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06025 3月7日 曇 重 （27中山2）第3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

23 エグランティエ 牝3栗 54 石橋 脩�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 442± 01：58．6 5．9�
59 モアアピール 牝3芦 54 吉田 豊根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：58．81� 2．9�
714 バトルヴィゴーレ 牝3黒鹿54 木幡 初広宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 436± 01：58．9� 31．5�
35 カスミチャン 牝3芦 54 戸崎 圭太吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 420－ 41：59．21� 2．4�
11 メイローゼズ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 474－ 61：59．51� 78．7�
36 ショーラファール 牝3鹿 54 田辺 裕信吉冨 学氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 482＋ 21：59．71� 19．2	
12 ハニーファンタジー 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 440＋141：59．8クビ 63．9

713 サリーシャッセ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 494－ 22：00．22� 48．3�
612 ナ ノ ハ ナ 牝3栗 54 二本柳 壮國分 純氏 武市 康男 日高 藤本 友則 470－ 42：00．3� 102．1�
48 ユ ノ 牝3芦 54 小野寺祐太�ミルファーム 南田美知雄 新冠 大栄牧場 416－ 62：00．51� 223．2
815 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 458－ 22：00．6� 17．1�
24 シャンディキール 牝3鹿 54 勝浦 正樹林 孝輝氏 杉浦 宏昭 浦河 林 孝輝 496＋ 6 〃 アタマ 236．8�
47 トーセンワルツ 牝3栗 54 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 506－142：00．7� 126．2�
816 サ ル ビ ア 牝3栗 54 柴田 大知キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 458－ 62：01．55 189．7�
510 ルールブルー 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 432－ 22：01．71� 11．1�
611 ナカヤマウインディ 牝3黒鹿54 大野 拓弥和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 480－ 42：06．2大差 49．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，811，000円 複勝： 30，674，300円 枠連： 16，829，300円
馬連： 56，297，400円 馬単： 35，621，000円 ワイド： 31，411，400円
3連複： 75，490，800円 3連単： 104，963，700円 計： 376，098，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 150円 � 550円 枠 連（2－5） 880円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，350円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 29，120円

票 数

単勝票数 計 248110 的中 � 33457（3番人気）
複勝票数 計 306743 的中 � 36116（3番人気）� 70253（2番人気）� 10630（8番人気）
枠連票数 計 168293 的中 （2－5） 14687（3番人気）
馬連票数 計 562974 的中 �� 42279（3番人気）
馬単票数 計 356210 的中 �� 11061（7番人気）
ワイド票数 計 314114 的中 �� 17292（3番人気）�� 3257（25番人気）�� 6696（13番人気）
3連複票数 計 754908 的中 ��� 7807（21番人気）
3連単票数 計1049637 的中 ��� 2613（82番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．8―14．0―13．3―13．2―13．2―13．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．7―52．7―1：06．0―1：19．2―1：32．4―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エグランティエ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2014．9．14 新潟4着

2012．4．13生 牝3栗 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 イロジカケ号の騎手嘉藤貴行は，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：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナカヤマウインディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月7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 エレガントソング号・オランピア号

06026 3月7日 小雨 重 （27中山2）第3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

815 ショウナンカサロ 牝3青鹿54 戸崎 圭太国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 438－ 61：13．0 2．2�
816 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B532＋ 4 〃 クビ 4．8�
12 ツクバインパクト 牡3黒鹿56 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 442－ 21：13．1� 12．1�
35 ディアルフト 牡3鹿 56 西田雄一郎ディアレスト 松永 康利 浦河 昭和牧場 488－101：13．31� 126．6�
714 ゼ ン ザ イ 牝3栗 54 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 ハクツ牧場 408－ 6 〃 ハナ 19．5�
24 セイウンアワード 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 516± 01：13．4クビ 13．0�
48 センノレイダース 牡3鹿 56 石橋 脩浅野 正敏氏 柴田 政人 茨城 栗山 道郎 458－ 21：13．71� 21．6	
612 セイウンアサヒ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 パカパカ

ファーム 486± 01：13．91� 5．9

36 ヤマニンピエドール 牡3黒鹿56 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 464＋10 〃 アタマ 16．1�
47 ワイルドテイスト 牡3栗 56 柴山 雄一�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 508± 01：14．11 46．4
510 マイティブロウ �3鹿 56

53 ▲石川裕紀人藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 456＋ 41：14．2� 114．0�
59 マインドブロウ 牡3栗 56 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 482－ 21：14．73 30．2�
611 ミルキープリン 牝3芦 54

51 ▲井上 敏樹海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 378－ 61：15．02 149．7�
11 ネ オ キ セ キ 牡3鹿 56 武士沢友治西田 俊二氏 田村 康仁 新冠 ラツキー牧場 444－ 21：15．1クビ 47．9�
713 ルイヴィルリップ 牡3鹿 56 三浦 皇成松村 真司氏 田中 剛 日高 増尾牧場 456＋ 61：15．84 192．9�
23 スイレンビューティ 牝3青鹿54 嘉藤 貴行鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 越湖牧場 466－101：15．9� 393．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，927，600円 複勝： 39，438，300円 枠連： 20，106，500円
馬連： 63，559，100円 馬単： 36，651，600円 ワイド： 35，829，400円
3連複： 78，309，400円 3連単： 105，793，800円 計： 407，615，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 220円 枠 連（8－8） 550円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 260円 �� 430円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 279276 的中 � 100952（1番人気）
複勝票数 計 394383 的中 � 115134（1番人気）� 63267（2番人気）� 32990（4番人気）
枠連票数 計 201065 的中 （8－8） 28018（2番人気）
馬連票数 計 635591 的中 �� 94101（1番人気）
馬単票数 計 366516 的中 �� 30596（1番人気）
ワイド票数 計 358294 的中 �� 39781（1番人気）�� 20520（3番人気）�� 11495（7番人気）
3連複票数 計 783094 的中 ��� 37485（2番人気）
3連単票数 計1057938 的中 ��� 15510（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．8―12．6―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．4―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカサロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．11 東京10着

2012．3．25生 牝3青鹿 母 ショウナンアルス 母母 ショウナンハピネス 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ツクバインパクト号の騎手柴田善臣は，4コーナーで外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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カシノポッケ号・トウショウバンディ号・ミズーリスカイ号・ラブテンダー号・リナシータ号

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月7日 小雨 重 （27中山2）第3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）

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

510 ワイドリーザワン 牡3黒鹿56 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－141：55．5 9．1�

35 アルランピード 牡3鹿 56 三浦 皇成西森 鶴氏 戸田 博文 浦河 杵臼斉藤牧場 488± 01：56．13� 11．4�
611 トーセンモバイル 牡3鹿 56 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 484－ 8 〃 アタマ 6．0�
815 マイネルプロンプト 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 21：56．73� 3．6�
612 コパノアルディー 牡3栗 56 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新冠 松本 信行 482＋ 2 〃 アタマ 12．0	
714 ダイワエクシード 牡3栗 56 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 536－ 21：57．12� 6．0

36 メイショウキシドウ 牡3鹿 56 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 61：57．41� 10．7�
12 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 448－12 〃 クビ 7．9�
816 スプリングストーム 牡3鹿 56 蛯名 正義加藤 春夫氏 武井 亮 様似 堀 弘康 452＋ 41：58．35 102．8
11 サトノコスミック 牡3黒鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 466＋ 21：58．4� 12．3�
59 デピュートアゲン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B484－ 41：58．93 56．1�
713 ローレンアイザック 牡3鹿 56 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 462－ 62：00．17 45．9�
48 ゴールドストーリー 牡3栗 56 吉田 隼人居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 478－ 2 〃 クビ 312．7�
23 ソラトブライオン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 下屋敷牧場 490－ 82：00．73� 200．9�
47 アポロムサシ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 新冠 中本 隆志 514＋ 42：01．12� 95．4�
（15頭）

24 ウインアヴァンティ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，843，300円 複勝： 38，095，000円 枠連： 22，270，700円
馬連： 65，069，000円 馬単： 34，480，800円 ワイド： 34，600，100円
3連複： 79，705，500円 3連単： 104，083，300円 計： 404，147，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 310円 � 470円 � 260円 枠 連（3－5） 2，800円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 12，130円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 1，360円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 15，030円 3 連 単 ��� 111，460円

票 数

単勝票数 差引計 258433（返還計 156） 的中 � 22525（5番人気）
複勝票数 差引計 380950（返還計 294） 的中 � 32591（6番人気）� 19586（9番人気）� 40864（4番人気）
枠連票数 差引計 222707（返還計 2 ） 的中 （3－5） 6154（14番人気）
馬連票数 差引計 650690（返還計 710） 的中 �� 6825（33番人気）
馬単票数 差引計 344808（返還計 296） 的中 �� 2131（58番人気）
ワイド票数 差引計 346001（返還計 456） 的中 �� 3800（34番人気）�� 6655（22番人気）�� 4275（31番人気）
3連複票数 差引計 797055（返還計 2259） 的中 ��� 3977（63番人気）
3連単票数 差引計1040833（返還計 2894） 的中 ��� 677（445番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．4―50．4―1：03．1―1：15．8―1：29．0―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドリーザワン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．24 中山14着

2012．2．14生 牡3黒鹿 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ウインアヴァンティ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 マイネルプロンプト号の騎手柴田大知は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・13番）
〔その他〕 ソラトブライオン号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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〕 アポロムサシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月7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 ノアロック号・ミキノブシドウ号

06028 3月7日 小雨 重 （27中山2）第3日 第4競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

59 ハッピーサークル 牝3黒鹿54 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 482 ―1：12．9 5．8�
510 ディスティニーガイ 牡3鹿 56 岩部 純二石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 492 ― 〃 ハナ 141．1�
816 タイセイストーム 牡3青鹿56 三浦 皇成田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 490 ― 〃 クビ 3．8�
48 デ イ ト ナ 牝3鹿 54 江田 照男飯田 政子氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：14．07 11．9�
12 デイトリッパー 牝3栗 54 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454 ―1：14．32 7．6�
612 サンマーシャル 牝3鹿 54 黛 弘人加藤 信之氏 中野 栄治 日高 日西牧場 408 ―1：14．4� 25．1	
815 コマアルカンシエル 牡3鹿 56 石橋 脩 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 444 ―1：14．5� 46．1

11 � イントゥイシオン 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌和 豪 Widden Stud

Australia Pty Ltd 490 ―1：14．6クビ 23．1�
35 ブラウンルランシー 牝3鹿 54 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 468 ―1：14．7� 94．1�
23 ドゥマイドリーム 牡3黒鹿56 勝浦 正樹城戸 恵子氏 小笠 倫弘 新ひだか 山際牧場 458 ―1：14．8� 29．0
36 ハラペーニョ 牡3鹿 56 田辺 裕信�ラ・メール 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 482 ―1：15．01 2．6�
611 デルマオイラン 牝3青鹿54 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 444 ―1：15．21	 96．0�
24 サンモンロー 牝3鹿 54 村田 一誠加藤 信之氏 武井 亮 新ひだか 神垣 道弘 422 ―1：15．52 46．6�
714 スリーコンサート 牝3鹿 54 吉田 隼人永井商事� 田中 剛 安平 ノーザンファーム 464 ―1：15．82 46．3�
713 ゴールドバーン 牡3鹿 56 藤田 伸二井上 久光氏 柴田 政人 浦河 冨岡牧場 460 ―1：16．22� 82．0�
47 アメニモマケズ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 412 ―1：21．4大差 173．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，101，100円 複勝： 32，655，200円 枠連： 17，799，800円
馬連： 55，136，400円 馬単： 33，196，300円 ワイド： 29，159，300円
3連複： 63，358，000円 3連単： 93，497，800円 計： 349，903，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 2，550円 � 170円 枠 連（5－5） 28，150円

馬 連 �� 37，350円 馬 単 �� 53，190円

ワ イ ド �� 10，250円 �� 440円 �� 6，770円

3 連 複 ��� 58，810円 3 連 単 ��� 405，900円

票 数

単勝票数 計 251011 的中 � 34440（3番人気）
複勝票数 計 326552 的中 � 51662（3番人気）� 2299（15番人気）� 58805（2番人気）
枠連票数 計 177998 的中 （5－5） 490（32番人気）
馬連票数 計 551364 的中 �� 1144（61番人気）
馬単票数 計 331963 的中 �� 468（104番人気）
ワイド票数 計 291593 的中 �� 688（68番人気）�� 18818（4番人気）�� 1045（54番人気）
3連複票数 計 633580 的中 ��� 808（127番人気）
3連単票数 計 934978 的中 ��� 167（794番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．6―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．2―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーサークル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2012．3．17生 牝3黒鹿 母 ハ ナ マ ル 母母 パーティプラザ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメニモマケズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月7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 キーシャンプー号・キーワールド号・クドース号・コンコルダンス号・スニップレイ号・チャーミングウイン号・

トレスグスト号・ルスナイエリザベス号・レスペート号



06029 3月7日 小雨 稍重 （27中山2）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

58 ゴージャスガール 牝3黒鹿54 田辺 裕信飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 436－ 22：04．8 2．2�
47 スカーレットデビル 牡3鹿 56 吉田 隼人片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 486－ 22：04．9� 29．8�
23 レッドアイヴァー 牡3栗 56 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 462－122：05．0� 14．8�
611 ブレイクエース 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 4 〃 アタマ 3．3�
713 ラックアサイン 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468－ 2 〃 ハナ 7．5	
46 ニシノカブケ 牡3栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 490＋ 22：05．21� 40．0

712 ブリエアヴェニール 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 82：05．41 14．6�
11 アキトジュピター 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 アタマ 8．1�
35 ク ピ ド 牡3鹿 56 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 458＋ 22：05．61� 54．3
22 コスモエルドール 牡3栗 56 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 22：05．7� 96．2�
34 ヴァペンシエロ 牝3鹿 54 石橋 脩加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 426－ 62：05．91 286．1�
815 クリノトイトイ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 442＋ 22：06．53� 116．9�
59 クリノテツマン 牡3栗 56 丸田 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 456＋ 42：06．6� 82．8�
610 ノーススウェル 牝3黒鹿54 的場 勇人 �ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 392－ 42：06．92 258．9�
814 ロドリゴユッキ 牡3鹿 56 柴山 雄一チームユッキレーシング 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 488＋ 82：07．21	 193．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，826，900円 複勝： 38，403，400円 枠連： 18，260，500円
馬連： 64，098，800円 馬単： 39，776，600円 ワイド： 34，491，900円
3連複： 81，183，300円 3連単： 129，926，000円 計： 431，967，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 540円 � 380円 枠 連（4－5） 1，830円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 710円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 9，650円 3 連 単 ��� 36，350円

票 数

単勝票数 計 258269 的中 � 91406（1番人気）
複勝票数 計 384034 的中 � 127290（1番人気）� 12887（7番人気）� 19398（6番人気）
枠連票数 計 182605 的中 （4－5） 7727（6番人気）
馬連票数 計 640988 的中 �� 15213（11番人気）
馬単票数 計 397766 的中 �� 6584（15番人気）
ワイド票数 計 344919 的中 �� 8463（11番人気）�� 13047（8番人気）�� 2256（29番人気）
3連複票数 計 811833 的中 ��� 6305（25番人気）
3連単票数 計1299260 的中 ��� 2591（107番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．8―13．4―13．2―12．5―12．5―12．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―37．0―50．4―1：03．6―1：16．1―1：28．6―1：40．9―1：52．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2
1
3
3，7（2，8，9）11（4，13，14）（1，5，15）12－（6，10）・（3，7）（2，9）（4，8，11）13（1，5，14）（6，15）（10，12）

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

勝馬の
紹 介

ゴージャスガール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．10 札幌5着

2012．2．9生 牝3黒鹿 母 オッドアイビーナス 母母 ピースオブワールド 6戦1勝 賞金 10，950，000円
〔制裁〕 ゴージャスガール号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・3番）

06030 3月7日 小雨 重 （27中山2）第3日 第6競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ノースランドボーイ 牡3青 56 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 496± 01：54．6 10．4�
811 モンドアルジェンテ 牡3芦 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：54．7� 4．4�
79 マ ハ ロ マ ナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 506－ 21：54．8クビ 19．6�
44 ドラゴンパイロ 牡3青鹿56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 浦河 �川 啓一 528± 01：55．12 5．3�
78 ワ ン ボ ー イ 牡3栗 56 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 クビ 25．8�
810 コスモアルマク 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 21：55．31� 28．8	
33 ツクバスマイル 牝3青鹿54 蛯名 正義荻原 昭二氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 494－ 4 〃 ハナ 3．2

55 メイプルレインボー 牡3栗 56 柴田 善臣節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 472± 01：55．4クビ 5．8�
66 ギ ン パ リ 牡3青鹿56 武士沢友治新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 488＋ 21：56．35 8．7�
67 � ラブブレイブ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太オールラブクラブ 南田美知雄 浦河 山田 昇史 438－ 21：58．0大差 316．4
22 スズカリバー 牡3鹿 56 石橋 脩永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋ 2 〃 ハナ 41．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，134，300円 複勝： 53，279，400円 枠連： 17，454，500円
馬連： 77，693，900円 馬単： 44，578，100円 ワイド： 41，731，000円
3連複： 89，635，200円 3連単： 141，156，800円 計： 499，663，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 290円 � 180円 � 510円 枠 連（1－8） 2，170円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 880円 �� 2，360円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 11，940円 3 連 単 ��� 93，880円

票 数

単勝票数 計 341343 的中 � 26171（6番人気）
複勝票数 計 532794 的中 � 45536（5番人気）� 94586（2番人気）� 22454（7番人気）
枠連票数 計 174545 的中 （1－8） 6221（11番人気）
馬連票数 計 776939 的中 �� 24455（11番人気）
馬単票数 計 445781 的中 �� 5465（31番人気）
ワイド票数 計 417310 的中 �� 12622（12番人気）�� 4433（32番人気）�� 7448（20番人気）
3連複票数 計 896352 的中 ��� 5628（47番人気）
3連単票数 計1411568 的中 ��� 1090（337番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．2―51．5―1：04．0―1：16．3―1：28．8―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノースランドボーイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．6．14 東京6着

2012．4．11生 牡3青 母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ 10戦2勝 賞金 20，300，000円

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 2日第 1競走）
〔その他〕　　コンチプラン号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



06031 3月7日 小雨 重 （27中山2）第3日 第7競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 ヴェアリアスサマー 牡4栗 57 三浦 皇成小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 518＋101：11．4 19．2�
612 スズカオーショウ 牡4栗 57 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 512± 01：11．71� 7．3�
48 サクラエルカミーノ 牡4鹿 57 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 490＋211：11．8� 5．8�
815 ドラゴンビューティ 牡5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 514± 01：12．01� 5．8�
24 ジャズダンサー 牝5栃栗 55

52 ▲木幡 初也�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454－10 〃 アタマ 79．2	
816 ダイメイリシャール 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 504＋ 2 〃 クビ 5．4

714 ダテノトライアンフ 牡4栗 57 柴田 大知関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 466－ 81：12．1� 43．7�
23 カレイファンタジア 牡5鹿 57 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 508－ 21：12．2� 5．9�
713 ミュゼミランダ 牝4栗 55 丸田 恭介髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 428－ 21：12．3クビ 22．2
35 アルテミシア 牝5鹿 55 横山 和生岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B472－12 〃 クビ 57．3�
47 アイアピール 牡4鹿 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 日高 モリナガファーム 484－ 6 〃 アタマ 46．1�
12 	 ヒラボクボーノ 牡4鹿 57 菱田 裕二�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 464＋ 2 〃 アタマ 42．1�
36 オリエンタルエジル 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 504＋ 4 〃 アタマ 203．5�
59 ラヴァーサクラ 牝4鹿 55 柴山 雄一伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 506＋ 81：12．83 4．9�
611 コートリーラッシュ 牝4黒鹿55 長岡 禎仁広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 444± 01：13．33 173．1�
11 	 リックバナード 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人山邉 浩氏 小桧山 悟 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 496＋ 2 〃 ハナ 99．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，801，100円 複勝： 47，232，600円 枠連： 29，953，300円
馬連： 78，201，700円 馬単： 37，543，200円 ワイド： 40，472，400円
3連複： 93，061，600円 3連単： 126，864，600円 計： 482，130，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 560円 � 250円 � 300円 枠 連（5－6） 1，610円

馬 連 �� 5，750円 馬 単 �� 11，100円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 2，240円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 19，210円 3 連 単 ��� 122，470円

票 数

単勝票数 計 288011 的中 � 11971（7番人気）
複勝票数 計 472326 的中 � 19461（7番人気）� 54354（5番人気）� 42787（6番人気）
枠連票数 計 299533 的中 （5－6） 14396（8番人気）
馬連票数 計 782017 的中 �� 10530（19番人気）
馬単票数 計 375432 的中 �� 2535（39番人気）
ワイド票数 計 404724 的中 �� 6758（15番人気）�� 4608（24番人気）�� 6051（19番人気）
3連複票数 計 930616 的中 ��� 3632（57番人気）
3連単票数 計1268646 的中 ��� 751（374番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．5―11．9―12．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．9―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェアリアスサマー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Manila デビュー 2013．9．22 中山3着

2011．5．23生 牡4栗 母 ダキューパン 母母 She Won’t Tell 15戦2勝 賞金 17，900，000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 サクセスコード号・シゲルホウオウザ号

06032 3月7日 曇 重 （27中山2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

23 マ ユ キ 牝4栗 55 勝浦 正樹稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 468－ 21：54．7 20．5�
713� サンタクローチェ 牝5青鹿55 田中 勝春村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490＋101：54．8� 108．6�
510 メリーウィドウ 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 61：55．01� 31．6�
59 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 528＋ 61：55．1� 3．9�
47 アスカクイン 牝4栗 55 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 486＋ 41：55．42 7．4�
12 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 518± 01：55．5クビ 19．3	
714 ファンシーミューズ 牝4鹿 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 アタマ 4．0

36 ムードティアラ 牝5鹿 55 伊藤 工真�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 486＋ 61：55．71	 6．2�
35 ネヴァーハーツ 牝6栃栗55 田辺 裕信廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 474± 01：55．8	 15．2�
611 デザートオブムーン 牝4黒鹿55 石橋 脩 グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474＋ 21：55．9クビ 34．6�
816 ブルーボサノヴァ 牝4栗 55 丸田 恭介 ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 482＋ 6 〃 クビ 24．7�
24 マキノクィーン 牝5鹿 55 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 500＋ 21：56．0	 20．8�
815� タンスチョキン 牝5鹿 55 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 480－ 61：56．1クビ 10．8�
11 リンガスアリュール 牝4栗 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 522＋ 21：56．41� 111．4�
48 � ホワイトプラネット 牝5芦 55

52 ▲木幡 初也石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B498± 01：57．14 40．6�
612 ヴァンデミエール 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 21：58．710 196．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，469，100円 複勝： 54，963，400円 枠連： 30，224，600円
馬連： 97，036，100円 馬単： 43，997，200円 ワイド： 49，091，500円
3連複： 116，341，500円 3連単： 152，005，100円 計： 577，128，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 590円 � 2，580円 � 910円 枠 連（2－7） 2，330円

馬 連 �� 69，690円 馬 単 �� 132，520円

ワ イ ド �� 27，510円 �� 8，660円 �� 36，770円

3 連 複 ��� 610，180円 3 連 単 ��� 4，238，600円

票 数

単勝票数 計 334691 的中 � 13011（8番人気）
複勝票数 計 549634 的中 � 26072（8番人気）� 5338（15番人気）� 16024（11番人気）
枠連票数 計 302246 的中 （2－7） 10012（12番人気）
馬連票数 計 970361 的中 �� 1079（92番人気）
馬単票数 計 439972 的中 �� 249（186番人気）
ワイド票数 計 490915 的中 �� 460（103番人気）�� 1470（73番人気）�� 344（109番人気）
3連複票数 計1163415 的中 ��� 143（448番人気）
3連単票数 計1520051 的中 ��� 26（2718番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―13．7―13．2―12．5―12．1―12．2―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―39．3―52．5―1：05．0―1：17．1―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ユ キ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．9．14 阪神1着

2011．4．27生 牝4栗 母 イズミコマンダー 母母 イズミレディ 12戦3勝 賞金 27，150，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハヤブサペコチャン号
（非抽選馬） 1頭 エンドレストライ号



06033 3月7日 曇 稍重 （27中山2）第3日 第9競走 ��
��1，600�

お う ば い

黄 梅 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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

78 ダイトウキョウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 454－ 61：36．4 4．4�
33 エイブルボス 牡3黒鹿56 三浦 皇成中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 454－ 2 〃 クビ 8．9�
22 ニシノクラッチ 牡3黒鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 496＋ 21：36．5� 7．1�
11 マ リ オ ー ロ 牡3鹿 56 蛯名 正義菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 1．8�
66 マ ー セ ラ ス 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：36．6� 14．7�
67 シルヴァーコード 牝3芦 54 柴田 大知田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：36．7クビ 30．9	
44 シゲルケンカヤマ 牡3栗 56 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 478＋ 21：36．91� 66．3

811 ファンシーリシェス 牝3鹿 54 石橋 脩原 	子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452± 0 〃 アタマ 18．0�
79 キャピシーヌ 牡3栗 56 勝浦 正樹加藤 誠氏 田中 剛 新冠 森 牧場 476－121：37．11
 48．9�
55 アルノルフィーニ 牡3鹿 56 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 440－10 〃 アタマ 152．8
810 イ キ オ イ 牡3鹿 56 藤田 伸二西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 454± 01：37．2� 32．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，416，800円 複勝： 58，482，900円 枠連： 24，936，700円
馬連： 100，151，100円 馬単： 61，130，500円 ワイド： 45，264，000円
3連複： 110，980，300円 3連単： 232，736，100円 計： 675，098，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 250円 � 220円 枠 連（3－7） 2，090円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 700円 �� 540円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 20，970円

票 数

単勝票数 計 414168 的中 � 74460（2番人気）
複勝票数 計 584829 的中 � 81963（2番人気）� 56979（4番人気）� 69190（3番人気）
枠連票数 計 249367 的中 （3－7） 9214（8番人気）
馬連票数 計1001511 的中 �� 32696（8番人気）
馬単票数 計 611305 的中 �� 10939（13番人気）
ワイド票数 計 452640 的中 �� 16419（7番人気）�� 21901（5番人気）�� 15056（8番人気）
3連複票数 計1109803 的中 ��� 22359（14番人気）
3連単票数 計2327361 的中 ��� 8045（66番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．2―12．3―12．0―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．8―49．1―1：01．1―1：12．8―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイトウキョウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monarchos デビュー 2014．9．6 札幌1着

2012．4．6生 牡3鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 5戦2勝 賞金 23，845，000円

06034 3月7日 曇 稍重 （27中山2）第3日 第10競走 ��
��1，800�スピカステークス

発走15時10分 （芝・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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 モ ー リ ス 牡4鹿 57 戸崎 圭太吉田 和美氏 堀 宣行 日高 戸川牧場 510＋ 61：50．2 1．5�
811 ダイワリベラル 牡4黒鹿57 三浦 皇成大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 524－ 61：50．3� 7．0�
66 サムソンズプライド 牡5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：50．51 12．9�
33 ベストドリーム 牡4鹿 57 柴田 善臣堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 468＋ 6 〃 クビ 30．3�
44 ジャーエスペランサ 牡6鹿 57 吉田 豊本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 B484－ 21：50．6クビ 230．5�
55 	 シベリアンスパーブ 牡6鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504－ 21：50．7� 11．7	
22 コーディリア 牝6青 55 石川裕紀人 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム B456－ 21：50．8
 46．8

78 キッズニゴウハン 牡7栗 57 江田 照男瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B494－ 61：51．01
 98．3�
67 トレクァルティスタ 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 6．0
79 ダイワズーム 牝6栗 55 柴田 大知大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 486＋161：51．1クビ 221．8�
810 マイネルアウラート 牡4黒鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 458＋121：51．52
 20．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 60，066，100円 複勝： 106，103，900円 枠連： 38，117，800円
馬連： 158，214，300円 馬単： 92，844，500円 ワイド： 61，731，700円
3連複： 168，072，700円 3連単： 370，241，400円 計： 1，055，392，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 230円 枠 連（1－8） 340円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 230円 �� 450円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 3，590円

票 数

単勝票数 計 600661 的中 � 316586（1番人気）
複勝票数 計1061039 的中 � 529981（1番人気）� 127178（2番人気）� 57843（5番人気）
枠連票数 計 381178 的中 （1－8） 84654（1番人気）
馬連票数 計1582143 的中 �� 268862（2番人気）
馬単票数 計 928445 的中 �� 109948（2番人気）
ワイド票数 計 617317 的中 �� 80707（1番人気）�� 33323（4番人気）�� 17776（11番人気）
3連複票数 計1680727 的中 ��� 83504（4番人気）
3連単票数 計3702414 的中 ��� 74714（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．8―38．7―51．4―1：03．4―1：15．5―1：27．1―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7
1
3
6（4，11）（2，5，9）（3，7，10）（1，8）
6（11，5）4，2（9，8）（3，7）10，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ ー リ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．2生 牡4鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 9戦4勝 賞金 66，958，000円



06035 3月7日 曇 稍重 （27中山2）第3日 第11競走 ��
��1，200�第10回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，26．3．8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，26．3．7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）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 サクラゴスペル 牡7黒鹿56 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 494＋101：08．7 13．3�
24 ハクサンムーン 牡6栗 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 484－ 21：08．8� 4．1�
713 ベステゲシェンク 牡5鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470－ 21：08．9クビ 7．1�
36 ラインスピリット 牡4黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 424－ 81：09．0� 36．2�
48 ワキノブレイブ 牡5青鹿56 松岡 正海脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 496－ 61：09．1	 20．9�
23 
 リトルゲルダ 牝6芦 55 丸田 恭介栗山 良子氏 �島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 500＋ 3 〃 クビ 5．4	
35 ア フ ォ ー ド 牡7鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 468＋ 41：09．2クビ 9．2

12 
 ヘニーハウンド 牡7栗 56 菱田 裕二林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 506－ 6 〃 ハナ 25．2�
611 プリンセスメモリー 牝8鹿 54 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 404－ 6 〃 ハナ 35．7�
714 スマートオリオン 牡5栗 56 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 506± 0 〃 クビ 6．7
815 スギノエンデバー 牡7鹿 56 田辺 裕信杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466－101：09．3クビ 31．8�
510 バクシンテイオー 牡6鹿 56 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 17．5�
47 ショウナンアチーヴ 牡4黒鹿57 蛯名 正義国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：09．62 10．8�
59 ダッシャーゴーゴー 牡8鹿 56 大野 拓弥芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 544＋ 61：09．7	 79．7�
11 インプレスウィナー 牡8青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 458± 01：09．91� 158．6�
816
 フ ギ ン 牝5黒鹿54 藤田 伸二一村 哲也氏 森 秀行 豪 Mr C An-

derson 442－141：10．32	 66．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 115，652，500円 複勝： 168，621，300円 枠連： 116，266，300円
馬連： 452，720，400円 馬単： 187，668，300円 ワイド： 181，193，600円
3連複： 685，610，600円 3連単： 1，028，951，400円 計： 2，936，684，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 350円 � 200円 � 240円 枠 連（2－6） 1，430円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，720円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 9，740円 3 連 単 ��� 59，500円

票 数

単勝票数 計1156525 的中 � 69348（7番人気）
複勝票数 計1686213 的中 � 111770（7番人気）� 251774（1番人気）� 180359（4番人気）
枠連票数 計1162663 的中 （2－6） 62971（7番人気）
馬連票数 計4527204 的中 �� 103288（14番人気）
馬単票数 計1876683 的中 �� 19843（28番人気）
ワイド票数 計1811936 的中 �� 28991（18番人気）�� 26915（20番人気）�� 41088（10番人気）
3連複票数 計6856106 的中 ��� 52778（27番人気）
3連単票数 計10289514 的中 ��� 12536（176番人気）

ハロンタイム 11．7―11．0―11．3―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．7―34．0―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 4（3，6，16）（8，14，15）（2，10，12）13（5，7）（9，11）1 4 4（3，6，16，15）8（2，14，13）（10，12）（5，11）（7，9）1

勝馬の
紹 介

サクラゴスペル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2011．1．29 東京1着

2008．4．4生 牡7黒鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス 27戦8勝 賞金 214，140，000円
〔制裁〕 スマートオリオン号の騎手三浦皇成は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・13番・15番・11番）

アフォード号の騎手村田一誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アイラブリリ号・ヴァンヌーヴォー号・カハラビスティー号・キングオブロー号・クラリティシチー号・

サカジロロイヤル号・サクラインザスカイ号・シゲルカガ号・シセイオウジ号・ティアップゴールド号・
メイショウツガル号・ルチャドルアスール号

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサクラゴスペル号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

06036 3月7日 曇 重 （27中山2）第3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

24 デルマヌラリヒョン 牡5鹿 57 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 498－ 61：11．5 5．4�
714 コスタアレグレ 牡5栗 57 蛯名 正義安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 476± 0 〃 クビ 8．9�
48 � アサクサレーサー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 21：11．6クビ 4．3�
35 タッチシタイ 牡5栗 57 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 494－ 21：11．7	 3．3�
611
 セ ト ア ロ ー 牡4鹿 57 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

514－ 81：11．8� 5．5�
11 ウインプロスパー 牡5鹿 57 大野 拓弥�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 526± 0 〃 ハナ 139．3	
612 シークレットアーム 牡6鹿 57 丸田 恭介
サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 516± 01：11．9クビ 91．6�
510� レッドグラサージュ 牡6栗 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 506＋ 4 〃 クビ 125．5�
36 ザストロンシチー 牡7鹿 57 酒井 学 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 B482－ 41：12．0� 218．9
59 � アランルース �7栃栗 57

54 ▲井上 敏樹
日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 454－ 61：12．21 51．0�
12 チュウワベイビー 牝4芦 55

52 ▲石川裕紀人中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 456－ 4 〃 ハナ 14．5�
47 リアライズクレア 牝6栗 55 菱田 裕二工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540± 01：12．51	 148．3�
815 フィールザラブ 牝6栗 55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 432－ 41：12．6	 11．0�
713 ラブリースター 牝6栃栗55 嘉藤 貴行長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 470－ 41：12．81 95．1�
23 オ リ ア ー ナ 牝5青鹿55 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 502－ 41：12．9	 51．4�
816� セレブレートサマー 牝6栗 55

52 ▲木幡 初也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 496＋ 41：13．0クビ 291．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 68，510，300円 複勝： 92，131，700円 枠連： 42，697，800円
馬連： 239，645，600円 馬単： 87，517，100円 ワイド： 89，029，200円
3連複： 227，331，400円 3連単： 379，475，800円 計： 1，226，338，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 320円 � 180円 枠 連（2－7） 1，900円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 810円 �� 570円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 28，220円

票 数

単勝票数 計 685103 的中 � 100660（3番人気）
複勝票数 計 921317 的中 � 134578（3番人気）� 64177（7番人気）� 142555（2番人気）
枠連票数 計 426978 的中 （2－7） 17399（9番人気）
馬連票数 計2396456 的中 �� 83756（10番人気）
馬単票数 計 875171 的中 �� 16069（17番人気）
ワイド票数 計 890292 的中 �� 27930（10番人気）�� 41515（4番人気）�� 18539（19番人気）
3連複票数 計2273314 的中 ��� 34822（18番人気）
3連単票数 計3794758 的中 ��� 9749（104番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．7―12．2―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．8―47．0―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．7
3 ・（11，14）10（4，6，9，8）（1，5，7，15）2（3，12）（16，13） 4 ・（11，14）（4，6，10）8（1，5，9，7）（2，15）（3，12）（16，13）

勝馬の
紹 介

デルマヌラリヒョン �
�
父 バトルライン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2012．10．13 東京2着

2010．4．14生 牡5鹿 母 オープンアップ 母母 タッチオブゴールド 21戦4勝 賞金 66，461，000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。
（非当選馬） 5頭 エストゥペンド号・オーネットサクセス号・サンマディソン号・ネイティヴコード号・ハヤブサフィーバー号



（27中山2）第3日 3月7日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 175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

247，090，000円
2，080，000円
9，180，000円
1，580，000円
22，620，000円
70，418，000円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
511，560，100円
760，081，400円
394，917，800円
1，507，823，800円
735，005，200円
674，005，500円
1，869，080，300円
2，969，695，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，422，169，900円

総入場人員 17，682名 （有料入場人員 15，938名）
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