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09001 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時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

815 カ ン デ ラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B464－141：56．0 12．8�
12 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 466－ 21：57．06 2．4�
23 ファストクリス 牝3鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 438＋ 21：57．42� 290．2�
714 デイトリッパー 牝3栗 54 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－101：57．5クビ 10．5�
11 モ エ ル ア 牝3黒鹿54 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 日高 白井牧場 486 ―1：57．71� 65．7�
35 ヴィルフランシュ 牝3青鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム B440－ 21：57．9� 7．6	
510 ダイメイエンパイア 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 470－ 41：58．21� 195．8

816 フォークスグローブ 牝3黒鹿54 柴田 善臣吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 522 ―1：58．62� 34．7�
47 エフティアシュリー 牝3青鹿54 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 486－ 61：58．7� 195．6�
611 マサノエリザベス 牝3栗 54 柴山 雄一中村 時子氏 大竹 正博 浦河 笠松牧場 470－ 21：59．33� 3．5
48 スペシャルガール 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 武 牧場 B462＋ 21：59．4� 64．8�
36 スマートガール 牝3芦 54 松岡 正海西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：59．61� 218．3�
24 ヒメノエルフ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 H.F Association 杉浦 宏昭 新ひだか 高橋 義浩 450－ 41：59．8� 381．7�
612 アドラビリティ 牝3青鹿54 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B482－ 22：00．22� 16．7�
59 ジュエリーモード 牝3黒鹿54 M．デムーロ原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 476 ―2：01．69 16．1�
713 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 452－ 82：01．91� 23．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，475，200円 複勝： 30，233，000円 枠連： 14，767，500円
馬連： 55，044，500円 馬単： 29，242，000円 ワイド： 27，146，700円
3連複： 63，319，800円 3連単： 95，031，000円 計： 338，259，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 350円 � 150円 � 3，470円 枠 連（1－8） 1，550円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 54，350円 �� 8，110円

3 連 複 ��� 153，190円 3 連 単 ��� 710，280円

票 数

単勝票数 計 234752 的中 � 14561（5番人気）
複勝票数 計 302330 的中 � 19972（5番人気）� 75092（1番人気）� 1617（14番人気）
枠連票数 計 147675 的中 （1－8） 7380（6番人気）
馬連票数 計 550445 的中 �� 15067（10番人気）
馬単票数 計 292420 的中 �� 3953（21番人気）
ワイド票数 計 271467 的中 �� 5746（13番人気）�� 126（102番人気）�� 851（49番人気）
3連複票数 計 633198 的中 ��� 310（195番人気）
3連単票数 計 950310 的中 ��� 97（1014番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．2―50．2―1：03．4―1：16．3―1：29．2―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．7
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ン デ ラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rainbow Corner デビュー 2014．7．6 福島3着

2012．2．12生 牝3黒鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 デイトナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュエリーモード号・デイトナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブラウンウィナー号

09002 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時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

714 ワタシダイナマイト 牝3栗 54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 448－ 81：13．0 7．3�
59 � ハーランズロマン 牝3黒鹿54 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 米 WinStar

Farm, LLC 468± 0 〃 クビ 3．5�
35 ボナフォルトゥーナ 牡3栗 56 松岡 正海佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 490＋121：13．1クビ 34．9�
36 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 484－ 81：13．31� 5．0�
612 シンキングジョリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 488± 01：13．61	 8．7�
713 エイシンガラナ 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 454－ 21：13．7
 5．6	
510 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 村田 一誠加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 492± 01：14．02 79．9

48 ス パ ツ ィ オ 牡3黒鹿56 田辺 裕信�辻牧場 上原 博之 浦河 辻 牧場 466＋ 2 〃 クビ 56．0�
23 ミエノサンキュー �3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 B458－ 41：14．32 8．6
12 ナロウゲート 牝3栗 54 伊藤 工真八百板俊一郎氏 星野 忍 浦河 丸幸小林牧場 454－ 6 〃 ハナ 250．0�
611 ブルーポピー 牝3青 54 武士沢友治楠本 勝美氏 中川 公成 新冠 パカパカ

ファーム 430 ― 〃 同着 162．4�
24 � ヨ ッ ト マ ン 牡3鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Joel M. Carino &

Ocala Farm Corp 470＋101：14．4
 7．2�
47 ヨイチフレーム 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 454＋ 21：15．25 388．7�
11 ネオルフラン 牝3青 54 津村 明秀西川 礦氏 武藤 善則 日高 幾千世牧場 396 ―1：16．58 165．4�
815 ソ ウ メ イ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎江川 伸夫氏 成島 英春 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 408 ―1：17．35 287．0�

816 スコラバロック 牝3鹿 54 的場 勇人加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 426 ―1：17．83 198．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，687，600円 複勝： 38，895，100円 枠連： 15，182，400円
馬連： 57，626，800円 馬単： 28，202，900円 ワイド： 27，729，500円
3連複： 67，664，500円 3連単： 93，521，200円 計： 353，510，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 170円 � 580円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 560円 �� 4，050円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 14，380円 3 連 単 ��� 71，670円

票 数

単勝票数 計 246876 的中 � 26752（5番人気）
複勝票数 計 388951 的中 � 41401（6番人気）� 75896（1番人気）� 13627（8番人気）
枠連票数 計 151824 的中 （5－7） 20673（1番人気）
馬連票数 計 576268 的中 �� 33415（6番人気）
馬単票数 計 282029 的中 �� 7436（10番人気）
ワイド票数 計 277295 的中 �� 13761（5番人気）�� 1676（30番人気）�� 3523（22番人気）
3連複票数 計 676645 的中 ��� 3528（43番人気）
3連単票数 計 935212 的中 ��� 946（236番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―12．0―12．9―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．5―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワタシダイナマイト �
�
父 スニッツェル �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2014．7．19 福島8着

2012．5．8生 牝3栗 母 ステキプレゼント 母母 アララットサン 9戦1勝 賞金 9，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソウメイ号・スコラバロック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アンジェリー号・キョウエイボサツ号・トウショウチャート号・ペイシャランラン号

第３回 中山競馬 第１日



09003 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時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

48 ムーンレンジャー 牡3黒鹿56 柴山 雄一大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 518－ 61：55．6 2．6�
713 オ ケ ア ノ ス 牡3鹿 56 蛯名 正義清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 512－ 21：56．02� 4．3�
611 トーセンラムセス 牡3鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 494－ 41：56．53 3．3�
612 コパノアルディー 牡3栗 56 M．デムーロ小林 祥晃氏 尾形 充弘 新冠 松本 信行 484＋ 21：56．71� 19．7�
47 ラグロワール 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート上原 博之 浦河 中脇 満 464－12 〃 アタマ 69．7	
815 ダ イ チ 牡3青鹿56 柴田 大知田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 田渕牧場 B500－ 41：56．9� 60．4

12 アルファマリニン 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 石郷岡 雅樹 522± 0 〃 クビ 107．2�
714 デルマサンダユウ 牡3栗 56 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 458＋ 21：57．0� 18．0
23 カゼノゴトク 牡3鹿 56 福永 祐一大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 462＋ 21：57．32 96．6�
11 クラウンジーニアス 牡3栗 56 戸崎 圭太�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 500－ 21：57．72� 12．1�
59 ゼ ノ 牡3鹿 56 木幡 初広�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 444－101：58．55 139．1�
36 ジーアイウォーカー 牡3黒鹿56 北村 宏司岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 464－161：58．71 19．6�
35 エストレージャ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468－ 61：58．8� 72．0�
510 シュガーベイ 牡3鹿 56 武士沢友治千明牧場 勢司 和浩 日高 千明牧場 528－101：58．9クビ 392．5�
24 スイートネージュ 牝3芦 54 柴田 善臣シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 464－ 6 〃 ハナ 55．1�
816 マジックボックス 牡3青鹿56 津村 明秀岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 520－10 〃 ハナ 555．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，236，100円 複勝： 38，592，000円 枠連： 17，125，100円
馬連： 58，994，100円 馬単： 32，831，600円 ワイド： 30，816，100円
3連複： 73，532，900円 3連単： 109，682，000円 計： 388，809，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 190円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 272361 的中 � 83244（1番人気）
複勝票数 計 385920 的中 � 105808（1番人気）� 67836（3番人気）� 77981（2番人気）
枠連票数 計 171251 的中 （4－7） 31809（2番人気）
馬連票数 計 589941 的中 �� 85877（2番人気）
馬単票数 計 328316 的中 �� 25571（3番人気）
ワイド票数 計 308161 的中 �� 42136（2番人気）�� 42873（1番人気）�� 27203（3番人気）
3連複票数 計 735329 的中 ��� 127720（1番人気）
3連単票数 計1096820 的中 ��� 34146（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．6―50．1―1：02．8―1：15．9―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ムーンレンジャー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．12．14 中山2着

2012．4．24生 牡3黒鹿 母 マスターマイン 母母 ソプランマリダフ 3戦1勝 賞金 9，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スパークルゴールド号

09004 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40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

714 シリーシンフォニー 牡3鹿 56 蛯名 正義吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 488 ―1：48．1 48．7�
23 トラストルシファー 牝3鹿 54 岩田 康誠菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 B454－10 〃 クビ 22．8�
11 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± 01：48．2クビ 4．6�
36 ラッシュアタック 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 480＋ 21：48．62� 1．6�
59 シャドウチェイサー 牡3黒鹿56 田中 勝春飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 ハナ 22．5	
12 カリオペイア 牝3鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 434 ―1：48．81� 115．3

611 マイネルクレイモア 牡3芦 56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 21：48．9� 8．9�
48 キーフォーサクセス 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 アタマ 10．9�
816 アニジャード 牡3黒鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498 ―1：49．11� 22．8
510 スクリーンショット 牡3栗 56 柴田 善臣桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 430－101：49．2クビ 82．1�
24 ダイワガーランド 牝3芦 54 武士沢友治大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 476－ 41：49．62� 348．0�
612 スプリングアース 牡3鹿 56 石橋 脩加藤 春夫氏 堀 宣行 浦河 辻 牧場 448－ 21：50．23� 32．4�
47 シゲルアバレマツリ 牡3栗 56 松岡 正海森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 原田 久司 472－ 61：50．83� 247．8�
713 マインドシフト 牝3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 えりも エクセルマネジメント 430－ 61：51．22� 90．1�
815 ニシノエース �3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 502 ―1：52．26 238．8�

35 シャイニーヘイロー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 536＋161：57．0大差 322．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，406，600円 複勝： 68，810，800円 枠連： 15，201，500円
馬連： 59，644，700円 馬単： 40，921，400円 ワイド： 30，183，500円
3連複： 67，128，700円 3連単： 121，380，900円 計： 432，678，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，870円 複 勝 � 1，870円 � 1，140円 � 350円 枠 連（2－7） 12，440円

馬 連 �� 31，250円 馬 単 �� 119，880円

ワ イ ド �� 8，480円 �� 3，660円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 64，460円 3 連 単 ��� 854，380円

票 数

単勝票数 計 294066 的中 � 4827（9番人気）
複勝票数 計 688108 的中 � 8983（9番人気）� 15132（8番人気）� 58183（2番人気）
枠連票数 計 152015 的中 （2－7） 947（26番人気）
馬連票数 計 596447 的中 �� 1479（46番人気）
馬単票数 計 409214 的中 �� 256（109番人気）
ワイド票数 計 301835 的中 �� 902（47番人気）�� 2111（29番人気）�� 5325（13番人気）
3連複票数 計 671287 的中 ��� 781（107番人気）
3連単票数 計1213809 的中 ��� 103（889番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．4―12．1―12．1―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．2―48．6―1：00．7―1：12．8―1：24．6―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3
1
3
1（7，13）（11，12）3，8（6，10，14）－4，9－2，15－16－5
1（11，7，13，12）（8，10）（3，14）6，2（9，4）16＝15＝5

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

勝馬の
紹 介

シリーシンフォニー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Luhuk 初出走

2012．2．27生 牡3鹿 母 ゲ ル ニ カ 母母 Gouache 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノエース号・シャイニーヘイロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

4月28日まで平地競走に出走できない。



09005 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時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

36 タ ン ジ ブ ル 牡3栗 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－ 41：53．6 6．2�

24 モンドアルジェンテ 牡3芦 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504－ 41：53．81� 1．7�
815 ウインオリファン 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 462－ 61：54．33 18．8�
35 コスモアルマク 牡3青鹿56 丹内 祐次 �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 B480－ 2 〃 アタマ 77．1�
714 アドマイヤスター 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－ 61：54．72� 6．6	
12 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 484－ 41：54．91� 118．7

510 ポルトボナール 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 492＋ 21：55．32� 18．4�
611 オーマイホース 牡3鹿 56 岩田 康誠髙岡 義雄氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 470± 0 〃 アタマ 58．7�
23 キングノヨアケ 牡3黒鹿56 吉田 豊平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B490± 01：55．4� 75．0
59 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 480－ 21：56．46 45．8�
11 パイロキシン 牡3栗 56 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 490＋ 81：56．82� 23．2�
612 スカーボロフェア 牝3鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 21：57．33 27．2�
816 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 502－ 4 〃 クビ 17．2�
47 シャイントラベラー 牡3黒鹿56 長岡 禎仁皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 474－ 61：57．5� 196．4�
713� ラブブレイブ 牡3鹿 56 江田 照男オールラブクラブ 南田美知雄 浦河 山田 昇史 438＋ 4 〃 クビ 554．9�
48 サンジャクソン 牡3黒鹿56 柴田 善臣加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 488＋ 61：58．99 24．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，912，800円 複勝： 60，008，700円 枠連： 19，496，900円
馬連： 76，402，100円 馬単： 43，258，100円 ワイド： 40，117，600円
3連複： 83，000，600円 3連単： 134，139，700円 計： 495，336，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 110円 � 440円 枠 連（2－3） 460円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，490円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 16，690円

票 数

単勝票数 計 389128 的中 � 49901（2番人気）
複勝票数 計 600087 的中 � 82101（2番人気）� 249908（1番人気）� 18032（9番人気）
枠連票数 計 194969 的中 （2－3） 32177（1番人気）
馬連票数 計 764021 的中 �� 120079（1番人気）
馬単票数 計 432581 的中 �� 17195（5番人気）
ワイド票数 計 401176 的中 �� 52662（1番人気）�� 6056（15番人気）�� 10562（9番人気）
3連複票数 計 830006 的中 ��� 18214（8番人気）
3連単票数 計1341397 的中 ��� 5824（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．8―48．4―1：01．2―1：14．5―1：27．5―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ ン ジ ブ ル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Pulpit デビュー 2014．12．14 中山3着

2012．3．26生 牡3栗 母 タ ッ チ Ⅱ 母母 Caress 5戦2勝 賞金 18，000，000円
〔制裁〕 コスモアルマク号の騎手丹内祐次は，3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：12番）
〔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27年4月28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウフェイク号

09006 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量

本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，450，000
1，450，000

円
円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

815 アンブリカル 牝3青鹿54 石橋 脩上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 434－ 61：09．2 14．4�
11 デュアルメジャー 牡3青鹿56 M．デムーロ �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470± 01：09．51� 3．6�
58 � スズカブレーン 牡3鹿 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 472－ 2 〃 クビ 4．8�
59 � サダムリスペクト 牡3鹿 56 柴田 善臣大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 458－ 2 〃 同着 23．8�
34 リターンストローク 牡3鹿 56 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 506＋ 41：09．6クビ 88．6�
814 タ タ ラ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 404－ 8 〃 ハナ 95．4	
35 � ヘブンズゲート 牡3青鹿56 岩田 康誠杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 510＋ 41：09．7	 49．8

23 アルマクレヨン 牡3栗 56 北村 宏司コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 474± 0 〃 アタマ 6．7�
46 トロピカルガーデン 牝3鹿 54 横山 典弘田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 466＋ 21：09．91
 13．1�
712 イ キ オ イ 牡3鹿 56 長岡 禎仁西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 456＋ 2 〃 クビ 75．2
610� ソリッドアクシス 牡3栗 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 Lantern Hill
Farm LLC 448－ 41：10．0	 54．8�

22 モンサンビアンカ 牝3芦 54 戸崎 圭太山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 450－ 2 〃 クビ 9．4�
47 スレッジハンマー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 466－ 81：10．1	 17．9�
611 オープンザウェイ 牡3栗 56 柴山 雄一�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 456－ 21：10．2	 11．0�
713 ユメノマイホーム 牝3栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 430－ 41：10．73 8．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，711，900円 複勝： 46，033，000円 枠連： 19，472，600円
馬連： 72，244，700円 馬単： 35，138，500円 ワイド： 37，447，800円
3連複： 83，413，800円 3連単： 112，698，500円 計： 438，160，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 250円 � 150円 �
�

140円
390円 枠 連（1－8） 2，260円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 590円 ��
��

550円
2，620円

��
��

260円
1，150円

3 連 複 ���
���

1，840円
11，100円 3 連 単 ���

���
13，060円
70，150円

票 数

単勝票数 計 317119 的中 � 17563（8番人気）
複勝票数 計 460330 的中 �

�
30132
16470

（8番人気）
（10番人気）

� 71020（2番人気）� 80934（1番人気）

枠連票数 計 194726 的中 （1－8） 6675（12番人気）
馬連票数 計 722447 的中 �� 22822（10番人気）
馬単票数 計 351385 的中 �� 4800（23番人気）
ワイド票数 計 374478 的中 ��

��
9635
26445

（12番人気）
（1番人気）

��
��

10394
4625
（10番人気）
（29番人気）

�� 1957（51番人気）

3連複票数 計 834138 的中 ��� 17257（6番人気）��� 2768（85番人気）
3連単票数 計1126985 的中 ��� 3133（42番人気）��� 581（515番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．7―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．6―46．3―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンブリカル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．6．28 函館1着

2012．4．12生 牝3青鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 7戦2勝 賞金 18，180，000円
〔発走状況〕 スズカブレーン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 イキオイ号の騎手長岡禎仁は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

スズカブレーン号の騎手村田一誠は，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。



09007 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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

814 ツクバホシノオー 牡4鹿 57 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 508± 01：54．8 3．5�
610 テイエムコンドル 牡4鹿 57 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 440± 01：55．22� 151．8�
711 ジュガンティーヤ 牡4青 57

54 ▲石川裕紀人�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B520＋ 4 〃 クビ 17．1�
58 � コスモカウピリ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 500－ 21：55．41� 14．0�
34 ディーエスコマンド 牡5鹿 57 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 478－ 41：55．71� 16．0�
69 マックスユーキャン 牝4栗 55 武士沢友治 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：55．8� 13．2	
57 アサクサベルーガ 	5黒鹿57 岩田 康誠田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 アタマ 34．8

45 ドラゴンカフェ 牡4黒鹿57 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 536－261：55．9� 34．9�
33 ビッグバンドジャズ 牡5黒鹿57 柴山 雄一下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B500－ 4 〃 ハナ 4．5
11 フジノゴトク 牡4栗 57 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 516＋ 6 〃 クビ 4．9�
813 サトノシーザー 牡6青 57 戸崎 圭太里見 治氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 528－121：56．43 7．9�
712 ブラックシェンロン 牡4鹿 57 田辺 裕信田頭 勇貴氏 竹内 正洋 登別 登別上水牧場 464± 01：56．71� 70．2�
46 キネオストレッタ 牡4栗 57 M．デムーロ吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 470＋141：56．8� 14．9�
22 � コクシブルース 	4鹿 57

54 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 460－101：58．07 190．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，054，500円 複勝： 36，851，900円 枠連： 19，022，900円
馬連： 69，241，800円 馬単： 34，810，300円 ワイド： 32，341，100円
3連複： 73，739，800円 3連単： 104，829，100円 計： 396，891，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 1，720円 � 420円 枠 連（6－8） 1，980円

馬 連 �� 27，120円 馬 単 �� 35，660円

ワ イ ド �� 7，520円 �� 930円 �� 30，100円

3 連 複 ��� 101，470円 3 連 単 ��� 531，470円

票 数

単勝票数 計 260545 的中 � 59196（1番人気）
複勝票数 計 368519 的中 � 71670（1番人気）� 4405（12番人気）� 21019（7番人気）
枠連票数 計 190229 的中 （6－8） 7415（9番人気）
馬連票数 計 692418 的中 �� 1978（46番人気）
馬単票数 計 348103 的中 �� 732（89番人気）
ワイド票数 計 323411 的中 �� 1085（53番人気）�� 9376（7番人気）�� 269（83番人気）
3連複票数 計 737398 的中 ��� 545（167番人気）
3連単票数 計1048291 的中 ��� 143（943番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．6―51．4―1：04．5―1：17．1―1：29．5―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバホシノオー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．12．1 中山2着

2011．4．11生 牡4鹿 母 スペシャルリボン 母母 スカーレットリボン 13戦2勝 賞金 22，650，000円

09008 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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

612 シゲルホウオウザ 牡5鹿 57 福永 祐一森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 464± 01：12．6 9．1�
714 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 506－ 8 〃 クビ 6．8�
510 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 480－101：12．81� 2．7�
48 ヒメスズラン 牝4栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 496－ 41：12．9	 43．3�
23 タ ニ タ ニ 牡4黒鹿57 田中 勝春中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 516－241：13．0クビ 65．0�
35 ジョブックガーター 牡5青 57 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 454－ 6 〃 ハナ 5．1	
36 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B510＋ 41：13．1クビ 13．0

611 オリエンタルエジル 牡5鹿 57 江田 照男棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 500－ 41：13．31 253．6�
815
 ナルミチャン 牝5鹿 55 丹内 祐次�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 476－ 4 〃 クビ 83．4
713 アルテミシア 牝5鹿 55 伊藤 工真岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B470－ 2 〃 ハナ 94．5�
816
 コンテベルデ 牡5青鹿 57

54 ▲野中悠太郎浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472－ 8 〃 アタマ 183．4�
11 
 クイックスパイダー 牡5栗 57 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 482－ 61：13．93	 83．7�
47 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± 0 〃 アタマ 7．0�
59 スピーディードータ 牝6鹿 55 田辺 裕信ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 472＋ 21：14．53	 113．1�
24 キネオメジャー �4栗 57 蛯名 正義吉田 千津氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B466－ 61：15．56 9．8�
12 タマモエスカルゴ 牝4青鹿 55

52 ▲石川裕紀人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B464－ 81：16．03 38．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，978，400円 複勝： 42，298，400円 枠連： 18，825，300円
馬連： 79，862，300円 馬単： 39，499，500円 ワイド： 38，455，800円
3連複： 84，552，800円 3連単： 124，978，700円 計： 457，451，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 220円 � 170円 � 140円 枠 連（6－7） 2，180円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，880円

ワ イ ド �� 670円 �� 410円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 17，230円

票 数

単勝票数 計 289784 的中 � 25304（5番人気）
複勝票数 計 422984 的中 � 41427（4番人気）� 62119（2番人気）� 88396（1番人気）
枠連票数 計 188253 的中 （6－7） 6687（10番人気）
馬連票数 計 798623 的中 �� 22509（9番人気）
馬単票数 計 394995 的中 �� 5031（22番人気）
ワイド票数 計 384558 的中 �� 13880（7番人気）�� 24459（3番人気）�� 26224（1番人気）
3連複票数 計 845528 的中 ��� 33777（1番人気）
3連単票数 計1249787 的中 ��� 5258（45番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―12．5―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―46．4―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルホウオウザ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．6．16 阪神4着

2010．2．25生 牡5鹿 母 エ ク ボ 母母 オールウエイズアロン 34戦2勝 賞金 35，060，000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 サクセスコード号・シャインプレイン号・ハルコマチ号



09009 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

48 リアンドジュエリー 牝3芦 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 446－ 42：00．6 7．9�
815 フロレットアレー 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 412－ 2 〃 クビ 6．2�
24 ロックキャンディ 牝3黒鹿54 吉田 豊�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 470± 02：00．7クビ 82．2�
713 ダイワミランダ 牝3栗 54 蛯名 正義大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 ハナ 3．1�
816 エバーキュート 牝3栗 54 石橋 脩宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436± 02：00．8� 59．9	
510 フレンチヴォーグ 牝3鹿 54 石川裕紀人志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 418－122：00．9� 36．1

23 レトロクラシック 牝3黒鹿54 岩田 康誠広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 468－14 〃 クビ 10．3�
59 サブトゥエンティ 牝3栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 420－102：01．0クビ 13．7�
611 カゼノトビラ 牝3鹿 54 江田 照男福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 452± 0 〃 ハナ 76．3
11 プレスクアイル 牝3黒鹿54 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：01．1� 16．3�
714 タマモボレロ 牝3鹿 54 柴田 善臣タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 470－ 42：01．52� 15．2�
36 クロフネビームス 牝3芦 54 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 454－ 42：02．03 184．1�
35 ナイアガラモンロー 牝3鹿 54 松岡 正海塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 B494－ 42：02．21� 27．6�
12 セ ン リ ツ 牝3青鹿54 伊藤 工真井山 登氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 464－ 42：02．3� 113．5�
47 エヴァンジル 牝3黒鹿54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 452－ 42：02．4� 6．4�
612 ブルックデイル 牝3青鹿54 M．デムーロ �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 442－ 22：06．5大差 12．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，113，600円 複勝： 66，513，200円 枠連： 28，889，300円
馬連： 124，229，700円 馬単： 52，976，700円 ワイド： 52，368，000円
3連複： 137，004，500円 3連単： 192，791，000円 計： 698，886，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 210円 � 1，720円 枠 連（4－8） 1，150円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 950円 �� 8，430円 �� 6，940円

3 連 複 ��� 64，860円 3 連 単 ��� 261，740円

票 数

単勝票数 計 441136 的中 � 44655（4番人気）
複勝票数 計 665132 的中 � 68750（4番人気）� 97101（2番人気）� 7954（13番人気）
枠連票数 計 288893 的中 （4－8） 19424（4番人気）
馬連票数 計1242297 的中 �� 40591（6番人気）
馬単票数 計 529767 的中 �� 8261（16番人気）
ワイド票数 計 523680 的中 �� 14806（7番人気）�� 1562（71番人気）�� 1902（61番人気）
3連複票数 計1370045 的中 ��� 1584（180番人気）
3連単票数 計1927910 的中 ��� 534（823番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．8―48．3―1：01．0―1：13．0―1：24．5―1：36．3―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F36．1
1
3
5，16（3，11）13（2，6，10，15）7，9，12（1，8）－4－14・（5，13）16，15（3，11）10（2，6，9）（7，8）1（4，12）14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リアンドジュエリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．7 中山6着

2012．4．6生 牝3芦 母 アーネストデザイア 母母 リストレーション 4戦2勝 賞金 15，350，000円
〔制裁〕 ロックキャンディ号の騎手吉田豊は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金

50，000円。
〔その他〕 ブルックデイル号は，2コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

09010 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第10競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

24 ペイシャモンシェリ 牡4鹿 57 福永 祐一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 462－ 61：10．5 12．8�
713 ルミナスウイング 牡5鹿 57 津村 明秀 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 492－ 61：10．71� 5．8�
815 サウスビクトル 牡6黒鹿57 田辺 裕信南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 462－ 21：10．91 21．7�
12 サルバドールハクイ 牡5鹿 57 戸崎 圭太則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B466＋ 61：11．11	 9．1�
35 コウユーサムライ 牡6栗 57 M．デムーロ加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 496＋ 4 〃 クビ 4．7�
48 
 クリノエリザベス 牝4鹿 55 石橋 脩栗本 博晴氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 488－161：11．31� 5．7	
714 コーリンギデオン 牡6鹿 57 横山 典弘伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 484－ 21：11．61� 16．4

47 ヤマノサファイア 牡7栗 57 田中 博康澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 432－ 6 〃 アタマ 63．4�
510� インディーズゲーム 牡7鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 478＋ 4 〃 アタマ 23．4�
816 アルベルティ 牡7鹿 57 江田 照男 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 510－101：11．7クビ 26．3
11 タイセイマスタング 牡6栗 57 吉田 豊田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 546＋ 2 〃 ハナ 76．7�
23 グランプリナイト 牡5黒鹿57 岩田 康誠�グランプリ 島 一歩 新ひだか 川端 英幸 506－ 6 〃 アタマ 5．1�
36 エリモフェザー 牝5栗 55 村田 一誠山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 418－121：11．91� 147．2�
611 サザンブレイズ 牡7栗 57 伊藤 工真南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 478－ 21：12．11� 162．2�
612 テイクエイム 牡8鹿 57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 460－ 61：12．31	 95．5�
59 モ ン テ ネ オ 牡5黒鹿57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 476± 01：13．04 13．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，194，200円 複勝： 59，235，000円 枠連： 33，416，600円
馬連： 134，543，100円 馬単： 56，186，400円 ワイド： 54，634，000円
3連複： 159，685，600円 3連単： 217，619，800円 計： 754，514，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 430円 � 210円 � 590円 枠 連（2－7） 900円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 9，130円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 4，530円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 33，020円 3 連 単 ��� 186，270円

票 数

単勝票数 計 391942 的中 � 24355（6番人気）
複勝票数 計 592350 的中 � 33914（7番人気）� 88556（2番人気）� 23087（10番人気）
枠連票数 計 334166 的中 （2－7） 28741（2番人気）
馬連票数 計1345431 的中 �� 23348（17番人気）
馬単票数 計 561864 的中 �� 4614（32番人気）
ワイド票数 計 546340 的中 �� 9252（17番人気）�� 3048（52番人気）�� 8416（22番人気）
3連複票数 計1596856 的中 ��� 3627（104番人気）
3連単票数 計2176198 的中 ��� 847（565番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―11．8―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．4―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．9
3 4（8，9，11）1（3，15）（13，5）（6，10）12（2，16）－7－14 4 4－8（1，9，11）（3，15）（13，5）（6，16，10）（2，12）－7－14

勝馬の
紹 介

ペイシャモンシェリ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2013．11．2 京都5着

2011．5．14生 牡4鹿 母 ウィズペイシェンス 母母 コンクラーベ 12戦4勝 賞金 55，270，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 キクノフレヴァン号・クロタカ号・デルマヌラリヒョン号・メイショウゾンビ号・モエレジュンキン号・

ラフレーズカフェ号・ローブドヴルール号



09011 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第11競走 ��
��2，500�第63回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，26．3．29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，26．3．28以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 840，000円 240，000円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

56 アドマイヤデウス 牡4栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472－ 62：30．2 5．4�
33 ウインバリアシオン 牡7鹿 57 福永 祐一�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 526－ 42：30．51� 7．3�
44 ホッコーブレーヴ 牡7鹿 56 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 480± 0 〃 アタマ 14．8�
710 サウンズオブアース 牡4黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 アタマ 3．5�
11 フラガラッハ 牡8鹿 56 横山 典弘 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 02：30．71	 21．9	
812 ステラウインド 牡6黒鹿56 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 484＋ 22：30．91	 28．1

67 タマモベストプレイ 牡5栗 56 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 476－22 〃 ハナ 22．8�
79 フェノーメノ 牡6青鹿58 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム 494－ 8 〃 クビ 4．5�
811 トーセンアルニカ 牝5鹿 54 柴山 雄一島川 哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 42：31．11	 48．0�
55 クリールカイザー 牡6栗 57 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B494＋ 22：31．2� 5．2�
68 マイネルメダリスト 牡7鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B498± 02：32．26 153．0�
22 ラブイズブーシェ 牡6黒鹿56 北村 宏司小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 458－ 42：32．83
 53．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 143，223，400円 複勝： 201，933，500円 枠連： 87，220，100円
馬連： 489，422，000円 馬単： 202，798，100円 ワイド： 186，680，500円
3連複： 623，394，000円 3連単： 1，094，514，200円 計： 3，029，185，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 260円 � 340円 枠 連（3－5） 960円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，360円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 8，900円 3 連 単 ��� 37，310円

票 数

単勝票数 計1432234 的中 � 210200（4番人気）
複勝票数 計2019335 的中 � 267980（4番人気）� 199572（5番人気）� 142361（6番人気）
枠連票数 計 872201 的中 （3－5） 69993（3番人気）
馬連票数 計4894220 的中 �� 172492（10番人気）
馬単票数 計2027981 的中 �� 38542（18番人気）
ワイド票数 計1866805 的中 �� 57525（10番人気）�� 34840（16番人気）�� 34577（17番人気）
3連複票数 計6233940 的中 ��� 52524（33番人気）
3連単票数 計10945142 的中 ��� 21267（127番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．3―29．8―41．7―53．7―1：06．1―1：19．2―1：31．6―1：43．4―1：55．1―2：06．8―2：18．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤデウス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．3 京都3着

2011．6．6生 牡4栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス 10戦5勝 賞金 161，702，000円
〔発走状況〕 フラガラッハ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 フラガラッハ号は，発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアドマイヤデウス号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

09012 3月28日 晴 良 （27中山3）第1日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

79 タブレットピーシー 牡4芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482－ 61：47．5 7．0�
11 ライズトゥフェイム 牡5鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 21：47．6� 2．7�
67 ディアデルレイ 牡4栗 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498－ 21：47．7	 4．6�
33 
 クリノハッチャン 牝4鹿 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 450± 01：48．02 112．7�
22 リターントゥジェム 牡4黒鹿57 岩田 康誠西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 492－ 21：48．1クビ 5．8�
55 コスモユウチャン 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 中村 和夫 472－ 4 〃 クビ 48．4	
811 マイネルシャルフ 牡4鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B504＋12 〃 ハナ 42．6�
710 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 518－ 41：48．2クビ 125．7�
68 シベリアンタイガー �4鹿 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 462－ 81：48．3� 16．9
56 � アメリカンダイナー �6鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

B480± 01：48．51 4．7�
812 リキアイクロフネ 牡8鹿 57 村田 一誠岡田 隆寛氏 田中 剛 むかわ 東振牧場 456－181：49．35 133．9�
44 カネコメオスター 牡4栗 57 江田 照男髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 490± 01：49．83 64．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，265，700円 複勝： 65，154，500円 枠連： 29，931，100円
馬連： 169，823，500円 馬単： 80，298，100円 ワイド： 62，586，200円
3連複： 155，539，100円 3連単： 333，402，300円 計： 952，000，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 160円 � 120円 � 150円 枠 連（1－7） 770円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 300円 �� 470円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 7，620円

票 数

単勝票数 計 552657 的中 � 62584（5番人気）
複勝票数 計 651545 的中 � 86095（5番人気）� 171616（1番人気）� 103360（3番人気）
枠連票数 計 299311 的中 （1－7） 29887（4番人気）
馬連票数 計1698235 的中 �� 163722（4番人気）
馬単票数 計 802981 的中 �� 29372（8番人気）
ワイド票数 計 625862 的中 �� 54561（4番人気）�� 30667（6番人気）�� 64286（2番人気）
3連複票数 計1555391 的中 ��� 111608（2番人気）
3連単票数 計3334023 的中 ��� 31684（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―35．9―47．9―59．9―1：11．8―1：23．7―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タブレットピーシー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．7．14 福島16着

2011．3．7生 牡4芦 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 11戦3勝 賞金 30，002，000円
〔発走状況〕 マイネルシャルフ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マイネルシャルフ号の騎手柴田大知は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番）
〔調教再審査〕 マイネルシャルフ号は，発走調教再審査。



（27中山3）第1日 3月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

291，010，000円
2，080，000円
6，060，000円
2，290，000円
26，970，000円
4，000，000円
71，766，000円
4，910，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
512，260，000円
754，559，100円
318，551，300円
1，447，079，300円
676，163，600円
620，506，800円
1，671，976，100円
2，734，588，400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
計 8，735，684，600円

総入場人員 23，328名 （有料入場人員 21，465名）
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