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06049 3月15日 晴 重 （26中山2）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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 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 460＋ 41：56．1 22．6�
611 ラ ブ ユ ー 牝3栗 54 戸崎 圭太�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 482± 0 〃 クビ 2．0�
714 フルオブプロミス 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 466－ 21：56．31� 13．2�
816 ホールドミータイト 牝3鹿 54 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468－ 21：56．4クビ 5．2�
12 レイズアセイル 牝3栗 54 江田 照男 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B456－ 21：56．72 17．0	
47 ダイワナッティー 牝3青 54 柴田 大知大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 488－ 81：57．65 10．3

11 キレイナオヒメサマ 牝3栗 54 田辺 裕信國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 446－101：57．7クビ 36．1�
24 ラズライトブルー 牝3鹿 54 蛯名 正義 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 422－ 4 〃 ハナ 18．2�
48 ニシノプレリュード 牝3鹿 54 村田 一誠西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 川上牧場 B478－ 41：57．8� 144．4
510 モンレーヴリアン 牝3青鹿54 石橋 脩落合 幸弘氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 462－ 81：57．9クビ 32．7�
713 ニ ヴ ォ ー ズ 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 454＋ 21：58．43 614．8�
23 アヴェクトワ 牝3黒鹿54 黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 21：58．71� 219．4�
59 ディープリアン 牝3鹿 54 松岡 正海深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 454± 01：59．23 30．8�
815 ヘヴンリーチョコ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 高瀬牧場 B500－ 42：00．69 216．0�
36 ティエスヴァレー 牝3芦 54 横山 和生田畑 利彦氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 418－ 22：01．34 563．2�
35 スローライフ 牝3栗 54 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 496± 02：01．83 8．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，297，800円 複勝： 37，796，600円 枠連： 12，366，000円
馬連： 49，098，200円 馬単： 30，125，500円 ワイド： 23，406，200円
3連複： 65，832，300円 3連単： 98，199，000円 計： 338，121，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 430円 � 140円 � 280円 枠 連（6－6） 2，410円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 6，460円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，470円 �� 580円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 60，200円

票 数

単勝票数 計 212978 的中 � 7457（8番人気）
複勝票数 計 377966 的中 � 17427（8番人気）� 103856（1番人気）� 31401（4番人気）
枠連票数 計 123660 的中 （6－6） 3791（11番人気）
馬連票数 計 490982 的中 �� 18418（9番人気）
馬単票数 計 301255 的中 �� 3442（25番人気）
ワイド票数 計 234062 的中 �� 8254（8番人気）�� 2196（30番人気）�� 10427（4番人気）
3連複票数 計 658323 的中 ��� 8099（18番人気）
3連単票数 計 981990 的中 ��� 1204（191番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．6―13．1―12．6―12．9―13．5―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．2―50．3―1：02．9―1：15．8―1：29．3―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

グラスティファニー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Royal Chalice デビュー 2013．11．30 中山4着

2011．3．18生 牝3栗 母 スーパーブランドⅡ 母母 Popular 5戦1勝 賞金 6，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティエスヴァレー号・スローライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月

15日まで平地競走に出走できない。

06050 3月15日 晴 重 （26中山2）第5日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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

59 グラスルノン 牝3鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 41：13．3 3．0�
611 アルファアリエス 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 456－ 2 〃 ハナ 4．4�
23 デジタルアゲン 牡3鹿 56 武士沢友治浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 508－121：13．4� 21．7�
24 トーセンスティング 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 522－ 4 〃 クビ 6．2	
816 サタンズクラウン 牡3栗 56 三浦 皇成 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 540＋ 41：13．5クビ 4．0

35 マハーシュリー 牝3黒鹿54 石橋 脩高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 B434－ 21：13．6� 27．7�
815 ルリジューズ 牝3黒鹿54 川島 信二伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 430－ 61：13．81� 180．4�
11 オキテスグメシ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 444＋ 41：13．9� 180．6
713 コウギョウバクシン 牡3栗 56 宮崎 北斗菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 466 ―1：14．0� 92．2�
510 オーシャントゥビー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 444± 01：14．21� 199．9�
36 スパーキードリーム 牡3栗 56 柴田 大知栗山 良子氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 500± 01：14．3� 18．0�
48 キネオパッション 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 千津氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 ハナ 11．5�
612 ヤマタケカントウ 牡3芦 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 三枝牧場 464－ 21：14．4クビ 73．2�
714 ドラゴンミニストロ 牡3黒鹿56 横山 和生窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 462± 01：14．82� 65．0�
12 アキノリング 牡3鹿 56 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 452－ 81：15．22� 194．1�
47 スピリットチャイム 牡3栗 56 大庭 和弥 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 492 ―1：15．83� 191．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，790，800円 複勝： 34，396，800円 枠連： 11，396，600円
馬連： 42，003，400円 馬単： 27，569，200円 ワイド： 20，161，700円
3連複： 55，249，000円 3連単： 89，792，200円 計： 299，359，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 420円 枠 連（5－6） 640円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 300円 �� 890円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 13，610円

票 数

単勝票数 計 187908 的中 � 49395（1番人気）
複勝票数 計 343968 的中 � 78062（1番人気）� 64058（2番人気）� 15317（7番人気）
枠連票数 計 113966 的中 （5－6） 13297（1番人気）
馬連票数 計 420034 的中 �� 46286（1番人気）
馬単票数 計 275692 的中 �� 15062（1番人気）
ワイド票数 計 201617 的中 �� 19192（1番人気）�� 5215（12番人気）�� 4224（16番人気）
3連複票数 計 552490 的中 ��� 11899（10番人気）
3連単票数 計 897922 的中 ��� 4871（35番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．2―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―35．3―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスルノン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．9．14 中山4着

2011．3．12生 牝3鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 4戦1勝 賞金 6，850，000円
〔その他〕 キネオパッション号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キネオパッション号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年4月15日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シゲルシモウサ号・ソウルブレイブ号
（非抽選馬） 1頭 フェイトアゲン号

第２回 中山競馬 第５日



06051 3月15日 晴 重 （26中山2）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

713 リ ッ カ ル ド 牡3芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 61：55．1 18．1�
714 マキシマムフロウ 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 478± 01：56．37 2．6�
35 マッチレスヒーロー 牡3栗 56 五十嵐雄祐�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 474－ 81：56．4� 31．1�
36 フローラルパレード 牡3栗 56 北村 宏司 �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 502＋181：56．5� 3．0�
47 スタースパーダ 牡3栗 56 松岡 正海村上 憲政氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 458－ 61：56．6クビ 13．6�
24 アスカクイン 牝3栗 54 江田 照男上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 468＋ 2 〃 クビ 12．7	
12 ジェイケイニュース 牡3栗 56 戸崎 圭太小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 466＋ 21：56．91� 7．6

611 ジャマスルナ 牡3黒鹿56 三浦 皇成小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B476－ 6 〃 ハナ 60．5�
612 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 武士沢友治高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 532－24 〃 アタマ 53．4
11 ジュガンティーヤ 牡3青 56

53 ▲木幡 初也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 524± 01：57．21� 59．2�
815 マイネルモヒート 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 大平牧場 474± 01：57．3� 39．0�
48 ミラクルヴォーグ 牡3鹿 56 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 486± 01：57．51� 54．8�
59 ペネトレーション 牡3黒鹿56 村田 一誠�G1レーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 508－ 81：57．6クビ 35．8�
23 スプレンドオリオン 牡3栗 56 杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 444－14 〃 クビ 68．3�
816 ゴールデンスキトマ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 482＋ 41：57．7� 115．1�
510 ゴールドクレセント 牡3鹿 56 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 464＋ 21：58．97 95．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，169，900円 複勝： 30，470，400円 枠連： 13，021，900円
馬連： 41，156，900円 馬単： 26，847，700円 ワイド： 20，106，400円
3連複： 56，864，700円 3連単： 85，759，900円 計： 294，397，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 420円 � 140円 � 400円 枠 連（7－7） 1，540円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 840円 �� 4，120円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 11，080円 3 連 単 ��� 95，470円

票 数

単勝票数 計 201699 的中 � 8816（6番人気）
複勝票数 計 304704 的中 � 15318（7番人気）� 83317（1番人気）� 16000（6番人気）
枠連票数 計 130219 的中 （7－7） 6251（8番人気）
馬連票数 計 411569 的中 �� 17577（6番人気）
馬単票数 計 268477 的中 �� 4116（15番人気）
ワイド票数 計 201064 的中 �� 6134（8番人気）�� 1154（39番人気）�� 4269（12番人気）
3連複票数 計 568647 的中 ��� 3789（33番人気）
3連単票数 計 857599 的中 ��� 663（270番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．3―13．6―13．1―12．9―12．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．3―51．9―1：05．0―1：17．9―1：30．5―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．2
1
3
11，13（6，15）（10，14）－（2，5，16）－4，7，3（9，12）－1，8・（11，13，15，14）（6，10）（5，16）（2，7）（4，9）12（3，8）－1

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

勝馬の
紹 介

リ ッ カ ル ド �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．11．3 東京11着

2011．5．23生 牡3芦 母 キョウエイハツラツ 母母 ケイシュウハーブ 3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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カシマブレイン号

06052 3月15日 晴 重 （26中山2）第5日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時35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

611 ハリケーンリリー 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 496± 01：11．8 5．1�
24 � ドラゴンスパン 牡3黒鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 476＋ 21：11．9� 2．4�
612 マルターズオリゾン 牡3黒鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 492－ 41：12．0クビ 8．7�
815 ベルウッドタイガ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 504－ 81：12．42	 19．0�
816 ラシアンカウボーイ 牡3栗 56 柴田 大知�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 494＋181：12．5	 5．9�
23 ダテノトライアンフ 牡3栗 56 戸崎 圭太関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 468－ 41：12．6	 25．9	
47 キネオストレッタ 牡3栗 56 北村 宏司吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 アタマ 24．9

713 ファンキーバラード 牡3青鹿56 石橋 脩阿部 雅英氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット 496＋121：12．81	 65．4�
714 ド ー タ ン 牡3黒鹿56 柴田 未崎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 452－ 21：12．9クビ 305．2
35 コイサンコール 牝3鹿 54 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 田湯牧場 432－ 21：13．22 257．2�
59 クアトロマエストロ 牡3栗 56 三浦 皇成木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 土田農場 534＋ 41：13．3クビ 7．4�
48 グットノイズ 牡3鹿 56 大野 拓弥小田 吉男氏 黒岩 陽一 新冠 競優牧場 494± 01：13．93	 89．6�
12 カ ノ ー プ ス 牝3芦 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 41：14．43 228．5�
11 ヘルヴェティア 牝3栗 54 江田 照男 �ローレルレーシング 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 434－ 21：14．61	 26．0�
510 メチャンコハヤイヨ 牡3栗 56 杉原 誠人島田 久氏 小野 次郎 新冠 堤 牧場 478 ―1：14．7	 164．9�
36 ル ン バ 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 470 ―1：16．9大差 357．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，342，100円 複勝： 43，602，000円 枠連： 16，044，700円
馬連： 53，238，900円 馬単： 33，448，300円 ワイド： 24，468，900円
3連複： 67，001，700円 3連単： 102，767，600円 計： 367，914，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 140円 � 210円 枠 連（2－6） 390円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 270円 �� 500円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 8，200円

票 数

単勝票数 計 273421 的中 � 42456（2番人気）
複勝票数 計 436020 的中 � 95383（2番人気）� 95516（1番人気）� 44616（5番人気）
枠連票数 計 160447 的中 （2－6） 30384（1番人気）
馬連票数 計 532389 的中 �� 52406（1番人気）
馬単票数 計 334483 的中 �� 15646（2番人気）
ワイド票数 計 244689 的中 �� 24801（1番人気）�� 11474（4番人気）�� 10852（6番人気）
3連複票数 計 670017 的中 ��� 32000（2番人気）
3連単票数 計1027676 的中 ��� 9253（10番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．1―12．2―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．2―45．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハリケーンリリー �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．9．8 中山6着

2011．3．27生 牡3鹿 母 トウエンクィーン 母母 ロングディライト 7戦1勝 賞金 9，550，000円
〔発走状況〕 クアトロマエストロ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルンバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月15日まで平地競走に出

走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コアクマ号



06053 3月15日 晴 良 （26中山2）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時25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

47 ラリングクライ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 安平 追分ファーム 476± 01：51．7 3．6�
612 ヒラボクダービー 牡3鹿 56 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：51．8� 2．8�
510 タ ケ シ ク ン 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 456－ 21：52．01� 105．3�
35 レッドグルック 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 484－ 8 〃 クビ 4．1�
816 モンサンカノープス 牡3鹿 56 田辺 裕信山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 534－ 61：52．1� 8．5	
714 ラ ブ コ ー ル 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 450＋ 81：52．31� 312．3

11 ゴールドクラウス 牡3鹿 56 吉田 豊磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 458－ 4 〃 クビ 105．4�
59 フレンドスイート 牝3鹿 54 三浦 皇成横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 422－ 41：52．51� 22．4�
24 ヴィルヌーヴ 牝3鹿 54 松岡 正海吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 462 ―1：52．71� 19．5
48 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 436－ 41：53．33� 21．8�
713 ノーブルレッド 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 428－ 61：53．4クビ 94．4�
815 ウインシンデレラ 牝3栗 54 武士沢友治�ウイン 金成 貴史 新ひだか 前谷 武志 430－ 2 〃 同着 351．8�
23 スマイルエンジェル 牝3栗 54 杉原 誠人堀口 晴男氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 414－10 〃 クビ 28．2�
611 ウェルヴァースト 牡3栗 56 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋161：53．82� 23．2�
12 サニーロブロイ 牝3鹿 54 津村 明秀宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 424＋ 41：53．9� 333．7�
36 グリーンソード 牝3鹿 54 嘉藤 貴行中脇 満氏 蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 B434－ 61：55．510 323．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，686，400円 複勝： 34，206，000円 枠連： 13，294，500円
馬連： 50，241，600円 馬単： 30，789，900円 ワイド： 21，701，400円
3連複： 59，537，400円 3連単： 99，911，100円 計： 334，368，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 150円 � 1，480円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 320円 �� 7，510円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 31，080円 3 連 単 ��� 127，790円

票 数

単勝票数 計 246864 的中 � 54530（2番人気）
複勝票数 計 342060 的中 � 68403（2番人気）� 71632（1番人気）� 3887（12番人気）
枠連票数 計 132945 的中 （4－6） 19872（1番人気）
馬連票数 計 502416 的中 �� 65468（2番人気）
馬単票数 計 307899 的中 �� 15977（5番人気）
ワイド票数 計 217014 的中 �� 19613（2番人気）�� 647（48番人気）�� 1223（37番人気）
3連複票数 計 595374 的中 ��� 1414（74番人気）
3連単票数 計 999111 的中 ��� 577（324番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．5―12．3―12．2―12．3―12．6―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―37．7―50．0―1：02．2―1：14．5―1：27．1―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラリングクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー 2014．1．12 京都5着

2011．3．26生 牡3黒鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie 2戦1勝 賞金 5，600，000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） 1頭 フジミノル号
（非抽選馬） 5頭 ウイングオブハーツ号・スキャットソング号・セイカブレリア号・デアフェイム号・ランドロワ号

06054 3月15日 晴 重 （26中山2）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：08．7
1：08．7

重
重

714 ダ ウ ト レ ス 牡3鹿 56 蛯名 正義�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506＋ 21：11．5 4．9�

612 トーセンマイティ 牡3鹿 56 川島 信二島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 アタマ 9．0�
59 ヒマラヤタカコ 牝3栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 450＋ 21：11．71 16．2�
12 パッシオーネラヴィ 牝3鹿 54 三浦 皇成藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 450－ 6 〃 アタマ 15．8�
48 ニシノラピート 牝3栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 462－ 41：11．91� 8．6	
713 ニシノイナズマ 牡3芦 56 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 486± 0 〃 クビ 21．3

24 ナモンレジェンド 牡3鹿 56 松岡 正海�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 490－ 21：12．21� 25．9�
47 アイティダイヤ 牝3栗 54 柴田 大知一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 452－101：12．3� 19．5�
35 キャレモンショコラ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高 広中 稔 486＋ 2 〃 ハナ 3．9
816 シゲルトオトウミ 牝3栗 54 石橋 脩森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 442＋ 41：12．4クビ 64．4�
611 ホワイトクリスマス 牡3芦 56 田辺 裕信岡 浩二氏 中川 公成 新冠 赤石 久夫 486－ 41：12．61� 5．8�
510 エ ク ス シ ア 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 408－10 〃 アタマ 39．8�
11 ファンファーレ 牝3栗 54 柴田 未崎�ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント 472＋ 41：12．7	 317．3�
23 エンドレスシャイン 牡3鹿 56 横山 和生岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 430＋ 21：12．8	 50．3�
36 ネイティヴコード 牝3鹿 54 横山 典弘岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B500＋ 41：13．33 15．1�
815 ウォッカマティーニ 牝3芦 54 津村 明秀芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 462－ 61：13．72	 236．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，851，600円 複勝： 46，420，900円 枠連： 19，175，400円
馬連： 64，463，000円 馬単： 35，786，000円 ワイド： 32，783，200円
3連複： 83，006，800円 3連単： 124，769，100円 計： 433，256，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 240円 � 310円 � 340円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，500円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 29，540円

票 数

単勝票数 計 268516 的中 � 43707（2番人気）
複勝票数 計 464209 的中 � 54812（3番人気）� 38514（5番人気）� 34415（6番人気）
枠連票数 計 191754 的中 （6－7） 23796（1番人気）
馬連票数 計 644630 的中 �� 23863（6番人気）
馬単票数 計 357860 的中 �� 7347（9番人気）
ワイド票数 計 327832 的中 �� 7991（9番人気）�� 5340（21番人気）�� 6835（13番人気）
3連複票数 計 830068 的中 ��� 8157（16番人気）
3連単票数 計1247691 的中 ��� 3118（48番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．7―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ウ ト レ ス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．7．7 福島3着

2011．2．9生 牡3鹿 母 オナーリーブ 母母 カチェクリーク 7戦2勝 賞金 14，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アーネストミノル号・クインズセブン号・ダイチヴュルデ号・トウケイタイガー号



06055 3月15日 晴 良 （26中山2）第5日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時25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
1：30．7
1：30．7

良
良

47 イ ダ ス 牡3栗 56 川島 信二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ヒカル牧場 B476－ 21：36．4 2．6�
59 スペルオンミー 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 540＋ 81：36．61� 5．9�
11 サクラパリュール 牝3鹿 54 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 482＋ 2 〃 ハナ 6．1�
816 イントロダクション 牝3栗 54 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 422－101：36．81 4．3�
713 マイネルジパング 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 482± 0 〃 アタマ 13．2	
23 ア ラ フ ジ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 444－ 41：36．9� 19．5

24 ヒカルブルービー 牡3鹿 56 吉田 豊髙橋 京子氏 古賀 史生 新冠 守矢牧場 486－101：37．0� 56．0�
815 コ ス モ ド ガ 牡3栃栗56 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 31：37．21 33．3�
36 マリーズケイ 牝3鹿 54 大庭 和弥冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 468－ 6 〃 ハナ 77．3
12 シンボリネルソン 牡3黒鹿56 三浦 皇成シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 436± 01：37．3� 50．5�
714 エクスペリエンス 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 374－ 21：37．4� 126．1�

48 カシノレント 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 484－ 61：37．5� 293．6�
510 ディアイッセイ 牡3鹿 56 黛 弘人ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 492－121：37．6� 107．4�
611 コスモマイルール 牝3栗 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 418＋ 21：37．7� 142．8�
35 パワーショット 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 444－ 81：37．8クビ 418．5�
612 セイウンクロス 牡3鹿 56 蛯名 正義西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 428－ 41：38．01� 14．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，452，500円 複勝： 42，378，400円 枠連： 17，383，100円
馬連： 61，459，000円 馬単： 35，877，700円 ワイド： 27，577，100円
3連複： 71，949，500円 3連単： 119，664，100円 計： 403，741，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 180円 � 160円 枠 連（4－5） 810円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 410円 �� 430円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 7，140円

票 数

単勝票数 計 274525 的中 � 84646（1番人気）
複勝票数 計 423784 的中 � 88939（1番人気）� 56643（4番人気）� 68692（3番人気）
枠連票数 計 173831 的中 （4－5） 16002（3番人気）
馬連票数 計 614590 的中 �� 52814（2番人気）
馬単票数 計 358777 的中 �� 16808（3番人気）
ワイド票数 計 275771 的中 �� 17378（2番人気）�� 16216（3番人気）�� 9970（7番人気）
3連複票数 計 719495 的中 ��� 32510（3番人気）
3連単票数 計1196641 的中 ��� 12376（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．8―47．2―59．6―1：12．0―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．2―3F36．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イ ダ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．23 阪神9着

2011．4．19生 牡3栗 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ 9戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走状況〕 マイネルジパング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エクスペリエンス号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番）
※イントロダクション号・サクラパリュール号・スペルオンミー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

06056 3月15日 晴 重 （26中山2）第5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，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

22 コスモマイギフト 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B500＋ 41：53．3 2．2�
33 ポッドスター 牡4栗 57 大野 拓弥小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 502± 01：53．4� 37．4�
69 コスモソーク 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 560－ 21：53．5� 7．1�
58 ベールグリーン 牡4黒鹿57 武士沢友治斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 490－ 21：53．71� 5．9�
711 ヘイローフォンテン 牡4鹿 57 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B516± 01：53．8� 4．0�
813 アルフェロア 牡5青鹿57 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B496＋ 21：54．33 109．8	
34 ジオメトリー 牡4栗 57 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 496－ 21：55．15 26．5

46 ファンアットコート 牝4鹿 55 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 8 〃 アタマ 127．9�
45 	 レッドレガーロ 牡4鹿 57 横山 和生 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 522－201：55．2� 98．3
57 キングザブルース 牡5栗 57 津村 明秀西浦 和男氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 480－ 61：55．3クビ 229．4�
712	 ア マ カ ケ ル 牡4鹿 57 大庭 和弥小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 稲葉牧場 480＋ 41：55．62 18．2�
11 デイジーバローズ 牝5栗 55 蛯名 正義猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 480－ 41：55．7クビ 21．5�
814 ポークチョップ 牝4鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 466＋ 4 〃 アタマ 24．7�
610 ウメジマダイオー 牡5鹿 57 上野 翔村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B520± 01：57．19 375．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，599，500円 複勝： 33，311，900円 枠連： 15，154，100円
馬連： 59，609，800円 馬単： 36，739，900円 ワイド： 23，811，200円
3連複： 71，708，100円 3連単： 131，922，600円 計： 395，857，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 630円 � 210円 枠 連（2－3） 1，470円

馬 連 �� 5，210円 馬 単 �� 7，040円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 350円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 9，210円 3 連 単 ��� 47，340円

票 数

単勝票数 計 235995 的中 � 86224（1番人気）
複勝票数 計 333119 的中 � 91484（1番人気）� 9500（9番人気）� 40700（4番人気）
枠連票数 計 151541 的中 （2－3） 7629（7番人気）
馬連票数 計 596098 的中 �� 8450（18番人気）
馬単票数 計 367399 的中 �� 3854（22番人気）
ワイド票数 計 238112 的中 �� 3822（17番人気）�� 19376（2番人気）�� 1748（29番人気）
3連複票数 計 717081 的中 ��� 5747（31番人気）
3連単票数 計1319226 的中 ��� 2057（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．4―1：02．3―1：14．7―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

コスモマイギフト �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2011．10．9 東京2着

2009．2．20生 牡5黒鹿 母 マイアドレス 母母 フ ル ー ム 30戦2勝 賞金 41，640，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※ファンアットコート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



06057 3月15日 晴 良 （26中山2）第5日 第9競走 ��
��2，000�

た て や ま

館 山 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，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

44 � シャドウパーティー 牡5鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud 500－ 22：04．3 2．2�

68 リルバイリル 	6鹿 57 北村 宏司小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 480－ 82：04．4
 27．7�
11 マイネルシュライ 牡6青 57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B488＋ 22：04．5� 14．9�

33 マ グ メ ル 牡5鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B466± 0 〃 ハナ 50．3�
56 ブランクヴァース 牡5黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 ハナ 13．5	
22 ニシノボレロ 牡5青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 490＋ 22：04．6
 20．5

79 マイネルストラーノ 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 82：04．7
 8．6�
710 ローレルラスター 牡4鹿 57 松岡 正海 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 482± 02：04．91
 83．3�
67 ロードエフォール 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 490－ 42：05．0クビ 36．3
811 エバーグリーン 牡6青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 ハナ 2．9�
55 � アルティスト 牡7鹿 57 武士沢友治塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486－ 4 〃 ハナ 115．9�
812 サンバジーリオ 牡4鹿 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 518＋ 4 〃 アタマ 23．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，136，100円 複勝： 67，056，900円 枠連： 20，067，800円
馬連： 96，056，300円 馬単： 55，813，100円 ワイド： 40，416，600円
3連複： 109，188，400円 3連単： 219，252，100円 計： 642，987，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 440円 � 280円 枠 連（4－6） 1，400円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 720円 �� 470円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 34，400円

票 数

単勝票数 計 351361 的中 � 127574（1番人気）
複勝票数 計 670569 的中 � 242448（1番人気）� 26982（7番人気）� 49403（4番人気）
枠連票数 計 200678 的中 （4－6） 10584（6番人気）
馬連票数 計 960563 的中 �� 26615（10番人気）
馬単票数 計 558131 的中 �� 11446（14番人気）
ワイド票数 計 404166 的中 �� 13909（8番人気）�� 22852（3番人気）�� 3084（30番人気）
3連複票数 計1091884 的中 ��� 10733（23番人気）
3連単票数 計2192521 的中 ��� 4705（101番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．3―13．8―13．1―12．0―12．0―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―38．2―52．0―1：05．1―1：17．1―1：29．1―1：40．8―1：52．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シャドウパーティー �
�
父 King’s Best �

�
母父 Desert Prince デビュー 2011．10．30 東京2着

2009．2．20生 牡5鹿 母 Glinting Desert 母母 Dazzling Park 12戦4勝 賞金 65，679，000円
〔制裁〕 マイネルシュライ号の騎手石橋脩は，最後の直線コース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

10，000円。（被害馬：2番）

06058 3月15日 晴 良 （26中山2）第5日 第10競走 ��
��2，500�サンシャインステークス

発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．3．9以降26．3．9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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

23 マイネルメダリスト 牡6鹿 56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B500＋ 22：34．1 9．4�

24 クリールカイザー 牡5栗 57 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474－10 〃 ハナ 5．8�
611 トーセンアルニカ 牝4鹿 54 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋ 62：34．52� 3．2�
612 メイショウタマカゼ 牡5栗 55 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442± 0 〃 クビ 21．7�
48 モ ビ ー ル 牡6鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 468－ 42：34．6クビ 13．0	
816 マイネルマーク 牡6青鹿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 B466－ 42：35．34 29．1

47 ヴァーゲンザイル �6黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454－ 22：35．62 7．2�
815 アップルジャック 牡6黒鹿53 木幡 初広藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 520－ 62：35．81 237．2
510 メイショウジンム 牡8鹿 53 嶋田 純次松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 450－ 2 〃 ハナ 107．5�
713 セレブリティモデル 牝4黒鹿52 武士沢友治 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 482－10 〃 クビ 76．7�
35 コウヨウレジェンド �6鹿 54 松岡 正海寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 492－ 8 〃 ハナ 196．4�
59 エクセリオン 牡7芦 52 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 474－ 42：35．9� 201．3�
11 スーサングレート 牡6栗 54 横山 和生林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B514－ 22：36．43 29．7�
714 クイーンオリーブ 牝6青鹿54 戸崎 圭太有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 472－ 22：37．14 6．4�
36 ブリッジクライム 牝5鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 472± 02：37．2� 8．5�
12 ピュアブリーゼ 牝6栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 480± 02：37．3� 39．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，122，500円 複勝： 73，663，000円 枠連： 33，969，100円
馬連： 134，381，200円 馬単： 63，836，100円 ワイド： 50，889，600円
3連複： 159，660，800円 3連単： 255，855，200円 計： 812，377，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 240円 � 180円 � 160円 枠 連（2－2） 1，630円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 620円 �� 660円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 19，700円

票 数

単勝票数 計 401225 的中 � 33978（6番人気）
複勝票数 計 736630 的中 � 70424（5番人気）� 109867（2番人気）� 141870（1番人気）
枠連票数 計 339691 的中 （2－2） 15468（8番人気）
馬連票数 計1343812 的中 �� 64382（6番人気）
馬単票数 計 638361 的中 �� 13744（11番人気）
ワイド票数 計 508896 的中 �� 20042（4番人気）�� 18817（8番人気）�� 28737（2番人気）
3連複票数 計1596608 的中 ��� 45136（4番人気）
3連単票数 計2558552 的中 ��� 9585（44番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．2―30．2―42．8―54．6―1：07．1―1：20．1―1：32．9―1：45．4―1：57．4―2：09．4―2：21．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルメダリスト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2010．7．25 新潟2着

2008．4．18生 牡6鹿 母 ツクバノーブル 母母 ハンキダイヤ 34戦5勝 賞金 132，048，000円
〔制裁〕 エクセリオン号の調教師栗田博憲は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
※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。
（非当選馬） 4頭 グランデスバル号・ジャングルハヤテ号・シンボリボルドー号・ダイワズーム号



06059 3月15日 晴 良 （26中山2）第5日 第11競走 ��
��1，600�アネモネステークス

発走15時45分 （桜花賞トライアル） （芝・右・外）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 ペイシャフェリス 牝3鹿 54 川島 信二北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 432－ 21：36．0 27．7�
48 ニシノミチシルベ 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 456＋ 41：36．31� 14．0�
35 ウエスタンメルシー 牝3鹿 54 武士沢友治西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 450－ 21：36．4� 23．6�
612 マーブルカテドラル 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 アタマ 1．7�
24 アンジェリック 牝3鹿 54 津村 明秀有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 462－ 21：36．5� 16．7�
12 カウニスクッカ 牝3鹿 54 横山 典弘大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 454－ 41：36．6クビ 3．5	
714 タイセイティグレス 牝3青鹿54 三浦 皇成田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 464－ 61：36．81	 14．6

816 ヴァンデミエール 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 2 〃 クビ 401．5�
59 イ ス ル ギ 牝3黒鹿54 杉原 誠人山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 416－ 81：36．9� 207．4�
510 コスモエルデスト 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 442＋ 61：37．0� 49．1
713
 レインボーラヴラヴ 牝3青鹿54 宮崎 北斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 446＋ 41：37．21 344．1�
815 シニョリーナ 牝3青鹿54 黛 弘人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B456－ 21：37．3� 118．8�
23 トーセンシルエット 牝3芦 54 原田 和真島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 456± 0 〃 ハナ 85．1�
36 マ ユ キ 牝3栗 54 大庭 和弥稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 452－ 61：37．51� 99．0�
47 マルクプレンヌ 牝3鹿 54 横山 和生 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：37．82 46．6�
611 スカイランナー 牝3栗 54 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 パカパカ

ファーム 472＋ 41：38．43� 39．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 75，708，100円 複勝： 167，351，500円 枠連： 58，323，700円
馬連： 267，773，100円 馬単： 162，167，100円 ワイド： 91，580，500円
3連複： 317，521，100円 3連単： 695，023，400円 計： 1，835，448，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，770円 複 勝 � 820円 � 510円 � 720円 枠 連（1－4） 1，230円

馬 連 �� 9，500円 馬 単 �� 24，280円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 3，290円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 45，680円 3 連 単 ��� 356，450円

票 数

単勝票数 計 757081 的中 � 21551（7番人気）
複勝票数 計1673515 的中 � 52431（7番人気）� 90419（3番人気）� 60485（6番人気）
枠連票数 計 583237 的中 （1－4） 35165（4番人気）
馬連票数 計2677731 的中 �� 20823（24番人気）
馬単票数 計1621671 的中 �� 4930（52番人気）
ワイド票数 計 915805 的中 �� 9128（25番人気）�� 6826（30番人気）�� 7633（26番人気）
3連複票数 計3175211 的中 ��� 5130（99番人気）
3連単票数 計6950234 的中 ��� 1439（597番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．2―12．7―12．5―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．3―47．5―1：00．2―1：12．7―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Cape Cross デビュー 2013．8．4 函館2着

2011．3．18生 牝3鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 7戦2勝 賞金 32，180，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アルトゥーナ号・イントロダクション号・クリノコマチ号・サクラパリュール号・スペルオンミー号・

スマイルシャワー号・ホクラニミサ号・ルミナスパレード号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりペイシャフェリス号・ニシノミチシルベ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06060 3月15日 晴 重 （26中山2）第5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）
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

35 カレイファンタジア 牡4鹿 57
54 ▲木幡 初也ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 498－ 61：12．2 30．5�

713 ドラゴンビューティ 牡4鹿 57 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 504＋ 4 〃 ハナ 15．5�
48 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 蛯名 正義武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494－ 6 〃 ハナ 1．9�
510 ヒシワイルド 牡5鹿 57 松岡 正海阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 476－ 61：12．3� 29．5�
23 	 ハイエストクライム 牡7鹿 57 戸崎 圭太前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 516＋ 21：12．4クビ 18．9�
815
 ショウナンハヤブサ 牡5栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B512± 01：12．5� 7．5	
36 ミ チ シ ル ベ 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 446± 01：12．6� 142．1

816 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 柴田 未崎�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B448＋ 41：13．13 197．2�
24 クリーンオトコギ 牡4栗 57 大野 拓弥石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 454－ 81：13．2� 89．4
714 スマイルオブライフ 牝5鹿 55 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 502－ 2 〃 ハナ 133．8�
47 テ ッ シ ン 牡4青鹿57 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 日高 野島牧場 446＋261：13．51� 44．5�
612 ジャストフレンズ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 438± 0 〃 ハナ 41．0�
11 
 タ カ ミ ル 牡5芦 57 大庭 和弥村田 滋氏 嶋田 潤 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B502＋ 11：13．71� 54．3�
611 ルネッタアスール 牝5鹿 55 三浦 皇成青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 466－ 81：13．8クビ 15．6�
59 アポロレジーナ 牝4鹿 55 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 474－ 81：14．22� 5．9�
12 ブライトシチー 牡5青鹿57 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 512＋ 81：14．4� 14．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，456，000円 複勝： 81，529，200円 枠連： 36，283，300円
馬連： 161，961，900円 馬単： 79，571，900円 ワイド： 57，594，700円
3連複： 168，644，800円 3連単： 339，598，900円 計： 976，640，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，050円 複 勝 � 550円 � 280円 � 120円 枠 連（3－7） 9，990円

馬 連 �� 14，820円 馬 単 �� 29，410円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 1，050円 �� 480円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 87，940円

票 数

単勝票数 計 514560 的中 � 13302（9番人気）
複勝票数 計 815292 的中 � 24495（8番人気）� 56554（4番人気）� 315774（1番人気）
枠連票数 計 362833 的中 （3－7） 2683（30番人気）
馬連票数 計1619619 的中 �� 8613（37番人気）
馬単票数 計 795719 的中 �� 1997（74番人気）
ワイド票数 計 575947 的中 �� 4636（33番人気）�� 13282（9番人気）�� 32157（3番人気）
3連複票数 計1686448 的中 ��� 21754（21番人気）
3連単票数 計3395989 的中 ��� 2850（243番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．5―12．4―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．4―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレイファンタジア �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．12．23 中山4着

2010．5．11生 牡4鹿 母 プリンセスリーベ 母母 プリンセスデリーデ 5戦2勝 賞金 13，200，000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。
（非抽選馬） 5頭 ヴェンセール号・エッフェル号・コランダム号・セトノブロッサム号・ベルモントホウオウ号



（26中山2）第5日 3月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 186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 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

202，060，000円
4，160，000円
6，720，000円
1，530，000円
18，360，000円
72，473，500円
4，836，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
392，613，300円
692，183，600円
266，480，200円
1，081，443，300円
618，572，400円
434，497，500円
1，286，164，600円
2，362，515，200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 7，134，470，100円

総入場人員 17，670名 （有料入場人員 15，699名）
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