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06001 2月28日 晴 重 （27中山2）第1日 第1競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

713 スラリーアイス 牝3黒鹿54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 454＋ 21：57．7 3．9�
36 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B472＋ 61：58．12� 137．5�
24 グランデクオーレ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 444＋ 6 〃 クビ 13．8�
59 スノーフォレスト 牝3鹿 54 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新冠 浜口牧場 448＋121：58．2クビ 125．1�
510 テ ッ プ シ ー 牝3芦 54 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 21：58．52 19．9�
23 エレガントソング 牝3黒鹿54 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：58．6� 71．5	
816 ラグロワール 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート上原 博之 浦河 中脇 満 476－ 81：58．7� 13．1

612 ヴィルフランシュ 牝3青鹿54 江田 照男 �シルクレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム B442＋ 81：59．01� 3．5�
48 エストレージャ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 474＋141：59．1� 19．2�
12 ヒメフジサクラ 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 490＋ 21：59．2� 211．5
47 ブラウンウィナー 牝3栗 54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 506－ 21：59．83� 60．3�
815 トキメキグレース 牝3鹿 54 横山 和生片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 434－ 21：59．9� 272．2�
714 サトノハンナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 454＋ 22：00．1� 7．6�
11 カ ン デ ラ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B478－ 22：00．41� 4．7�
35 スマートガール 牝3芦 54 三浦 皇成西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 62：02．6大差 48．5�
611 シャドウスペル 牝3鹿 54 横山 典弘飯塚 知一氏 新開 幸一 浦河 成隆牧場 492－ 22：02．81 19．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，338，800円 複勝： 33，894，600円 枠連： 16，435，300円
馬連： 56，664，000円 馬単： 30，296，600円 ワイド： 29，713，500円
3連複： 72，839，800円 3連単： 95，520，000円 計： 356，702，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 3，110円 � 330円 枠 連（3－7） 4，050円

馬 連 �� 29，060円 馬 単 �� 37，550円

ワ イ ド �� 7，470円 �� 780円 �� 15，450円

3 連 複 ��� 70，670円 3 連 単 ��� 452，620円

票 数

単勝票数 計 213388 的中 � 43585（2番人気）
複勝票数 計 338946 的中 � 76697（1番人気）� 2067（14番人気）� 24552（5番人気）
枠連票数 計 164353 的中 （3－7） 3138（15番人気）
馬連票数 計 566640 的中 �� 1511（51番人気）
馬単票数 計 302966 的中 �� 605（89番人気）
ワイド票数 計 297135 的中 �� 996（55番人気）�� 10452（7番人気）�� 479（75番人気）
3連複票数 計 728398 的中 ��� 773（142番人気）
3連単票数 計 955200 的中 ��� 153（882番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．4―13．0―13．0―13．1―13．5―13．9―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．9―49．9―1：02．9―1：16．0―1：29．5―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．8―3F41．7
1
3

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

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

スラリーアイス �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．8．31 新潟13着

2012．3．15生 牝3黒鹿 母 クレスコラブリー 母母 メジロライリー 9戦1勝 賞金 12，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャドウスペル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月31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 モアアピール号

06002 2月28日 晴 重 （27中山2）第1日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ア ル テ エ ゴ 牡3鹿 56 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 サンシャイン
牧場 464＋ 21：13．1 70．4�

48 グランアラミス �3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 494－ 4 〃 クビ 1．6�
611 シャトルソニック 牡3鹿 56 蛯名 正義細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 478－ 41：13．2クビ 4．2�
816 レディゴーラウンド 牝3芦 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 448－ 41：13．3� 11．8�
12 ア ラ マ サ ル 牡3鹿 56 田辺 裕信�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472± 0 〃 ハナ 16．6�
713 ランドザスターズ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460－ 81：13．93� 93．8


612 ワールドハーモニー 牡3鹿 56 戸崎 圭太日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 472－ 21：14．11� 11．0�

59 フジサンボンド 牡3鹿 56 的場 勇人藤田 秀行氏 的場 均 浦河 三好牧場 476－ 21：14．3� 296．4�
11 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B490＋ 81：14．51� 19．8
510 デルマゴシンゾサン 牝3栗 54 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 398＋ 41：14．6クビ 448．2�
24 フ ロ ッ ケ 牡3栗 56 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B444＋ 2 〃 ハナ 14．0�
23 ユアーザワン 牡3青 56 吉田 豊�ターフ・スポート高橋 文雅 日高 下河辺牧場 476－ 41：14．92 109．1�
714 カクテルトウショウ 牝3栗 54 岩部 純二トウショウ産業	 的場 均 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 416－141：15．0クビ 289．9�
47 バラモノガタリ 牝3栗 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 えりも 上島牧場 430＋161：15．63� 440．3�
36 エイトワンダー 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 420＋101：16．77 137．3�
35 シゲルノマオイ 牡3栗 56 武士沢友治森中 蕃氏 松永 康利 浦河 中村 雅明 468－ 21：17．44 156．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，127，900円 複勝： 47，107，800円 枠連： 17，562，700円
馬連： 53，327，700円 馬単： 36，209，900円 ワイド： 29，234，800円
3連複： 68，602，400円 3連単： 115，638，600円 計： 395，811，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，040円 複 勝 � 810円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 990円

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 22，840円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 2，160円 �� 200円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 73，470円

票 数

単勝票数 計 281279 的中 � 3196（8番人気）
複勝票数 計 471078 的中 � 6046（9番人気）� 220267（1番人気）� 78141（2番人気）
枠連票数 計 175627 的中 （4－8） 13612（4番人気）
馬連票数 計 533277 的中 �� 6977（15番人気）
馬単票数 計 362099 的中 �� 1189（49番人気）
ワイド票数 計 292348 的中 �� 4074（19番人気）�� 2944（23番人気）�� 47514（1番人気）
3連複票数 計 686024 的中 ��� 11003（15番人気）
3連単票数 計1156386 的中 ��� 1141（184番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．5―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル テ エ ゴ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．11．8 東京10着

2012．4．15生 牡3鹿 母 レパーティー 母母 パンドラスボックス 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 ワールドハーモニー号の騎手後藤浩輝は，事故のため戸崎圭太に変更。
〔制裁〕 グランアラミス号の騎手大野拓弥は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・2番・1番）
〔その他〕 シゲルノマオイ号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 サトノピスケス号
（非抽選馬） 5頭 セイウンアサヒ号・センノレイダース号・ディーエスレイザー号・ネイチャーシュシュ号・ランバイワイルド号

第２回 中山競馬 第１日



06003 2月28日 晴 重 （27中山2）第1日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

611 ラブオーディーン 牡3鹿 56 三浦 皇成 M・
Kenichiホールディング� 池上 昌弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B496± 01：55．7 8．1�
59 オ ケ ア ノ ス 牡3鹿 56 蛯名 正義清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 514± 0 〃 クビ 7．1�
47 カズノテナンゴ 牡3栗 56 内田 博幸鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 484＋ 41：55．8� 2．0�
510 マイネルヴォーダン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 514＋ 61：56．22� 26．2�
12 ハイヴォルテージ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432－ 41：56．94 22．3�

11 	 ショウナンアイ 牝3栗 54 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 米 Padua Sta-
bles, LLC 462－ 21：57．11 19．1	

714 グランシャリオ 牡3栗 56 石橋 脩村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 11．2

612 クワッドアクセル 牡3栗 56 柴田 善臣島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 460± 01：57．2� 19．1�
23 マウントミッチェル 牡3鹿 56 伊藤 工真阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド 446－141：58．79 26．6�
24 ルーズソックス 牡3鹿 56 菅原 隆一西森 鶴氏 中川 公成 日高 碧雲牧場 436－ 81：58．8クビ 285．6
816 サクラエクレール 牡3栗 56 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 498－ 61：59．65 19．4�
713 ワンダービート 牡3栗 56 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 448－ 82：00．23� 614．9�
35 	 ストリートオベロン 牡3黒鹿56 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 456± 0 〃 アタマ 14．4�
815 ケンリュウセイ 牡3栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 498－ 42：00．3クビ 247．2�
48 スギノクレステージ 牡3黒鹿56 江田 照男杉山 忠国氏 武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 510－142：00．51
 260．5�
36 カレイジルベルト 牡3鹿 56 戸崎 圭太ディアレスト 菊川 正達 浦河 松栄牧場 472＋102：00．71
 16．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，668，500円 複勝： 46，779，600円 枠連： 18，318，800円
馬連： 65，310，900円 馬単： 37，357，900円 ワイド： 35，835，600円
3連複： 81，805，700円 3連単： 110，957，700円 計： 429，034，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 170円 � 150円 � 110円 枠 連（5－6） 1，400円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 670円 �� 340円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 11，060円

票 数

単勝票数 計 326685 的中 � 32242（3番人気）
複勝票数 計 467796 的中 � 50437（3番人気）� 70275（2番人気）� 158357（1番人気）
枠連票数 計 183188 的中 （5－6） 10114（5番人気）
馬連票数 計 653109 的中 �� 20716（10番人気）
馬単票数 計 373579 的中 �� 6006（16番人気）
ワイド票数 計 358356 的中 �� 12013（7番人気）�� 26962（2番人気）�� 40776（1番人気）
3連複票数 計 818057 的中 ��� 53057（1番人気）
3連単票数 計1109577 的中 ��� 7268（15番人気）

ハロンタイム 12．7―12．5―13．0―13．0―12．6―12．3―12．6―12．6―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．2―38．2―51．2―1：03．8―1：16．1―1：28．7―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブオーディーン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．12．6 中山2着

2012．4．17生 牡3鹿 母 ア ル シ ッ ペ 母母 Smolensk 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔騎手変更〕 ストリートオベロン号の騎手後藤浩輝は，事故のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルランピード号・ウインアヴァンティ号・コパノハミルトン号・コマクサ号

06004 2月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （27中山2）第1日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

45 マイネルミランダス 牡4栗 59 山本 康志 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 480＋ 43：15．5 2．1�

58 タイヨウロマン 牡4栗 59 植野 貴也太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 470＋ 2 〃 クビ 84．5�
11 コスモカンタービレ 牡8黒鹿60 江田 勇亮 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 510＋183：16．03 164．2�
34 レッドフォルツァ 牡6鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B508＋ 63：17．27 3．4�
69 キーアイテム 牡4鹿 59 石神 深一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 466＋ 4 〃 ハナ 21．1	
610 コーリンジャヴロー 牡4鹿 59 鈴木 慶太伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 476＋123：18．15 31．9

712 マイネルドメニカ 牡6栗 60 平沢 健治 �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 498＋ 8 〃 クビ 16．1�
22 � ドリームパワー 牝6鹿 58 金子 光希�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 454－ 43：18．2� 5．4�
813� トーセンハナミズキ 牝5鹿 58 小野寺祐太島川 哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 480＋ 43：18．94 52．0�
57 � サンマルヴィエント 牡7栗 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 492＋123：19．21� 60．6�
46 スリーロンドン 牡4栗 59 難波 剛健永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 468＋103：19．83� 127．3�
711 マツリダジャパン 	8青 60 蓑島 靖典髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 488＋123：19．9� 87．9�
814 アポロスターズ 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 510－ 43：20．43 10．2�
33 ジョアンシーピン 牝5黒鹿58 草野 太郎西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 460－ 63：29．6大差 131．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，076，000円 複勝： 21，366，400円 枠連： 14，627，600円
馬連： 42，215，900円 馬単： 27，702，300円 ワイド： 20，324，600円
3連複： 53，530，600円 3連単： 89，679，600円 計： 289，523，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 810円 � 2，610円 枠 連（4－5） 2，850円

馬 連 �� 8，240円 馬 単 �� 11，680円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 5，930円 �� 30，260円

3 連 複 ��� 224，290円 3 連 単 ��� 580，510円

票 数

単勝票数 計 200760 的中 � 73454（1番人気）
複勝票数 計 213664 的中 � 57411（1番人気）� 5420（9番人気）� 1568（14番人気）
枠連票数 計 146276 的中 （4－5） 3965（11番人気）
馬連票数 計 422159 的中 �� 3970（20番人気）
馬単票数 計 277023 的中 �� 1778（32番人気）
ワイド票数 計 203246 的中 �� 2370（22番人気）�� 882（42番人気）�� 171（85番人気）
3連複票数 計 535306 的中 ��� 179（213番人気）
3連単票数 計 896796 的中 ��� 112（727番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 53．8－3F 40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルミランダス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Woodman デビュー 2013．11．10 福島7着

2011．4．25生 牡4栗 母 マーベラスウーマン 母母 ノンダムール 障害：6戦1勝 賞金 13，800，000円



06005 2月28日 晴 良 （27中山2）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

712 マルターズアポジー 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 536 ―2：04．5 11．3�
46 ドラゴンハピネス 牝3鹿 54 伊藤 工真窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 下河辺牧場 444 ―2：05．03 4．4�
59 ファインドヌーヴ 牝3芦 54

51 ▲木幡 初也井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 444 ― 〃 クビ 27．4�
58 � レ デ ィ ル ー 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 和美氏 和田正一郎 独 Gestut
Karlshof 406 ―2：05．1クビ 39．8�

815 レオアルテミス 牝3芦 54 横山 典弘�レオ 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 474 ―2：05．52� 5．2�
713 ジャングルスコール 牝3鹿 54 田中 勝春吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 クビ 9．1	
47 エンゲルフライト 牡3鹿 56 石橋 脩嶋田 賢氏 矢作 芳人 日高 シンコーファーム 498 ―2：05．6クビ 18．8

34 ワンダーヘルト 牡3栗 56 柴田 大知古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 440 ―2：05．7� 22．6�
814 オ ラ ン ピ ア 牝3黒鹿54 小野寺祐太�ミルファーム 奥平 雅士 日高 出口牧場 432 ― 〃 クビ 193．8
23 ポッドクライ 牝3黒鹿54 内田 博幸小川眞査雄氏 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 460 ―2：05．91� 6．7�
610 スイートネージュ 牝3芦 54 柴田 善臣シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 470 ―2：06．0クビ 10．0�
22 � ナーティーボーイ 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 愛 Mrs J. Norris 504 ―2：06．1� 12．9�
611 スカイトップ 牝3黒鹿54 大野 拓弥久米田 榮氏 大竹 正博 新ひだか 木田牧場 432 ―2：06．31 8．1�
35 ラブノキセキ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行浦新 德司氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 438 ―2：06．4	 73．1�
11 オールディーズ 牡3栗 56 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 454 ―2：06．5	 83．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，246，600円 複勝： 33，730，600円 枠連： 22，295，500円
馬連： 55，484，400円 馬単： 27，668，100円 ワイド： 27，151，700円
3連複： 61，206，800円 3連単： 79，004，100円 計： 328，787，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 360円 � 150円 � 640円 枠 連（4－7） 1，030円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 900円 �� 3，910円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 14，730円 3 連 単 ��� 70，710円

票 数

単勝票数 計 222466 的中 � 15671（7番人気）
複勝票数 計 337306 的中 � 21021（7番人気）� 82498（1番人気）� 10459（11番人気）
枠連票数 計 222955 的中 （4－7） 16727（3番人気）
馬連票数 計 554844 的中 �� 20966（4番人気）
馬単票数 計 276681 的中 �� 4624（12番人気）
ワイド票数 計 271517 的中 �� 8095（6番人気）�� 1736（53番人気）�� 3873（22番人気）
3連複票数 計 612068 的中 ��� 3115（56番人気）
3連単票数 計 790041 的中 ��� 810（250番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―37．9―51．3―1：03．9―1：16．5―1：28．7―1：40．8―1：52．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
12（15，6，8）13（4，7，9）（5，10）（2，14）3，11，1・（12，6）（15，7，8）（4，9，13）5（10，14）3（2，11）1

2
4

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

勝馬の
紹 介

マルターズアポジー �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 Old Trieste 初出走

2012．2．27生 牡3鹿 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔騎手変更〕 ジャングルスコール号の騎手後藤浩輝は，事故のため田中勝春に変更。
※出走取消馬 マサノエリザベス号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ビヘーヴ号・ルスナイパンドラ号

06006 2月28日 晴 良 （27中山2）第1日 第6競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

47 フォーワンタイキ 牡3栗 56 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 448± 01：35．5 235．9�
24 フロリアード 牝3芦 54 戸崎 圭太村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 クビ 22．5�
35 パーフェクトビュー 牝3栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：35．71� 1．8�
48 アイノカケハシ 牝3鹿 54 吉田 豊國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 412± 0 〃 クビ 8．1�
510 コスモデレガンス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 418± 01：35．8クビ 162．9�
23 スターチェイサー 牡3芦 56 蛯名 正義 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 476＋ 2 〃 クビ 5．0	
713 サウザンリーブス 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ビクトリーホースランチ 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442± 01：35．9� 17．9

36 ランデックヒルズ 牝3鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 442＋ 21：36．11 15．2�
611 スターキャスト 牝3芦 54 内田 博幸吉田 千津氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 410± 01：36．52� 34．6�
816 ハッピームーン 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 432－101：36．71� 64．3
59 アコルダージュ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 444＋ 8 〃 クビ 115．4�
12 ジカンリョコウ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 福田牧場 414＋ 2 〃 アタマ 339．3�
714 ガンダルヴァ 牡3鹿 56 田辺 裕信村木 隆氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 434＋ 21：36．91� 146．0�
11 ミスタービン 牡3鹿 56 武士沢友治平川 浩之氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：37．0� 121．8�
815 ジャストザルーチェ 牝3黒鹿54 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 468－ 41：37．32 7．9�
612 マイネルリザータ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか 平野牧場 504－121：37．51 59．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，802，900円 複勝： 54，388，800円 枠連： 19，215，500円
馬連： 70，552，200円 馬単： 45，448，500円 ワイド： 36，957，400円
3連複： 77，282，600円 3連単： 129，889，600円 計： 467，537，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 23，590円 複 勝 � 3，730円 � 430円 � 110円 枠 連（2－4） 2，300円

馬 連 �� 112，500円 馬 単 �� 296，400円

ワ イ ド �� 21，480円 �� 6，870円 �� 820円

3 連 複 ��� 74，880円 3 連 単 ��� 1，222，980円

票 数

単勝票数 計 338029 的中 � 1146（15番人気）
複勝票数 計 543888 的中 � 1950（15番人気）� 19980（7番人気）� 254349（1番人気）
枠連票数 計 192155 的中 （2－4） 6463（8番人気）
馬連票数 計 705522 的中 �� 486（85番人気）
馬単票数 計 454485 的中 �� 115（175番人気）
ワイド票数 計 369574 的中 �� 429（83番人気）�� 1350（44番人気）�� 12333（7番人気）
3連複票数 計 772826 的中 ��� 774（132番人気）
3連単票数 計1298896 的中 ��� 77（1180番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―12．1―12．3―12．1―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―34．9―47．0―59．3―1：11．4―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

フォーワンタイキ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．10．12 東京9着

2012．4．23生 牡3栗 母 ウインクルディール 母母 シングルホーク 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 アイノカケハシ号の騎手後藤浩輝は，事故のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 フォーワンタイキ号の騎手柴田善臣は，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：6番）
※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） 2頭 キョウワクラウド号・ストレートプレイ号
（非抽選馬） 2頭 コスモマリナー号・ディープフォレスト号



06007 2月28日 晴 良 （27中山2）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （芝・右）

牝，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
1：44．9
1：43．9

良
良

611 スマイルミーティア 牝3黒鹿54 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 432－ 21：49．7 4．8�
12 ホワイトエレガンス 牝3芦 54 村田 一誠嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 464± 01：49．8� 30．5�
47 ダイワミランダ 牝3栗 54 蛯名 正義大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494＋141：50．01 2．5�
24 エクストラファイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 444＋ 21：50．1� 24．7�
11 エバーキュート 牝3栗 54 石橋 脩宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436－ 4 〃 クビ 33．4�
48 カゼノトビラ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 452－ 81：50．31� 106．3	
59 チ ャ リ シ ー 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 ハナ 7．8

510 タマノブリュネット 牝3栗 54 三浦 皇成玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 466± 0 〃 クビ 12．5�
815 ハ ナ モ モ 牝3黒鹿54 田中 勝春藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 440－181：50．51� 143．0�
612 ジャポニカーラ 牝3黒鹿54 横山 典弘 シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 406－ 2 〃 クビ 8．3�
714 コルボノワール 牝3青鹿54 内田 博幸�ラ・メール 小崎 憲 日高 三城牧場 446－ 61：50．71� 10．7�
36 カボスチャン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 422－ 21：50．91� 25．9�
816 アローシルバー 牝3栗 54 田辺 裕信佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 466＋ 61：51．1� 44．0�
35 マ ラ ケ シ ュ 牝3青鹿54 江田 照男片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 474－ 41：51．31� 53．8�
713 セ ン リ ツ 牝3青鹿54 伊藤 工真井山 登氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 468－ 61：51．62 39．5�
23 テンプルオブラブ 牝3鹿 54 大庭 和弥ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430± 01：52．45 398．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，603，400円 複勝： 54，075，200円 枠連： 26，299，200円
馬連： 87，967，300円 馬単： 43，202，600円 ワイド： 43，747，400円
3連複： 87，988，100円 3連単： 127，874，000円 計： 513，757，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 440円 � 150円 枠 連（1－6） 2，020円

馬 連 �� 5，200円 馬 単 �� 8，660円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 400円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，440円 3 連 単 ��� 47，170円

票 数

単勝票数 計 426034 的中 � 70821（2番人気）
複勝票数 計 540752 的中 � 89282（2番人気）� 23288（8番人気）� 107938（1番人気）
枠連票数 計 262992 的中 （1－6） 10041（7番人気）
馬連票数 計 879673 的中 �� 13094（16番人気）
馬単票数 計 432026 的中 �� 3739（29番人気）
ワイド票数 計 437474 的中 �� 6506（17番人気）�� 30656（1番人気）�� 8122（14番人気）
3連複票数 計 879881 的中 ��� 10238（14番人気）
3連単票数 計1278740 的中 ��� 1965（128番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．1―12．8―12．6―12．5―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．6―49．4―1：02．0―1：14．5―1：26．2―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマイルミーティア �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．8．23 新潟2着

2012．3．30生 牝3黒鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 7戦2勝 賞金 20，800，000円
〔騎手変更〕 タマノブリュネット号の騎手後藤浩輝は，事故のため三浦皇成に変更。
〔制裁〕 エバーキュート号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで蛇行したことについて戒告。（被害馬：12番）

06008 2月28日 晴 重 （27中山2）第1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）
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

11 � アキノアッパー 牡5栗 57 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 478＋ 81：11．2 4．5�
713 ハルズハッピー 牡5芦 57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 522＋181：12．05 53．5�
48 デ ュ ナ ト ス 牡4青鹿57 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B502－10 〃 アタマ 5．1�
12 タマノエスペランサ 牝5鹿 55 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 482＋ 21：12．1クビ 14．0�
23 セクシーボーイ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478－ 41：12．2	 9．1�
47 ウエスタンソーレ 牡5芦 57 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム B510＋ 2 〃 ハナ 111．6	
815 キービスケット 牝4黒鹿55 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 480－ 81：12．3クビ 19．1

36 ヒメスズラン 牝4栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 500＋ 21：12．62 72．3�
611 ジョブックガーター 牡5青 57 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 460－ 6 〃 ハナ 3．2�
714 ジェイケイホーム 牡5栃栗 57

54 ▲井上 敏樹小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 池田牧場 486＋ 61：12．7クビ 20．7
816 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 初也�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 452± 01：12．8	 185．2�
59 ターゲットゾーン 牡5栗 57 村田 一誠畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 B516－ 4 〃 ハナ 176．5�
510 オンタケハート 牡4鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 486＋ 6 〃 クビ 5．9�
24 グッドラックミー 牝5鹿 55 的場 勇人大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 482－ 61：13．01
 139．6�
35 セ イ ク ラ ベ 牝5青鹿55 大野 拓弥江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 474＋ 61：13．1クビ 77．2�
612� コンテベルデ 牡5青鹿57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480＋ 8 〃 アタマ 98．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，250，000円 複勝： 48，157，800円 枠連： 27，006，500円
馬連： 88，457，900円 馬単： 42，011，700円 ワイド： 41，390，400円
3連複： 94，309，500円 3連単： 134，927，200円 計： 510，511，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 1，130円 � 200円 枠 連（1－7） 2，160円

馬 連 �� 12，960円 馬 単 �� 18，930円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 430円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 19，120円 3 連 単 ��� 139，940円

票 数

単勝票数 計 342500 的中 � 60520（2番人気）
複勝票数 計 481578 的中 � 93857（2番人気）� 7934（10番人気）� 66365（3番人気）
枠連票数 計 270065 的中 （1－7） 9668（8番人気）
馬連票数 計 884579 的中 �� 5289（35番人気）
馬単票数 計 420117 的中 �� 1664（54番人気）
ワイド票数 計 413904 的中 �� 2674（38番人気）�� 27724（2番人気）�� 3774（28番人気）
3連複票数 計 943095 的中 ��� 3699（55番人気）
3連単票数 計1349272 的中 ��� 699（381番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．9―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．5―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．6
3 7（13，14）－8（6，15）1（3，16）（9，11）10－2，4（5，12） 4 ・（7，13，14）－6，8（1，15）3－16（2，9，11）10，4（5，12）

勝馬の
紹 介

�アキノアッパー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト

2010．4．27生 牡5栗 母 エルミラージュ 母母 エルメスティアラ 14戦1勝 賞金 17，860，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダテノトライアンフ号
（非抽選馬） 3頭 アイアピール号・オリエンタルエジル号・ジャズダンサー号



06009 2月28日 晴 良 （27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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

66 フォワードカフェ 牡3黒鹿56 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 516± 02：17．6 5．8�
810 マッサビエル 牡3栗 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 514± 0 〃 クビ 7．0�
55 ミュゼダルタニアン 牡3栗 56 柴田 善臣髙橋 仁氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 508－ 22：17．7クビ 7．8�
33 カ カ ド ゥ 牡3鹿 56 横山 典弘�ラ・メール 奥村 武 新ひだか グランド牧場 480＋ 2 〃 クビ 4．4�
79 ナスノセイカン 牡3鹿 56 大野 拓弥	須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 452＋ 22：17．8� 12．3

67 ポトマックリバー 牡3芦 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476± 02：17．9� 2．9�
44 ナイアガラモンロー 牝3鹿 54 石橋 脩塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 	川 啓一 B498－ 2 〃 クビ 94．9�
78 コティニャック 牡3青鹿56 田辺 裕信伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 498＋ 42：18．0クビ 6．9
811 マリーズラン 牝3鹿 54 石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 462－ 42：18．53 224．5�
22 コスモノビリス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 三城牧場 452± 02：20．09 199．9�
11 ラマハデスヌーダ 牝3鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 410－182：20．53 382．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，262，900円 複勝： 65，912，600円 枠連： 22，930，300円
馬連： 115，824，100円 馬単： 61，358，900円 ワイド： 45，103，800円
3連複： 119，543，500円 3連単： 216，692，600円 計： 699，628，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 240円 � 240円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 780円 �� 520円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 522629 的中 � 71087（3番人気）
複勝票数 計 659126 的中 � 92898（3番人気）� 67394（6番人気）� 69885（5番人気）
枠連票数 計 229303 的中 （6－8） 21382（3番人気）
馬連票数 計1158241 的中 �� 39836（13番人気）
馬単票数 計 613589 的中 �� 10655（26番人気）
ワイド票数 計 451038 的中 �� 14629（14番人気）�� 22974（8番人気）�� 13596（15番人気）
3連複票数 計1195435 的中 ��� 20913（19番人気）
3連単票数 計2166926 的中 ��� 6422（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．7―37．9―51．1―1：04．6―1：17．6―1：30．6―1：43．1―1：54．9―2：06．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォワードカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Boot デビュー 2014．7．6 福島1着

2012．3．20生 牡3黒鹿 母 ベストブート 母母 Bright Tiara 7戦2勝 賞金 21，780，000円
〔騎手変更〕 コティニャック号の騎手後藤浩輝は，事故のため田辺裕信に変更。

06010 2月28日 晴 良 （27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，26．3．1以降27．2．22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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

12 � カハラビスティー 牝6黒鹿53 柴田 大知備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B512＋ 21：07．8 2．8�
23 ネ ロ 牡4栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 468－ 61：08．01� 5．6�
11 シンジュボシ 牝5栗 53 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 494－141：08．42� 8．6�
612 ユキノアイオロス 	7鹿 54 田辺 裕信井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 61：08．5クビ 11．0�
815 ヤマニンプチガトー 牝6栗 53 竹之下智昭土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 488－ 6 〃 クビ 16．9�
48 ラフレーズカフェ 牝6青鹿52 江田 照男西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 アタマ 66．4	
59 � デ ン フ ァ レ 牝8栗 51 井上 敏樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 494－ 41：08．6クビ 152．6

24 レ ム ミ ラ ス 牝4鹿 53 戸崎 圭太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 446＋ 6 〃 ハナ 9．6�
713 ジョーオリオン 牡6栗 54 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B486－ 2 〃 ハナ 38．1�
35 カフヴァール 牝6鹿 52 大野 拓弥 キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B466＋ 4 〃 ハナ 14．7�
510 サザンブレイズ 牡7栗 52 柴田 善臣南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 476－ 4 〃 ハナ 52．8�
816 ニコールバローズ 牝6黒鹿52 村田 一誠猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 458＋ 21：08．7クビ 25．4�
47 フェブノヘア 牝4栗 52 石川裕紀人釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 446－10 〃 クビ 43．6�
36 エイシンオルドス 牝4栗 53 田中 勝春�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 B496＋ 61：08．91� 7．2�
714� エンプレスラブ 牝6黒鹿51 横山 和生 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 502－ 81：09．11 252．1�
611 エリモフェザー 牝5栗 52 木幡 初広山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 430－ 61：09．84 67．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，584，300円 複勝： 55，865，800円 枠連： 41，056，500円
馬連： 148，417，600円 馬単： 65，516，600円 ワイド： 57，484，000円
3連複： 169，325，100円 3連単： 253，203，700円 計： 829，453，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 170円 � 220円 枠 連（1－2） 470円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 410円 �� 490円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 9，120円

票 数

単勝票数 計 385843 的中 � 108665（1番人気）
複勝票数 計 558658 的中 � 136179（1番人気）� 78607（2番人気）� 52323（4番人気）
枠連票数 計 410565 的中 （1－2） 67084（1番人気）
馬連票数 計1484176 的中 �� 116193（1番人気）
馬単票数 計 655166 的中 �� 29767（1番人気）
ワイド票数 計 574840 的中 �� 37430（1番人気）�� 30060（3番人気）�� 17569（8番人気）
3連複票数 計1693251 的中 ��� 55492（1番人気）
3連単票数 計2532037 的中 ��� 20122（2番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―10．9―11．2―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．3―44．5―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．5
3 2（3，10）（1，6，14）－（4，9，11）（7，15，16）（13，12）5，8 4 2，3（1，10）（6，14）4（9，15）（13，7，11，16）（5，12，8）

勝馬の
紹 介

�カハラビスティー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Theatrical

2009．2．7生 牝6黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct 17戦3勝 賞金 60，530，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ネロ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成27年3月7日から平成27年3月15日まで
騎乗停止。（被害馬：1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 インスペード号・バートラムガーデン号・ミッドナイトクロス号



06011 2月28日 晴 稍重 （27中山2）第1日 第11競走 ��
��1，800�

そ う ぶ

総武ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上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

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

56 フィールザスマート 牡4青鹿55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 502± 01：54．0 3．9�
812 ノースショアビーチ 牡4鹿 55 蛯名 正義�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム B492＋ 2 〃 クビ 10．8�
811 キ ク ノ ソ ル 牡5鹿 56 三浦 皇成菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 504－101：54．21� 13．1�
68 ベルゲンクライ 牡5芦 56 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 B484－ 2 〃 クビ 3．2�
79 	 イッシンドウタイ 牡6鹿 57 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 522± 01：54．41� 4．7	
33 
 ベルサリエーレ 牡5鹿 56 柴田 善臣藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 492－ 2 〃 ハナ 13．1

44 
 アメリカンウィナー 牡6青鹿56 内田 博幸吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 512＋121：54．72 38．6�
67 キングヒーロー 牡6黒鹿56 柴田 大知伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 496－101：54．8� 39．4�
11 トップカミング �9黒鹿56 武士沢友治�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 468－ 21：55．01� 157．8
22 ストロングサウザー 牡4鹿 55 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－ 21：55．1クビ 29．3�
710 アサクサポイント �7青鹿56 大野 拓弥田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480＋ 41：55．31 54．0�
55 クライスマイル 牡4黒鹿55 戸崎 圭太小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋181：56．68 8．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 83，554，900円 複勝： 107，469，000円 枠連： 62，222，000円
馬連： 300，981，400円 馬単： 136，864，900円 ワイド： 109，363，900円
3連複： 350，103，200円 3連単： 611，590，000円 計： 1，762，149，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 300円 � 310円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 790円 �� 660円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 28，580円

票 数

単勝票数 計 835549 的中 � 170978（2番人気）
複勝票数 計1074690 的中 � 226192（1番人気）� 80469（5番人気）� 77423（6番人気）
枠連票数 計 622220 的中 （5－8） 62576（4番人気）
馬連票数 計3009814 的中 �� 111045（6番人気）
馬単票数 計1368649 的中 �� 27887（11番人気）
ワイド票数 計1093639 的中 �� 35806（7番人気）�� 43516（6番人気）�� 19200（18番人気）
3連複票数 計3501032 的中 ��� 43648（19番人気）
3連単票数 計6115900 的中 ��� 15514（91番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．6―13．8―12．6―12．2―12．3―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．4―52．2―1：04．8―1：17．0―1：29．3―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィールザスマート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2013．11．24 東京6着

2011．4．9生 牡4青鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 11戦5勝 賞金 84，623，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 キングヒーロー号の騎手後藤浩輝は，事故のため柴田大知に変更。

06012 2月28日 晴 稍重 （27中山2）第1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 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

23 モ ン テ ネ オ 牡5黒鹿57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 41：11．5 7．5�
612 マ リ カ 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 468± 01：11．71� 13．9�
24 ウインネオルーラー 牡4黒鹿57 柴田 大知�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 482－101：11．8� 18．8�
12 エイシンパラダイス 牝5栗 55

52 ▲石川裕紀人平井 克彦氏 小崎 憲 新ひだか 水丸牧場 466－ 41：12．01 4．4�
35 ロトラトゥール 牝4鹿 55 横山 和生國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B500± 01：12．21 19．3	
59 タンブルブルータス 牡6鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 496± 01：12．3� 39．4

510 カワキタシャウト 牡5鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 504± 0 〃 ハナ 9．8�
611 デルマネコムスメ 牝5栗 55 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 5．2�
36 キ ー パ ッ プ 牝6鹿 55

52 ▲木幡 初也辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 61：12．4クビ 92．0

47 リアルモード 牡4鹿 57 武士沢友治寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 476＋121：12．61� 81．6�
48 タニセンジャッキー 牡6鹿 57 蛯名 正義染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 470－ 81：12．91� 44．7�
11 シュナップス 牡5栗 57 戸崎 圭太藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 458－ 81：13．0� 5．3�
713 フレンチトースト 牝6鹿 55 内田 博幸水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 438－ 41：13．1� 22．3�
815 ダ ウ ト レ ス 牡4鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 61：13．2� 9．7�
816 エバーダンシング 牝5栗 55 吉田 豊宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448－ 61：13．41� 135．9�
714	 ラブミーブルー 牝4栗 55 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新冠 サンローゼン 446＋ 41：15．6大差 87．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，471，700円 複勝： 96，947，800円 枠連： 58，912，100円
馬連： 212，989，200円 馬単： 82，129，200円 ワイド： 90，938，000円
3連複： 223，746，800円 3連単： 340，890，200円 計： 1，171，025，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 300円 � 410円 � 490円 枠 連（2－6） 1，200円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 12，150円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，660円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 31，190円 3 連 単 ��� 147，900円

票 数

単勝票数 計 644717 的中 � 68391（4番人気）
複勝票数 計 969478 的中 � 90343（4番人気）� 60969（7番人気）� 49867（9番人気）
枠連票数 計 589121 的中 （2－6） 37741（4番人気）
馬連票数 計2129892 的中 �� 25872（31番人気）
馬単票数 計 821292 的中 �� 5067（53番人気）
ワイド票数 計 909380 的中 �� 10542（30番人気）�� 14298（17番人気）�� 6823（44番人気）
3連複票数 計2237468 的中 ��� 5380（107番人気）
3連単票数 計3408902 的中 ��� 1671（505番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ン テ ネ オ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．7．22 札幌4着

2010．2．12生 牡5黒鹿 母 モンテチェリー 母母 ルベールターフ 17戦4勝 賞金 42，446，000円
〔発走状況〕 フレンチトースト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブミーブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年3月31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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウインプロスパー号・ハヤブサフィーバー号・ラブリースター号



（27中山2）第1日 2月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

204，540，000円
7，830，000円
1，280，000円
18，350，000円
70，858，000円
5，468，800円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
473，987，900円
665，696，000円
346，882，000円
1，298，192，600円
635，767，200円
567，245，100円
1，460，284，100円
2，305，867，300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 7，753，922，200円

総入場人員 19，490名 （有料入場人員 16，749名）
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