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06001 3月1日 小雨 良 （26中山2）第1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

24 ベニノラッキーマン 牡3芦 56 三浦 皇成�紅谷 金成 貴史 新冠 川上 悦夫 484＋ 61：13．1 1．8�
612 オリエンタルダガー 牡3鹿 56 田辺 裕信棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 444＋221：13．31� 11．9�
714 デモクラシー 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B452－ 81：13．93� 66．1�
11 マハーシュリー 牝3黒鹿54 G．ブノワ 高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 B436－ 21：14．22 45．4�

（仏）

47 ファイアボール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 496－ 21：14．3� 6．1�
36 バトルヴェルデ 牝3鹿 54 蛯名 正義宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 452－ 41：14．4� 6．3	
510 ダイメイリシャール 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 484＋ 41：14．61� 24．9

12 スカイグランジャー 牡3鹿 56 吉田 豊小林 久義氏 中川 公成 えりも エクセルマネジメント 512＋ 21：14．8� 20．6�
815 ブラウンタイガー 牡3鹿 56 後藤 浩輝キャピタルクラブ 松永 康利 えりも 能登 浩 436－ 21：14．9� 45．9�
816 エ ン ジ ュ 牝3鹿 54 北村 宏司水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 404－101：15．0� 7．9
48 ドリームアスリート 牡3栗 56

53 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 坂本 春雄 464＋141：15．21� 258．3�
23 カンタベリーラウス 牝3鹿 54 村田 一誠峰 哲馬氏 蛯名 利弘 浦河 川越牧場 438± 01：15．3クビ 157．0�
59 ドクターシェイド 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 442＋ 4 〃 アタマ 454．8�
611 トドロキバクシン 牡3鹿 56 宮崎 北斗原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 514－12 〃 クビ 133．3�
713 パンチショット 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム 448－ 21：15．72� 278．3�
35 オールオブミー 牝3鹿 54 大庭 和弥松尾 正氏 嶋田 潤 浦河 三好牧場 440－ 41：17．08 339．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，469，000円 複勝： 49，186，200円 枠連： 11，213，300円
馬連： 44，744，200円 馬単： 35，243，800円 ワイド： 23，038，400円
3連複： 67，314，000円 3連単： 120，441，600円 計： 372，650，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 350円 � 820円 枠 連（2－6） 1，100円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，290円 �� 5，100円

3 連 複 ��� 9，040円 3 連 単 ��� 31，020円

票 数

単勝票数 計 214690 的中 � 94714（1番人気）
複勝票数 計 491862 的中 � 258069（1番人気）� 21632（5番人気）� 7852（8番人気）
枠連票数 計 112133 的中 （2－6） 7565（5番人気）
馬連票数 計 447442 的中 �� 30934（4番人気）
馬単票数 計 352438 的中 �� 14069（6番人気）
ワイド票数 計 230384 的中 �� 11566（4番人気）�� 4334（13番人気）�� 1045（36番人気）
3連複票数 計 673140 的中 ��� 5499（25番人気）
3連単票数 計1204416 的中 ��� 2866（93番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．9―12．4―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．8―47．2―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベニノラッキーマン �
�
父 ザ ー ル �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2014．1．13 中山2着

2011．3．9生 牡3芦 母 ディーズプレスト 母母 アフターディナー 3戦1勝 賞金 8，700，000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 トライバル号
（非抽選馬） 1頭 フジマサレジェンド号
※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。

06002 3月1日 小雨 良 （26中山2）第1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）

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

612 ダイワバロニス 牝3青鹿54 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 470－121：58．0 7．4�
611 マーブルケーキ 牝3白 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：58．21� 14．7�
11 ホールドミータイト 牝3鹿 54 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470－ 21：58．62� 4．8�
48 グラスティファニー 牝3栗 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 456± 01：58．7� 16．9�
815 シュンドルボン 牝3青鹿54 田辺 裕信�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 486＋ 21：58．8� 7．6	
23 タカラフローリック 牝3芦 54 蛯名 正義村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478－ 21：58．9� 2．5

35 ヴァールハイト 牝3黒鹿54 武士沢友治有限会社シルク菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：59．11 88．4�
24 フロールシータ 牝3栗 54 G．ブノワ �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 526＋ 41：59．42 19．1�

（仏）

713 マダムインパリ 牝3栗 54 嘉藤 貴行松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 470± 02：00．14 362．1
714 トーホウクローバー 牝3黒鹿54 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 460－ 82：00．52� 110．8�
59 スリーパイン 牝3鹿 54 津村 明秀鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 468－ 62：00．6� 75．2�
36 ハビタブルゾーン 牝3栗 54 石橋 脩 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442＋ 22：00．81 7．9�
510 ラッキーゴールド 牝3鹿 54 宮崎 北斗�下河辺牧場 金成 貴史 日高 下河辺牧場 424－122：01．0� 320．9�
12 イニシアチブバイオ 牝3鹿 54 江田 照男バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 454＋ 62：01．74 36．2�
47 ドクタージュンコ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 荒谷 輝和 446－ 42：01．91� 190．5�
816 ウェルカムレイン 牝3鹿 54 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 6 〃 クビ 206．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，192，000円 複勝： 40，207，300円 枠連： 13，083，200円
馬連： 49，366，100円 馬単： 33，888，700円 ワイド： 24，345，500円
3連複： 68，808，700円 3連単： 109，124，100円 計： 361，015，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 390円 � 190円 枠 連（6－6） 3，630円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 880円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 9，080円 3 連 単 ��� 52，710円

票 数

単勝票数 計 221920 的中 � 23862（3番人気）
複勝票数 計 402073 的中 � 47247（4番人気）� 23172（7番人気）� 63656（2番人気）
枠連票数 計 130832 的中 （6－6） 2666（12番人気）
馬連票数 計 493661 的中 �� 9264（14番人気）
馬単票数 計 338887 的中 �� 3399（27番人気）
ワイド票数 計 243455 的中 �� 6018（12番人気）�� 7001（9番人気）�� 3604（22番人気）
3連複票数 計 688087 的中 ��� 5593（30番人気）
3連単票数 計1091241 的中 ��� 1528（167番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．9―51．2―1：04．2―1：17．0―1：30．2―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F41．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワバロニス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 中山5着

2011．3．28生 牝3青鹿 母 ジューンアナガリス 母母 カフェロワイヤル 2戦1勝 賞金 5，600，000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。

第２回 中山競馬 第１日



06003 3月1日 曇 良 （26中山2）第1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

612 ウエスタンユーノー 牝3芦 54 木幡 初広西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 468 ―1：14．8 15．4�
24 クラスタディケイ 牡3鹿 56 横山 和生池谷 誠一氏 本間 忍 新ひだか マークリ牧場 474 ―1：15．01� 46．2�
713 マリーアントワー 牝3黒鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 454 ―1：15．1� 27．1�
510 トロージャンアート 牝3栗 54 横山 典弘吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 420 ―1：15．2クビ 11．5�
611 ネーラペルレ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �グリーンファーム加藤 征弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 462 ―1：15．3� 3．8	
47 ノーブルドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 松田牧場 468 ―1：15．72� 14．6

11 トウショウカノン 牡3栗 56 吉田 豊トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 444 ― 〃 クビ 18．6�
59 ナムラユリア 牝3青 54 蛯名 正義奈村 信重氏 牧浦 充徳 日高 いとう牧場 458 ―1：15．8クビ 2．9�
815 ウェイトアンドシー 牡3黒鹿56 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 488 ―1：16．22� 11．1
816 クラウンクルー 牡3鹿 56 石神 深一�クラウン 天間 昭一 新ひだか 井高牧場 540 ― 〃 ハナ 166．3�
35 デンコウビリオネア 牝3栗 54 G．ブノワ 田中 康弘氏 小島 太 浦河 本巣 敦 476 ―1：16．62� 15．1�

（仏）

12 コスモジャスパー 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武井 亮 新冠 ビッグレッドファーム 458 ― 〃 ハナ 9．6�
36 ク ル サ ー ド 牝3栗 54 嘉藤 貴行小林 久義氏 二本柳俊一 新ひだか 藤本牧場 472 ― 〃 クビ 149．4�
714 シャトーココ 牝3鹿 54 柴田 未崎円城 幸男氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 380 ―1：17．02� 120．8�
48 ピュアセレネイド 牝3鹿 54 戸崎 圭太�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 422 ―1：18．38 32．7�

（15頭）
23 クリノミケーネ 牝3栗 54 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 日高 永村 侑 428 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，971，200円 複勝： 28，998，300円 枠連： 17，814，300円
馬連： 39，765，400円 馬単： 25，375，500円 ワイド： 19，359，100円
3連複： 51，735，400円 3連単： 73，674，300円 計： 274，693，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 400円 � 870円 � 790円 枠 連（2－6） 5，160円

馬 連 �� 34，860円 馬 単 �� 67，130円

ワ イ ド �� 8，430円 �� 4，390円 �� 9，030円

3 連 複 ��� 167，460円 3 連 単 ��� 1，006，890円

票 数

単勝票数 差引計 179712（返還計 1633） 的中 � 9229（8番人気）
複勝票数 差引計 289983（返還計 3006） 的中 � 20869（5番人気）� 8453（11番人気）� 9312（10番人気）
枠連票数 差引計 178143（返還計 195） 的中 （2－6） 2551（18番人気）
馬連票数 差引計 397654（返還計 10204） 的中 �� 842（69番人気）
馬単票数 差引計 253755（返還計 6120） 的中 �� 279（128番人気）
ワイド票数 差引計 193591（返還計 5983） 的中 �� 564（67番人気）�� 1091（51番人気）�� 526（69番人気）
3連複票数 差引計 517354（返還計 25251） 的中 ��� 228（264番人気）
3連単票数 差引計 736743（返還計 31659） 的中 ��� 54（1490番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．0―12．9―13．0―13．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンユーノー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2011．3．11生 牝3芦 母 ウエスタンルージュ 母母 トップウィッシュ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走除外〕 クリノミケーネ号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アウグル号・アルファエクサ号・カヴァートウショウ号・ゴールデンスピード号・ツリーチャイム号・

ドックオブザベイ号・ハツコイ号・パニャニャン号・ミライヨソウズ号・メモリーレーン号・ワキノコクリュウ号
※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。

06004 3月1日 曇 良 （26中山2）第1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

44 ファンシーミューズ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 472± 01：58．0 1．7�
33 ツクバホシノオー 牡3鹿 56 戸崎 圭太荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 508± 0 〃 ハナ 3．0�
11 リサプシュケ 牝3鹿 54 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 480－101：58．21� 21．6�
55 クラシックマーク 牝3栗 54 蛯名 正義小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 434± 01：58．51� 12．2�
22 トーアコナユキ 牝3芦 54 嘉藤 貴行高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 478± 01：59．35 8．1�
77 マッサローザ 牝3青鹿54 柴田 善臣赤沼 秀典氏 森 秀行 様似 富田 恭司 B416－ 81：59．72� 34．4	
66 アンバーロード 牡3鹿 56 武士沢友治 
スピードファーム菊沢 隆徳 新冠 スピードフアーム 510－ 81：59．8クビ 103．4�
88 ウインカレント 牡3鹿 56 G．ブノワ �ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 492＋ 61：59．9� 24．7�

（仏）

（8頭）

売 得 金
単勝： 21，845，900円 複勝： 53，783，800円 枠連： 発売なし
馬連： 37，825，400円 馬単： 34，983，100円 ワイド： 16，244，700円
3連複： 43，777，000円 3連単： 144，273，500円 計： 352，733，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 130円 �� 270円 �� 410円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 1，680円

票 数

単勝票数 計 218459 的中 � 102643（1番人気）
複勝票数 計 537838 的中 � 315799（1番人気）� 102995（2番人気）� 23036（5番人気）
馬連票数 計 378254 的中 �� 136002（1番人気）
馬単票数 計 349831 的中 �� 81594（1番人気）
ワイド票数 計 162447 的中 �� 44579（1番人気）�� 12648（3番人気）�� 7288（7番人気）
3連複票数 計 437770 的中 ��� 45184（3番人気）
3連単票数 計1442735 的中 ��� 63700（4番人気）

ハロンタイム 13．5―12．3―13．4―13．9―13．3―13．1―12．9―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．8―39．2―53．1―1：06．4―1：19．5―1：32．4―1：45．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファンシーミューズ 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．12．15 中山1着

2011．4．18生 牝3鹿 母 モンヴェール 母母 スペシャルジェイド 3戦2勝 賞金 18，200，000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。

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 4日第 3競走）
〔その他〕　　エースカノープス号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



06005 3月1日 曇 良 （26中山2）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右）

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

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

59 アンヴェイルド 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488＋ 41：52．3 3．9�
611 シュターツオーパー �3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478－12 〃 クビ 12．6�
36 ドリームヴィジョン �3芦 56 横山 和生セゾンレースホース� 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 440－141：52．72� 187．1�
612 スウィートレイラニ 牝3鹿 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 アタマ 3．7�
48 プランドール 牝3栗 54 松岡 正海 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 澤田 嘉隆 466－ 41：52．91� 149．9	
713 マイネルゼーラフ 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 490± 0 〃 アタマ 24．7

24 チャンピオンパラオ 牡3芦 56 大野 拓弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 浦河 アイオイファーム 452－ 61：53．0クビ 85．5�
11 ブ リ ー ジ ョ 牡3黒鹿56 北村 宏司星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 518＋14 〃 クビ 12．4�
47 ダブルコーク 牡3黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482＋ 61：53．1クビ 2．6
816 ス ク ノ ー ド 牝3栗 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋101：53．2� 400．6�
815 ミルノワール 牝3青鹿54 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 440－14 〃 クビ 54．7�
510 ファイネストアワー 牡3栗 56 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 460＋ 81：53．3� 60．2�
23 シャドウマスク 牝3青鹿54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 448－101：53．4クビ 14．2�
12 カミノアヴァロン 牝3鹿 54 江田 照男村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 北光牧場 440± 01：53．5� 324．8�
714 マイネルグアテマラ 牡3芦 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 504＋281：53．92� 168．1�
35 デ ュ フ ー ル 牝3黒鹿54 柴田 善臣鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 浦河 駿河牧場 456＋ 61：54．11	 255．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，282，900円 複勝： 37，020，000円 枠連： 15，264，600円
馬連： 51，057，800円 馬単： 34，447，700円 ワイド： 24，574，200円
3連複： 67，947，900円 3連単： 112，272，900円 計： 365，868，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 390円 � 3，320円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 880円 �� 9，760円 �� 22，730円

3 連 複 ��� 110，950円 3 連 単 ��� 349，610円

票 数

単勝票数 計 232829 的中 � 47203（3番人気）
複勝票数 計 370200 的中 � 69409（3番人気）� 23367（6番人気）� 2276（13番人気）
枠連票数 計 152646 的中 （5－6） 25061（2番人気）
馬連票数 計 510578 的中 �� 16872（11番人気）
馬単票数 計 344477 的中 �� 6522（15番人気）
ワイド票数 計 245742 的中 �� 7297（11番人気）�� 604（50番人気）�� 258（80番人気）
3連複票数 計 679479 的中 ��� 452（138番人気）
3連単票数 計1122729 的中 ��� 237（548番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．6―12．5―12．7―12．4―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．7―50．2―1：02．9―1：15．3―1：27．6―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンヴェイルド �
�
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 2013．11．24 東京10着

2011．2．18生 牡3鹿 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 アンヴェイルド号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 ヤマニンブロケード号
（非抽選馬） 4頭 セイカブレリア号・トーセンパシュート号・ラリングクライ号・リースリング号

06006 3月1日 曇 良 （26中山2）第1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

47 テオドリーコ 牡3芦 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 新ひだか 乾 皆雄 470＋ 42：18．5 4．2�
35 アンプラグド 牡3芦 56 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 500± 02：18．6� 5．1�
11 ディスキーダンス 牡3栗 56 内田 博幸 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 450－ 22：18．81� 4．1�
714 ス ト ー ク ス 牡3鹿 56 横山 和生�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 472－ 82：19．11� 155．4�
713 パルファイア 牡3栗 56 木幡 初広田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 B466± 02：19．52� 143．8	
816 ロッカバラード 牡3青鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 446＋ 22：19．81� 4．6

611 デルマチエチャン 牝3栗 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 426－ 22：19．9� 272．6�
815 ウインミラグロス 牡3栗 56 G．ブノワ �ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 462± 0 〃 クビ 12．9�

（仏）

24 カネコメシルキー 牡3黒鹿56 武士沢友治髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 守矢牧場 B460± 02：20．0クビ 153．3
510 デルママツタロウ 牡3黒鹿56 北村 宏司浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 468＋ 62：20．21	 72．9�
36 ドルチェレガート 牡3栗 56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 462－ 6 〃 ハナ 6．5�
612 ディープフォンテン 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 472＋ 22：20．3クビ 68．5�
59 テ ル ス 牝3黒鹿54 吉田 豊杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 B448± 02：20．83 70．4�
12 ルミノアルマース 牝3鹿 54 大野 拓弥尾上 松壽氏 松山 将樹 登別 青藍牧場 504－ 42：21．01� 60．2�
23 エンブレイスライフ 牡3黒鹿56 江田 照男前原 敏行氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 480－ 62：21．1クビ 25．2�
48 トーアサムライ 牡3栗 56 嘉藤 貴行高山ランド� 斎藤 誠 豊浦トーア牧場 448＋ 82：22．69 235．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，895，800円 複勝： 42，617，500円 枠連： 19，500，800円
馬連： 49，388，200円 馬単： 31，543，900円 ワイド： 24，646，700円
3連複： 64，605，500円 3連単： 101，594，700円 計： 355，793，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 180円 � 150円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 420円 �� 320円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 7，420円

票 数

単勝票数 計 218958 的中 � 41897（2番人気）
複勝票数 計 426175 的中 � 73534（2番人気）� 57995（5番人気）� 85584（1番人気）
枠連票数 計 195008 的中 （3－4） 19485（5番人気）
馬連票数 計 493882 的中 �� 33915（2番人気）
馬単票数 計 315439 的中 �� 10152（7番人気）
ワイド票数 計 246467 的中 �� 14276（2番人気）�� 20357（1番人気）�� 14117（3番人気）
3連複票数 計 646055 的中 ��� 31982（2番人気）
3連単票数 計1015947 的中 ��� 10113（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―12．8―13．3―13．2―13．2―12．9―12．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．1―36．6―49．4―1：02．7―1：15．9―1：29．1―1：42．0―1：54．4―2：06．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．5
1
3
・（3，6，15）（2，8）12，16，10，14（9，11，13）－7－5，1，4
15（6，16，14）（3，5）（8，12）（2，7）（11，9，13）（10，1，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テオドリーコ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 Diktat デビュー 2013．11．30 中山9着

2011．5．18生 牡3芦 母 ウエストミンスター 母母 ウェスタースケルド 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 ディープフォンテン号の騎手山崎亮誠は，騎乗停止のため木幡初也に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 エルトント号・ギャングセブン号・ザッツフェイマス号・サプライズレナ号・ショウナンサバンナ号・

マイネルミランダス号
※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。



06007 3月1日 曇 良 （26中山2）第1日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 ノボピュアリティ 牝5鹿 55 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 502＋121：12．3 9．7�
36 � エ ジ ル 牝4栗 55 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 米

White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

522＋201：12．93	 14．1�
48 
 ビームマシンガン 牡4栗 57 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 500－ 71：13．0	 3．9�
47 ダークシーカー 牡5栗 57 松岡 正海松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 534＋ 8 〃 ハナ 2．9�
23 
 シゲルリョウケンザ 牡4青鹿57 内田 博幸森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 476＋101：13．1クビ 18．3�
816 セトノブロッサム 牝4黒鹿55 吉田 豊難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 478－12 〃 クビ 4．9	
713 マイネルルークス 牡4栃栗57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 アタマ 23．0

12 ベルモントホウオウ 牝4青鹿55 津村 明秀 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 494＋101：13．2クビ 61．5�
510 メテオーラビアンカ 牡4鹿 57 横山 和生 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 アタマ 36．3
815 リーサムダイチ 牡6鹿 57 戸崎 圭太平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 486＋121：13．3	 35．9�
611 ミストフェリーズ 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋121：13．51� 48．2�

24 ヴェアリアスローズ 牝4栗 55
52 ▲原田 和真小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 406＋ 21：13．6	 358．5�

612
 ヤマニンクレマ 牝4栗 55 G．ブノワ 土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 464－101：13．81	 28．8�
（仏）

11 ベルモントラヴ 牝4芦 55 大野 拓弥 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント
ファーム 490＋ 61：13．9	 33．1�

714
 コンシェルジュ 牝4鹿 55 後藤 浩輝細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 478－101：14．32	 149．4�
35 ラピスブラオ 牝4芦 55 三浦 皇成岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 61：14．72	 163．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，519，700円 複勝： 46，387，200円 枠連： 22，976，500円
馬連： 67，565，700円 馬単： 39，600，600円 ワイド： 32，159，600円
3連複： 89，684，100円 3連単： 144，291，300円 計： 472，184，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 310円 � 460円 � 200円 枠 連（3－5） 4，530円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，110円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 80，310円

票 数

単勝票数 計 295197 的中 � 24081（4番人気）
複勝票数 計 463872 的中 � 37675（4番人気）� 23402（7番人気）� 74149（2番人気）
枠連票数 計 229765 的中 （3－5） 3746（15番人気）
馬連票数 計 675657 的中 �� 9889（17番人気）
馬単票数 計 396006 的中 �� 3578（27番人気）
ワイド票数 計 321596 的中 �� 4037（24番人気）�� 7244（9番人気）�� 6771（11番人気）
3連複票数 計 896841 的中 ��� 6595（32番人気）
3連単票数 計1442913 的中 ��� 1326（240番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―12．2―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボピュアリティ �
�
父 ノボトゥルー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．7．30 新潟5着

2009．4．11生 牝5鹿 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス 16戦3勝 賞金 23，370，000円
〔騎手変更〕 メテオーラビアンカ号の騎手山崎亮誠は，騎乗停止のため横山和生に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 トシスプリング号・ホクレア号・リュウツバメ号
（非抽選馬） 2頭 デルマダイコク号・ハイランドコンドル号
※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。

06008 3月1日 曇 良 （26中山2）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

813 ス カ ー レ ル 牝5栗 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 474＋ 41：54．1 28．0�
45 トロワボヌール 牝4鹿 55 後藤 浩輝村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474± 01：55．05 4．5�
610 サマーティアラ 牝6青鹿55 吉田 豊セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 440－ 41：55．1� 41．9�
33 ロマンシングジェム 牝4青鹿55 G．ブノワ 吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498＋ 6 〃 ハナ 24．4�

（仏）

814 オーシュペール 牝5鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 482－ 61：55．2クビ 21．9�
46 グリューネヴォッヘ 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：55．3� 11．6	
712 マキノクィーン 牝4鹿 55 横山 典弘島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 494＋ 61：55．4クビ 20．3

57 ラブリースター 牝5栃栗55 内田 博幸長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468± 0 〃 クビ 74．2�
22 � ミスマープル 牝4黒鹿55 大野 拓弥加藤 厚子氏 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－ 61：55．5� 182．5�
69 ファーマジェンヌ 牝5黒鹿55 松岡 正海中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 502± 01：55．81� 50．4
34 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 江田 照男武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460± 0 〃 ハナ 71．7�
58 � ラゴディラゴライ 牝4鹿 55 武士沢友治佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B478＋ 61：56．65 205．2�
711 ショウナンマオ 牝5鹿 55 蛯名 正義国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522± 01：57．34 7．9�
11 � ファシネートダイア 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 452± 01：57．4クビ 1．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，705，000円 複勝： 59，244，500円 枠連： 24，584，600円
馬連： 83，073，400円 馬単： 51，728，200円 ワイド： 35，835，100円
3連複： 96，594，300円 3連単： 179，992，600円 計： 565，757，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 730円 � 210円 � 700円 枠 連（4－8） 2，270円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 15，700円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 8，020円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 31，150円 3 連 単 ��� 191，690円

票 数

単勝票数 計 347050 的中 � 9785（8番人気）
複勝票数 計 592445 的中 � 18864（9番人気）� 94988（2番人気）� 19884（8番人気）
枠連票数 計 245846 的中 （4－8） 8021（8番人気）
馬連票数 計 830734 的中 �� 9614（21番人気）
馬単票数 計 517282 的中 �� 2432（45番人気）
ワイド票数 計 358351 的中 �� 4711（21番人気）�� 1079（56番人気）�� 4460（22番人気）
3連複票数 計 965943 的中 ��� 2289（88番人気）
3連単票数 計1799926 的中 ��� 693（466番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．6―12．9―12．2―12．2―12．6―12．8―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．3―50．2―1：02．4―1：14．6―1：27．2―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス カ ー レ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．12．25 中山2着

2009．3．9生 牝5栗 母 ドライアッド 母母 オークツリー 14戦4勝 賞金 38，754，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



06009 3月1日 曇 良 （26中山2）第1日 第9競走 ��
��2，200�

す い せ ん

水 仙 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

11 ナスノアオバ 牡3鹿 56 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 530＋ 22：18．3 60．2�

22 モンドシャルナ 牡3鹿 56 戸崎 圭太山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440± 02：18．51� 1．5�
33 マイネルヴェルト 牡3芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 22：18．71� 9．8�
77 メジャーステップ 牡3栗 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 20．4	
44 タルトオポム 牡3黒鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 クビ 9．2

55 カバーストーリー 牡3栗 56 蛯名 正義前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 466－ 22：18．8� 18．3�
88 サヴァティアーノ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝有限会社シルク萩原 清 安平 ノーザンファーム 510－ 22：19．43� 4．1�
66 ハ ツ ガ ツ オ 牝3鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 482－ 22：19．93 126．1

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，765，400円 複勝： 107，716，200円 枠連： 発売なし
馬連： 83，469，100円 馬単： 64，329，600円 ワイド： 33，168，600円
3連複： 79，501，100円 3連単： 278，208，200円 計： 696，158，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，020円 複 勝 � 660円 � 110円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 12，010円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，210円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 57，020円

票 数

単勝票数 計 497654 的中 � 6524（7番人気）
複勝票数 計1077162 的中 � 14975（7番人気）� 703167（1番人気）� 77022（3番人気）
馬連票数 計 834691 的中 �� 17400（11番人気）
馬単票数 計 643296 的中 �� 3953（31番人気）
ワイド票数 計 331686 的中 �� 6977（13番人気）�� 3307（18番人気）�� 35138（2番人気）
3連複票数 計 795011 的中 ��� 14260（16番人気）
3連単票数 計2782082 的中 ��� 3601（127番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．6―12．8―12．6―12．9―13．0―13．0―12．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．2―37．8―50．6―1：03．2―1：16．1―1：29．1―1：42．1―1：54．5―2：06．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．2
1
3
1，8，3（5，7）－（4，6）－2
1＝（8，3）（5，7）（4，6）2

2
4
1＝8（3，7）5（4，6）2
1（8，3，7）（4，6）（5，2）

勝馬の
紹 介

ナスノアオバ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．10．12 東京3着

2011．4．9生 牡3鹿 母 ナスノフィオナ 母母 ナスノフローラ 4戦2勝 賞金 16，789，000円
〔制裁〕 マイネルヴェルト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）について戒告。

06010 3月1日 曇 良 （26中山2）第1日 第10競走 ��
��1，200�アクアマリンステークス

発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，25．2．23以降26．2．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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 スマートオリオン 牡4栗 57 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 504＋ 81：09．5 2．2�
59 アグネスウイッシュ 牡6黒鹿56 蛯名 正義渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 506＋ 4 〃 クビ 30．1�
815 テイエムタイホー 牡5栗 57 内田 博幸竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 476－101：09．6クビ 9．0�
12 ビキニブロンド 牝5黒鹿53 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 クビ 14．6�
48 ヤマニンプチガトー 牝5栗 53 津村 明秀土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 480± 01：09．81 7．2�
713� フレデフォート 牡7鹿 55 大野 拓弥 	キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud 456± 0 〃 アタマ 50．1

35 キングオブロー 牡5鹿 55 柴田 善臣田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 488－ 2 〃 クビ 13．6�
611 シゲルスダチ 牡5芦 56 後藤 浩輝森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 436－ 4 〃 アタマ 10．7�
36 ラフレーズカフェ 牝5青鹿54 吉田 豊西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 ハナ 22．3
47 ロ ン ド 牝6青鹿53 石橋 脩水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 460－12 〃 アタマ 11．6�
23 ダイメイザクラ 牝7鹿 53 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 442－ 21：10．0� 118．3�
24 レモンチャン 牝4栗 52 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 462＋ 61：10．1� 12．2�
11 コスモアクセス 牝5栗 52 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 81：10．2クビ 85．6�
714 ラディアーレ 牡6鹿 53 村田 一誠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム B470＋ 21：10．51� 120．0�
510	 シーギリヤガール 牝4栗 51 武士沢友治 	ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 446－ 21：10．71
 176．3�
816 ターニングポイント �9青鹿52 松岡 正海山上 和良氏 日吉 正和 新冠 泉渕瀬牧場 474＋ 4 〃 アタマ 151．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，293，000円 複勝： 81，752，100円 枠連： 38，240，500円
馬連： 150，682，000円 馬単： 74，768，400円 ワイド： 57，514，000円
3連複： 184，011，100円 3連単： 303，213，900円 計： 936，475，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 550円 � 250円 枠 連（5－6） 2，700円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 320円 �� 2，730円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 33，520円

票 数

単勝票数 計 462930 的中 � 172759（1番人気）
複勝票数 計 817521 的中 � 233257（1番人気）� 27761（10番人気）� 76268（3番人気）
枠連票数 計 382405 的中 （5－6） 10467（11番人気）
馬連票数 計1506820 的中 �� 30241（11番人気）
馬単票数 計 747684 的中 �� 10811（16番人気）
ワイド票数 計 575140 的中 �� 9906（13番人気）�� 51474（1番人気）�� 4724（39番人気）
3連複票数 計1840111 的中 ��� 25508（18番人気）
3連単票数 計3032139 的中 ��� 6677（103番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．9―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．7―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートオリオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2012．8．4 新潟9着

2010．3．15生 牡4栗 母 トロピカルレディー 母母 キヤニオンシロー 11戦4勝 賞金 63，020，000円
〔制裁〕 アグネスウイッシュ号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・6番）
※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。
（非当選馬） 3頭 サカジロロイヤル号・ブランダムール号・マッキーコバルト号

追 加 記 事（第 1回東京競馬第 6日第 12 競走）
〔その他〕　　マックスガイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　マックスガイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年 3

月24日まで出走できない。



06011 3月1日 曇 良 （26中山2）第1日 第11競走 ��
��1，200�千葉ステークス

発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100
万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 タイセイファントム 牡6鹿 56 後藤 浩輝田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 458－101：10．9 7．4�
611 ダッシャーワン 牡6栗 56 戸崎 圭太芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 502± 01：11．0� 22．8�
12 クリーンエコロジー 牡6芦 56 G．ブノワ 石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 504＋ 21：11．1� 40．8�

（仏）

47 シセイオウジ 牡7栗 56 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 472＋10 〃 アタマ 13．6�
713 ハッピーカオル 牡7青 56 吉田 豊芝山 展昌氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 21：11．2クビ 31．0�
612	 エーシンレンジャー 牡4栗 56 田辺 裕信�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 502＋ 4 〃 ハナ 3．4	
815 キングレオポルド 牡7鹿 56 津村 明秀里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 ハナ 18．3

714 ナガラオリオン 牡5鹿 56 江田 照男長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 470－ 41：11．3� 9．7�
23 アドマイヤサガス 牡6青 57 石橋 脩近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524＋ 2 〃 ハナ 4．1�
11 デュアルスウォード 牡6黒鹿55 内田 博幸 サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488＋161：11．4� 10．7�
35 メイショウツチヤマ 牡7鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 488＋ 21：11．5
 179．7�
48 マルカバッケン 牡7鹿 58 横山 典弘河長産業� 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 490＋ 41：11．6� 12．6�
24 フィールドシャイン 牡7栗 56 北村 宏司地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482± 01：11．7� 64．2�
36 ホクセツダンス 牝6栗 54 蛯名 正義平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 446－ 8 〃 ハナ 23．9�
816 サウンドアクシス 牡8栗 56 松岡 正海 キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 107．4�
510� エベレストオー 牡7鹿 56 大野 拓弥栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B528＋ 61：12．23 199．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，118，400円 複勝： 113，116，200円 枠連： 70，619，200円
馬連： 272，630，400円 馬単： 132，188，800円 ワイド： 93，875，900円
3連複： 360，395，400円 3連単： 616，237，100円 計： 1，727，181，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 290円 � 560円 � 1，030円 枠 連（5－6） 1，210円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 11，540円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 4，370円 �� 8，400円

3 連 複 ��� 106，050円 3 連 単 ��� 522，740円

票 数

単勝票数 計 681184 的中 � 72979（3番人気）
複勝票数 計1131162 的中 � 118390（3番人気）� 51525（10番人気）� 26274（12番人気）
枠連票数 計 706192 的中 （5－6） 43298（3番人気）
馬連票数 計2726304 的中 �� 29231（29番人気）
馬単票数 計1321888 的中 �� 8456（51番人気）
ワイド票数 計 938759 的中 �� 11220（30番人気）�� 5271（56番人気）�� 2719（73番人気）
3連複票数 計3603954 的中 ��� 2508（235番人気）
3連単票数 計6162371 的中 ��� 870（1235番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．0―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．3―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイファントム �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Boundary デビュー 2010．7．4 函館1着

2008．4．30生 牡6鹿 母 タイキシャレード 母母 Patently Clear 34戦6勝 賞金 127，157，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）21頭 アルフレード号・オリオンザポラリス号・グランデッツァ号・ケイアイエレガント号・ケイアイチョウサン号・

ケイアイレオーネ号・コスモセンサー号・コスモソーンパーク号・ゴットフリート号・サトノギャラント号・
サマリーズ号・サンディエゴシチー号・シゲルササグリ号・シゲルソウサイ号・ツクバコガネオー号・
ディサイファ号・ドリームバスケット号・フリソ号・マルカプレジオ号・メイショウサミット号・ワイドバッハ号

※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。

06012 3月1日 曇 良 （26中山2）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

33 メイショウスザンナ 牝5鹿 55 内田 博幸松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 454－ 41：35．0 7．1�
44 ゴールドカルラ 牝6鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 524＋ 41：35．21� 21．0�
22 ローレルブレット 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 452± 0 〃 クビ 2．5�
56 キネオピューマ 牡5鹿 57 松岡 正海吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 442－101：35．41� 6．8�
68 ジョーオリオン 牡5栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 490－ 4 〃 ハナ 4．9	
710 コスモトゥルーラヴ 牡5鹿 57 G．ブノワ 
ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 522＋341：35．5クビ 40．3�

（仏）

11 	 コスモソウタ 牡5鹿 57 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 480－ 4 〃 クビ 92．0�
67 	 カディーシャ 牝5栗 55 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 420－ 21：35．6クビ 15．8
812 プロスペラスマム 牝7鹿 55

52 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 530± 01：35．81 104．3�
55 マイネイディール 牝6青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 512－ 21：36．01� 14．7�
79 ローズノーブル 牝5青 55 北村 宏司 
キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 424－ 4 〃 クビ 9．4�
811 カ ケ ダ シ 牡4鹿 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494－ 41：36．21� 39．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，328，800円 複勝： 90，500，100円 枠連： 33，587，700円
馬連： 175，524，000円 馬単： 78，219，500円 ワイド： 62，491，300円
3連複： 174，100，200円 3連単： 367，293，700円 計： 1，038，045，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 480円 � 140円 枠 連（3－4） 6，130円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 12，670円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 290円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 34，530円

票 数

単勝票数 計 563288 的中 � 62966（4番人気）
複勝票数 計 905001 的中 � 103803（4番人気）� 35566（8番人気）� 241951（1番人気）
枠連票数 計 335877 的中 （3－4） 4045（19番人気）
馬連票数 計1755240 的中 �� 20348（24番人気）
馬単票数 計 782195 的中 �� 4559（44番人気）
ワイド票数 計 624913 的中 �� 8417（21番人気）�� 62900（1番人気）�� 17172（10番人気）
3連複票数 計1741002 的中 ��� 36834（13番人気）
3連単票数 計3672937 的中 ��� 7852（109番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．4―11．4―11．7―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．3―46．7―58．4―1：10．6―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．6

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

メイショウスザンナ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．10 京都6着

2009．4．27生 牝5鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー 24戦3勝 賞金 58，226，000円
〔制裁〕 キネオピューマ号の騎手松岡正海は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

コスモソウタ号の騎手津村明秀は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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。



（26中山2）第1日 3月1日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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 手 当

207，180，000円
7，680，000円
1，350，000円
18，800，000円
67，009，000円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
413，387，100円
750，529，400円
266，884，700円
1，105，091，700円
636，317，800円
447，253，100円
1，348，474，700円
2，550，617，900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 7，518，556，400円

総入場人員 16，064名 （有料入場人員 13，490名）
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