．6―1：02．1―1：14．3―1：26．8―1：38．7

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

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

勝馬の
紹 介

バウンスシャッセ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Halling デビュー 2013．8．4 函館1着

2011．5．6生 牝3鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 5戦3勝 賞金 51，738，000円
〔制裁〕 パシフィックギャル号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：

7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エクセレントビュー号・カレンコティヤール号・ダイワソフィー号・デルマサリーチャン号・ラインカグラ号
※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。

06084 3月21日 晴 稍重 （26中山2）第7日 第12競走 ��
��2，400�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，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

814 ランブリングマン 牡4鹿 56 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 524－ 42：37．3 2．4�
45 アルディエス 牡5鹿 57 西田雄一郎�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 452－ 22：37．4� 11．6�
813	 チャンピオンブルー 牡6青鹿57 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 482－222：37．93 27．1�
22 ニシノゲイナー 牡6鹿 57 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 460－ 42：38．22 21．3�
11 ファーマジェンヌ 牝5黒鹿55 松岡 正海中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 496－ 6 〃 クビ 86．8�
33 	 マイネルボンド 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B510± 02：38．3クビ 15．3	
69 トーセンセカイオー 牡5鹿 57 横山 典弘島川 
哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 488± 02：38．62 8．3�
34 コパノウィリアム 牡5鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 478－ 22：38．81
 4．4�
610 マイネルティンラン 牡6栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 82：39．01
 8．7
58 テンゲントッパ 牡6黒鹿57 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B452－ 42：39．42� 99．5�
711 サトノイクシード 牡4鹿 56 石橋 脩里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498－ 42：39．61
 33．1�
712 ナンヨースラッガー 牡7芦 57

54 ▲原田 和真中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 488－ 22：40．23� 251．6�
57 グリューネヴォッヘ 牝4鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 464－102：40．3� 13．1�
46 ウインベルカント 牡7黒鹿57 大野 拓弥�ウイン 奥村 武 新ひだか 原口牧場 482－ 42：40．51
 75．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，925，700円 複勝： 76，002，700円 枠連： 34，078，400円
馬連： 170，552，300円 馬単： 70，644，200円 ワイド： 57，705，700円
3連複： 171，919，500円 3連単： 321，796，400円 計： 949，624，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 160円 � 290円 � 580円 枠 連（4－8） 1，210円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，030円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 13，230円 3 連 単 ��� 44，850円

票 数

単勝票数 計 469257 的中 � 154404（1番人気）
複勝票数 計 760027 的中 � 168717（1番人気）� 63363（7番人気）� 27263（9番人気）
枠連票数 計 340784 的中 （4－8） 20891（5番人気）
馬連票数 計1705523 的中 �� 101135（4番人気）
馬単票数 計 706442 的中 �� 27704（5番人気）
ワイド票数 計 577057 的中 �� 27541（4番人気）�� 13801（13番人気）�� 3569（40番人気）
3連複票数 計1719195 的中 ��� 9595（48番人気）
3連単票数 計3217964 的中 ��� 5296（144番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―13．8―13．7―14．2―14．4―13．5―12．5―11．8―12．4―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．5―39．3―53．0―1：07．2―1：21．6―1：35．1―1：47．6―1：59．4―2：11．8―2：24．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランブリングマン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2012．10．20 東京3着

2010．3．3生 牡4鹿 母 ナムラコウラン 母母 テンザンナイーブ 12戦3勝 賞金 31，200，000円

５レース目



（26中山2）第7日 3月21日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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 手 当

233，710，000円
8，420，000円
1，970，000円
21，140，000円
71，863，000円
5，082，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
459，554，400円
884，283，400円
304，136，700円
1，265，608，700円
673，502，300円
539，854，400円
1，699，216，400円
2，815，627，000円
415，280，400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 9，057，063，700円

総入場人員 16，892名 （有料入場人員 14，886名）
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