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06013 2月26日 晴 良 （29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

11 ケイティクエスト 牡3鹿 56 江田 照男瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 458＋121：13．8 8．4�
816 ディアヴイーバル 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 桑田 正己 460＋ 6 〃 クビ 13．6�
510 スカイソング 牝3芦 54 内田 博幸西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 470＋ 21：13．9� 5．4�
714 ガッテンパートナー 牡3栗 56 松岡 正海大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 458＋101：14．0クビ 3．1�
35 ポップシンガー 牝3鹿 54 津村 明秀村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 462＋121：14．21� 30．4�
612 リネンマックス 牡3鹿 56 北村 宏司戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 472± 01：14．3クビ 6．4	
36 フォレルスケット 牝3鹿 54 蛯名 正義
日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 430＋ 4 〃 アタマ 28．5�
48 アルマクロア 牝3鹿 54 C．ルメールコウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 バンブー牧場 448± 01：14．4� 7．0�
23 コパノジャクソン 牡3栗 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 健太郎 466－ 41：14．5� 20．6
12 ヴ ァ ベ ー ネ 牝3栗 54 柴田 善臣 �グリーンファーム小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋121：14．6クビ 26．7�
815 アトラクティヴアイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 
キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 542＋ 2 〃 アタマ 14．7�
24 プリンプリンカフェ 牝3芦 54 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 466＋ 61：15．13 62．7�
713 ソードヴァルキリー 牝3黒鹿54 柴田 大知畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 422－ 6 〃 クビ 161．3�
47 サクラトップビクト 牝3栗 54 西田雄一郎�トップフェロウ奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 B478＋121：15．84 216．8�
611 オトメノスガタ 牝3青鹿54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 446＋ 8 〃 ハナ 235．4�
59 ムーンパスクイン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行木稲 安則氏 清水 英克 新ひだか 真歌伊藤牧場 476± 01：18．2大差 74．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，875，800円 複勝： 46，347，700円 枠連： 19，521，700円
馬連： 70，059，600円 馬単： 32，809，800円 ワイド： 45，435，700円
3連複： 103，630，700円 3連単： 118，469，300円 計： 466，150，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 220円 � 290円 � 190円 枠 連（1－8） 1，760円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 6，850円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 880円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 54，490円

票 数

単勝票数 計 298758 的中 � 28135（5番人気）
複勝票数 計 463477 的中 � 54310（3番人気）� 37779（6番人気）� 68534（2番人気）
枠連票数 計 195217 的中 （1－8） 8578（8番人気）
馬連票数 計 700596 的中 �� 15773（14番人気）
馬単票数 計 328098 的中 �� 3591（28番人気）
ワイド票数 計 454357 的中 �� 11266（12番人気）�� 13376（9番人気）�� 9160（16番人気）
3連複票数 計1036307 的中 ��� 9781（26番人気）
3連単票数 計1184693 的中 ��� 1576（189番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―12．7―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．1―46．8―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイティクエスト �
�
父 サムライハート �

�
母父 バ ゴ デビュー 2016．11．6 東京4着

2014．4．18生 牡3鹿 母 ホープフルドリーム 母母 ドラゴンティーナ 5戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンパスクイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月26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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エリーヒストリー号・レディーフランソワ号
（非抽選馬） 5頭 アクトレス号・ストロングボー号・ブライトエピローグ号・ミッキースプリング号・ルア号

06014 2月26日 晴 良 （29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

47 フェニックスマーク 牡3鹿 56 横山 典弘伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 538＋ 41：55．8 1．9�
35 エポックメーカー 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 512－ 21：57．39 6．7�
23 スペルマロン 牡3栗 56 内田 博幸西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 508－ 21：57．4� 4．1�
58 トーホウカンタール 牡3鹿 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 山際牧場 B516＋ 2 〃 クビ 5．7�
34 ウインコーラル 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 482－ 21：58．03� 80．6�
713 モリトシラギク 牝3芦 54 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 466－ 2 〃 クビ 38．2	
22 ハートリッチ 牡3黒鹿56 C．ルメール 宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450－121：58．31� 17．9

611 ウインミストレス 牝3黒鹿54 津村 明秀�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 448－ 21：58．5� 190．8�
712 ペトロニウス 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 栗田 徹 安平 追分ファーム 494－ 41：58．71� 61．7�
59 アスカショウダイ 牡3栗 56 江田 照男上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 440－ 21：58．8クビ 158．1
46 シンコーマーチャン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 488－10 〃 ハナ 159．5�
11 ア ン ジ ー 牝3栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡部牧場 460－ 21：59．54 489．4�
815 ボニートラボ 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎松岡 雅昭氏 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 498＋ 21：59．6� 321．6�
610 タニセンジュピター 牡3鹿 56 岩田 康誠染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 444－ 4 〃 アタマ 21．9�
814 ツクバカントウオオ 牡3鹿 56 村田 一誠荻原 昭二氏 小野 次郎 日高 石原牧場 484 ―2：01．8大差 180．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，586，700円 複勝： 43，027，100円 枠連： 16，166，600円
馬連： 65，632，200円 馬単： 37，556，400円 ワイド： 37，842，700円
3連複： 88，613，600円 3連単： 131，065，500円 計： 456，490，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連（3－4） 720円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 330円 �� 210円 �� 310円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，900円

票 数

単勝票数 計 365867 的中 � 147439（1番人気）
複勝票数 計 430271 的中 � 99194（2番人気）� 58171（4番人気）� 110805（1番人気）
枠連票数 計 161666 的中 （3－4） 17260（4番人気）
馬連票数 計 656322 的中 �� 63998（4番人気）
馬単票数 計 375564 的中 �� 25010（3番人気）
ワイド票数 計 378427 的中 �� 27273（5番人気）�� 50587（1番人気）�� 29387（4番人気）
3連複票数 計 886136 的中 ��� 77768（2番人気）
3連単票数 計1310655 的中 ��� 32718（3番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．7―13．8―12．9―12．2―12．9―13．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．5―52．3―1：05．2―1：17．4―1：30．3―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェニックスマーク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．8．14 新潟2着

2014．2．28生 牡3鹿 母 エターナルロマンス 母母 シルクフェニックス 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバカントウオオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月26日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ソルオリーヴァ号（疾病〔感冒〕のため）
※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 エミーリオ号・シゲルバッファロー号・セイギ号・ボヌールバトー号・メイキャロル号

第２回 中山競馬 第２日



06015 2月26日 晴 良 （29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

816 タケデンサンダー 牡3栗 56 横山 典弘武市 弘氏 武市 康男 新ひだか 沖田 哲夫 468 ―1：14．8 6．2�
12 ウェントワース 牝3黒鹿54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：15．11� 2．0�
510 レディビギン 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 桜井牧場 446 ― 〃 ハナ 19．7�
47 サウスカップ 牝3黒鹿54 M．デムーロ�須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 432 ―1：15．31� 6．5�
35 サ ン コ ロ ナ 牝3栗 54 田中 博康 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 420 ―1：15．83 59．1	
24 カンバンムスメ 牝3黒鹿54 西田雄一郎北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 440 ― 〃 ハナ 95．5

611 ラ リ ュ ー ル 牝3鹿 54 吉田 豊�下河辺牧場 池上 昌和 日高 下河辺牧場 448 ― 〃 ハナ 88．5�
23 トリックコンボ 牡3黒鹿56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 478 ―1：16．11� 30．5
11 ストレリチア 牝3黒鹿54 江田 照男平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 452 ―1：16．2� 31．2�
713 トウケイシデン 牡3青鹿56 C．ルメール 木村 信彦氏 清水 久詞 新冠 土井牧場 472 ―1：16．94 6．5�
59 シャンハイダディ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 478 ―1：17．1� 284．9�
612 アキノリーツリー 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 森 政巳 458 ―1：17．42 314．1�
48 ア ラ マ キ 牝3鹿 54 石川裕紀人�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 468 ―1：17．5クビ 9．0�
815 ラブリーエトワル 牝3青 54 内田 博幸平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 444 ―1：17．71� 94．6�
714 セイカポコアポコ 牡3黒鹿56 武士沢友治久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 444 ―1：17．91� 110．9�
36 ダークガーランド 牡3芦 56 岩部 純二新井原 博氏 伊藤 正徳 新冠 佐藤 義紀 446 ―1：18．11 186．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，809，800円 複勝： 38，802，700円 枠連： 18，731，700円
馬連： 55，661，900円 馬単： 32，010，400円 ワイド： 33，115，500円
3連複： 71，891，500円 3連単： 96，733，200円 計： 378，756，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 120円 � 310円 枠 連（1－8） 710円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，370円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 17，760円

票 数

単勝票数 計 318098 的中 � 40650（2番人気）
複勝票数 計 388027 的中 � 52687（3番人気）� 123167（1番人気）� 22038（6番人気）
枠連票数 計 187317 的中 （1－8） 20171（3番人気）
馬連票数 計 556619 的中 �� 55342（2番人気）
馬単票数 計 320104 的中 �� 12600（5番人気）
ワイド票数 計 331155 的中 �� 28048（1番人気）�� 5684（16番人気）�� 12202（8番人気）
3連複票数 計 718915 的中 ��� 15974（10番人気）
3連単票数 計 967332 的中 ��� 3948（55番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．9―13．6―13．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．8―48．4―1：01．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F40．0
3 16（8，11）（10，13）（7，15）－12，2，3－6，1，4（5，9）－14 4 16（8，10）（7，11）13（12，15）（3，6，2）（4，5，1）－9－14

勝馬の
紹 介

タケデンサンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2014．3．21生 牡3栗 母 タケデンサファイヤ 母母 イブキフリッカー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 トウケイシデン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 アラマキ号の騎手石川裕紀人は，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：11番・13番・15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 ヴェンチュラガール号・ウバトーバン号・ガチコ号・カラーラ号・キャルフ号・ゲキテキ号・コンピレーション号・

サンコロンバス号・スターカプリーヌ号・タイセイラブリー号・ダイヤインザラフ号・ディアジュジュマン号・
テイクマイチャンス号・トライデントミノル号・トリプレット号・ニューヨーカー号・ハニーポット号・
ブルーネーベル号・レアリティバイオ号・ローズピンク号

06016 2月26日 晴 良 （29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

810 ローズプリンスダム 牡3青鹿56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 458－ 41：56．1 4．4�
66 � バスカヴィル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

472＋ 21：56．2� 7．5�
55 ティーラウレア 牡3鹿 56 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 536＋ 61：56．3	 6．2�
77 サンオークランド 牡3鹿 56 田中 博康 �加藤ステーブル 角居 勝彦 新ひだか 今 牧場 506＋ 41：56．93	 6．9�
22 バリンジャー 牡3栗 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 446＋ 41：57．1� 33．3�
44 コットンボウル 牡3鹿 56 柴山 雄一 	サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 2 〃 クビ 53．4

78 エグジットラック 牡3栗 56 内田 博幸戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 498＋ 2 〃 ハナ 18．2�
11 レジェンドセラー 牡3鹿 56 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：57．2クビ 2．1�
33 シ ロ ク ニ 牡3栗 56 江田 照男磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 B454± 01：58．15 204．4
89 トミケンカリム 牡3栗 56

54 △木幡 巧也冨樫 賢二氏 武井 亮 浦河 信岡牧場 454＋ 42：00．4大差 134．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 45，062，300円 複勝： 54，581，400円 枠連： 14，449，200円
馬連： 69，452，900円 馬単： 44，605，500円 ワイド： 42，220，100円
3連複： 82，618，000円 3連単： 161，320，000円 計： 514，309，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 200円 � 190円 枠 連（6－8） 1，410円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 470円 �� 460円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 11，740円

票 数

単勝票数 計 450623 的中 � 81385（2番人気）
複勝票数 計 545814 的中 � 102792（2番人気）� 64398（5番人気）� 73378（3番人気）
枠連票数 計 144492 的中 （6－8） 7940（6番人気）
馬連票数 計 694529 的中 �� 37583（6番人気）
馬単票数 計 446055 的中 �� 12184（11番人気）
ワイド票数 計 422201 的中 �� 23508（7番人気）�� 23867（6番人気）�� 13366（11番人気）
3連複票数 計 826180 的中 ��� 23522（12番人気）
3連単票数 計1613200 的中 ��� 9956（44番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．2―13．4―13．0―13．1―13．1―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．0―51．4―1：04．4―1：17．5―1：30．6―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローズプリンスダム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．15 東京1着

2014．3．10生 牡3青鹿 母 クリスチャンパール 母母 クラクエンレディー 5戦2勝 賞金 18，200，000円
〔制裁〕 サンオークランド号の騎手田中博康は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



06017 2月26日 晴 良 （29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

816 レッドミラベル 牝3芦 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 452－141：48．9 4．1�
12 ウインクバック 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 41：49．53� 5．5�
23 クリュティエ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 4 〃 ハナ 26．2�
714 デ コ ラ ス 牝3鹿 54 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 436± 0 〃 ハナ 3．0�
35 フレスコパスト 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 408－ 81：49．6クビ 207．6	
611 エアセリーナ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 462－ 6 〃 クビ 61．4

11 クインズゴールド 牝3鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 436－ 81：49．81� 6．9�
713 クオリティスタート 牝3栗 54 勝浦 正樹大谷 正嗣氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 514 ―1：50．01� 116．5�
510 クインズシルエット 牝3青鹿54 田辺 裕信嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 412± 0 〃 クビ 37．4
47 ハツラツニッコウ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 420± 0 〃 クビ 249．8�
36 ヒカリダイヤグラム 牝3鹿 54 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 三木田牧場 450－ 61：50．31� 213．1�
815 フ ラ ガ リ ア 牝3黒鹿54 岩田 康誠 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 428－ 4 〃 クビ 10．9�
24 オーシャンティ 牝3黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：50．51� 13．7�
612 プロディジャス 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458－ 8 〃 ハナ 16．1�
48 スウィートグロリア 牝3鹿 54 松岡 正海 �グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：50．6� 38．0�
59 ムーンロード 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 384－101：50．8� 215．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，326，600円 複勝： 55，396，900円 枠連： 26，446，600円
馬連： 80，774，500円 馬単： 37，531，900円 ワイド： 49，536，000円
3連複： 113，208，700円 3連単： 135，609，500円 計： 535，830，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 210円 � 190円 � 560円 枠 連（1－8） 550円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，910円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 13，670円 3 連 単 ��� 47，720円

票 数

単勝票数 計 373266 的中 � 71224（2番人気）
複勝票数 計 553969 的中 � 72526（3番人気）� 87945（2番人気）� 20372（8番人気）
枠連票数 計 264466 的中 （1－8） 37103（3番人気）
馬連票数 計 807745 的中 �� 39969（5番人気）
馬単票数 計 375319 的中 �� 10625（8番人気）
ワイド票数 計 495360 的中 �� 21733（6番人気）�� 4206（30番人気）�� 8100（19番人気）
3連複票数 計1132087 的中 ��� 6207（46番人気）
3連単票数 計1356095 的中 ��� 2060（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．6―48．9―1：00．5―1：12．7―1：24．9―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドミラベル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Highest Honor デビュー 2016．11．12 東京2着

2014．2．15生 牝3芦 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia 2戦1勝 賞金 7，800，000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 ローズオブテキサス号

06018 2月26日 晴 良 （29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
2：09．9

良
良

713 クレッシェンドラヴ 牡3鹿 56 内田 博幸広尾レース� 二ノ宮敬宇 新ひだか 木村 秀則 492－ 22：16．3 6．1�
816 バラダガール 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 540± 02：16．4� 6．1�
714 サンデームーティエ 牡3栗 56 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 440＋ 22：16．71� 2．8�
510 ブリージーメイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 武田牧場 422－ 62：16．91	 55．3�
12 バトルオスカー 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 競優牧場 490－ 22：17．11� 34．6	
47 ブラックヘルト 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 512－10 〃 クビ 28．2

23 スペリオルシチー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 446－ 42：17．2� 4．9�
59 コスモエアターン 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 434± 02：17．41	 39．5�
48 シンパンジャ 牡3黒鹿56 岩田 康誠深澤 朝房氏 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 480－ 62：17．5� 15．0
612 グラスセレーネ 牝3栗 54

52 △木幡 巧也半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 430－ 4 〃 ハナ 52．8�
24 ダウンザライン 牡3芦 56 吉田 豊�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 468－ 62：17．92� 22．9�
611 ジェイケイフージン 
3鹿 56 柴山 雄一小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 456－ 42：18．0� 13．2�
36 メガミノキセキ 牝3黒鹿54 武士沢友治落合 幸弘氏 矢野 英一 様似 中村 俊紀 B464－ 62：18．31� 27．5�
815 テイエムモモタロー 牡3鹿 56 西田雄一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 438－ 22：18．4クビ 161．8�
35 クリノロワイヤル 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 柏木 一則 B378＋ 22：18．5� 207．7�
11 イ ー ゼ ル 
3栗 56 松岡 正海水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 B472－ 62：18．81� 93．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，763，800円 複勝： 43，914，600円 枠連： 23，547，500円
馬連： 69，305，100円 馬単： 32，368，500円 ワイド： 44，448，100円
3連複： 91，684，300円 3連単： 111，181，500円 計： 446，213，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 200円 � 130円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 640円 �� 360円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 13，180円

票 数

単勝票数 計 297638 的中 � 38442（4番人気）
複勝票数 計 439146 的中 � 59553（3番人気）� 50485（4番人気）� 101358（1番人気）
枠連票数 計 235475 的中 （7－8） 30969（2番人気）
馬連票数 計 693051 的中 �� 26361（7番人気）
馬単票数 計 323685 的中 �� 5995（14番人気）
ワイド票数 計 444481 的中 �� 16634（6番人気）�� 32748（2番人気）�� 29187（3番人気）
3連複票数 計 916843 的中 ��� 33897（3番人気）
3連単票数 計1111815 的中 ��� 6112（24番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．8―13．0―12．8―12．9―12．2―12．3―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．7―37．5―50．5―1：03．3―1：16．2―1：28．4―1：40．7―1：52．5―2：04．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレッシェンドラヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．10．22 東京12着

2014．4．14生 牡3鹿 母 ハイアーラヴ 母母 Dollar Bird 5戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ニシノオラクル号・ポッドティノ号・メイプルストロング号



06019 2月26日 晴 良 （29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

713 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 56 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484＋101：09．5 15．3�
11 ダノンハイパワー 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 498－ 2 〃 クビ 4．9�
510 フクノクオリア 牡3黒鹿56 田辺 裕信福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 504－ 41：09．6� 10．7�
24 メガポリゴン 牡3鹿 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 528－ 21：09．91	 14．9�
612 モ ザ イ ク 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 442＋ 41：10．0� 3．1�
48 ビーハッピー 牡3鹿 56 岩部 純二	ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 466－ 41：10．1� 337．5

714 ビップソルダー 牡3鹿 56 北村 宏司鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 472± 01：10．31
 32．1�
816 キャラメルフレンチ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 450－ 4 〃 アタマ 76．8�

35 スノーイルナ 牝3鹿 54 石川裕紀人 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 472－12 〃 クビ 34．4

815 ヴ ォ ル タ 牡3芦 56 松岡 正海小阪 優友氏 奥村 武 浦河 高村牧場 472＋121：10．51
 8．7�
36 ソレイユフルール 牝3黒鹿54 柴田 大知 	荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 482＋20 〃 クビ 40．5�
611 モンサンルリアン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 490－ 2 〃 ハナ 73．0�
23 メイスンラック 牝3黒鹿54 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 B462－ 61：10．6� 52．5�
12 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 岩田 康誠西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 468－ 41：10．7	 19．5�
59 タケショウベスト 牝3鹿 54 蛯名 正義	ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 448－ 2 〃 アタマ 4．8�
47 フジマサクイーン 牝3鹿 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 432＋ 41：12．7大差 134．5�
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売 得 金
単勝： 41，898，000円 複勝： 60，472，800円 枠連： 27，432，600円
馬連： 102，280，300円 馬単： 45，150，500円 ワイド： 55，322，500円
3連複： 127，614，800円 3連単： 164，343，100円 計： 624，514，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 390円 � 180円 � 290円 枠 連（1－7） 2，120円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 11，740円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 2，830円 �� 780円

3 連 複 ��� 14，180円 3 連 単 ��� 99，950円

票 数

単勝票数 計 418980 的中 � 21906（7番人気）
複勝票数 計 604728 的中 � 35158（7番人気）� 104259（2番人気）� 51707（4番人気）
枠連票数 計 274326 的中 （1－7） 10012（12番人気）
馬連票数 計1022803 的中 �� 14488（18番人気）
馬単票数 計 451505 的中 �� 2884（40番人気）
ワイド票数 計 553225 的中 �� 7797（20番人気）�� 4887（31番人気）�� 19111（6番人気）
3連複票数 計1276148 的中 ��� 6746（48番人気）
3連単票数 計1643431 的中 ��� 1192（314番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．8―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．8―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．5
3 6，16（3，13）（8，4，11，15）（5，12）9（7，14，1）（2，10） 4 6（16，3）13（8，4）15（5，11，1）（9，12）（2，10）14，7

勝馬の
紹 介

ジ ャ ッ キ ー �
�
父 サムライハート �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．11．13 東京1着

2014．3．12生 牡3栗 母 ア ッ チ ッ チ 母母 オーパスワン 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジマサクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月26日まで平地

競走に出走できない。

06020 2月26日 晴 良 （29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 ロードシャリオ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �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 486＋ 61：54．5 1．6�
36 ウェイアップハイ 牝4鹿 54 戸崎 圭太加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 456－121：54．82 22．5�
47 ジェイケイライアン 牡5鹿 57 勝浦 正樹小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム B480－ 21：55．11� 25．6�
713 ミラクルウィング 牡4栗 56 田中 博康星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 B458± 01：55．2	 39．1�
611 ワイドリーザワン 牡5黒鹿57 北村 宏司坂本 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 B458＋ 41：55．3	 4．4�
714 キングズミッション 牡4栗 56 蛯名 正義吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 476＋101：55．51
 19．2	
815 サンウィノナ 牝5鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 474＋ 41：55．6	 59．2

612� アメリカンヘブン �4鹿 56 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 480－ 21：55．7	 21．7�
59  アンビリーバボー 牡4栗 56 江田 照男千葉 正人氏 中川 公成 浦河 成隆牧場 432－ 21：56．12	 173．7�
11  ミュークロール 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 518± 01：56．95 181．6
12 プラネットブルー 牡4栗 56 柴山 雄一 �Gリビエール・

レーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：57．32	 115．0�
510 マイウェイレコード 牡4黒鹿56 吉田 豊塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 492－ 2 〃 クビ 132．6�
816 エドノマツオー 牡4栗 56 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 478－ 41：57．4クビ 144．9�
24 エメラルエナジー 牡5栗 57 津村 明秀高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B502＋101：57．71� 11．5�
35 ライムチャン 牝4鹿 54

52 △木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 480＋161：57．8� 17．1�
48  ココロノキャンバス 牝4栗 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 396－121：57．9� 202．4�
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売 得 金
単勝： 39，219，300円 複勝： 136，961，600円 枠連： 31，985，500円
馬連： 102，939，300円 馬単： 64，250，700円 ワイド： 60，535，300円
3連複： 133，617，900円 3連単： 240，718，300円 計： 810，227，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 330円 � 380円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 620円 �� 570円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 16，200円

票 数

単勝票数 計 392193 的中 � 193534（1番人気）
複勝票数 計1369616 的中 � 992893（1番人気）� 33401（5番人気）� 27470（7番人気）
枠連票数 計 319855 的中 （2－3） 39902（2番人気）
馬連票数 計1029393 的中 �� 56982（5番人気）
馬単票数 計 642507 的中 �� 27002（5番人気）
ワイド票数 計 605353 的中 �� 26020（6番人気）�� 28434（5番人気）�� 4132（26番人気）
3連複票数 計1336179 的中 ��� 17655（18番人気）
3連単票数 計2407183 的中 ��� 10769（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．3―49．7―1：02．3―1：15．2―1：27．8―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードシャリオ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．8．2 札幌5着

2012．3．17生 牡5鹿 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 17戦3勝 賞金 38，718，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ミラクルウィング号の騎手田中博康は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダイワハッスル号・ホーリーフルーツ号
（非抽選馬） 4頭 クリノロッキー号・デストリーライズ号・パブリックフレンド号・レアルイモン号



06021 2月26日 晴 良 （29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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

78 パワースラッガー 牡6鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 488－ 21：49．7 18．7�
66 サトノスティング 牡6青鹿57 勝浦 正樹里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 クビ 6．0�
55 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 田辺 裕信西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 546＋ 41：49．8クビ 8．4�
811 ラベンダーメモリー 牝4鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B440± 0 〃 クビ 11．9�
11 トレクァルティスタ �6黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 アタマ 5．7�
79 キンショーユキヒメ 牝4芦 54 M．デムーロ礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 506－141：49．9クビ 4．1	
33 ショウナンサスケ 牡4鹿 56 内田 博幸国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 478＋ 21：50．0	 2．7

67 ニシノオタケビ 牡5鹿 57 井上 敏樹西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 494＋ 4 〃 クビ 110．7�
810 トーセンカナロア 牡5鹿 57 柴山 雄一島川 �哉氏 小桧山 悟 洞
湖 レイクヴィラファーム 490± 0 〃 ハナ 88．9
22 サーストンコラルド 牡6鹿 57 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 B470± 01：50．1クビ 56．3�
44 タケデンタイガー 牡5栗 57 横山 典弘武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 476－ 61：50．31	 67．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，509，200円 複勝： 80，201，300円 枠連： 24，485，000円
馬連： 140，484，600円 馬単： 61，874，900円 ワイド： 71，933，100円
3連複： 171，021，200円 3連単： 265，800，800円 計： 867，310，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 390円 � 200円 � 230円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 10，630円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，560円 �� 820円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 98，210円

票 数

単勝票数 計 515092 的中 � 21963（7番人気）
複勝票数 計 802013 的中 � 46001（7番人気）� 116613（3番人気）� 92131（5番人気）
枠連票数 計 244850 的中 （6－7） 22624（3番人気）
馬連票数 計1404846 的中 �� 22211（18番人気）
馬単票数 計 618749 的中 �� 4365（37番人気）
ワイド票数 計 719331 的中 �� 14934（18番人気）�� 11657（19番人気）�� 23224（12番人気）
3連複票数 計1710212 的中 ��� 12062（34番人気）
3連単票数 計2658008 的中 ��� 1962（262番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―12．8―13．0―12．0―11．9―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．1―51．1―1：03．1―1：15．0―1：26．6―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パワースラッガー �
�
父 ウインラディウス �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2014．1．6 中山1着

2011．3．30生 牡6鹿 母 クリスタルフローラ 母母 キオイドリーム 26戦4勝 賞金 67，354，000円
〔制裁〕 パワースラッガー号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・

9番・3番）

06022 2月26日 晴 良 （29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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

610 ナリタスターワン 牡5鹿 57 M．デムーロ�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 474－101：11．1 5．0�
34 ヒカリマサムネ 牡7栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 468± 0 〃 クビ 23．5�
815 ドラゴンゲート 牡5栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 488－ 21：11．31 4．2�
58 クワドループル 牡5黒鹿57 蛯名 正義 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 502± 0 〃 クビ 25．8�
814 ゲマインシャフト 牡7鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 508－121：11．4クビ 8．9�
23 ア ト ラ ン タ 牡5鹿 57 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 550＋ 2 〃 クビ 2．6	
11 ガッサンプレイ 牡7栗 57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 490＋ 8 〃 ハナ 68．5

35 リュクサンブール �6鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472－ 21：11．6	 40．9�
611
 スティンライクビー 牡5青鹿57 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム B488± 01：11．7� 11．1�
46 タマモイレブン 牡5鹿 57 石橋 脩タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 518－ 6 〃 ハナ 32．5
59 キープレイヤー 牝6青鹿55 木幡 巧也下河邉 博氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 522＋ 41：11．8	 117．5�
47 イーグルカザン 牡9鹿 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 528－101：12．11	 288．2�
713 ヴ ァ ー ノ ン 牡6栗 57 岩田 康誠�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 514－ 21：12．2クビ 30．7�
712
 スズカアーサー 牡8鹿 57 内田 博幸永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 498＋ 4 〃 クビ 30．3�
22 ゴーハンティング �9黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 506－ 21：12．3クビ 91．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，324，200円 複勝： 86，165，200円 枠連： 52，055，100円
馬連： 200，557，800円 馬単： 84，713，000円 ワイド： 97，273，100円
3連複： 268，508，700円 3連単： 367，465，400円 計： 1，222，062，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 420円 � 190円 枠 連（3－6） 1，890円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 660円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 9，200円 3 連 単 ��� 50，830円

票 数

単勝票数 計 653242 的中 � 104276（3番人気）
複勝票数 計 861652 的中 � 112412（3番人気）� 44466（6番人気）� 136049（2番人気）
枠連票数 計 520551 的中 （3－6） 21333（8番人気）
馬連票数 計2005578 的中 �� 28005（20番人気）
馬単票数 計 847130 的中 �� 7924（29番人気）
ワイド票数 計 972731 的中 �� 11664（24番人気）�� 39829（5番人気）�� 17267（16番人気）
3連複票数 計2685087 的中 ��� 21877（34番人気）
3連単票数 計3674654 的中 ��� 5241（171番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―11．9―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタスターワン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．18 東京1着

2012．2．24生 牡5鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 14戦5勝 賞金 77，449，000円
※ゴーハンティング号・ナリタスターワン号は，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26日 晴 良 （29中山2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第91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，28．2．27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，28．2．26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 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 ネオリアリズム 牡6栗 57 M．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514＋151：47．6 7．1�
55 � サクラアンプルール 牡6栗 56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 484＋ 41：47．7	 45．3�
79 ロ ゴ タ イ プ 牡7黒鹿58 田辺 裕信吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 498＋ 41：47．8
 15．2�
67 アンビシャス 牡5黒鹿57 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 466± 0 〃 クビ 2．3�
33 ヴ ィ ブ ロ ス 牝4青 54 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424＋101：47．9
 8．3	
78 ツクバアズマオー 牡6鹿 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：48．11� 10．6

810 ヌーヴォレコルト 牝6栗 54 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460－ 5 〃 ハナ 13．8�
44 リアルスティール 牡5鹿 58 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 41：48．31� 3．5�
22 マイネルミラノ 牡7栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B486＋ 61：48．61	 63．4
66 ヒラボクディープ 牡7黒鹿56 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B508－ 4 〃 ハナ 243．3�
811 クリールカイザー 牡8栗 56 石川裕紀人横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B494＋ 21：48．81� 174．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 312，368，400円 複勝： 332，967，300円 枠連： 129，812，300円 馬連： 949，864，500円 馬単： 478，971，900円
ワイド： 416，562，000円 3連複： 1，279，430，800円 3連単： 2，881，692，200円 5重勝： 670，432，500円 計： 7，452，101，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 310円 � 910円 � 440円 枠 連（1－5） 14，010円

馬 連 �� 14，300円 馬 単 �� 22，790円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 1，380円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 52，870円 3 連 単 ��� 315，300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����� 5，723，200円

票 数

単勝票数 計3123684 的中 � 347987（3番人気）
複勝票数 計3329673 的中 � 305670（5番人気）� 87844（8番人気）� 200843（7番人気）
枠連票数 計1298123 的中 （1－5） 7178（22番人気）
馬連票数 計9498645 的中 �� 51465（26番人気）
馬単票数 計4789719 的中 �� 15760（48番人気）
ワイド票数 計4165620 的中 �� 27140（27番人気）�� 79543（15番人気）�� 19240（31番人気）
3連複票数 計12794308 的中 ��� 18147（69番人気）
3連単票数 計28816922 的中 ��� 6626（386番人気）
5重勝票数 計6704325 的中 ����� 82

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．4―50．3―1：01．4―1：13．0―1：24．6―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオリアリズム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Meadowlake デビュー 2014．2．24 東京13着

2011．3．22生 牡6栗 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 16戦7勝 賞金 233，559，000円
［他本会外：1戦0勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりネオリアリズム号は，大阪杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

06024 2月26日 晴 良 （29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

814 マイネルバサラ 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 474± 01：53．5 7．0�

59 ダンディーレイ 牡7栗 57 田中 勝春 �高木競走馬育成牧場 菅原 泰夫 新ひだか 藤原牧場 494± 01：53．81� 13．3�
11 トウカイエントリー 牡6栗 57 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 502± 01：54．11	 4．3�
47 リ ア リ ス ト 牡4鹿 56 柴山 雄一吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：54．2	 82．2�
23 エ ネ ス ク 牡4鹿 56 勝浦 正樹桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 514± 0 〃 クビ 5．0	
712 パイロキネシスト 牡5黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 484－ 21：54．62	 21．8

58 ビークイック 牡4栗 56 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 4 〃 ハナ 15．2�
22 ディアグリスター 牡7鹿 57 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B494＋ 61：54．7� 17．5�
815 メイプルレインボー 牡5栗 57 柴田 善臣節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 498－ 81：55．12	 29．0
46 デジタルフラッシュ 牡6栗 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 486－ 21：55．2クビ 66．6�
34 ア ル カ サ ル 牡4青鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 524＋ 4 〃 クビ 3．3�
610 アポロナイスジャブ 牡4栗 56

54 △木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 438－ 41：55．4� 61．1�
35 ケイツートール 牡4青鹿56 西田雄一郎楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 504＋ 41：55．5	 196．7�
611 ワイルドコットン 牡6栗 57 内田 博幸池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 B502－ 21：55．71 37．1�
713 モンサンアルナイル 牡4栗 56 岩田 康誠山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B532＋ 41：55．91
 40．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 99，463，600円 複勝： 132，408，100円 枠連： 74，559，300円
馬連： 267，386，400円 馬単： 115，295，100円 ワイド： 150，812，200円
3連複： 371，975，400円 3連単： 547，183，300円 計： 1，759，083，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 290円 � 180円 枠 連（5－8） 1，980円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 700円 �� 830円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 41，150円

票 数

単勝票数 計 994636 的中 � 112588（4番人気）
複勝票数 計1324081 的中 � 149738（4番人気）� 107888（5番人気）� 212808（2番人気）
枠連票数 計 745593 的中 （5－8） 29145（10番人気）
馬連票数 計2673864 的中 �� 38489（17番人気）
馬単票数 計1152951 的中 �� 8797（32番人気）
ワイド票数 計1508122 的中 �� 27059（14番人気）�� 56322（5番人気）�� 46750（8番人気）
3連複票数 計3719754 的中 ��� 43514（16番人気）
3連単票数 計5471833 的中 ��� 9639（109番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．8―13．2―12．7―12．2―12．3―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．3―50．5―1：03．2―1：15．4―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルバサラ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2015．6．21 東京1着

2013．3．27生 牡4鹿 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 14戦3勝 賞金 39，716，000円

５レース目



（29中山2）第2日 2月26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 173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
厩務員出走奨励金

292，960，000円
2，530，000円
16，220，000円
1，990，000円
35，360，000円
1，000，000円
70，863，000円
4，685，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
820，207，700円
1，111，246，700円
459，193，100円
2，174，399，100円
1，067，138，600円
1，105，036，300円
2，903，815，600円
5，221，582，100円
670，432，500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 15，533，051，700円

総入場人員 27，943名 （有料入場人員 25，640名）
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