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06061 3月16日 晴 稍重 （26中山2）第6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）

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

611 スズトラッド 牡3鹿 56 吉田 豊小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 490－ 41：56．4 2．4�
59 メローワイン 牡3鹿 56 津村 明秀渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 森 牧場 510＋ 21：56．93 11．8�
714 マンボプリンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム 478＋ 41：57．32� 19．5�
23 レンブラント 牡3黒鹿56 松岡 正海田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 486＋ 21：57．51 3．6�
48 トウショウエディタ 牡3鹿 56 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458－ 21：57．71 14．3�
12 コウセイマユヒメ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 454－ 81：57．91� 7．1	
816 カガグレイハート 牡3芦 56 北村 宏司香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 438－12 〃 クビ 17．2

612 トーセンウィンザー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 488± 01：58．11� 175．0�

47 タイセイデューク 牡3鹿 56 柴山 雄一田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 B492＋101：58．31 47．5
36 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 56 内田 博幸榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 490＋ 6 〃 アタマ 54．9�
35 マイネルラヴォーロ 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 赤石 久夫 456＋ 5 〃 ハナ 273．2�
815 カネトシモナカ 牡3黒鹿56 三浦 皇成兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 466－ 21：58．51� 182．8�
510 ラフィナート 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 436－ 41：59．67 15．1�
713 コ イ フ ブ キ 牝3鹿 54 杉原 誠人河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 464－121：59．7� 162．1�
11 オ ル デ ィ ネ 牡3鹿 56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド B492＋ 4 〃 アタマ 91．6�
24 ジェイケイウィーク 牡3鹿 56 後藤 浩輝小谷野次郎氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤川フアーム 492± 02：01．08 38．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，622，000円 複勝： 34，662，200円 枠連： 12，607，900円
馬連： 53，031，700円 馬単： 34，943，500円 ワイド： 25，233，300円
3連複： 74，044，300円 3連単： 124，322，000円 計： 379，466，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 310円 � 460円 枠 連（5－6） 980円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 630円 �� 830円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 15，980円

票 数

単勝票数 計 206220 的中 � 67842（1番人気）
複勝票数 計 346622 的中 � 92291（1番人気）� 24935（5番人気）� 15475（8番人気）
枠連票数 計 126079 的中 （5－6） 9587（3番人気）
馬連票数 計 530317 的中 �� 26178（4番人気）
馬単票数 計 349435 的中 �� 11074（5番人気）
ワイド票数 計 252333 的中 �� 10253（4番人気）�� 7580（9番人気）�� 3702（18番人気）
3連複票数 計 740443 的中 ��� 11122（13番人気）
3連単票数 計1243220 的中 ��� 5742（34番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―13．0―14．2―12．7―12．5―12．8―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．7―51．9―1：04．6―1：17．1―1：29．9―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

スズトラッド �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．24 東京2着

2011．4．7生 牡3鹿 母 グラスレビン 母母 アナボタフォゴ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 コウセイマユヒメ号の騎手木幡初也は，2コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケイボルケーノ号
（非抽選馬） 1頭 クラウンデピュティ号

06062 3月16日 晴 稍重 （26中山2）第6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）

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

35 コグノセンティ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 494－ 41：13．3 3．5�
611 サンタレジーナ 牝3栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 470± 01：13．4� 1．7�
11 アインクラング 牝3芦 54 蛯名 正義有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋161：13．5� 8．0�
814 アミフジテンショウ 牝3栗 54 江田 照男内藤 好江氏 嶋田 潤 日高 内藤牧場 514± 0 〃 アタマ 46．7�
610 ラヴィングルック 牝3黒鹿54 田中 勝春 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 450＋141：13．6クビ 37．3�
59 スイートジョジョ 牝3鹿 54 国分 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 442－101：13．7� 281．6	
712 サンメンフィス 牝3栗 54 松岡 正海坂田 行夫氏 清水 英克 浦河 永田 克之 438± 0 〃 ハナ 19．7

58 ベニノラブリー 牝3青鹿54 村田 一誠�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上 悦夫 424－ 21：13．8� 105．2�
22 ドライトウショウ 牝3栗 54 内田 博幸トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 440± 01：14．01� 43．1
34 フジマサミラージュ 牝3栗 54 大野 拓弥藤原 正一氏 南田美知雄 千歳 社台ファーム 446－121：14．1� 258．4�
47 ケージーオオゾラ 牝3栗 54 三浦 皇成川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 450＋ 21：14．31� 14．3�
815 カイトウショウジョ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也ホースアディクト杉浦 宏昭 平取 スガタ牧場 438－241：14．72� 47．1�
713 オーマイレディ 牝3栗 54 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B460± 01：15．02 51．7�
46 フジノマユサン 牝3栗 54 杉原 誠人布施 貞夫氏 高木 登 新ひだか 神垣 道弘 470－ 41：15．85 213．4�
23 カシノサプライズ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 戸田 ゆり子 412－121：17．8大差 236．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，473，100円 複勝： 61，394，900円 枠連： 13，860，400円
馬連： 51，234，200円 馬単： 38，839，200円 ワイド： 25，396，400円
3連複： 72，400，700円 3連単： 134，419，600円 計： 421，018，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 110円 � 170円 枠 連（3－6） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 140円 �� 350円 �� 260円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 234731 的中 � 54165（2番人気）
複勝票数 計 613949 的中 � 91413（2番人気）� 358473（1番人気）� 41937（3番人気）
枠連票数 計 138604 的中 （3－6） 43728（1番人気）
馬連票数 計 512342 的中 �� 158774（1番人気）
馬単票数 計 388392 的中 �� 40498（2番人気）
ワイド票数 計 253964 的中 �� 61815（1番人気）�� 14222（5番人気）�� 20974（2番人気）
3連複票数 計 724007 的中 ��� 92613（1番人気）
3連単票数 計1344196 的中 ��� 33265（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．9―12．6―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．9―47．5―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コグノセンティ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gone West デビュー 2013．10．20 東京2着

2011．3．9生 牝3鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノサプライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月16日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ノブジョプリン号（疾病〔左肩跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マリオンフォンテン号
（非抽選馬） 2頭 オーバートゥループ号・シャインプレイン号

第２回 中山競馬 第６日



06063 3月16日 晴 稍重 （26中山2）第6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

12 タマモマズルカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 510＋ 21：56．6 2．2�
612 トーセンエンブレム 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 518＋ 8 〃 クビ 24．8�
816 リンガスアリュール 牝3栗 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 506± 01：56．7� 14．6�
24 タ ニ タ ニ 牡3黒鹿56 田中 勝春中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 510± 01：56．91 19．4�
23 メイクザカット 牡3栗 56 杉原 誠人島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 536－ 21：57．11� 44．6	
611 バルコドール 牡3鹿 56 後藤 浩輝桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 小林 嘉弘 B444＋ 6 〃 クビ 6．6

48 ガ ラ パ ゴ ス 牡3鹿 56 横山 典弘石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B484± 01：57．73� 21．4�
714 ノースエット 牡3黒鹿56 石橋 脩平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 512＋ 21：57．8� 17．7�
59 トーホウビースト 牡3青鹿56 木幡 初広東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 444－ 8 〃 ハナ 238．1
36 スーパーハリケーン 牡3鹿 56 北村 宏司草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋101：57．9クビ 6．0�
713 クインズアベハ 牝3鹿 54 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 432－ 81：58．75 31．9�
11 ハードマティーニ 牡3鹿 56 戸崎 圭太芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 岡田牧場 500＋ 21：59．02 19．7�
815 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 466＋ 2 〃 ハナ 19．8�
47 サクラアンプルール 牡3栗 56 宮崎 北斗�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 468± 01：59．1クビ 19．9�
510 キタノナガレボシ 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 484＋ 41：59．52� 325．9�
35 キュウコウノウ 牡3鹿 56 横山 和生江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 460＋ 62：00．35 430．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，674，200円 複勝： 44，492，700円 枠連： 18，119，400円
馬連： 57，146，400円 馬単： 38，598，900円 ワイド： 27，208，100円
3連複： 75，266，100円 3連単： 120，081，600円 計： 407，587，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 540円 � 290円 枠 連（1－6） 540円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 930円 �� 490円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 35，750円

票 数

単勝票数 計 266742 的中 � 98569（1番人気）
複勝票数 計 444927 的中 � 147244（1番人気）� 14964（10番人気）� 33266（5番人気）
枠連票数 計 181194 的中 （1－6） 24858（1番人気）
馬連票数 計 571464 的中 �� 19785（6番人気）
馬単票数 計 385989 的中 �� 8837（8番人気）
ワイド票数 計 272081 的中 �� 7184（9番人気）�� 14871（3番人気）�� 2222（36番人気）
3連複票数 計 752661 的中 ��� 6724（28番人気）
3連単票数 計1200816 的中 ��� 2479（104番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―13．1―14．1―13．5―12．8―12．5―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．6―51．7―1：05．2―1：18．0―1：30．5―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

タマモマズルカ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．10．12 東京2着

2011．2．12生 牡3黒鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 7戦1勝 賞金 12，550，000円
〔制裁〕 トーセンエンブレム号の騎手江田照男は，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：11

番）
※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 コスモチャイム号・コスモナチュラル号・ディーエスマインド号・フヨウヤマヒコ号・ランドントウォーク号

06064 3月16日 晴 稍重 （26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35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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 スプリングサヴァン 牝3鹿 54 戸崎 圭太加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 438 ―1：56．8 20．0�
714 レッドダニエル 牡3栗 56 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 クビ 3．8�
24 ドラゴンズタイム 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 428 ―1：57．54 9．7�
612 コウジンシュリー 牝3鹿 54 大野 拓弥加藤 興一氏 松山 将樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ― 〃 クビ 12．5�
815 メイプルチャンス 牝3栗 54 津村 明秀節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 452 ―1：57．6クビ 40．6�
47 ステラストリーム 牡3黒鹿56 三浦 皇成 	キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―1：57．91� 2．9

12 ニシノウィード 牡3栗 56 蛯名 正義西山 茂行氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 472 ―1：58．21� 12．9�
35 ドゥーイット 牡3栗 56 嘉藤 貴行	ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 442 ―1：58．83� 43．1�
36 ヴ ル カ ー ン 牡3栗 56 横山 和生石川 幸司氏 南田美知雄 新ひだか 徳本 幸雄 462 ―2：00．29 61．1
713 ギンザデネボラ 牡3鹿 56 村田 一誠有馬 博文氏 天間 昭一 新冠 競優牧場 478 ―2：01．05 118．3�
816 クリアレイク 牝3鹿 54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 434 ―2：01．53 58．6�
23 ラストミストラスト 牝3鹿 54 江田 照男西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 川上牧場 498 ―2：01．92� 34．4�
611 ララマドンナ 牝3栗 54 柴山 雄一小谷津延弘氏 畠山 吉宏 日高 坂田牧場 476 ―2：02．22 107．8�
59 ア リ ソ ン 牝3鹿 54 柴田 大知手嶋 康雄氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 450 ―2：02．41	 49．1�
11 ショッキングコート 牡3栗 56 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 506 ―2：05．2大差 5．6�
48 ダイヤモンドキララ 牝3鹿 54 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 日高 賀張三浦牧場 436 ―2：13．4大差 103．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，925，900円 複勝： 31，335，300円 枠連： 17，319，200円
馬連： 45，351，700円 馬単： 30，285，800円 ワイド： 20，186，300円
3連複： 58，373，700円 3連単： 93，439，900円 計： 317，217，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 410円 � 170円 � 310円 枠 連（5－7） 2，370円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 8，400円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 2，280円 �� 760円

3 連 複 ��� 10，610円 3 連 単 ��� 88，640円

票 数

単勝票数 計 209259 的中 � 8268（7番人気）
複勝票数 計 313353 的中 � 17175（7番人気）� 61521（2番人気）� 24764（6番人気）
枠連票数 計 173192 的中 （5－7） 5405（11番人気）
馬連票数 計 453517 的中 �� 9943（13番人気）
馬単票数 計 302858 的中 �� 2662（28番人気）
ワイド票数 計 201863 的中 �� 4701（13番人気）�� 2099（27番人気）�� 6836（7番人気）
3連複票数 計 583737 的中 ��� 4062（32番人気）
3連単票数 計 934399 的中 ��� 778（246番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．2―14．1―12．7―13．1―13．4―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．2―52．3―1：05．0―1：18．1―1：31．5―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．7
1
3

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

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

スプリングサヴァン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 イシノサンデー 初出走

2011．5．1生 牝3鹿 母 スプリングレディー 母母 スプリングジニア 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ドラゴンズタイム号の騎手原田和真は，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。
〔その他〕 クリアレイク号は，競走中終始外側に逃避しようと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〕 ショッキングコート号・ダイヤモンドキララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年4月16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。
（非当選馬） 1頭 トーセンハリケーン号



06065 3月16日 晴 良 （26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25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

48 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 468－ 42：19．0 25．6�
713 フェスティヴシー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 450＋ 22：19．21� 213．9�
12 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 504＋ 42：19．3クビ 2．8�
35 モンドクラッセ 牡3鹿 56 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 B506－ 6 〃 クビ 2．3�
47 ウルトラバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 448－ 22：19．72� 6．7	
11 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± 02：19．8クビ 64．5

510 マイネルミランダス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 456± 02：19．9� 31．5�
815 ボビンレース 牝3栗 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 472± 02：20．0� 25．1�
714 センショウゴールド 牡3黒鹿56 三浦 皇成齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 434＋ 22：20．21� 54．2
816 マイネグリンダ 牝3栗 54 柴山 雄一 �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 428＋ 42：20．73 235．4�
611 コマノアスリート 牡3鹿 56 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 B462± 02：20．8� 97．8�
612 キングラナキラ 牡3鹿 56 北村 宏司桑畑 �信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－142：20．9� 12．3�
36 ゾ ネ ブ ル ム 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 尾関 知人 新ひだか 西村 和夫 488± 02：21．96 105．9�
24 サプライズレナ 牝3鹿 54 内田 博幸平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 454－ 62：22．32� 27．5�
23 カーライルシチー 牡3鹿 56 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか カタオカフアーム 442－ 2 〃 クビ 296．4�
59 スピンタリス 牡3鹿 56 津村 明秀伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 512 ―2：23．57 334．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，135，000円 複勝： 42，604，500円 枠連： 15，821，800円
馬連： 54，448，100円 馬単： 37，586，100円 ワイド： 26，915，400円
3連複： 77，154，100円 3連単： 135，916，100円 計： 416，581，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 540円 � 4，480円 � 160円 枠 連（4－7） 7，200円

馬 連 �� 195，070円 馬 単 �� 264，180円

ワ イ ド �� 35，280円 �� 880円 �� 12，240円

3 連 複 ��� 146，760円 3 連 単 ��� 1，453，720円

票 数

単勝票数 計 261350 的中 � 8061（6番人気）
複勝票数 計 426045 的中 � 17845（6番人気）� 1863（13番人気）� 101882（2番人気）
枠連票数 計 158218 的中 （4－7） 1623（20番人気）
馬連票数 計 544481 的中 �� 206（86番人気）
馬単票数 計 375861 的中 �� 105（148番人気）
ワイド票数 計 269154 的中 �� 182（85番人気）�� 8012（7番人気）�� 527（56番人気）
3連複票数 計 771541 的中 ��� 388（159番人気）
3連単票数 計1359161 的中 ��� 69（1101番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．2―13．1―13．3―13．6―13．2―12．6―12．2―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．2―37．4―50．5―1：03．8―1：17．4―1：30．6―1：43．2―1：55．4―2：07．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ト ー ク ス �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Storm Bird デビュー 2013．12．15 中山8着

2011．2．12生 牡3鹿 母 カツラヘネシー 母母 ア リ シ ー ナ 4戦1勝 賞金 5，750，000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 ダイワブレス号

06066 3月16日 晴 良 （26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00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
1：58．0
1：56．1

良
良

22 シャドウダンサー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500＋ 82：04．0 1．9�
34 ショウナンラグーン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋ 2 〃 クビ 9．4�
712 サムソンズシエル 牡3鹿 56 田中 勝春有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 522＋ 6 〃 アタマ 18．5�
11 スパーブデイ 牡3鹿 56 内田 博幸藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 510－ 42：04．21� 27．5�
57 ストーリーセラー 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 504± 02：04．3クビ 9．6�
46 ヴァルコイネン 牡3芦 56 蛯名 正義吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 ハナ 6．5	
69 コスモレヴァータ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 444－102：04．4� 54．9

813 トップアート 牡3鹿 56 石橋 脩青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 アタマ 72．2�
814 キミノナハセンター 牡3鹿 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 22：04．5クビ 20．0�
711 テスタメント 牡3鹿 56 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 〃 アタマ 7．1
58 コスモディクシー 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472＋ 42：04．71	 297．4�
33 ウルパラクア 牡3鹿 56 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 クビ 82．3�
610 カ ッ テ 牝3黒鹿54 杉原 誠人田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 448－ 42：05．01
 378．2�
45 プリンスダム 牡3黒鹿56 小牧 太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478－122：05．21� 63．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，455，000円 複勝： 78，391，200円 枠連： 19，647，800円
馬連： 85，080，700円 馬単： 59，935，800円 ワイド： 41，702，300円
3連複： 102，763，900円 3連単： 205，447，900円 計： 639，424，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 390円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 420円 �� 850円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 5，320円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 464550 的中 � 202584（1番人気）
複勝票数 計 783912 的中 � 304707（1番人気）� 71995（5番人気）� 33958（6番人気）
枠連票数 計 196478 的中 （2－3） 21446（3番人気）
馬連票数 計 850807 的中 �� 77045（4番人気）
馬単票数 計 599358 的中 �� 42244（3番人気）
ワイド票数 計 417023 的中 �� 27145（3番人気）�� 11920（9番人気）�� 4264（28番人気）
3連複票数 計1027639 的中 ��� 14267（21番人気）
3連単票数 計2054479 的中 ��� 10124（38番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．6―13．2―13．1―12．9―12．5―12．1―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．8―50．0―1：03．1―1：16．0―1：28．5―1：40．6―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
1，12（3，13）（2，9，14）（4，10）11（5，6，7）8・（1，12）（3，9，13）（14，7）（2，10，11）（4，8）6，5

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

勝馬の
紹 介

シャドウダンサー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．15 阪神1着

2011．3．11生 牡3黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 3戦2勝 賞金 18，084，000円



06067 3月16日 晴 良 （26中山2）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

59 アーマークラッド 牡4栗 57 戸崎 圭太吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－141：35．5 5．7�

35 トーセンジャステス 牡4鹿 57 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 546＋181：35．6� 29．7�
23 ユッカマウンテン 牝5栗 55 後藤 浩輝吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 462＋121：35．92 3．0�
612 エ グ ゼ ビ ア 牡4黒鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 530± 01：36．0� 8．0�
36 マイネルコンキスタ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 中川牧場 500＋121：36．1� 34．6	
611 インステイト 牡5栗 57 大野 拓弥 
サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 クビ 4．4�
47 ベルゲンクライ 牡4芦 57 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 484－ 4 〃 ハナ 11．3�
816 クロイゼリンチャン 牝4鹿 55 江田 照男 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 434± 01：36．2	 17．9
713 オーゴンチャチャ 牝4鹿 55 田中 勝春永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 434－ 41：36．41
 32．8�
24 ボブキャット 牡4鹿 57 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 508＋ 8 〃 ハナ 16．5�
714 ミッキールドラ 牡4栗 57 松岡 正海野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 B498± 01：36．6	 81．7�
48 ベ ラ ベ ラ 牡4栗 57 三浦 皇成中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム 470＋ 81：36．81� 50．1�
11 オータムカラー 牝5栗 55 北村 宏司 
社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋ 21：36．9� 30．2�
12 モ リ ミ ヤ ビ 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也
森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B442－ 71：37．0� 60．6�
815 グッドラックミー 牝4鹿 55 内田 博幸大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486＋141：37．21
 93．2�
510�� アンカジャポニカ 牝4黒鹿55 横山 和生岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-

lier & A. Byrne 446＋ 21：37．62� 250．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，776，700円 複勝： 51，428，000円 枠連： 24，443，500円
馬連： 74，294，700円 馬単： 40，679，900円 ワイド： 31，559，700円
3連複： 91，390，100円 3連単： 144，478，800円 計： 487，051，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 590円 � 150円 枠 連（3－5） 4，350円

馬 連 �� 10，120円 馬 単 �� 17，510円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 420円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 72，390円

票 数

単勝票数 計 287767 的中 � 40291（3番人気）
複勝票数 計 514280 的中 � 75958（3番人気）� 16406（9番人気）� 116861（1番人気）
枠連票数 計 244435 的中 （3－5） 4150（18番人気）
馬連票数 計 742947 的中 �� 5423（33番人気）
馬単票数 計 406799 的中 �� 1715（55番人気）
ワイド票数 計 315597 的中 �� 2629（34番人気）�� 20632（2番人気）�� 5120（19番人気）
3連複票数 計 913901 的中 ��� 8362（23番人気）
3連単票数 計1444788 的中 ��� 1473（210番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．6―12．0―12．0―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．6―47．6―59．6―1：11．7―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

アーマークラッド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．7．29 小倉4着

2010．1．10生 牡4栗 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 13戦2勝 賞金 21，450，000円
〔その他〕 トーセンジャステス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トーセンジャステス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年4月16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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファンアットコート号

06068 3月16日 晴 稍重 （26中山2）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

48 フェアリーライン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム B538－ 81：12．3 7．5�
47 セイユウスマイル 牝4鹿 55 柴田 善臣松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 472－101：12．4� 4．3�
815 エトルアンフルール 牝4栗 55 松岡 正海村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 476－ 21：13．03� 6．4�
612 フランスギャル 牝5黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 478± 01：13．1� 13．4�
510 コウヨウチャンス 牝4栗 55 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 448＋ 61：13．2� 7．9�
11 � ナルミチャン 牝4鹿 55 戸崎 圭太�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 472－ 11：13．3� 13．1	
611� ハ ル コ マ チ 牝4鹿 55 後藤 浩輝髙橋 治夫氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 B468－11 〃 ハナ 17．7

12 フジマサマキシム 牝4栗 55 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 490＋ 61：13．4� 17．1�
36 マリーズミイ 牝4鹿 55 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B450＋12 〃 同着 38．1�
35 ヴェルタート 牝4鹿 55 北村 宏司 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 498＋16 〃 ハナ 5．0�
713� ベルベットメドウ 牝5青鹿55 嘉藤 貴行�日東牧場 大和田 成 浦河 日東牧場 480＋161：13．61	 152．3�
59 � ベストヒット 牝4栗 55 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472－ 41：13．7クビ 13．4�
23 フルーツガーデン 牝4青鹿 55

52 ▲木幡 初也田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 浦河 谷口牧場 472－ 61：13．91	 147．8�
24 � サマーフェニックス 牝4栗 55 宮崎 北斗�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432－ 61：14．0クビ 133．7�
714� トゥユアハート 牝4栗 55

52 ▲原田 和真吉田喜代司氏 小野 次郎 日高 藤本ファーム B422－161：14．21� 75．3�
816 ディアルーモ 牝4鹿 55 柴山 雄一ディアレスト 池上 昌弘 新ひだか 大典牧場 B472－ 4 〃 アタマ 91．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，735，300円 複勝： 55，386，200円 枠連： 31，341，200円
馬連： 81，334，700円 馬単： 43，690，200円 ワイド： 36，330，400円
3連複： 101，532，300円 3連単： 155，131，900円 計： 536，482，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 160円 � 210円 枠 連（4－4） 1，290円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 540円 �� 910円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 14，310円

票 数

単勝票数 計 317353 的中 � 33601（4番人気）
複勝票数 計 553862 的中 � 65770（4番人気）� 102243（1番人気）� 67318（3番人気）
枠連票数 計 313412 的中 （4－4） 17935（6番人気）
馬連票数 計 813347 的中 �� 42921（3番人気）
馬単票数 計 436902 的中 �� 11707（6番人気）
ワイド票数 計 363304 的中 �� 16792（3番人気）�� 9410（9番人気）�� 19032（2番人気）
3連複票数 計1015323 的中 ��� 29718（3番人気）
3連単票数 計1551319 的中 ��� 8002（16番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．3―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェアリーライン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Southern Halo デビュー 2012．2．11 東京1着

2009．2．16生 牝5鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 14戦2勝 賞金 23，420，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ベストヒット号の調教師伊藤圭三は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。



06069 3月16日 晴 良 （26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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

11 アルベルトバローズ 牡5鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 494－ 81：09．6 7．5�
611 ファンデルワールス �5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 494－ 61：09．7	 11．1�
610 ツクバリンカーン 牡4芦 57 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 532－ 41：10．02 21．3�
34 フレイムヘイロー �6栗 57 大庭 和弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 490－14 〃 ハナ 25．7�
814 アドマイヤサブリナ 牝4芦 55 内田 博幸近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 432－ 21：10．1クビ 4．0�
22 タイセイマテンロウ �6青鹿57 江田 照男田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 8 〃 クビ 12．6	
46 サ ク ラ ベ ル 牝6栗 55 戸崎 圭太
さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 482－101：10．2
 30．5�
47 エ ネ ア ド 牡5鹿 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 01：10．3
 8．1�
58 レッドエレンシア 牝6黒鹿55 三浦 皇成 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 426－ 6 〃 ハナ 6．5
35 ラインロバート 牡5青鹿57 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 42．8�
23 エターナルスター 牝4栗 55 津村 明秀下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 472－161：10．51� 86．5�
712 エターナルムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 474± 01：10．71 4．4�
713 マンドレイク 牡4黒鹿57 小牧 太�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 486－ 61：10．8
 26．6�
59 ブライトポジー 牝5鹿 55 嘉藤 貴行�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 梅田牧場 446＋ 81：11．01
 153．4�
815 リアリティー 牝4鹿 55 柴田 大知小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 474＋ 41：12．06 230．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，511，800円 複勝： 63，280，200円 枠連： 26，432，700円
馬連： 117，964，900円 馬単： 61，232，200円 ワイド： 45，367，700円
3連複： 144，609，800円 3連単： 241，660，400円 計： 736，059，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 280円 � 350円 � 540円 枠 連（1－6） 2，380円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 6，960円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 1，930円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 16，720円 3 連 単 ��� 90，400円

票 数

単勝票数 計 355118 的中 � 37622（4番人気）
複勝票数 計 632802 的中 � 65658（4番人気）� 49008（6番人気）� 28317（8番人気）
枠連票数 計 264327 的中 （1－6） 8208（13番人気）
馬連票数 計1179649 的中 �� 21722（17番人気）
馬単票数 計 612322 的中 �� 6501（30番人気）
ワイド票数 計 453677 的中 �� 8911（15番人気）�� 5766（26番人気）�� 6179（24番人気）
3連複票数 計1446098 的中 ��� 6383（65番人気）
3連単票数 計2416604 的中 ��� 1973（311番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．6―11．8―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．5―46．3―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルベルトバローズ �
�
父 ディクタット �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．8．28 小倉3着

2009．4．1生 牡5鹿 母 ダムドコンパニー 母母 Paper Princess 30戦4勝 賞金 58，007，000円
※出走取消馬 アブマーシュ号（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） 2頭 スズノフウジン号・マジカルポケット号
（非抽選馬） 3頭 キャストロメファ号・ダイワスペシャル号・プロスペラスマム号

06070 3月16日 晴 良 （26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：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，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�
増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

12 シャイニープリンス 牡4青鹿55 後藤 浩輝小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 494－ 21：34．9 5．5�
612 コスモソーンパーク 牡6青鹿56 津村 明秀 �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 486－ 61：35．11	 20．2�
816 ミッドサマーフェア 牝5青鹿53 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 468－ 21：35．2クビ 7．3�
611 カ オ ス モ ス 牡4鹿 55 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 532＋10 〃 クビ 4．8�
59 ア カ ン サ ス 牝6青 54 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454＋101：35．3クビ 106．3	
713 アルフレード 牡5鹿 56 松岡 正海 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538－12 〃 アタマ 11．5

47 ゼ ロ ス 牡5鹿 56 国分 恭介杉澤 光雄氏 石橋 守 日高 坂 牧場 508± 0 〃 クビ 6．4�
24 ドリームバスケット 牡7栗 57 柴田 善臣セゾンレースホース� 池上 昌弘 日高 荒井ファーム 460－ 21：35．4クビ 13．8�
714 ワキノブレイブ 牡4青鹿56 戸崎 圭太脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 480－ 61：35．5	 24．9
11 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿56 横山 典弘�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 456＋ 41：35．6	 4．7�
510 サワノパンサー 牡8鹿 56 石橋 脩西田 和子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 558－10 〃 クビ 30．2�
35 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 55 三浦 皇成高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482± 01：35．7クビ 71．0�
36 コスモセンサー 牡7栗 58 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム 518± 01：36．12	 45．2�
48 サンディエゴシチー 牡7黒鹿55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 516＋ 81：36．31 91．1�
815 スズジュピター 牡9黒鹿56 吉田 豊小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム 468－ 61：36．93	 368．7�
23 
 チャーリーブレイヴ 牡4鹿 55 小牧 太林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham B504＋ 41：39．2大差 52．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，340，000円 複勝： 91，064，800円 枠連： 42，836，600円
馬連： 175，601，500円 馬単： 83，123，900円 ワイド： 63，131，700円
3連複： 213，863，100円 3連単： 342，364，700円 計： 1，067，326，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 380円 � 240円 枠 連（1－6） 460円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 880円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 8，640円 3 連 単 ��� 54，740円

票 数

単勝票数 計 553400 的中 � 80187（3番人気）
複勝票数 計 910648 的中 � 126880（3番人気）� 56000（7番人気）� 105841（4番人気）
枠連票数 計 428366 的中 （1－6） 68972（1番人気）
馬連票数 計1756015 的中 �� 31135（19番人気）
馬単票数 計 831239 的中 �� 7862（37番人気）
ワイド票数 計 631317 的中 �� 12739（17番人気）�� 18041（9番人気）�� 11639（18番人気）
3連複票数 計2138631 的中 ��� 18269（31番人気）
3連単票数 計3423647 的中 ��� 4616（192番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．8―12．2―11．6―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．0―48．2―59．8―1：11．3―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

シャイニープリンス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2012．12．22 中山4着

2010．4．26生 牡4青鹿 母 ダイタクピア 母母 スイートラブ 12戦4勝 賞金 74，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャーリーブレイヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月16日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴットフリート号
（非抽選馬） 3頭 カネトシディオス号・デュアルスウォード号・ラトルスネーク号

２レース目



06071 3月16日 晴 良 （26中山2）第6日 第11競走 ��
��1，800�第32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，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

ローレル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 11，400，00011，400，000
円
円 5，300，000円 3，500，000円

付 加 賞 609，000円 131，000
131，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

36 フーラブライド 牝5鹿 53 酒井 学吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 456－101：48．5 4．5�
713 ケイアイエレガント 牝5黒鹿53 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B526－ 21：48．71� 26．4�
714 キャトルフィーユ 牝5鹿 52 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 6 〃 同着 8．0�
612 アロマティコ 牝5栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462－ 41：48．8� 6．5�
35 	 ノーブルジュエリー 牝6黒鹿55 小牧 太 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm 506－ 6 〃 クビ 9．0	
11 クラウンロゼ 牝4鹿 53 蛯名 正義矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 472－ 21：49．11� 22．6

816 トーセンベニザクラ 牝5黒鹿53 江田 照男島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 452± 01：49．2
 25．3�
24 アグネスワルツ 牝7栗 55 国分 恭介渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 502＋ 61：49．3
 28．2
59 コウエイオトメ 牝6鹿 53 三浦 皇成西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 482－ 4 〃 クビ 29．5�
510 エクセラントカーヴ 牝5黒鹿55．5 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 432＋ 8 〃 同着 4．5�
47 エ デ ィ ン 牝5栗 53 荻野 琢真�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 454－ 61：49．4
 74．4�
611 サンシャイン 牝5黒鹿53 田中 勝春青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 440＋ 61：49．5
 59．1�
12 ノボリディアーナ 牝4栗 53 横山 典弘原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 462± 01：49．71� 11．5�
48 セ キ シ ョ ウ 牝4青鹿52 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 480－121：49．8
 31．1�
23 エバーブロッサム 牝4鹿 55 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478＋201：50．33 14．5�
815 サクラプレジール 牝4青 53 松岡 正海�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 474± 01：50．61� 67．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 145，811，500円 複勝： 225，877，100円 枠連： 144，927，600円 馬連： 631，454，600円 馬単： 287，984，000円
ワイド： 205，614，700円 3連複： 931，927，300円 3連単： 1，577，071，400円 5重勝： 658，732，000円 計： 4，809，400，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 �
�

670円
250円 枠 連（3－7） 870円

馬 連 ��
��

2，970円
800円 馬 単 ��

��
4，650円
1，310円

ワ イ ド ��
��

2，250円
640円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 12，480円 3 連 単 ���
���

33，610円
25，540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����� 10，128，010円

票 数

単勝票数 計1458115 的中 � 260934（1番人気）
複勝票数 計2258771 的中 � 381594（1番人気）� 71277（12番人気）� 251490（4番人気）
枠連票数 計1449276 的中 （3－7） 124113（2番人気）
馬連票数 計6314546 的中 �� 75752（22番人気）�� 302403（2番人気）
馬単票数 計2879840 的中 �� 22413（36番人気）�� 83184（3番人気）
ワイド票数 計2056147 的中 �� 21874（26番人気）�� 84552（2番人気）�� 21022（29番人気）
3連複票数 計9319273 的中 ��� 55115（35番人気）
3連単票数 計15770714 的中 ��� 17309（178番人気） ��� 22795（125番人気）
5重勝票数 計6587320 的中 ����� 48

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．9―48．2―1：00．4―1：12．4―1：24．4―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フーラブライド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．8．21 札幌13着

2009．5．9生 牝5鹿 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション 28戦6勝 賞金 137，299，000円

06072 3月16日 晴 稍重 （26中山2）第6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，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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ヴァンガード 牡5鹿 57 戸崎 圭太 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 508－ 61：52．9 2．9�

712 ロンギングエース 牡4鹿 57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：53．11� 18．8�
11 サウンドトゥルー 牡4栗 57 蛯名 正義山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：53．2	 4．5�
34 ワンダーロード 牡4青鹿57 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 468± 01：53．3
 3．4�
713 クワイアーソウル 牡6黒鹿57 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 504－ 41：53．51� 24．9�
47 ベルウッドテラス 牡4鹿 57 後藤 浩輝鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 502－ 21：53．71	 7．2	
59 オーシュペール 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也 �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 480－ 21：54．33	 34．5

58 ヤマチョウフェア 牡6黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 478－ 81：54．51	 32．1�
46 ロマンシングジェム 牝4青鹿55 横山 典弘吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498± 01：54．6クビ 24．5�
35 バーチャルトラック 牡6鹿 57 大野 拓弥宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 B458－ 41：54．7
 149．0
22 サマーティアラ 牝6青鹿55 内田 博幸セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 434－ 61：54．8	 58．3�
814 マイネルアウストロ 牡8栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 21：55．11
 243．5�
610 トウカイアストロ 牡5栗 57 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 500－ 21：55．2	 44．1�
815 ディアビリーヴ 牡7青鹿57 柴山 雄一寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B512－ 81：56．58 244．0�
23 グランマルシェ 牡6鹿 57 江田 照男 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B528－ 21：56．92	 189．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 78，959，100円 複勝： 114，495，300円 枠連： 52，103，500円
馬連： 264，498，500円 馬単： 108，283，300円 ワイド： 83，191，600円
3連複： 255，776，700円 3連単： 511，267，500円 計： 1，468，575，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 340円 � 180円 枠 連（6－7） 1，310円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 750円 �� 370円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 20，480円

票 数

単勝票数 計 789591 的中 � 215384（1番人気）
複勝票数 計1144953 的中 � 246399（1番人気）� 69056（5番人気）� 176705（3番人気）
枠連票数 計 521035 的中 （6－7） 29417（6番人気）
馬連票数 計2644985 的中 �� 74421（8番人気）
馬単票数 計1082833 的中 �� 20686（13番人気）
ワイド票数 計 831916 的中 �� 26665（8番人気）�� 61612（3番人気）�� 15459（16番人気）
3連複票数 計2557767 的中 ��� 48862（8番人気）
3連単票数 計5112675 的中 ��� 18424（52番人気）

ハロンタイム 12．4―12．2―13．2―13．0―12．2―12．2―12．5―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．6―37．8―50．8―1：03．0―1：15．2―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4F49．9―3F37．7
1
3
10（13，15）4（7，9）3，8－（6，11）（1，12）（5，14）－2・（10，13）15（4，7）（3，8，9）11（1，12）6，14（5，2）

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

勝馬の
紹 介

ヴァンガード �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2011．11．13 京都3着

2009．5．10生 牡5鹿 母 スプリングレイン 母母 ストームソング 15戦4勝 賞金 35，800，000円
※オーシュペール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

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

務 員 手 当

勝馬投票券売得金
単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】

計
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