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06073 3月21日 曇 稍重 （27中山2）第7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

714 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 B470－ 21：57．5 17．8�

12 ユアザイオン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 61：57．81� 1．7�
48 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 442－ 21：58．12 5．8�
35 クインズアベンチャ 牝3鹿 54 黛 弘人 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 松田牧場 456－ 21：58．2クビ 21．7�
510 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 466－ 2 〃 アタマ 6．9

816 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± 01：58．52 33．5�
713 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 450＋ 21：59．03 50．0�
36 ブ リ ア ン ナ 牝3鹿 54 蛯名 正義中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 478± 01：59．85 14．7
24 スリーミッシー 牝3黒鹿54 村田 一誠永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 444－ 82：00．01 43．4�
815 ウインヴァンノ 牝3黒鹿54 原田 和真�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 62：00．21� 312．2�
23 スターフィッシュ 牝3鹿 54 江田 照男�下河辺牧場 松山 将樹 日高 下河辺牧場 440 ―2：00．3� 149．0�
47 オーサムレディ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人堀江 貞幸氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 410± 02：00．51� 334．4�
11 ダイメイバーニング 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 石栗 龍彦 むかわ 佐久間 孝司 424－ 22：00．6クビ 315．6�
612 ホホエムオンナ 牝3鹿 54 武士沢友治�大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 440－ 6 〃 ハナ 238．3�
611 ゲ ル ズ 牝3鹿 54 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 476＋ 22：01．13 13．8�
59 バトルヴィゴーレ 牝3黒鹿54 木幡 初広宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 434－ 22：01．73� 24．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，782，900円 複勝： 34，650，300円 枠連： 14，679，800円
馬連： 51，646，900円 馬単： 30，983，200円 ワイド： 30，135，600円
3連複： 70，801，500円 3連単： 105，526，500円 計： 360，206，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 300円 � 110円 � 150円 枠 連（1－7） 930円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，040円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 19，440円

票 数

単勝票数 計 217829 的中 � 9740（6番人気）
複勝票数 計 346503 的中 � 19064（6番人気）� 109841（1番人気）� 58529（2番人気）
枠連票数 計 146798 的中 （1－7） 12191（4番人気）
馬連票数 計 516469 的中 �� 28414（5番人気）
馬単票数 計 309832 的中 �� 5350（13番人気）
ワイド票数 計 301356 的中 �� 12799（5番人気）�� 6552（12番人気）�� 36793（1番人気）
3連複票数 計 708015 的中 ��� 25896（4番人気）
3連単票数 計1055265 的中 ��� 3935（58番人気）

ハロンタイム 13．0―12．9―14．2―14．2―12．8―12．1―12．5―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．9―40．1―54．3―1：07．1―1：19．2―1：31．7―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナ ス カ ザ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．9．13 新潟18着

2012．2．22生 牝3鹿 母 ルーズブルーマーズ 母母 Late Bloomer 5戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エレガントソング号・スマートガール号・ヒメフジサクラ号

06074 3月21日 曇 稍重 （27中山2）第7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

35 ア ウ リ ン 牡3青鹿56 M．デムーロ山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 504＋ 21：12．1 3．4�
714 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 480＋ 2 〃 ハナ 3．9�
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± 01：12．95 2．5�
713 リッコデラコルト 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人�G1レーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 478＋101：13．0クビ 36．8�
59 ディアルフト 牡3鹿 56 西田雄一郎ディアレスト 松永 康利 浦河 昭和牧場 490＋ 21：13．1� 17．5�
12 ヤマニントルーパー 牡3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 416± 01：13．2� 11．0	
815 ファミリーズオナー 牝3栗 54 木幡 初広岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 白瀬 盛雄 458－ 61：13．73 133．0

11 リワードセロン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 406－121：13．8� 56．5�

36 デュアルフレイム 牡3栗 56 内田 博幸 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456－ 21：14．12 11．3
611 カワキタカスタマー 牡3栗 56 原田 和真川島 吉男氏 小桧山 悟 新ひだか 藤原牧場 492 ― 〃 ハナ 509．6�
612 スリーワイズ 牡3栗 56 柴田 大知永井商事� 伊藤 圭三 様似 様似共栄牧場 450＋161：14．2クビ 351．5�
816 スノーボールアース 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 土田 稔 新冠 オリエント牧場 414－ 61：14．51� 180．2�
24 テイケイパステル 牝3鹿 54 柴山 雄一兼松 忠男氏 水野 貴広 浦河 谷川牧場 398－101：14．6� 279．3�
47 ヴァルルトウショウ 牝3黒鹿54 武士沢友治トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456－ 41：14．7� 231．1�
510 ディアレストハリテ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 B436－ 21：15．12� 74．6�
23 クライムパトラ 牝3栗 54 村田 一誠鈴木 重男氏 南田美知雄 青森 一山育成牧場 414＋ 41：16．27 432．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，106，100円 複勝： 38，864，000円 枠連： 14，567，400円
馬連： 53，929，100円 馬単： 33，963，900円 ワイド： 27，685，300円
3連複： 69，526，200円 3連単： 113，910，300円 計： 374，552，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（3－7） 570円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 260円 �� 170円 �� 170円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 2，810円

票 数

単勝票数 計 221061 的中 � 50950（2番人気）
複勝票数 計 388640 的中 � 60034（3番人気）� 62361（2番人気）� 161011（1番人気）
枠連票数 計 145674 的中 （3－7） 19610（3番人気）
馬連票数 計 539291 的中 �� 54215（3番人気）
馬単票数 計 339639 的中 �� 18768（5番人気）
ワイド票数 計 276853 的中 �� 22950（3番人気）�� 45856（1番人気）�� 42725（2番人気）
3連複票数 計 695262 的中 ��� 126324（1番人気）
3連単票数 計1139103 的中 ��� 29295（5番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．4―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ウ リ ン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．8．23 新潟10着

2012．3．3生 牡3青鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 アウリン号の騎手M．デムーロは，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クライムパトラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プラチナムスタング号
（非抽選馬） 1頭 エイコオアルバ号

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月21日 晴 稍重 （27中山2）第7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

36 カズノテナンゴ 牡3栗 56 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 478－ 61：54．7 1．7�
11 レッドカノーヴァ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 474＋ 21：54．8� 5．2�
510 サ ク ラ モ チ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 458－ 41：54．9クビ 344．7�
35 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± 01：55．11� 26．5�

47 ドリームダン 牡3栗 56 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 村上牧場 472－101：56．59 199．0�
815 コ マ ク サ 牡3黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 464± 01：56．6クビ 21．8	
713 トーセンヌーヴォー 牡3栗 56 嶋田 純次島川 
哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 452－ 41：56．81� 47．9�
612 ビカムスター 牡3鹿 56 黛 弘人平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 61：57．75 510．6�
24 トーセンギガ 牡3黒鹿56 菅原 隆一島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 440－ 41：58．12� 146．2
816 キールコネクション 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 468－ 81：58．31� 9．0�
48 マーブルヒル 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 526－ 21：58．61� 9．5�
714 レサンシエル 牡3鹿 56 柴田 善臣林 正道氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 502－ 41：58．81� 14．4�
12 インスタントリー 牡3黒鹿56 蛯名 正義岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 466－ 41：59．11� 84．8�
23 ダノンウルフ 牡3芦 56 M．デムーロ�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464－ 21：59．95 20．7�
611 ユ ウ ダ イ 牡3黒鹿56 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 浦河 大柳ファーム 512－ 82：00．53� 339．4�
59 アスターレジェンド �3黒鹿56 石橋 脩菅原 広隆氏 伊藤 圭三 新ひだか 前川 正美 462± 02：01．35 112．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，321，700円 複勝： 54，816，600円 枠連： 18，108，300円
馬連： 60，123，900円 馬単： 36，153，300円 ワイド： 34，169，200円
3連複： 75，245，400円 3連単： 116，654，000円 計： 422，592，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 2，660円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 290円 �� 6，390円 �� 22，090円

3 連 複 ��� 53，440円 3 連 単 ��� 120，990円

票 数

単勝票数 計 273217 的中 � 127619（1番人気）
複勝票数 計 548166 的中 � 297493（1番人気）� 45368（3番人気）� 2094（14番人気）
枠連票数 計 181083 的中 （1－3） 26250（2番人気）
馬連票数 計 601239 的中 �� 73059（2番人気）
馬単票数 計 361533 的中 �� 28191（3番人気）
ワイド票数 計 341692 的中 �� 36633（2番人気）�� 1240（41番人気）�� 356（73番人気）
3連複票数 計 752454 的中 ��� 1056（98番人気）
3連単票数 計1166540 的中 ��� 699（296番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．6―12．9―12．6―12．5―12．7―12．7―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．2―50．1―1：02．7―1：15．2―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
10，6（8，14）（5，16）（1，9，13）－11－（7，2，4）15，3－12
10，6（5，1，14）16－8，13（7，15）3（11，9）－4，12，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カズノテナンゴ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 El Prado デビュー 2014．7．6 福島4着

2012．3．17生 牡3栗 母 シフォンベール 母母 シンフォーミー 12戦1勝 賞金 17，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンウルフ号・ユウダイ号・アスターレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年4月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アルファマリニン号
（非抽選馬） 1頭 デピュートアゲン号

06076 3月21日 晴 良 （27中山2）第7日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・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
1：44．9
1：43．9

良
良

612 エバーシャルマン 牝3黒鹿54 M．デムーロ宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454－ 41：50．5 5．3�
35 ウインマハロ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 412－ 2 〃 クビ 13．7�
11 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± 01：50．6クビ 31．8�
59 デトロイトカフェ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 464＋121：50．7� 13．7�
12 エフティベス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 2．8�
36 シードパール 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 420－ 81：50．91� 3．4	

510 ダブルフラワー 牝3栗 54 嘉藤 貴行 
ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 480＋ 8 〃 クビ 66．0�
713 ピンクシャンパン 牝3鹿 54 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 418± 01：51．11� 28．5�
23 アイリーグレイ 牝3芦 54 内田 博幸前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 444± 0 〃 ハナ 9．0
816 ペンタプリズム 牝3青鹿54 柴山 雄一 
サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 484＋141：51．41� 21．2�
47 ル サ ル カ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 上村 清志 438－ 41：51．93 52．9�
24 ボンヌジュルネ 牝3栗 54 黛 弘人 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 21：52．0� 150．8�
611 パープルローズ 牝3黒鹿54 石橋 脩備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 422 ―1：52．1� 303．9�
714 ジューンベル 牝3鹿 54 武士沢友治
菅井牧場 松山 将樹 新冠 カミイスタット 396－ 8 〃 クビ 386．0�
815 バトナージュ 牝3黒鹿54 田中 勝春 
シルクレーシング 伊藤 伸一 新冠 ハシモトフアーム 484＋ 81：53．710 110．3�
48 ニシノベッサー 牝3栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 岡田牧場 400 ―1：53．91� 270．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，484，400円 複勝： 45，438，800円 枠連： 16，990，800円
馬連： 64，338，400円 馬単： 34，712，300円 ワイド： 36，054，100円
3連複： 76，658，800円 3連単： 103，995，400円 計： 407，673，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 310円 � 690円 枠 連（3－6） 750円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 3，340円 �� 3，570円

3 連 複 ��� 31，620円 3 連 単 ��� 122，000円

票 数

単勝票数 計 294844 的中 � 43718（3番人気）
複勝票数 計 454388 的中 � 61094（3番人気）� 38135（5番人気）� 14666（9番人気）
枠連票数 計 169908 的中 （3－6） 17493（2番人気）
馬連票数 計 643384 的中 �� 12361（13番人気）
馬単票数 計 347123 的中 �� 3712（23番人気）
ワイド票数 計 360541 的中 �� 6291（14番人気）�� 2756（29番人気）�� 2574（33番人気）
3連複票数 計 766588 的中 ��� 1818（81番人気）
3連単票数 計1039954 的中 ��� 618（342番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．5―12．8―12．2―12．2―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．2―50．0―1：02．2―1：14．4―1：26．4―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エバーシャルマン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Indygo Shiner デビュー 2015．2．22 東京4着

2012．1．28生 牝3黒鹿 母 ラシャルマンテ 母母 La Magie 2戦1勝 賞金 5，900，000円
※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 ダイワガーランド号・マインドシフト号・ライトザライト号



06077 3月21日 晴 良 （27中山2）第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

23 マンゴジェリー 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458± 01：35．4 1．5�
510 ロジダーリング 牡3鹿 56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞�湖 レイクヴィラファーム B458－ 21：35．61� 6．6�
816 セ ル メ ー ル 牡3鹿 56 田辺 裕信前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 21：36．02� 5．7�
714 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 412－ 61：36．1クビ 33．2�
612 ビーウィッチド 牝3鹿 54 三浦 皇成�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 448－10 〃 クビ 7．4	
12 ダイワバース 牡3黒鹿56 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 472＋ 61：36．31 72．4

611 トーカティヴ 牡3青鹿56 柴山 雄一 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 450－ 21：36．62 165．3�
815 ビッグチャンピオン 牡3黒鹿56 内田 博幸坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 486＋ 81：36．91	 98．0�
48 ウインレナータ 牝3黒鹿54 黛 弘人�ウイン 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 428＋ 6 〃 クビ 65．1
11 
 ギャルソンヌ 牝3鹿 54 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 英

Brendan Boyle
& Yeo Barton
Bloodstock

468＋ 81：37．11� 37．3�
59 エ ク ラ 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 368＋ 41：37．31 535．8�
47 エアリーチューン 牝3黒鹿54 石橋 脩 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 400－ 81：37．4	 47．9�
24 ニシノジャム 牝3栗 54 江田 照男西山 茂行氏 田中 剛 浦河 高昭牧場 422 ―1：37．61� 312．9�
36 ショーピース 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 386－121：38．02� 51．2�

35 キツネノヨメイリ 牝3栗 54 横山 和生小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 小田牧場 426＋ 41：38．21� 339．6�
713 ペ ル ー ジ ャ 牝3黒鹿54 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 418± 01：39．58 156．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，793，500円 複勝： 69，503，100円 枠連： 17，115，100円
馬連： 69，306，800円 馬単： 43，017，700円 ワイド： 32，022，600円
3連複： 73，659，000円 3連単： 139，247，700円 計： 470，665，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（2－5） 430円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 430円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 1，930円

票 数

単勝票数 計 267935 的中 � 135949（1番人気）
複勝票数 計 695031 的中 � 434993（1番人気）� 66368（2番人気）� 56514（3番人気）
枠連票数 計 171151 的中 （2－5） 30620（1番人気）
馬連票数 計 693068 的中 �� 153100（1番人気）
馬単票数 計 430177 的中 �� 59544（1番人気）
ワイド票数 計 320226 的中 �� 52627（1番人気）�� 36750（2番人気）�� 15361（4番人気）
3連複票数 計 736590 的中 ��� 82142（1番人気）
3連単票数 計1392477 的中 ��� 52079（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．3―12．4―12．0―12．0―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．4―47．8―59．8―1：11．8―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マンゴジェリー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 トワイニング デビュー 2014．8．2 新潟11着

2012．3．15生 牡3鹿 母 ランペルティーザ 母母 ヤングダリア 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペルージャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エッケザックス号
（非抽選馬） 1頭 ディアエスタード号

06078 3月21日 晴 稍重 （27中山2）第7日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時05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

56 タマノブリュネット 牝3栗 54 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 460－ 61：53．8 6．6�
812 ルールソヴァール 牡3栗 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472－ 61：54．12 11．2�
22 ワトソンクリック 牡3鹿 56 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 494－121：54．31� 27．8�
710 ポルトボナール 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 490＋ 21：54．61� 73．6�
11 ダイワインパルス 牡3鹿 56 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 470－ 21：54．7	 4．1�
813 コスモバーダン 牡3鹿 56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 488－ 41：54．8� 91．9

44 バ ン ペ イ ユ 牡3鹿 56 M．デムーロ 	社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 500－ 61：55．01� 6．7�
45 メイプルレインボー 牡3栗 56 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 472± 01：55．1	 19．6�
33 タイヨウノコ 牝3鹿 54 吉田 豊髙橋照比古氏 相沢 郁 浦河 林 孝輝 478＋ 81：55．31	 13．5
711 フクノグリュック 牡3鹿 56 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 492－ 41：55．93	 3．6�
69 
 ラブブレイブ 牡3鹿 56 江田 照男オールラブクラブ 南田美知雄 浦河 山田 昇史 434－ 41：58．0大差 427．1�
68 キョウエイインドラ 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 21：58．53 12．7�
57 � ランディングバース 牡3鹿 56 戸崎 圭太 	シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak 532－12 （競走中止） 11．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，024，900円 複勝： 46，289，100円 枠連： 17，558，400円
馬連： 72，003，200円 馬単： 36，527，600円 ワイド： 36，263，600円
3連複： 81，015，000円 3連単： 112，589，100円 計： 433，270，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 320円 � 620円 枠 連（5－8） 1，860円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，400円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 2，940円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 25，960円 3 連 単 ��� 130，810円

票 数

単勝票数 計 310249 的中 � 37268（3番人気）
複勝票数 計 462891 的中 � 65190（3番人気）� 37237（5番人気）� 16826（10番人気）
枠連票数 計 175584 的中 （5－8） 7307（8番人気）
馬連票数 計 720032 的中 �� 15064（16番人気）
馬単票数 計 365276 的中 �� 4278（29番人気）
ワイド票数 計 362636 的中 �� 7226（19番人気）�� 3152（35番人気）�� 2900（39番人気）
3連複票数 計 810150 的中 ��� 2340（90番人気）
3連単票数 計1125891 的中 ��� 624（466番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．7―13．2―12．4―12．3―12．5―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．8―51．0―1：03．4―1：15．7―1：28．2―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマノブリュネット �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．12．28 中山2着

2012．3．22生 牝3栗 母 カフェピノコ 母母 ピノシェット 4戦2勝 賞金 15，000，000円
〔競走中止〕 ランディングバース号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ランディングバース号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 5日第 1競走）
〔その他〕　　ジュンヌフィーユ号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



06079 3月21日 晴 稍重 （27中山2）第7日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

813 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 516－ 61：11．2 5．6�
812 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 B514＋ 41：11．62� 18．0�
44 ジ ョ バ イ ロ 牡5鹿 57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：11．7クビ 11．2�
33 ファンファーレ 牝4栗 55

52 ▲石川裕紀人清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B490＋ 61：12．12� 56．9�
710 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448± 01：12．2クビ 2．5�
57 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 B492－10 〃 アタマ 3．2

22 ロマンシーズ 牡4鹿 57 柴田 大知菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 522－ 21：12．3� 37．4�
45 � スペシャルリッチ 牡5青鹿57 石橋 脩宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B514＋ 4 〃 ハナ 132．9�
68 アポロオオジャ 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 444± 01：12．4� 66．6
56 カシノレント 牡4黒鹿57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 492－ 21：12．61	 359．3�
11 フジマサレジェンド 牡4芦 57 柴山 雄一藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 502－101：12．8� 32．8�
69 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 480＋ 21：13．43� 7．9�
711� リネンハピネス 牝4栗 55 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 登別 ユートピア牧場 444－131：13．72 127．1�
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売 得 金
単勝： 25，737，700円 複勝： 34，265，100円 枠連： 16，994，700円
馬連： 66，525，800円 馬単： 33，490，200円 ワイド： 29，904，800円
3連複： 69，953，000円 3連単： 113，323，100円 計： 390，194，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 380円 � 240円 枠 連（8－8） 2，370円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 920円 �� 890円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 9，250円 3 連 単 ��� 36，900円

票 数

単勝票数 計 257377 的中 � 36569（3番人気）
複勝票数 計 342651 的中 � 43919（3番人気）� 21068（6番人気）� 38213（5番人気）
枠連票数 計 169947 的中 （8－8） 5536（10番人気）
馬連票数 計 665258 的中 �� 19458（10番人気）
馬単票数 計 334902 的中 �� 4993（18番人気）
ワイド票数 計 299048 的中 �� 8441（11番人気）�� 8734（9番人気）�� 3974（20番人気）
3連複票数 計 699530 的中 ��� 5667（26番人気）
3連単票数 計1133231 的中 ��� 2226（116番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―11．9―12．1―13．1

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．1
3 12，13－（11，3）（5，7）（2，9）4（1，8）10，6 4 12，13－（11，5，3）7（2，9）（1，4）（6，8，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハルズハッピー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．9 東京7着

2010．3．25生 牡5芦 母 ファインビンテージ 母母 オークヴィンテージ 17戦2勝 賞金 20，200，000円

06080 3月21日 晴 稍重 （27中山2）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

79 ヴィルトグラーフ �5鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526± 01：54．7 3．7�

56 コアレスキング 牡5鹿 57 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 538＋ 41：54．8� 9．7�
22 エスティレジェンド 牝4黒鹿55 嶋田 純次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444＋ 6 〃 ハナ 68．0�
55 アンジェラスベル 牝5鹿 55 的場 勇人田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B468－ 41：54．9クビ 38．2�
710 マサノグリンベレー 牡4青 57 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 500－ 41：55．11� 5．1	
11 グランドエンジェル 牝4鹿 55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440－ 41：55．63 31．1

812	 マスソングウインド 牡4黒鹿57 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 492－ 2 〃 アタマ 107．9�
44 	 ワイドショー 牝4鹿 55 蛯名 正義安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 482＋ 41：55．81� 37．0�
811 ロンギングエース 牡5鹿 57 戸崎 圭太坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：56．33 2．1
33 ハッピーセーラー 牝4鹿 55 西田雄一郎合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 484＋ 81：56．4
 18．6�
67 マンオブグァテマラ 牡4芦 57 M．デムーロ吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 488＋121：56．72 19．2�
68 	 アイヅバレット 牡4黒鹿57 武士沢友治真部 晴德氏 佐藤 吉勝 平取 原田 新治 442－201：58．6大差 126．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，652，300円 複勝： 43，599，700円 枠連： 20，989，000円
馬連： 77，315，500円 馬単： 45，131，900円 ワイド： 37，400，700円
3連複： 88，008，300円 3連単： 154，518，400円 計： 496，615，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 250円 � 840円 枠 連（5－7） 1，020円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，100円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 27，810円 3 連 単 ��� 103，050円

票 数

単勝票数 計 296523 的中 � 62537（2番人気）
複勝票数 計 435997 的中 � 88894（2番人気）� 43849（4番人気）� 10253（10番人気）
枠連票数 計 209890 的中 （5－7） 15812（3番人気）
馬連票数 計 773155 的中 �� 30402（6番人気）
馬単票数 計 451319 的中 �� 9195（12番人気）
ワイド票数 計 374007 的中 �� 17145（5番人気）�� 4468（24番人気）�� 1894（36番人気）
3連複票数 計 880083 的中 ��� 2373（61番人気）
3連単票数 計1545184 的中 ��� 1087（232番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．6―13．5―13．1―12．3―12．0―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．6―52．1―1：05．2―1：17．5―1：29．5―1：41．7

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィルトグラーフ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．3．3 中山4着

2010．3．21生 �5鹿 母 メジロヴィーナス 母母 メジロディッシュ 23戦3勝 賞金 33，290，000円
〔その他〕 ロンギングエース号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



06081 3月21日 晴 良 （27中山2）第7日 第9競走 ��
��1，600�

か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，26．3．21以降27．3．15まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

鎌ケ谷市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 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

36 アンブリッジ 牡5鹿 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 470－ 61：34．7 5．8�
47 コスモエルデスト 牝4鹿 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 454－ 2 〃 クビ 7．0�
815� エメラルスピード 牡7栗 52 横山 和生高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 460－201：34．8� 66．8�
35 ボブキャット 牡5鹿 55 内田 博幸村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 518－ 61：35．01	 6．5�
714� シーギリヤガール 牝5栗 52 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 466＋ 41：35．1クビ 14．0�
510 プレミアステイタス 牝4黒鹿51 木幡 初也 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 468－10 〃 ハナ 68．1	
48 シングンジョーカー 牡4黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 470－ 21：35．2
 4．8

612 オリエンタルサン 牡5鹿 55 柴山 雄一下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 468－ 4 〃 クビ 99．2�
59 マリーズケイ 牝4鹿 53 石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 470± 01：35．3クビ 3．6�
12 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 51 嶋田 純次清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 518± 01：35．4� 136．0
23 ダイワストリーム 牝5栗 53 蛯名 正義大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 480－ 2 〃 ハナ 25．2�
11 ディープサウンド 牡7鹿 54 田辺 裕信増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486± 01：35．61	 20．8�
611 ジーニマジック 牝5鹿 53 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 474－ 21：35．81	 41．3�
24 カネコメオスター 牡4栗 53 江田 照男髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 490＋ 4 〃 クビ 45．1�
713� レッドガルシア 牡6栗 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 中舘 英二 日高 下河辺牧場 B512＋ 21：36．01	 76．7�
816 カ ロ ッ サ ル 牡6鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 清水 英克 平取 びらとり牧場 492－ 21：39．9大差 25．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，089，200円 複勝： 53，636，100円 枠連： 30，288，200円
馬連： 105，324，900円 馬単： 46，393，800円 ワイド： 46，747，300円
3連複： 124，637，000円 3連単： 179，635，700円 計： 619，752，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 220円 � 1，380円 枠 連（3－4） 420円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 790円 �� 8，380円 �� 6，980円

3 連 複 ��� 64，020円 3 連 単 ��� 286，860円

票 数

単勝票数 計 330892 的中 � 45456（3番人気）
複勝票数 計 536361 的中 � 67308（5番人気）� 73604（2番人気）� 7897（12番人気）
枠連票数 計 302882 的中 （3－4） 54999（1番人気）
馬連票数 計1053249 的中 �� 40357（10番人気）
馬単票数 計 463938 的中 �� 8956（18番人気）
ワイド票数 計 467473 的中 �� 16090（10番人気）�� 1394（68番人気）�� 1676（56番人気）
3連複票数 計1246370 的中 ��� 1460（163番人気）
3連単票数 計1796357 的中 ��� 454（712番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．9―11．7―11．7―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．0―47．7―59．4―1：11．0―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンブリッジ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．7．15 新潟7着

2010．4．4生 牡5鹿 母 アルバローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 15戦3勝 賞金 42，491，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カロッサル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月21日まで平地競走に

出走できない。

06082 3月21日 晴 稍重 （27中山2）第7日 第10競走 ��
��1，800�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

韓国馬事会賞（1着）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 ダノンバトゥーラ 牡4黒鹿57 蛯名 正義�ダノックス 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 474－141：52．6 3．0�
12 ショウナンアポロン 牡5鹿 57 戸崎 圭太国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B504＋ 4 〃 クビ 7．1�
24 セブンフォース 牡5栗 57 大野 拓弥前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 548－ 61：52．7	 12．7�
714 エクストラゴールド 牡4栗 57 杉原 誠人前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 514－121：53．01	 28．9�
23 
 グレイレジェンド 牡7芦 57 江田 照男小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 472－ 81：53．1� 104．1�
59 ブラインドサイド 牡6鹿 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 508－ 21：53．2クビ 6．3	
510 メイショウスミトモ 牡4鹿 57 内田 博幸松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－12 〃 クビ 16．1

47 グランフィデリオ 牡4青鹿57 田中 勝春飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 438－ 2 〃 アタマ 112．6�
11 ランドマーキュリー 牡5栗 57 石川裕紀人木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 518－ 21：53．41 51．5�
713 サトノアルバトロス 牡4黒鹿57 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 506－ 8 〃 クビ 10．5
815 ドレミファドン 牡7黒鹿57 吉田 豊千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム B500－ 2 〃 ハナ 39．5�
816 マイネルバウンス 牡6栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 494＋ 21：53．5クビ 26．3�
36 
 マヤノクレド 牡7鹿 57 黛 弘人田所 英子氏 西村 真幸 新ひだか 前川 隆則 498－201：53．6	 316．1�
35 ス ピ ナ ッ チ 牝4黒鹿55 田辺 裕信橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 458－121：53．91	 63．8�
611 マドリードカフェ 牡4黒鹿57 柴山 雄一 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 514＋ 21：54．0クビ 15．1�
612 スノーモンキー 牡5鹿 57 柴田 善臣石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448± 01：54．21� 5．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，736，900円 複勝： 77，103，800円 枠連： 37，477，000円
馬連： 168，319，000円 馬単： 65，995，300円 ワイド： 71，900，400円
3連複： 189，294，200円 3連単： 263，263，700円 計： 921，090，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 240円 � 270円 枠 連（1－4） 1，290円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 620円 �� 780円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，910円 3 連 単 ��� 18，650円

票 数

単勝票数 計 477369 的中 � 123939（1番人気）
複勝票数 計 771038 的中 � 154539（1番人気）� 76760（4番人気）� 64242（5番人気）
枠連票数 計 374770 的中 （1－4） 22457（4番人気）
馬連票数 計1683190 的中 �� 91941（4番人気）
馬単票数 計 659953 的中 �� 20582（4番人気）
ワイド票数 計 719004 的中 �� 30784（4番人気）�� 23657（6番人気）�� 13827（14番人気）
3連複票数 計1892942 的中 ��� 28903（11番人気）
3連単票数 計2632637 的中 ��� 10232（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．9―49．2―1：01．5―1：14．4―1：26．9―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．2
1
3
2－8（1，14）（7，12）4，13（5，9）（3，10）11，6（15，16）
2（1，8，14）12（7，4）13（5，9，10）（3，11）（6，16）15

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

勝馬の
紹 介

ダノンバトゥーラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．11．17 京都1着

2011．4．29生 牡4黒鹿 母 グレイスティアラ 母母 ロイヤルティアラ 7戦4勝 賞金 51，877，000円
〔制裁〕 スノーモンキー号の騎手柴田善臣は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）

エクストラゴールド号の騎手杉原誠人は，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。
※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 キープインタッチ号・シンワウォッカ号・ハギノタイクーン号



06083 3月21日 曇 良 （27中山2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第29回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 	 アルビアーノ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米
Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

506－121：49．4 3．2�
35 アースライズ 牝3青鹿54 三浦 皇成吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：49．61
 58．9�
612 ディアマイダーリン 牝3鹿 54 M．デムーロ窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 486＋10 〃 ハナ 3．8�
714 ロッカフラベイビー 牝3黒鹿54 蛯名 正義山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 422－ 8 〃 アタマ 7．9�
12 ロ ー デ ッ ド 牝3鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 452－ 41：49．81� 4．3�
611 ジャポニカーラ 牝3黒鹿54 横山 和生 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 400－ 61：49．9 20．5	
59 ティーエスクライ 牝3芦 54 江田 照男田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 426－201：50．0
 48．1

47 ジュエルメーカー 牝3黒鹿54 吉田 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 482－ 8 〃 ハナ 99．5�
816 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 458－ 6 〃 クビ 90．2�
815 カ ゼ ル タ 牝3栗 54 内田 博幸吉田 和美氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 434－141：50．1クビ 36．2
24 コ コ 牝3芦 54 石橋 脩副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 516－ 41：50．42 79．0�
23 ノットフォーマル 牝3黒鹿55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：50．61 12．0�
713 エグランティーナ 牝3黒鹿54 木幡 初也村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 504± 01：50．7
 325．3�
36 アフェクシオン 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 41：50．91� 53．0�
48 サトノフラリッシュ 牝3鹿 54 川島 信二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 508± 01：51．0
 40．6�
510 ホワイトフーガ 牝3芦 54 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 500－101：51．31 18．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 112，769，600円 複勝： 151，545，700円 枠連： 93，590，100円
馬連： 403，335，200円 馬単： 174，890，800円 ワイド： 147，228，900円
3連複： 533，126，000円 3連単： 876，107，300円 計： 2，492，593，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 910円 � 170円 枠 連（1－3） 2，280円

馬 連 �� 12，520円 馬 単 �� 16，800円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 400円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 14，380円 3 連 単 ��� 83，850円

票 数

単勝票数 計1127696 的中 � 274393（1番人気）
複勝票数 計1515457 的中 � 260557（3番人気）� 30161（11番人気）� 278200（2番人気）
枠連票数 計 935901 的中 （1－3） 31779（10番人気）
馬連票数 計4033352 的中 �� 24949（37番人気）
馬単票数 計1748908 的中 �� 7807（53番人気）
ワイド票数 計1472289 的中 �� 10712（38番人気）�� 104744（2番人気）�� 13586（28番人気）
3連複票数 計5331260 的中 ��� 27799（43番人気）
3連単票数 計8761073 的中 ��� 7575（242番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．5―49．4―1：01．7―1：14．0―1：26．0―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

	アルビアーノ �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Unbridled デビュー 2015．1．5 中山1着

2012．2．6生 牝3鹿 母 Antics 母母 Aurora 3戦3勝 賞金 47，774，000円
※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 エヴァンジル号・ギンザヴィクトリア号・ハナモモ号

06084 3月21日 曇 稍重 （27中山2）第7日 第12競走 ��
��2，400�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，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

48 アルディエス 牡6鹿 57 西田雄一郎�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 462－ 62：35．4 40．8�
23 アカノジュウハチ 牡4芦 56 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 510＋ 42：35．61� 4．3�
35 スギノハルバード 牡5鹿 57 田辺 裕信杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B486－ 2 〃 アタマ 10．4�
713 ヘルツフロイント 牡4黒鹿56 M．デムーロ �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 クビ 3．7�
816 オペラハット 牡4鹿 56 戸崎 圭太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 444－ 6 〃 アタマ 10．0�
24 ガ ム ラ ン 	7青鹿 57

54 ▲木幡 初也 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 532－ 42：35．7クビ 109．4

47 ランブリングマン 牡5鹿 57 大野 拓弥スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 530－ 4 〃 同着 26．7�
815 メイショウシャイン 牡8鹿 57 石橋 脩松本 好雄氏 中内田充正 浦河 林 孝輝 458－162：36．44 43．3�
714 イッツガナハプン 牡6栗 57 嘉藤 貴行サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 492－ 42：37．57 99．5
36 スリータイタン 	6黒鹿57 蛯名 正義永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 458± 02：37．6
 30．3�
12 アムールスキー 牡4鹿 56 柴山 雄一 	シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 62：37．7クビ 41．1�
11 アンヴェイルド 牡4鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－ 22：37．8� 18．4�
612 メイショウサリマン 牡7栗 57 柴田 善臣松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 472－ 8 〃 ハナ 71．0�
510 トーセンハルカゼ 牡5鹿 57 吉田 豊島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 22：37．9クビ 3．2�
59 ナムラショウリ 牡5鹿 57 柴田 大知奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 B442－ 82：38．0
 101．9�
611� レ イ ア ロ ハ 牡5鹿 57 江田 照男山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 508－ 62：38．74 145．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，949，400円 複勝： 76，272，700円 枠連： 41，990，400円
馬連： 194，837，500円 馬単： 71，146，600円 ワイド： 74，284，100円
3連複： 189，863，300円 3連単： 309，073，700円 計： 1，016，417，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，080円 複 勝 � 610円 � 200円 � 330円 枠 連（2－4） 2，980円

馬 連 �� 8，910円 馬 単 �� 25，340円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 4，050円 �� 990円

3 連 複 ��� 23，930円 3 連 単 ��� 225，200円

票 数

単勝票数 計 589494 的中 � 11558（9番人気）
複勝票数 計 762727 的中 � 27777（8番人気）� 122046（3番人気）� 57133（5番人気）
枠連票数 計 419904 的中 （2－4） 10898（16番人気）
馬連票数 計1948375 的中 �� 18026（24番人気）
馬単票数 計 711466 的中 �� 2105（69番人気）
ワイド票数 計 742841 的中 �� 7841（24番人気）�� 4611（40番人気）�� 19997（8番人気）
3連複票数 計1898633 的中 ��� 5950（69番人気）
3連単票数 計3090737 的中 ��� 995（574番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．0―13．1―13．8―13．7―13．5―12．0―12．3―13．0―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．9―37．9―51．0―1：04．8―1：18．5―1：32．0―1：44．0―1：56．3―2：09．3―2：22．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルディエス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．9．4 札幌10着

2009．4．17生 牡6鹿 母 バレエブラン 母母 ニ キ ー ヤ 27戦3勝 賞金 45，768，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ガムラン号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13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。
（非当選馬） 1頭 メイショウドゥーマ号
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤイバマ号・カリスマサンタイム号・カーマイン号・サトノバセロン号



（27中山2）第7日 3月21日 （祝日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 182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

238，140，000円
7，600，000円
1，900，000円
21，750，000円
71，358，000円
5，004，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
466，448，600円
725，985，000円
340，349，200円
1，387，006，200円
652，406，600円
603，796，600円
1，641，787，700円
2，587，844，900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 8，405，624，800円

総入場人員 19，359名 （有料入場人員 17，818名）
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