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06013 2月28日 晴 良 （28中山2）第2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）

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

23 エビスリアン 牡3鹿 56 C．ルメール 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 470－ 61：12．5 2．0�
24 セイウンコウセイ 牡3栗 56 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 494＋ 21：12．71� 2．7�
11 カ ラ カ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462± 01：13．23 69．4�
47 タマムーンフェイス 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 492＋ 21：13．83� 4．7�
36 ルクレツィア 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 日高 中前牧場 422＋121：13．9クビ 221．9�
612 ハ ネ ト 牝3鹿 54 柴田 善臣矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 462－ 21：14．11� 16．1�
510 サンメサベルデ 牡3鹿 56 平野 優加藤 信之氏 竹内 正洋 日高 有限会社

ケイズ B474－ 21：14．2� 31．6	
815 テイブルランド 牡3栗 56 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 422± 01：14．62� 67．0

48 ヌーヴェルモード 牝3黒鹿54 松岡 正海 H.F Association 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 436＋ 61：14．7� 107．1�
816 フォーエヴァーマン 牡3鹿 56 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 436± 01：15．23 48．2
35 イノセントワールド 牝3栗 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 石栗 龍彦 日高 日西牧場 430－ 21：15．41� 223．2�
59 ホ ム ラ 牡3栗 56 柴山 雄一森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 猿橋 義昭 B526＋181：15．5� 404．2�
713 イマジネーティヴ 牝3鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 的場 均 新ひだか 中橋 正 428－161：15．71 312．0�
714 カミノチェリー 牝3鹿 54 武士沢友治村上 正喜氏 高市 圭二 青森 ワールドファーム 390－101：16．87 154．8�
12 エフディサンゼン 牝3栗 54 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 460＋ 81：17．22� 165．5�
611 メ グ リ ア イ 牝3青鹿54 原田 和真川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 414＋ 41：18．05 341．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，752，100円 複勝： 47，375，300円 枠連： 19，718，000円
馬連： 61，702，700円 馬単： 39，912，900円 ワイド： 35，107，800円
3連複： 87，287，400円 3連単： 155，122，200円 計： 469，978，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 570円 枠 連（2－2） 270円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，330円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 7，490円

票 数

単勝票数 計 237521 的中 � 94118（1番人気）
複勝票数 計 473753 的中 � 230334（1番人気）� 95651（2番人気）� 7518（8番人気）
枠連票数 計 197180 的中 （2－2） 55039（2番人気）
馬連票数 計 617027 的中 �� 179374（1番人気）
馬単票数 計 399129 的中 �� 68876（1番人気）
ワイド票数 計 351078 的中 �� 74677（1番人気）�� 5468（11番人気）�� 4746（15番人気）
3連複票数 計 872874 的中 ��� 19248（10番人気）
3連単票数 計1551222 的中 ��� 15000（15番人気）

ハロンタイム 11．8―11．1―11．7―12．2―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．9―34．6―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エビスリアン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Chief Seattle デビュー 2016．1．31 東京4着

2013．5．13生 牡3鹿 母 エビスオール 母母 Auction Cat 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カミノチェリー号・メグリアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月28日

まで平地競走に出走できない。
エフディサンゼン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28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 シャトリエ号・セイユウボーイ号・ベルホルト号・レーヌユニヴェール号

06014 2月28日 晴 良 （28中山2）第2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

612 シゲルクロダイ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 494± 01：57．6 4．8�
815� エラクレーア 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 独 Gestut Wit-

tekindshof 502＋ 4 〃 ハナ 2．2�
12 キングズミッション 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 458－ 21：57．81� 10．8�
59 ポンテファブリチオ 牡3鹿 56 横山 典弘窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 490－10 〃 クビ 5．6�
11 ディゼトワール 牡3鹿 56 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 01：58．22	 15．5�
48 アルティジャーノ 
3鹿 56

55 ☆石川裕紀人渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 448－ 2 〃 ハナ 264．8�
23 トウカイビヨンド 牡3栗 56 武士沢友治内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 522－ 21：58．62	 193．4	
47 ディリゲント 牡3黒鹿56 江田 照男髙樽さゆり氏 田村 康仁 新ひだか 静内フアーム 516－ 2 〃 ハナ 7．0

611 ジャンセンノ 牡3栗 56 柴田 善臣浅野 正敏氏 柴田 政人 平取 清水牧場 458± 01：58．7	 338．2�
816 ニシノソレイユ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 458－ 81：59．23 16．5�
510 キ ン ノ ツ ル 牝3芦 54 嘉藤 貴行榎本 富三氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 442± 01：59．41	 497．2
24 ディーエスレヴュー 牡3栗 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 大道牧場 468＋101：59．5� 127．0�
35 クインズクオーツ 牡3栗 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 440＋ 6 〃 アタマ 38．3�
36 ウイングリニッジ 牡3青鹿56 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新冠 カミイスタット 468＋ 31：59．6クビ 79．2�
713 エ キ リ ブ レ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹桜井 忠隆氏 和田正一郎 苫小牧 藤澤 昭勝 468－ 22：00．45 733．2�
714 バルバムーシュ 牡3鹿 56 柴山 雄一山下 恭茂氏 蛯名 利弘 浦河 山下 恭茂 486＋ 62：01．35 363．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，964，100円 複勝： 44，798，900円 枠連： 17，809，400円
馬連： 62，475，100円 馬単： 33，091，600円 ワイド： 37，200，500円
3連複： 84，234，400円 3連単： 108，869，900円 計： 417，443，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 120円 � 220円 枠 連（6－8） 550円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 260円 �� 690円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 計 289641 的中 � 47382（2番人気）
複勝票数 計 447989 的中 � 74117（2番人気）� 119552（1番人気）� 40470（5番人気）
枠連票数 計 178094 的中 （6－8） 24687（2番人気）
馬連票数 計 624751 的中 �� 78688（1番人気）
馬単票数 計 330916 的中 �� 14248（4番人気）
ワイド票数 計 372005 的中 �� 42128（1番人気）�� 12664（10番人気）�� 16449（7番人気）
3連複票数 計 842344 的中 ��� 30622（4番人気）
3連単票数 計1088699 的中 ��� 7157（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．6―39．0―52．5―1：05．7―1：17．8―1：30．3―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．8
1
3
9（13，14，15）2（6，10）－（3，11）－（4，12）8（5，16）7，1・（15，12）－9（13，10）2，11（6，16）（3，8）（5，7）（4，1）＝14

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

勝馬の
紹 介

シゲルクロダイ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ハ ン セ ル デビュー 2015．7．4 福島4着

2013．3．30生 牡3鹿 母 シゲルコラバ 母母 シゲルアマショーグン 12戦1勝 賞金 15，750，000円
〔制裁〕 シゲルクロダイ号の騎手蛯名正義は，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：15番）
※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 クリスタルスカル号・ブロンテ号

第２回 中山競馬 第２日



06015 2月28日 晴 良 （28中山2）第2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）

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

611 ヒカリトップメモリ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 466 ―1：12．7 5．6�
（ヒカリメモリー）

47 メリートーン 牝3鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 446 ―1：12．91� 35．9�
12 シャインスプライト 牡3鹿 56 C．ルメール 布施 光章氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 530 ― 〃 ハナ 2．1�
35 ダイワトラスト 牡3鹿 56 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 488 ―1：14．39 4．1�
714 クールミューオン 牝3鹿 54 吉田 豊川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 434 ―1：14．4� 7．6�
24 ショコラミント 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 528 ―1：14．5� 25．2	
59 オ ル テ ジ ー 牝3青鹿54 石橋 脩�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428 ― 〃 ハナ 41．9

48 イグナイトマインド 牡3鹿 56 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544 ―1：14．71� 15．1�
36 トゥルイズム 牝3栗 54 小野寺祐太 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436 ―1：15．23 152．9
612 ダノンボンコ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�ダノックス 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 452 ―1：15．51� 36．1�
11 サンボルドー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行加藤 信之氏 清水 英克 浦河 浦河小林牧場 442 ―1：15．71� 238．2�
713 ミ ラ ク リ ン 牝3鹿 54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 456 ―1：16．02 111．0�
815 ヤマイチキズナ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 416 ―1：16．1クビ 125．6�
510 オ イ ヌ サ マ 牡3鹿 56 田中 勝春ディアレストクラブ� 本間 忍 浦河 山口 義彦 484 ― 〃 アタマ 69．7�
816 シンボリモンロー 牝3栗 54 木幡 初広シンボリ牧場 高橋 祥泰 新ひだか 谷藤 弘美 430 ―1：17．59 237．9�
23 キーレモネード 牝3鹿 54 岩部 純二北前孔一郎氏 南田美知雄 浦河 村下農場 436 ―1：17．6クビ 325．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，990，100円 複勝： 32，439，600円 枠連： 15，747，100円
馬連： 51，454，600円 馬単： 32，909，600円 ワイド： 29，262，200円
3連複： 66，786，400円 3連単： 89，151，700円 計： 345，741，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 500円 � 120円 枠 連（4－6） 1，920円

馬 連 �� 7，790円 馬 単 �� 14，880円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 300円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 43，580円

票 数

単勝票数 計 279901 的中 � 39917（3番人気）
複勝票数 計 324396 的中 � 51290（3番人気）� 10505（7番人気）� 96395（1番人気）
枠連票数 計 157471 的中 （4－6） 6352（8番人気）
馬連票数 計 514546 的中 �� 5119（22番人気）
馬単票数 計 329096 的中 �� 1658（39番人気）
ワイド票数 計 292622 的中 �� 3291（22番人気）�� 29238（2番人気）�� 7912（9番人気）
3連複票数 計 667864 的中 ��� 10650（15番人気）
3連単票数 計 891517 的中 ��� 1483（125番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．2―12．5―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．6―48．1―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリトップメモリ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．4．21生 牝3鹿 母 ヒカリマーガレット 母母 タヤスメモリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 エスシーシャール号・オートシャンティ号・グルーヴィー号・サンビンセンス号・シャインメルシー号・

タマモアマグリ号・トビラヲアケテ号・マンダラキッス号・メイショウアタカマ号

06016 2月28日 晴 良 （28中山2）第2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）
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

48 インザバブル 牡3鹿 56 蛯名 正義�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 41：55．0 4．1�

510 ファンドレイザー 牡3鹿 56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520＋ 41：55．31� 5．2�

24 マイティーゴールド 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 556± 0 〃 アタマ 2．5�
816 マイネルトゥラン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B486＋ 21：55．4� 17．6�
611 ミラクルウィング 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 454－ 61：55．93 95．9	
713 イルフォーコン 牡3黒鹿56 松岡 正海 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 450± 01：56．1� 44．1

59 イーグルフェザー 牡3鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 476＋ 21：56．31� 4．7�
12 ポ ロ ス 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 446＋ 81：56．51	 351．3�
815 シ ベ リ ウ ス 牡3栗 56 三浦 皇成浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450＋ 21：56．6クビ 53．0
612 イーガーアフェクト 牡3黒鹿56 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高木 登 浦河 上山牧場 500± 0 〃 クビ 150．8�
11 モリトタイキ 牡3黒鹿56 石橋 脩石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 木村牧場 502＋ 21：56．81	 154．8�
36 シゲルナガイワシ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 B452－ 21：56．9� 374．2�
714 ア ロ ヒ 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 今 牧場 492＋ 21：58．17 84．4�
47 フィンガーポスト 牡3鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 476＋ 2 〃 ハナ 16．9�
35 マサノジェット 牡3栗 56 F．ベリー 古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 新ひだか 嶋田牧場 460－ 21：58．2� 81．2�

（愛）

23 
 エムティーシャトル 牝3黒鹿 54
51 ▲井上 敏樹�門別牧場 清水 英克 新冠 柏木 一則 492＋ 22：00．3大差 865．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，232，700円 複勝： 61，909，400円 枠連： 21，976，400円
馬連： 75，135，700円 馬単： 43，498，600円 ワイド： 46，398，300円
3連複： 105，422，500円 3連単： 156，854，200円 計： 551，427，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（4－5） 540円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 330円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 402327 的中 � 78403（2番人気）
複勝票数 計 619094 的中 � 120635（2番人気）� 99334（3番人気）� 175376（1番人気）
枠連票数 計 219764 的中 （4－5） 31033（3番人気）
馬連票数 計 751357 的中 �� 54880（4番人気）
馬単票数 計 434986 的中 �� 17215（6番人気）
ワイド票数 計 463983 的中 �� 31949（4番人気）�� 70101（1番人気）�� 43968（2番人気）
3連複票数 計1054225 的中 ��� 115559（1番人気）
3連単票数 計1568542 的中 ��� 21974（10番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．0―13．2―12．3―12．4―12．4―13．3―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．3―50．5―1：02．8―1：15．2―1：27．6―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インザバブル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．12．27 中山2着

2013．2．24生 牡3鹿 母 バブリームード 母母 バブルドリーム 3戦2勝 賞金 15，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムティーシャトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月28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。



06017 2月28日 晴 良 （28中山2）第2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 1，300，000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

48 ヨシノザクラ 牝3芦 54 戸崎 圭太前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋ 21：49．2 6．7�

24 ブレイクマイハート 牝3鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 436－ 41：49．41 2．7�
59 エターナルブーケ 牝3黒鹿54 C．ルメール 石川 達絵氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 450－ 21：49．61� 6．8�
11 フェルメールアート 牝3青鹿54 柴山 雄一保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 536＋241：49．81� 82．4�
612 ゴールドエフォート 牝3栗 54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 0 〃 クビ 33．1�
35 アイスコールド 牝3鹿 54 蛯名 正義 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 456－ 41：49．9クビ 6．5	
510 スマートルビー 牝3栗 54 柴田 善臣大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 438± 01：50．0� 18．0

23 ラブミーリル 牝3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人小林 祥晃氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 386＋ 21：50．21� 21．4�
47 レッドミュール 牝3黒鹿54 柴田 大知 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 01：50．62� 95．0
12 パールオブウエスト 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 398 ―1：50．7� 291．7�
611 ダノンミラクル 牝3鹿 54 大野 拓弥�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 440± 01：50．8� 133．1�
713 ベストレート 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：51．12 13．7�
36 シャンドランジュ 牝3青鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 482＋141：51．52� 5．4�
815 ストーミングスカイ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 426－ 21：52．24 239．8�

816 オーバーターン 牝3鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 41：53．26 479．7�

714 コンパクトモデル 牝3鹿 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 432－ 8 （競走中止） 60．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，400，600円 複勝： 57，026，400円 枠連： 20，530，500円
馬連： 76，609，700円 馬単： 38，859，900円 ワイド： 44，533，200円
3連複： 98，935，300円 3連単： 124，523，700円 計： 497，419，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 140円 � 190円 枠 連（2－4） 980円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 380円 �� 730円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 15，550円

票 数

単勝票数 計 364006 的中 � 43313（4番人気）
複勝票数 計 570264 的中 � 67143（5番人気）� 129173（1番人気）� 68893（4番人気）
枠連票数 計 205305 的中 （2－4） 16193（4番人気）
馬連票数 計 766097 的中 �� 58806（2番人気）
馬単票数 計 388599 的中 �� 12919（6番人気）
ワイド票数 計 445332 的中 �� 31895（2番人気）�� 14814（8番人気）�� 21420（5番人気）
3連複票数 計 989353 的中 ��� 27029（6番人気）
3連単票数 計1245237 的中 ��� 5803（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．6―48．8―1：01．0―1：13．4―1：25．5―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3

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

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

ヨシノザクラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled デビュー 2016．1．31 東京3着

2013．4．10生 牝3芦 母 アジアンミーティア 母母 Trolley Song 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔競走中止〕 コンパクトモデル号は，競走中に疾病〔右第3中手骨々折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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 スターズレディ号・ヒメユリハート号・ムツミツドイテ号

06018 2月28日 晴 良 （28中山2）第2日 第6競走 ��
��2，200�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
2：10．1
2：10．0

良
良

714 カタルーニャ 牡3鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 514－ 22：15．5 1．9�
（愛）

815 ファータグリーン 牝3鹿 54 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B416± 0 〃 クビ 3．8�
611 ロイヤルジレンマ 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 466－ 62：16．67 8．0�
612 ステイザベスト 牡3黒鹿56 勝浦 正樹�明栄商事 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 406－ 42：16．7クビ 73．3�
713 レッドラスター 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 辻 牧場 460－ 2 〃 クビ 11．9	
47 マイネルヴァッサー 牡3鹿 56 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 418－ 82：16．91� 73．6

59 ア メ ン ボ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行井山 登氏 竹内 正洋 日高 法理牧場 452＋ 22：17．11� 27．6�
48 ウインフィロソフィ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 404－24 〃 クビ 102．5�
36 ブ リ ー ロ 牝3鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 404－ 22：17．73� 14．8
12 ハクシンヴィーナス 牝3鹿 54 柴山 雄一新井原 博氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 428－142：17．8クビ 133．0�
816 フレンドリトル 牡3芦 56 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 440－ 42：18．33 128．3�
35 ラ チ ェ ッ ト 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 452－ 42：18．4クビ 17．2�
11 マーヴェラスデー 牝3芦 54 柴田 善臣栗山 良子氏 上原 博之 平取 二風谷ファーム 442＋ 4 〃 ハナ 96．4�
24 シゲルトゲフグ 牡3栗 56 大庭 和弥森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 田湯牧場 448－ 42：18．61� 461．3�
23 ブラックスパーク 牡3青鹿56 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 中館牧場 B448－102：19．23� 411．4�
510 サトノシャイニング 牡3鹿 56 三浦 皇成里見 治氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 430－ 42：19．41� 29．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，714，600円 複勝： 58，028，300円 枠連： 22，345，700円
馬連： 73，889，000円 馬単： 44，019，700円 ワイド： 45，305，800円
3連複： 98，453，400円 3連単： 147，051，600円 計： 523，808，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 400円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 347146 的中 � 144691（1番人気）
複勝票数 計 580283 的中 � 261677（1番人気）� 87297（2番人気）� 54290（3番人気）
枠連票数 計 223457 的中 （7－8） 48571（1番人気）
馬連票数 計 738890 的中 �� 151037（1番人気）
馬単票数 計 440197 的中 �� 59196（1番人気）
ワイド票数 計 453058 的中 �� 67761（1番人気）�� 40701（2番人気）�� 25534（4番人気）
3連複票数 計 984534 的中 ��� 85992（1番人気）
3連単票数 計1470516 的中 ��� 43752（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．2―36．8―49．6―1：02．6―1：15．4―1：28．2―1：40．5―1：52．2―2：03．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3
5，8，10（3，9，13）11（2，6，14）12，15，7，1＝4－16・（5，8）（9，10）（13，14，15）（3，11，6，12）（2，7）－1－（4，16）

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

勝馬の
紹 介

カタルーニャ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．1．17 中山3着

2013．5．5生 牡3鹿 母 レイナカスターニャ 母母 ナ ス カ 2戦1勝 賞金 6，500，000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） 1頭 アスコットチャンプ号
（非抽選馬） 4頭 アソングフォーユー号・セイザン号・ニシノリュウセイ号・マイガーディアン号
※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。



06019 2月28日 晴 良 （28中山2）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時30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 1，800，000円 1，100，000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

69 � スキャットエディ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer
Hall 478－ 61：08．7 3．4�

11 � ポートレイト 牝3黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 418－ 21：08．91	 15．5�
45 ダノンキャップ 牡3栗 56 C．ルメール�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516－ 6 〃 クビ 7．3�
22 ブ ロ ワ 牝3黒鹿54 田辺 裕信�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 456＋ 21：09．11 47．7�
68 ネバーリグレット 牡3芦 56 F．ベリー �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 4．3	

（愛）

711 ガイアトウショウ 牝3栗 54 勝浦 正樹トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460＋ 4 〃 ハナ 54．4

56 リボンドグレープス 牝3芦 54 M．デムーロ木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 422＋ 41：09．31	 6．3�
813 ハートイズハート 牡3栗 56 田中 勝春北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 462－ 21：09．51
 13．5�
710 コスモアルコン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 帰山 清貴 502－ 61：09．92
 4．2
57 サンマリエッタ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 上原 博之 日高 有限会社
ケイズ B442－ 21：10．11	 248．6�

33 パイナップルキング 牡3栗 56 小野寺祐太田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 B444＋ 61：10．31 529．6�
812� リコールクレール 牝3黒鹿54 横山 典弘土橋 正雄氏 荒山 勝徳 日高 リコーファーム 452－ 11：10．72
 57．6�

（大井）

44 グラスドルチェ 牝3栗 54
51 ▲野中悠太郎半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 448－ 21：11．55 589．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，382，600円 複勝： 55，775，500円 枠連： 20，448，200円
馬連： 94，001，800円 馬単： 45，998，700円 ワイド： 47，134，800円
3連複： 108，203，300円 3連単： 164，349，000円 計： 576，293，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 310円 � 210円 枠 連（1－6） 1，550円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 790円 �� 490円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 27，050円

票 数

単勝票数 計 403826 的中 � 93941（1番人気）
複勝票数 計 557755 的中 � 122707（1番人気）� 37896（7番人気）� 65365（4番人気）
枠連票数 計 204482 的中 （1－6） 10198（6番人気）
馬連票数 計 940018 的中 �� 32086（11番人気）
馬単票数 計 459987 的中 �� 10760（13番人気）
ワイド票数 計 471348 的中 �� 15297（13番人気）�� 26372（4番人気）�� 6816（19番人気）
3連複票数 計1082033 的中 ��� 13651（20番人気）
3連単票数 計1643490 的中 ��� 4404（100番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．3―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．5―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スキャットエディ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2015．11．22 東京3着

2013．4．6生 牡3鹿 母 Hopeoverexperience 母母 Tom’s Cat 5戦2勝 賞金 17，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06020 2月28日 晴 良 （28中山2）第2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）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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

23 � エターナルヒーロー 	6黒鹿57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 476－ 61：55．1 27．9�
815 デストリーライズ 牡4鹿 56 内田 博幸広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 498－ 21：55．31
 21．0�
510 デジタルフラッシュ 牡5栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 460－ 61：55．4クビ 2．2�
59 カズノテナンゴ 牡4栗 56

53 ▲野中悠太郎鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 474－ 41：55．61
 59．5�
24 � クリノエビスジン 牡5鹿 57 F．ベリー 栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 480－ 21：56．02
 50．8	

（愛）

12 マイティーハニー 牝4芦 54 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 508＋221：56．1クビ 5．6

714 デ ィ マ ン ズ 	4鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋261：56．2
 22．1�
612� ペガサスジュニア 牡5栗 57 武士沢友治鶴見 芳子氏 高橋 文雅 米 Dr. Masa-

take Iida B522＋18 〃 クビ 124．4�
713 ブラックブリーズ 牡4青鹿56 柴山 雄一臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 B480＋ 41：56．51
 90．3
816 ラ ブ ユ ー 牝5栗 55 田辺 裕信�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 506＋181：57．56 20．1�
35 � ミラクルナイト 牡4芦 56 柴田 善臣小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 476－ 4 〃 クビ 134．2�
36 オメガグランディス 牡5鹿 57 大野 拓弥原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 510＋ 41：57．6クビ 104．6�
11 パパラヴズマンボ 牝4青鹿54 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋ 21：58．98 13．1�
611 クラウンテイラー 牡4鹿 56 石神 深一�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 462－ 21：59．53
 404．5�
47 エッケザックス 牡4鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452－ 42：01．110 9．8�
48 ステイリッチ 牡4栗 56 M．デムーロ宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544＋142：08．6大差 5．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，820，800円 複勝： 58，359，700円 枠連： 32，312，500円
馬連： 108，888，600円 馬単： 51，750，900円 ワイド： 58，788，800円
3連複： 132，852，400円 3連単： 187，193，100円 計： 671，966，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 420円 � 420円 � 130円 枠 連（2－8） 4，140円

馬 連 �� 12，650円 馬 単 �� 29，780円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 690円 �� 860円

3 連 複 ��� 8，760円 3 連 単 ��� 91，690円

票 数

単勝票数 計 418208 的中 � 11959（9番人気）
複勝票数 計 583597 的中 � 27478（7番人気）� 28023（6番人気）� 169334（1番人気）
枠連票数 計 323125 的中 （2－8） 6044（15番人気）
馬連票数 計1088886 的中 �� 6670（35番人気）
馬単票数 計 517509 的中 �� 1303（80番人気）
ワイド票数 計 587888 的中 �� 4683（30番人気）�� 22589（5番人気）�� 17828（8番人気）
3連複票数 計1328524 的中 ��� 11370（29番人気）
3連単票数 計1871931 的中 ��� 1480（276番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―13．0―12．4―12．9―13．2―13．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．1―50．1―1：02．5―1：15．4―1：28．6―1：42．0

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

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�エターナルヒーロー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ダンシングブレーヴ

2010．5．4生 	6黒鹿 母 エイダイヒロイン 母母 ユキノサンライズ 27戦2勝 賞金 39，450，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 マイティーハニー号の騎手吉田豊は，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：7番・5番）
〔その他〕 エッケザックス号は，4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。

ステイリッチ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コスモカンプ号・フロレットアレー号
※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。



06021 2月28日 晴 良 （28中山2）第2日 第9競走 ��
��1，800�

と み さ と

富 里 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

富里市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

69 ストレンジクォーク 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：48．6 1．6�
11 トーホウスペンサー 牡4黒鹿56 福永 祐一東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 492＋181：48．7� 12．2�
812 ラインハーディー 牝5栗 55 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 504－ 6 〃 クビ 6．5�
813 ショウナンマルシェ 	5青鹿57 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：48．8クビ 59．0�
56 プレシャスメイト 牝4鹿 54 田辺 裕信飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：49．01
 30．2	
57 ガ チ バ ト ル 牡6栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 458± 0 〃 アタマ 25．2

33 キングズオブザサン 	5芦 57 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 ハナ 6．3�
44 マイネルネーベル 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 4 〃 クビ 16．0�
710 ラブユアマン 牡4栗 56 吉田 豊 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか タガミファーム 472＋ 41：49．1クビ 19．9
68 ニーマルキング 牡4鹿 56 江田 照男板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 466± 01：49．2� 150．2�
45 トミケンスラーヴァ 牡6鹿 57 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 506＋ 8 〃 ハナ 28．4�
22 シベリアンタイガー 	5鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 466－ 4 〃 アタマ 118．4�
711 アンブリッジローズ 牡6鹿 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：49．3クビ 101．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，381，700円 複勝： 113，405，700円 枠連： 29，121，000円
馬連： 139，931，600円 馬単： 78，826，600円 ワイド： 67，893，700円
3連複： 164，445，200円 3連単： 314，313，000円 計： 957，318，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 240円 � 150円 枠 連（1－6） 1，040円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 410円 �� 230円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 5，770円

票 数

単勝票数 計 493817 的中 � 236038（1番人気）
複勝票数 計1134057 的中 � 684943（1番人気）� 48406（5番人気）� 106908（2番人気）
枠連票数 計 291210 的中 （1－6） 21677（6番人気）
馬連票数 計1399316 的中 �� 107088（4番人気）
馬単票数 計 788266 的中 �� 49300（4番人気）
ワイド票数 計 678937 的中 �� 40774（5番人気）�� 86836（1番人気）�� 13720（11番人気）
3連複票数 計1644452 的中 ��� 68682（4番人気）
3連単票数 計3143130 的中 ��� 39477（10番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．3―12．2―12．3―12．2―11．8―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．0―49．2―1：01．5―1：13．7―1：25．5―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9
1
3
2，13（1，3）4（5，8）（6，7，11）9（10，12）
2，13，3（1，4）（5，6，8）7，11（12，10）9

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

勝馬の
紹 介

ストレンジクォーク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．9．14 新潟6着

2012．5．2生 牡4鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 10戦3勝 賞金 37，925，000円

06022 2月28日 晴 良 （28中山2）第2日 第10競走 ��
��1，200�ブラッドストーンステークス

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

812�	 ワイドエクセレント 牡6鹿 57 勝浦 正樹古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast
Farms LLC 556＋ 21：11．6 19．6�

711 フクノドリーム 牝5栗 55 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 494－ 6 〃 クビ 5．5�
69 モ ル ジ ア ナ 牝4栗 55 横山 典弘 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋121：11．7
 2．3�
11 � アンリヴィールド 牝7栗 55 石橋 脩�大樹ファーム 牧田 和弥 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

488－ 81：11．8クビ 74．7�
45 ゲマインシャフト 牡6鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 512－ 41：11．9
 7．2�
44 ロードガルーダ 牡7青 57 C．ルメール 	ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 508± 01：12．0� 8．7

57 ドリームドルチェ 牡4青鹿57 柴山 雄一ライオンレースホース	 根本 康広 日高 滝本 健二 520± 0 〃 ハナ 10．0�
22 イーグルカザン 牡8鹿 57 吉田 豊山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 532＋ 41：12．21� 47．8�
710 ヨウライフク 牡4栗 57 大野 拓弥小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 494－121：12．3
 17．4
33 グラスエトワール 牝4鹿 55 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 494＋ 41：12．4クビ 19．9�
56 � インディーズゲーム 牡8鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 478＋ 61：12．61� 113．1�
813 サルバドールハクイ 牡6鹿 57 石川裕紀人則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B468－ 21：12．7� 54．2�
68 ヴァイサーリッター 牡5芦 57 戸崎 圭太 	グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 488＋181：12．91� 13．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，364，800円 複勝： 71，723，700円 枠連： 34，864，200円
馬連： 179，735，400円 馬単： 81，646，500円 ワイド： 75，980，100円
3連複： 212，894，800円 3連単： 341，721，700円 計： 1，050，931，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 320円 � 170円 � 130円 枠 連（7－8） 2，180円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 9，330円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 640円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 25，890円

票 数

単勝票数 計 523648 的中 � 21280（8番人気）
複勝票数 計 717237 的中 � 42508（6番人気）� 110485（2番人気）� 175697（1番人気）
枠連票数 計 348642 的中 （7－8） 12363（10番人気）
馬連票数 計1797354 的中 �� 35690（14番人気）
馬単票数 計 816465 的中 �� 6561（36番人気）
ワイド票数 計 759801 的中 �� 16313（14番人気）�� 29801（5番人気）�� 60149（2番人気）
3連複票数 計2128948 的中 ��� 57067（6番人気）
3連単票数 計3417217 的中 ��� 9568（75番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．1―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―35．0―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
ワイドエクセレント �

�
父 Midnight Lute �

�
母父 American Chance

2010．2．23生 牡6鹿 母 Clay’s Rocket 母母 Irene’s Talkin 11戦3勝 賞金 42，740，000円
初出走 JRA

※ヴァイサーリッター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



06023 2月28日 晴 良 （28中山2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第90回中 山 記 念（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，27．2．28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，27．2．27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）

千葉県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 812，000円 232，000円 116，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

79 ドゥラメンテ 牡4鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 502＋181：45．9 2．1�
810 アンビシャス 牡4黒鹿55 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 464＋ 6 〃 クビ 6．5�
22 リアルスティール 牡4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：46．0� 4．2�
55 フ ル ー キ ー 牡6青鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：46．31	 15．2�
78 
 レッドレイヴン 牡6青鹿56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 516＋ 4 〃 ハナ 153．1	
67 ラストインパクト 牡6青鹿56 F．ベリー �シルクレーシング 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 01：46．4� 21．9

（愛）

33 ロ ゴ タ イ プ 牡6黒鹿57 田辺 裕信吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 502＋ 61：46．61� 9．9�
11 サトノギャラント 牡7黒鹿56 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－ 4 〃 クビ 195．7�
66 イスラボニータ 牡5黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：46．91	 5．7
44 マイネルラクリマ 牡8栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 494＋101：47．75 172．9�
811 カ オ ス モ ス 牡6鹿 56 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 510＋ 81：48．33� 297．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 403，468，200円 複勝： 394，683，800円 枠連： 124，023，800円 馬連： 989，878，300円 馬単： 566，685，300円
ワイド： 410，236，900円 3連複： 1，249，137，100円 3連単： 3，142，506，800円 5重勝： 724，400，600円 計： 8，005，020，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 130円 枠 連（7－8） 770円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 330円 �� 230円 �� 350円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，780円

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

キャリーオーバー なし����� 76，850円

票 数

単勝票数 計4034682 的中 � 1471162（1番人気）
複勝票数 計3946838 的中 � 979237（1番人気）� 492415（4番人気）� 847650（2番人気）
枠連票数 計1240238 的中 （7－8） 123576（4番人気）
馬連票数 計9898783 的中 �� 958512（3番人気）
馬単票数 計5666853 的中 �� 383234（3番人気）
ワイド票数 計4102369 的中 �� 299247（4番人気）�� 509793（1番人気）�� 280470（5番人気）
3連複票数 計12491371 的中 ���1010298（2番人気）
3連単票数 計31425068 的中 ��� 601345（5番人気）
5重勝票数 計7244006 的中 ����� 6598

ハロンタイム 12．6―12．0―11．9―11．6―11．3―11．6―12．0―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―36．5―48．1―59．4―1：11．0―1：23．0―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドゥラメンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 東京2着

2012．3．22生 牡4鹿 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ 7戦5勝 賞金 455，575，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06024 2月28日 晴 良 （28中山2）第2日 第12競走 ��
��1，800�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 10，500，000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

510 フェスティヴイェル 牡5黒鹿57 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 512＋ 81：54．6 7．3�
612 ソルプレーサ 牡4黒鹿56 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 514－ 21：54．92 70．6�
611 ロ ジ テ ー ル 牡7鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474－ 21：55．0クビ 12．9�
12 ト ゥ ル ッ リ 牡4芦 56 柴山 雄一�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 486± 0 〃 クビ 35．5�
713 ドラゴンビューティ 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 512± 01：55．21 13．2�
23 ダノンミシガン 牡5芦 57 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 490－ 61：55．3� 10．9	
11 テイエムコンドル 牡5鹿 57 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468± 0 〃 ハナ 108．9

714 ワイルドダンサー 牡4鹿 56 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 4 〃 アタマ 16．3�
36 	 ドラゴンキングダム 牡5黒鹿57 F．ベリー 窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 534－ 21：55．4クビ 2．2�
（愛）

815 ボ ル ド ネ ス 牡4鹿 56 横山 典弘�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 ハナ 16．7
47 ハイアーヴォルト 牡4鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 482＋ 41：55．5� 191．0�
48 ノースランドボーイ 
4青 56 柴田 大知河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 496－ 21：55．6クビ 68．5�
816	 デ ブ リ ン 牡4栗 56

53 ▲井上 敏樹一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-
ble, LLC 514± 01：55．92 122．1�

35 スターソード 牡6鹿 57 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 522－ 2 〃 ハナ 29．8�
24 プレジールシチー 牡5黒鹿57 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 494± 01：56．1� 30．4�
59 � オ ケ ア ノ ス 牡4鹿 56 蛯名 正義清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 520± 01：56．2� 6．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，390，500円 複勝： 126，918，800円 枠連： 74，665，800円
馬連： 301，438，700円 馬単： 116，623，000円 ワイド： 138，780，400円
3連複： 357，453，900円 3連単： 570，748，400円 計： 1，780，019，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 330円 � 1，440円 � 350円 枠 連（5－6） 1，930円

馬 連 �� 30，110円 馬 単 �� 47，610円

ワ イ ド �� 8，630円 �� 1，680円 �� 6，940円

3 連 複 ��� 83，250円 3 連 単 ��� 490，270円

票 数

単勝票数 計 933905 的中 � 101288（3番人気）
複勝票数 計1269188 的中 � 109624（3番人気）� 20339（13番人気）� 101734（4番人気）
枠連票数 計 746658 的中 （5－6） 29915（8番人気）
馬連票数 計3014387 的中 �� 8257（61番人気）
馬単票数 計1166230 的中 �� 1837（110番人気）
ワイド票数 計1387804 的中 �� 4094（67番人気）�� 21854（17番人気）�� 5107（59番人気）
3連複票数 計3574539 的中 ��� 3220（193番人気）
3連単票数 計5707484 的中 ��� 844（1042番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．8―50．0―1：02．6―1：15．4―1：28．2―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
5，6－（12，15）4（2，11）（10，14）13－（3，9）－7，8－（1，16）・（5，6）（12，2，15，4）（11，14，9）10，13，3，8，7，16，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェスティヴイェル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．12．7 中山5着

2011．3．18生 牡5黒鹿 母 マクシマール 母母 マックスジーン 21戦4勝 賞金 76，260，000円
〔制裁〕 ロジテール号の騎手松岡正海は，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。
※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。

５レース目



（28中山2）第2日 2月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

292，960，000円
2，530，000円
8，260，000円
1，970，000円
33，610，000円
1，000，000円
71，860，000円
4，815，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
872，862，800円
1，122，445，100円
433，562，600円
2，215，141，200円
1，173，823，300円
1，036，622，500円
2，766，106，100円
5，502，405，300円
724，400，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，847，369，500円

総入場人員 35，946名 （有料入場人員 32，126名）
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