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06061 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 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 454－ 81：12．9 24．2�
714 レディカママル 牝3鹿 54 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 448＋ 61：13．0� 40．5�
24 トゥザイオン 牝3鹿 54 横山 典弘�酒井牧場 金成 貴史 浦河 酒井牧場 450－ 41：13．1� 4．6�
11 ニシノキスミー 牝3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 446－ 61：13．2� 13．7�
510 キ ュ ン メ ル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋101：13．41� 1．7�
816 タイセイスマッシュ 牝3芦 54 田辺 裕信田中 成奉氏 池上 昌弘 新冠 山岡ファーム 432± 01：13．5� 4．9	
12 ネコドリーム 牝3黒鹿54 内田 博幸桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 478± 01：13．71� 20．3

612 ヒロイックアゲン 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 470± 01：14．01� 47．5�
611 ゴールドステップ 牝3栗 54 石川裕紀人島川 �哉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：14．42� 113．2
23 マ ラ デ ボ ワ 牝3青鹿 54

52 △木幡 巧也大野 富生氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 426＋141：14．5� 145．6�
35 スプリングアゲン 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 スイートフアーム 440 ―1：14．81� 63．4�
713 ヤマニンベルベーヌ 牝3栗 54 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 466 ― 〃 クビ 86．6�
815 ダイドマッセル 牝3青鹿54 柴田 大知�ターフ・スポート根本 康広 浦河 大道牧場 392－161：14．9クビ 290．4�
59 ハッピークイン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 502 ―1：15．11 222．6�
47 サンコロンバス 牝3黒鹿54 西田雄一郎 �加藤ステーブル 上原 博之 新冠 ベルモント

ファーム B408 ― 〃 クビ 396．0�
36 ルチルルッチョラ 牝3栗 54 丹内 祐次鈴木 邦英氏 田島 俊明 新冠 中本 隆志 484 ―1：16．59 89．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，038，000円 複勝： 52，929，300円 枠連： 21，824，500円
馬連： 63，207，200円 馬単： 34，491，900円 ワイド： 40，358，000円
3連複： 85，438，900円 3連単： 123，501，900円 計： 452，789，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 540円 � 980円 � 240円 枠 連（4－7） 19，820円

馬 連 �� 24，310円 馬 単 �� 62，480円

ワ イ ド �� 4，830円 �� 1，120円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 31，330円 3 連 単 ��� 394，440円

票 数

単勝票数 計 310380 的中 � 10240（6番人気）
複勝票数 計 529293 的中 � 24486（6番人気）� 12523（8番人気）� 67742（3番人気）
枠連票数 計 218245 的中 （4－7） 853（25番人気）
馬連票数 計 632072 的中 �� 2015（36番人気）
馬単票数 計 344919 的中 �� 414（80番人気）
ワイド票数 計 403580 的中 �� 2101（35番人気）�� 9554（12番人気）�� 4933（20番人気）
3連複票数 計 854389 的中 ��� 2045（64番人気）
3連単票数 計1235019 的中 ��� 227（555番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．3―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポップシンガー �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．11．20 東京8着

2014．4．24生 牝3鹿 母 ケイアイポップス 母母 ケイアイユリカゴ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アポロセシル号・プレシャスジュエル号

06062 3月12日 晴 良 （29中山2）第6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

56 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿56 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 446＋ 21：55．6 3．4�
44 コトブキホーク 牡3黒鹿56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 482－ 41：56．23� 6．3�
11 ヤマニンバンタジオ �3栗 56 戸崎 圭太土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 516＋ 41：56．3クビ 2．2�
67 ポッドティノ 牡3栗 56 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 414－ 21：56．51� 42．5�
22 リョウランヒーロー 牡3黒鹿 56

54 △木幡 巧也佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 464－ 21：56．82 18．4�
33 ダウンザライン 牡3芦 56 嘉藤 貴行�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B472＋ 41：56．9クビ 58．0	
812 モ ガ ド ー ル 牝3栗 54 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476± 01：57．32� 95．6

710 ウノピアットブリオ �3栗 56 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B494＋ 21：58．15 5．2�
55 アドバンスクライ 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 452± 01：58．31 151．5�
79 ショウナンダリア 牝3青鹿54 内田 博幸国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 474± 01：59．04 31．3
811 エ ミ ー リ オ 牡3鹿 56 岩田 康誠加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 B488± 01：59．1クビ 54．6�
68 ビ バ ト リ オ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎楠本 勝美氏 小笠 倫弘 日高 法理牧場 478－ 62：02．5大差 494．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，354，900円 複勝： 42，540，600円 枠連： 22，429，500円
馬連： 63，975，800円 馬単： 33，037，200円 ワイド： 34，153，700円
3連複： 79，336，400円 3連単： 127，303，500円 計： 432，131，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（4－5） 1，720円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 290円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 293549 的中 � 67423（2番人気）
複勝票数 計 425406 的中 � 81654（2番人気）� 54240（4番人気）� 157091（1番人気）
枠連票数 計 224295 的中 （4－5） 10105（4番人気）
馬連票数 計 639758 的中 �� 46821（4番人気）
馬単票数 計 330372 的中 �� 13797（7番人気）
ワイド票数 計 341537 的中 �� 26709（4番人気）�� 54943（1番人気）�� 34950（3番人気）
3連複票数 計 793364 的中 ��� 115091（1番人気）
3連単票数 計1273035 的中 ��� 23341（7番人気）

ハロンタイム 13．2―12．6―13．4―13．2―12．6―12．5―12．6―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．8―39．2―52．4―1：05．0―1：17．5―1：30．1―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト ラ ネ コ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．7．24 函館9着

2014．4．17生 牡3黒鹿 母 ヒミノオトヒメ 母母 ワンモアギャル 9戦1勝 賞金 9，000，000円
〔その他〕 エミーリオ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビバトリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月12日まで平地競走に

出走できない。

第２回 中山競馬 第６日



06063 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 タイセイマルス 牡3黒鹿56 内田 博幸田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 456＋221：13．6 7．7�
612 ノリノリコユキ 牝3鹿 54 戸崎 圭太大久保和夫氏 勢司 和浩 日高 厚賀古川牧場 424－10 〃 ハナ 4．3�
48 エンセラダス 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 476＋ 2 〃 ハナ 25．2�
611 キンイロジャッカル 牡3栗 56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 526 ―1：13．81 8．8�
59 コスモクウェンチ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 488＋18 〃 ハナ 15．9�
23 ガ ウ デ ィ �3鹿 56 岩田 康誠 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 478± 01：14．43� 58．4	
816 ブライトエピローグ 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 442－ 41：14．72 3．4

11 コンピレーション 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 クビ 5．0�
24 ヤマニンアルバス 牝3芦 54 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 440－161：14．8クビ 329．0�
815 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± 01：15．01� 10．2
36 テイクマイチャンス 牝3栗 54

52 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 458 ―1：16．06 89．2�
713 リネンカイソク 牡3黒鹿56 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 476＋ 4 〃 クビ 443．2�
12 フレンドリーナイト 牡3栗 56 江田 照男増山 武志氏 松山 将樹 浦河 大道牧場 460 ―1：16．1クビ 165．9�
47 ドゥマイモンシェリ 牝3青鹿 54

51 ▲武藤 雅城戸 恵子氏 尾形 充弘 新ひだか キヨタケ牧場 394－ 61：16．2� 371．9�
714 バラードストーリー 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 浦河 宮内牧場 500 ― 〃 クビ 288．3�
510 ストロングボー 牡3鹿 56 北村 宏司 K.C．タン氏 和田 正道 日高 滝本 健二 454－ 4 （競走中止） 24．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，310，000円 複勝： 40，012，100円 枠連： 20，532，900円
馬連： 61，851，100円 馬単： 29，955，600円 ワイド： 35，027，200円
3連複： 79，087，500円 3連単： 99，159，700円 計： 395，936，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 190円 � 470円 枠 連（3－6） 1，290円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，860円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 12，190円 3 連 単 ��� 57，550円

票 数

単勝票数 計 303100 的中 � 31176（4番人気）
複勝票数 計 400121 的中 � 41895（5番人気）� 63880（2番人気）� 18803（8番人気）
枠連票数 計 205329 的中 （3－6） 12290（6番人気）
馬連票数 計 618511 的中 �� 28002（6番人気）
馬単票数 計 299556 的中 �� 6429（13番人気）
ワイド票数 計 350272 的中 �� 12663（8番人気）�� 4736（26番人気）�� 5577（24番人気）
3連複票数 計 790875 的中 ��� 4862（47番人気）
3連単票数 計 991597 的中 ��� 1249（221番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―12．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―36．0―48．0―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイマルス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．8．6 札幌4着

2014．5．20生 牡3黒鹿 母 アイノココロ 母母 マイバレンタイン 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 ストロングボー号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 メイショウルミナス号・メリークン号
（非抽選馬） 3頭 ジョワモンテ号・バトルサンバ号・ラフメイカー号

06064 3月12日 晴 良 （29中山2）第6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）
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 アンティノウス 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 530－ 21：55．9 3．8�
47 チェリートリトン 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 480－ 61：56．21� 1．9�
510 ハ レ カ イ 牡3栗 56 津村 明秀�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋121：56．62� 188．2�
24 セガールモチンモク 	3栗 56 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 472－ 2 〃 クビ 8．7�
36 ジャストヒーロー 牡3黒鹿56 西田雄一郎密山 根成氏 柴田 政人 新ひだか 岡田 猛 B454－101：56．7� 436．3	
35 ローレルモナルカ 牡3青鹿56 柴田 善臣 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 506－ 61：56．8� 27．6

11 
 サトノグリーン 牡3鹿 56 横山 典弘里見 治氏 鹿戸 雄一 米 Chiyoda

Farm 468± 01：56．9� 11．7�
23 ウイントリニティー 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 486－ 41：57．1� 22．7�
12 ブラウンスビト 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 元茂 義一 458－ 41：57．2� 171．7
59 ヒラボクメジャー 牡3栗 56 柴山 雄一�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 488－ 21：57．3� 12．9�
713 シンボリスーマラン 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：58．36 31．9�
816 マイネルゲドゥルト 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 浦河 �川 啓一 476－ 61：59．25 88．8�
815 コンプレアンノ 牝3鹿 54 丹内 祐次柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 430＋141：59．41� 298．0�
48 スイーツガーランド 牡3栗 56 吉田 豊新井原 博氏 土田 稔 新冠 川上牧場 506－141：59．72 235．1�
611 グリュックアウフ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 484＋ 22：00．12� 24．0�
714 リワードサヴァラン 牡3栗 56 内田 博幸宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード B484＋162：00．41� 157．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，364，700円 複勝： 50，870，800円 枠連： 27，991，900円
馬連： 67，723，700円 馬単： 37，245，500円 ワイド： 39，456，500円
3連複： 88，193，600円 3連単： 126，072，700円 計： 468，919，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 110円 � 2，380円 枠 連（4－6） 230円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 180円 �� 8，920円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 16，430円 3 連 単 ��� 66，960円

票 数

単勝票数 計 313647 的中 � 65302（2番人気）
複勝票数 計 508708 的中 � 73346（2番人気）� 239910（1番人気）� 2236（15番人気）
枠連票数 計 279919 的中 （4－6） 92221（1番人気）
馬連票数 計 677237 的中 �� 172472（1番人気）
馬単票数 計 372455 的中 �� 34190（2番人気）
ワイド票数 計 394565 的中 �� 73708（1番人気）�� 930（52番人気）�� 1539（41番人気）
3連複票数 計 881936 的中 ��� 4024（45番人気）
3連単票数 計1260727 的中 ��� 1365（181番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．2―13．7―13．0―12．5―13．3―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．7―51．4―1：04．4―1：16．9―1：30．2―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
9（3，15）（2，7）13，12，4（1，11）（5，14）6（10，16）8・（9，15）13（3，12）7（2，5）4，11（1，10）14，6（8，16）

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

勝馬の
紹 介

アンティノウス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．5 東京8着

2014．2．22生 牡3黒鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ブラウンスビト号の騎手武藤雅は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金30，000円。

（被害馬：15番・13番）
※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 ブルーリゲル号



06065 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時30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

612 ヒラボクビューン 牡3鹿 56 C．ルメール�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 468± 02：16．1 2．0�
815 トータルソッカー 牡3栗 56

54 △井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 492－ 4 〃 クビ 3．9�
713 マイネルクラース 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 22：16．63 6．8�
59 ブラックギムレット 牡3黒鹿56 岩田 康誠黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 448－ 4 〃 ハナ 40．4�
11 トモジャバルジャン 牡3栗 56 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 508± 02：16．81 6．4�
12 ベルウッドデナリ 牡3黒鹿56 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 22：17．12 56．2	
714 プ ロ ー ン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 芳住 鉄兵 398－ 42：17．31� 273．9

611 カ ト リ ー ヌ 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 149．2�
48 グリフレット 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B432＋ 22：17．4クビ 54．7
816 シェリトリンド 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 43．1�
47 ミルトプレスト 牡3鹿 56 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 508＋12 〃 クビ 199．9�
36 コスモエアターン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �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 436＋ 22：17．93 85．0�
24 ショウナンアリスト 牡3黒鹿56 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 492－ 62：18．21� 15．0�
510 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 492＋ 22：18．41� 53．4�
23 サイモンガオ 牡3鹿 56 吉田 豊澤田 昭紀氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 452± 02：19．14 344．7�
35 ボニートラボ 牡3芦 56 嘉藤 貴行松岡 雅昭氏 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 500＋ 22：19．95 490．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，692，300円 複勝： 46，780，700円 枠連： 17，472，500円
馬連： 70，454，900円 馬単： 35，737，900円 ワイド： 43，376，200円
3連複： 96，380，200円 3連単： 125，108，300円 計： 470，003，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（6－8） 460円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 230円 �� 320円 �� 340円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 346923 的中 � 137699（1番人気）
複勝票数 計 467807 的中 � 113364（1番人気）� 96474（2番人気）� 64737（3番人気）
枠連票数 計 174725 的中 （6－8） 29413（1番人気）
馬連票数 計 704549 的中 �� 108654（1番人気）
馬単票数 計 357379 的中 �� 35833（1番人気）
ワイド票数 計 433762 的中 �� 53355（1番人気）�� 32850（3番人気）�� 30365（5番人気）
3連複票数 計 963802 的中 ��� 88023（2番人気）
3連単票数 計1251083 的中 ��� 33862（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．4―12．6―12．7―12．5―12．9―12．9―12．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．2―36．6―49．2―1：01．9―1：14．4―1：27．3―1：40．2―1：52．2―2：03．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F35．9
1
3
10－15，6（4，8）（11，12）（7，16）9，14，5，13，2，1，3
10，15（6，4）（11，8，12，16，13，2）（7，9，14）1，5，3

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクビューン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．12．17 中山4着

2014．4．27生 牡3鹿 母 ヒラボクスペシャル 母母 ペパーミントグラス 3戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非当選馬） 2頭 テイエムモモタロー号・フリージングレイン号

06066 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

44 リ カ ビ ト ス 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 428＋122：02．0 6．2�
55 マイネルズイーガー 牡3栗 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 498± 0 〃 クビ 4．9�
710 レッドローゼス 牡3鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 474＋ 42：02．1クビ 5．9�
79 ヴェルラヴニール 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 02：02．41� 11．6�
22 ハートオブスワロー 牝3黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 424＋ 4 〃 ハナ 84．1	
33 サトノルーラー 牡3黒鹿56 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 クビ 4．5

11 サーレンブラント 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 454－ 4 〃 アタマ 15．4�
67 エリンソード 牡3青鹿56 武 豊 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 446＋ 42：03．25 23．5�
56 マイネルユニブラン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 516－ 22：03．3� 35．4
812	 バ リ ン グ ラ 牡3鹿 56 A．シュタルケ �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud 518－ 4 〃 ハナ 3．8�
（独）

68 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 432－ 62：04．47 513．5�

811 ハタノアデール 牝3栗 54
52 △木幡 巧也 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 462－ 42：04．71� 444．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 45，640，300円 複勝： 63，898，100円 枠連： 17，003，000円
馬連： 92，913，600円 馬単： 41，588，200円 ワイド： 50，509，100円
3連複： 107，564，400円 3連単： 155，180，600円 計： 574，297，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 160円 � 180円 枠 連（4－5） 2，040円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 600円 �� 770円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 17，430円

票 数

単勝票数 計 456403 的中 � 58219（5番人気）
複勝票数 計 638981 的中 � 61229（5番人気）� 114102（2番人気）� 93558（4番人気）
枠連票数 計 170030 的中 （4－5） 6452（10番人気）
馬連票数 計 929136 的中 �� 42578（7番人気）
馬単票数 計 415882 的中 �� 9729（14番人気）
ワイド票数 計 505091 的中 �� 21687（7番人気）�� 16230（12番人気）�� 27486（4番人気）
3連複票数 計1075644 的中 ��� 26184（10番人気）
3連単票数 計1551806 的中 ��� 6453（60番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．4―12．8―12．9―12．1―12．0―12．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．3―49．1―1：02．0―1：14．1―1：26．1―1：38．2―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ カ ビ ト ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．10．23 新潟1着

2014．5．10生 牝3鹿 母 エンシェントヒル 母母 アズテックヒル 2戦2勝 賞金 14，200，000円
※テイエムモモタロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



06067 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第7競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

611� ウエスタンボルト �4鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 470＋ 61：12．2 94．0�
59 ウインアンビション 牡4鹿 57 岩田 康誠�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 502－ 2 〃 クビ 43．8�
713 ラッキーボックス 牝4鹿 55 北村 宏司 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 472－201：12．62� 5．4�
11 イ ア ペ ト ス 牡5鹿 57 柴山 雄一�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 496± 01：12．7クビ 9．9�
35 ラスカルグレイ �4芦 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：12．91 4．4	
23 カキツバタチグサ 牡4鹿 57 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 516－ 41：13．0� 5．3

12 サンアルパイン �5鹿 57 松岡 正海 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B502－ 21：13．1クビ 8．9�
612 コットンパール 牝4鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 456－ 4 〃 クビ 52．1�
815� アロースコルトン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行吉田 好雄氏 蛯名 利弘 新冠 山岡牧場 B472± 01：13．31� 74．3
47 シグナリング 牝4鹿 55 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 468＋22 〃 ハナ 4．3�
36 フォーワンタイキ 牡5栗 57 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 B456± 0 〃 アタマ 96．3�
714� ホ ー ミ ー 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル B458＋ 21：13．4クビ 99．3�
24 カシノトラダマシイ 牡5黒鹿57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 482± 01：13．82� 96．2�
510� ローレルウラノス 牡5栗 57

55 △井上 敏樹 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 524－ 21：13．9クビ 175．1�
816 ゴールドエッグ 牡5鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 B490－ 21：14．11 20．6�
48 アッパレドンキ 牝4鹿 55 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 422± 01：14．31	 17．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，308，100円 複勝： 37，468，000円 枠連： 22，301，900円
馬連： 77，411，500円 馬単： 35，575，000円 ワイド： 40，327，900円
3連複： 96，709，400円 3連単： 120，250，800円 計： 457，352，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，400円 複 勝 � 2，060円 � 1，170円 � 230円 枠 連（5－6） 16，360円

馬 連 �� 213，500円 馬 単 �� 555，850円

ワ イ ド �� 22，280円 �� 8，690円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 442，260円 3 連 単 ��� 4，588，510円

票 数

単勝票数 計 273081 的中 � 2324（12番人気）
複勝票数 計 374680 的中 � 4176（14番人気）� 7560（10番人気）� 52860（4番人気）
枠連票数 計 223019 的中 （5－6） 1056（30番人気）
馬連票数 計 774115 的中 �� 281（105番人気）
馬単票数 計 355750 的中 �� 48（221番人気）
ワイド票数 計 403279 的中 �� 465（94番人気）�� 1198（62番人気）�� 1931（44番人気）
3連複票数 計 967094 的中 ��� 164（367番人気）
3連単票数 計1202508 的中 ��� 19（2567番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．1―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―46．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウエスタンボルト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ア フ リ ー ト

2013．4．15生 �4鹿 母 ウエスタンルージュ 母母 トップウィッシュ 8戦1勝 賞金 8，480，000円
初出走 JRA

※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 ニシノクラッチ号・ムーンマジェスティ号

06068 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第8競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 アンプラグド �6芦 57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 81：54．9 10．4�
713 カ ブ キ モ ノ 牡4黒鹿57 柴山 雄一國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B500－ 81：55．0	 13．3�
59 トゥルーウインド 牡5栗 57 田中 勝春 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 456＋ 61：55．21
 20．5�
48 イントゥザターフ 牡4鹿 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 478－ 2 〃 クビ 31．1�
815 ノースランドボーイ �5青 57 C．ルメール 河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B498－ 21：55．51� 2．0�
23 ツクバイーメーカー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎荻原 昭二氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム 524＋ 8 〃 クビ 75．6	
24 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡5鹿 57 北村 宏司
ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 504＋ 41：55．71
 44．8�
36 ポルトドレーヴ 牡4鹿 57 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462－ 61：56．12� 9．1�
47 セイカエドミザカ 牡4栗 57 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 470－ 21：56．2� 56．8
12 マカワオクイーン 牝5栗 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス
 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 490－ 21：56．3� 57．7�
611 アンジュリンブレス 牡5青鹿57 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 B500＋ 21：56．51 15．5�
35 スリーミュージアム 牡4鹿 57

55 △井上 敏樹永井商事
 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 430－ 2 〃 クビ 90．8�
11 � ベ ラ ポ ー サ 牝4鹿 55 A．シュタルケ 吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 488＋ 41：56．81	 5．2�
（独）

510� コスモナチュラル 牡6鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux
Farm LLC 500－ 61：56．9クビ 134．5�

612 アオイプリンス 牡4鹿 57
55 △木幡 巧也新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか 下屋敷牧場 534＋ 21：57．11
 24．9�

714 オリンピアスカイ 牡4鹿 57 江田 照男伊東 純一氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 B496＋ 41：57．31
 50．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，221，200円 複勝： 37，517，300円 枠連： 23，905，800円
馬連： 80，246，300円 馬単： 40，957，400円 ワイド： 46，403，000円
3連複： 106，869，800円 3連単： 141，939，300円 計： 508，060，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 440円 � 380円 � 520円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 8，130円 馬 単 �� 17，730円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 4，120円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 66，960円 3 連 単 ��� 282，700円

票 数

単勝票数 計 302212 的中 � 23122（4番人気）
複勝票数 計 375173 的中 � 22707（6番人気）� 27144（5番人気）� 18204（7番人気）
枠連票数 計 239058 的中 （7－8） 19432（4番人気）
馬連票数 計 802463 的中 �� 7647（24番人気）
馬単票数 計 409574 的中 �� 1732（51番人気）
ワイド票数 計 464030 的中 �� 7102（17番人気）�� 2872（44番人気）�� 3632（33番人気）
3連複票数 計1068698 的中 ��� 1197（159番人気）
3連単票数 計1419393 的中 ��� 364（682番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―38．1―51．6―1：04．3―1：16．9―1：29．5―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
9，13（3，14）（4，15）（2，10）（1，5）（7，12）6（8，16）11・（9，13）（14，15）（3，4，7）（2，5，10，11）（16，1）12－（8，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンプラグド �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．22 中山3着

2011．3．16生 �6芦 母 ホワイトペッパー 母母 レッドチリペッパー 19戦3勝 賞金 32，251，000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。
（非当選馬） 1頭 ネオヴァリアント号
（非抽選馬） 1頭 ライムチャン号
※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。



06069 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第9競走 ��
��1，200�

ぼ う そ う

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

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

612 シゲルノコギリザメ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー
クスタツド 490± 01：09．1 6．4�

36 � フジノパンサー 牡4鹿 57 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 21：09．2	 21．0�
510
 エナジータウン 牡5鹿 57 A．シュタルケ 幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 458± 0 〃 ハナ 17．8�
（独）

23 アドマイヤナイト 牝5栗 55 C．ルメール 近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 430± 01：09．3	 2．3�
12 ラインミーティア 牡7鹿 57 内田 博幸大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 480± 0 〃 アタマ 56．8�
59 サ フ ィ ロ ス 牡5鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 61：09．51� 9．2	
11 コスモフレンチ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 520－ 2 〃 ハナ 60．4

611 サフランハート 牡4鹿 57 武 豊海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 436－ 6 〃 アタマ 9．9�
714 カトルラポール 牝4鹿 55 北村 宏司石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 476＋ 6 〃 アタマ 28．0�
35 イ キ オ イ 牡5鹿 57 松岡 正海西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 454－ 41：09．6クビ 147．5
816 クイーンズターフ 牝5青鹿55 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 ハナ 21．5�
24 メジャータイフーン 牝4栗 55 吉田 隼人林 正道氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 488－ 6 〃 ハナ 171．5�
47 シルヴァーコード 牝5芦 55 田辺 裕信田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 484± 0 〃 ハナ 7．7�
815 ダイトウキョウ 牡5鹿 57 岩田 康誠市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464＋ 21：09．81� 13．5�
48 ショウナンワダチ 牡6芦 57 蛯名 正義国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 490± 0 〃 クビ 54．6�
713� フ ィ ラ ー レ 牡6黒鹿57 江田 照男岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B474± 01：10．11� 107．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，547，900円 複勝： 61，199，800円 枠連： 31，893，600円
馬連： 126，639，800円 馬単： 50，402，100円 ワイド： 63，337，400円
3連複： 166，615，000円 3連単： 210，207，300円 計： 751，842，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 600円 � 580円 枠 連（3－6） 3，400円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 13，600円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 1，670円 �� 4，130円

3 連 複 ��� 25，040円 3 連 単 ��� 138，790円

票 数

単勝票数 計 415479 的中 � 51532（2番人気）
複勝票数 計 611998 的中 � 69403（2番人気）� 24756（9番人気）� 26012（8番人気）
枠連票数 計 318936 的中 （3－6） 7268（14番人気）
馬連票数 計1266398 的中 �� 12623（24番人気）
馬単票数 計 504021 的中 �� 2778（46番人気）
ワイド票数 計 633374 的中 �� 6649（29番人気）�� 9939（17番人気）�� 3898（46番人気）
3連複票数 計1666150 的中 ��� 4989（76番人気）
3連単票数 計2102073 的中 ��� 1098（408番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．2―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルノコギリザメ �
�
父 スーパーホーネット �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2015．10．10 京都10着

2013．3．12生 牡4黒鹿 母 シアトルビューティ 母母 タイキビューティー 16戦3勝 賞金 64，912，000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。

06070 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第10競走 ��
��1，600�

こ ち

東風ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

33 グレーターロンドン 牡5鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 472＋ 41：36．7 1．5�
44 ダイワリベラル 牡6黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B534± 01：36．91 17．9�
89 ロジチャリス 牡5栗 56 戸崎 圭太久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 558＋ 8 〃 クビ 7．1�
11 ミッキージョイ 牡5鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 498－ 61：37．0	 4．4�
66 ストーミーシー 牡4栗 56 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 528＋ 4 〃 クビ 21．9�
810
 シベリアンスパーブ 牡8鹿 56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 510＋ 4 〃 ハナ 49．3	
22 ミュゼエイリアン �5鹿 56 津村 明秀菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 480－14 〃 ハナ 52．4

78 ショウナンアチーヴ 牡6黒鹿56 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 B488＋ 81：37．1クビ 106．0�
55 ウインファビラス 牝4芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 61：37．2� 10．9
77 コスモソーンパーク 牡9青鹿58 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B490＋ 2 〃 クビ 94．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 66，911，900円 複勝： 220，073，700円 枠連： 28，792，900円
馬連： 149，491，400円 馬単： 103，287，600円 ワイド： 73，198，400円
3連複： 182，617，100円 3連単： 521，189，400円 計： 1，345，562，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 180円 枠 連（3－4） 1，080円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 410円 �� 320円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 669119 的中 � 339380（1番人気）
複勝票数 計2200737 的中 � 1679269（1番人気）� 65058（5番人気）� 89221（3番人気）
枠連票数 計 287929 的中 （3－4） 20609（4番人気）
馬連票数 計1494914 的中 �� 105002（4番人気）
馬単票数 計1032876 的中 �� 57153（5番人気）
ワイド票数 計 731984 的中 �� 46214（4番人気）�� 63966（2番人気）�� 14490（13番人気）
3連複票数 計1826171 的中 ��� 62126（6番人気）
3連単票数 計5211894 的中 ��� 58658（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．1―37．6―50．1―1：02．5―1：14．4―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

グレーターロンドン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2015．2．14 東京1着

2012．5．23生 牡5鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン 7戦6勝 賞金 77，268，000円

２レース目



06071 3月12日 晴 良 （29中山2）第6日 第11競走 ��
��1，800�第35回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，4歳以上，28．3．12以降29．3．5まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ローレル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

24 トーセンビクトリー 牝5鹿 53 武 豊島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：49．4 12．5�
713 マジックタイム 牝6黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 2．9�
11 クインズミラーグロ 牝5黒鹿52 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 470＋101：49．5� 14．4�
816 パールコード 牝4青鹿55 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 504± 01：49．6クビ 4．5	
59 デニムアンドルビー 牝7鹿 55．5 A．シュタルケ 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 454＋ 8 〃 ハナ 12．5


（独）

510 ウキヨノカゼ 牝7黒鹿55 田辺 裕信國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 488－14 〃 クビ 28．5�
611� サンソヴール 牝6黒鹿52 津村 明秀�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：49．7クビ 40．7�
714 フロンテアクイーン 牝4鹿 53 北村 宏司長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 462± 0 〃 クビ 9．2
35 シ ャ ル ー ル 牝5栗 54 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 468± 01：49．8	 24．8�
23 ビ ッ シ ュ 牝4鹿 55 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 416－ 21：49．9	 6．0�
612 ヒルノマテーラ 牝6黒鹿54 岩田 康誠�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 456－101：50．0	 50．4�
47 プリメラアスール 牝5黒鹿51 石川裕紀人�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 498－101：50．21
 27．6�
12 ハピネスダンサー 牝6鹿 52 内田 博幸前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496－12 〃 ハナ 87．1�
48 メイショウマンボ 牝7鹿 54 柴田 善臣松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496＋ 81：50．41
 82．9�
815 リーサルウェポン 牝6鹿 49 木幡 巧也 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 434＋ 41：50．5� 183．9�
36 ウインリバティ 牝6黒鹿50 松岡 正海�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 460－ 4 〃 クビ 130．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 201，546，800円 複勝： 253，417，100円 枠連： 158，772，200円 馬連： 749，677，600円 馬単： 295，130，400円
ワイド： 323，101，300円 3連複： 1，181，104，400円 3連単： 1，757，816，200円 5重勝： 670，069，400円 計： 5，590，635，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 350円 � 150円 � 320円 枠 連（2－7） 560円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，550円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 41，260円

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

キャリーオーバー なし����� 313，110円

票 数

単勝票数 計2015468 的中 � 128325（5番人気）
複勝票数 計2534171 的中 � 154858（7番人気）� 575974（1番人気）� 177651（5番人気）
枠連票数 計1587722 的中 （2－7） 216876（2番人気）
馬連票数 計7496776 的中 �� 258475（7番人気）
馬単票数 計2951304 的中 �� 38303（19番人気）
ワイド票数 計3231013 的中 �� 101766（7番人気）�� 51606（18番人気）�� 117142（4番人気）
3連複票数 計11811044 的中 ��� 140398（17番人気）
3連単票数 計17578162 的中 ��� 30885（114番人気）
5重勝票数 差引計6700694（返還計 68807） 的中 ����� 1498

ハロンタイム 12．9―12．3―12．6―12．4―12．2―12．1―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―37．8―50．2―1：02．4―1：14．5―1：26．3―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
・（7，11）（4，16）（1，2，6）14（3，13）（8，12）（10，9）（5，15）
7，11（4，16）（1，2，6）（8，3，14）（5，13）（12，9）（10，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンビクトリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 札幌3着

2012．4．23生 牝5鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 16戦6勝 賞金 125，260，000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。

06072 3月12日 晴 良 （29中山2）第6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 525，000
525，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816� チェリーサマー 牡5鹿 57
54 ▲野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 522＋ 41：12．6 4．0�

815 タケルラグーン 牡5鹿 57 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 484－ 21：12．81	 3．1�
12 ブルームーン 牡5鹿 57 川田 将雅�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－10 〃 ハナ 12．3�
510� フレンチイデアル 牡4鹿 57 北村 宏司杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 508－ 4 〃 クビ 14．0�
59 トモトモリバー 牝4鹿 55 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 466－ 61：12．9クビ 11．3�
611 ミ ス キ ラ ラ 牝4黒鹿 55

53 △木幡 巧也窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 484＋ 4 〃 同着 20．7	
35 オルフィーク 牝5青鹿55 丹内 祐次加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 498＋ 6 〃 アタマ 103．0

11 シゲルヒラマサ 牡4芦 57 吉田 豊森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 472＋ 61：13．0
 55．5�
713 トーセンミッション 牡5栗 57 武士沢友治島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム B516＋ 2 〃 アタマ 14．1
48 � ブルーミーフラワー 牡6鹿 57 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 492＋ 2 〃 アタマ 137．0�
612 ジョリーアップ 牝5栗 55 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 486－ 4 〃 ハナ 68．1�
24 ピュアノアール 牝5鹿 55

52 ▲武藤 雅髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 464＋121：13．1クビ 22．0�
47 トウショウカウント 牡5栗 57 内田 博幸トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 520＋ 21：13．2� 33．8�
36 ジュエルアラモード 牝5栗 55 吉田 隼人西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 B508＋ 21：13．41	 66．8�
23 サビーナクレスタ 6鹿 57

55 △井上 敏樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 504＋101：13．61 220．3�

714 ファンシーリシェス 牝5鹿 55 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 456－121：13．7
 5．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 91，765，600円 複勝： 114，321，600円 枠連： 77，857，600円
馬連： 256，015，000円 馬単： 104，909，300円 ワイド： 139，899，600円
3連複： 360，816，400円 3連単： 524，233，700円 計： 1，669，818，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 140円 � 270円 枠 連（8－8） 730円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，080円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 12，350円

票 数

単勝票数 計 917656 的中 � 180121（2番人気）
複勝票数 計1143216 的中 � 185200（2番人気）� 246131（1番人気）� 85902（5番人気）
枠連票数 計 778576 的中 （8－8） 81843（2番人気）
馬連票数 計2560150 的中 �� 266488（1番人気）
馬単票数 計1049093 的中 �� 50319（3番人気）
ワイド票数 計1398996 的中 �� 122983（1番人気）�� 30528（11番人気）�� 59594（4番人気）
3連複票数 計3608164 的中 ��� 93830（4番人気）
3連単票数 計5242337 的中 ��� 30773（12番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．0―12．3―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．3―47．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チェリーサマー �
�
父 チェリークラウン �

�
母父 スクワートルスクワート

2012．4．30生 牡5鹿 母 チェリーノコイビト 母母 キョウワグレイス 20戦3勝 賞金 48，931，000円
地方デビュー 2014．6．11 門別

５レース目



（29中山2）第6日 3月12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
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
厩務員出走奨励金

250，320，000円
16，430，000円
1，650，000円
29，470，000円
72，490，000円
4，900，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
661，701，700円
1，021，029，100円
470，778，300円
1，859，607，900円
842，318，100円
929，148，300円
2，630，733，100円
4，031，963，400円
670，069，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，117，349，300円

総入場人員 23，467名 （有料入場人員 18，336名）
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