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06025 3月5日 曇 良 （28中山2）第3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

612 ブランシェクール 牝3芦 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B508± 01：57．2 1．8�
11 サトノアンジュ 牝3鹿 54 C．ルメール 里見 治氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 474± 01：57．94 8．0�
36 スプリングキャロル 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420± 01：58．0クビ 7．0�
611 デフィニール 牝3鹿 54 柴田 大知 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B464－ 41：58．21� 7．8�
23 ティーメロー 牝3鹿 54 柴田 善臣深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 2 〃 ハナ 26．6	
12 パーミストリー 牝3鹿 54 大野 拓弥 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 470＋ 41：58．51� 17．5

714 トキメキユキチャン 牝3青鹿54 酒井 学片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 430－ 61：58．82 228．7�
35 ブライトガーランド 牝3栗 54 江田 照男下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B480－ 2 〃 ハナ 15．1�
713 セ イ ザ ン 牝3栗 54 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 458＋ 41：59．12 126．5
816 プリンセスミエル 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也古賀 慎一氏 武井 亮 新ひだか 斉藤スタッド 452－ 2 〃 ハナ 39．3�
24 ア ツ コ 牝3鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 484＋ 21：59．84 55．8�
48 スイートメモリーズ 牝3黒鹿54 柴山 雄一堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 三石ファーム 498＋ 22：00．12 12．2�
59 エヴァンジェリン 牝3鹿 54 国分 優作吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 468＋ 42：00．95 248．9�
510 コ ン サ バ 牝3青鹿 54

52 △長岡 禎仁佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 カミイスタット 420＋102：02．07 515．1�
815 シンソウノマドンナ 牝3青鹿54 和田 竜二江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 448－ 62：02．1クビ 334．2�
47 カズノメガミ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎鈴木 可一氏 尾形 充弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 442＋ 62：02．31� 556．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，985，600円 複勝： 37，491，400円 枠連： 19，390，000円
馬連： 54，504，000円 馬単： 30，048，300円 ワイド： 33，421，400円
3連複： 72，110，100円 3連単： 93，160，000円 計： 365，110，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連（1－6） 440円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 500円 �� 330円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 249856 的中 � 109189（1番人気）
複勝票数 計 374914 的中 � 116459（1番人気）� 36770（4番人気）� 50147（2番人気）
枠連票数 計 193900 的中 （1－6） 33977（2番人気）
馬連票数 計 545040 的中 �� 38043（3番人気）
馬単票数 計 300483 的中 �� 13307（4番人気）
ワイド票数 計 334214 的中 �� 17049（5番人気）�� 28430（2番人気）�� 8655（11番人気）
3連複票数 計 721101 的中 ��� 25125（7番人気）
3連単票数 計 931600 的中 ��� 9040（12番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．4―13．6―13．3―13．0―13．2―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．1―51．7―1：05．0―1：18．0―1：31．2―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブランシェクール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．28 東京11着

2013．2．19生 牝3芦 母 モンプティクール 母母 ゲートドクール 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カズノメガミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月5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。
（非当選馬） 3頭 イエスウチダ号・シアヌークビル号・レッドアルカナ号

06026 3月5日 曇 良 （28中山2）第3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

612� ペニーウェディング 牝3鹿 54 吉田 豊吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 486－ 21：13．5 1．3�
24 ネイチャーポイント 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 492－ 41：13．6� 8．1�
714 セイユウボーイ 牡3栗 56 国分 優作星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか ヒサイファーム 472± 01：13．7� 93．9�
23 アラマサバド 牝3鹿 54 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 408－121：13．8クビ 244．0�
816 イデアオブダンディ 牡3栗 56 酒井 学益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 468± 01：14．22	 10．6�
510 フクサンレイズ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 442－16 〃 ハナ 493．0	
11 フジシャイアン 牡3鹿 56 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤牧場 490－ 6 〃 アタマ 148．0

59 ルナマティーノ 牝3鹿 54 大野 拓弥赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 440－ 61：14．3� 32．8�
815 トウショウシェル 牡3芦 56

54 △長岡 禎仁トウショウ産業� 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 474－ 21：14．4	 238．7
611 エンゼルトリック 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B462－ 81：14．5	 267．1�
35 テ ア ニ ン 牝3鹿 54 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 488＋ 8 〃 ハナ 347．6�
12 ボ タ ニ カ ル 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎�Basic 根本 康広 浦河 藤春 修二 454－ 61：14．6	 260．1�
48 ジ イ サ マ 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 480＋ 81：15．55 33．5�
47 トーホウエース 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 488± 0 〃 アタマ 6．1�
713 サイモンジェッター 牡3黒鹿56 柴山 雄一澤田 昭紀氏 中舘 英二 浦河 三嶋牧場 B458－121：15．71 78．5�
36 レヴェイヨン 牡3黒鹿56 武士沢友治 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B520－101：16．23 23．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，933，900円 複勝： 131，221，600円 枠連： 15，093，600円
馬連： 62，778，800円 馬単： 43，015，800円 ワイド： 39，971，600円
3連複： 79，804，000円 3連単： 131，655，400円 計： 539，474，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 210円 � 820円 枠 連（2－6） 720円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，450円 �� 4，660円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 22，790円

票 数

単勝票数 計 359339 的中 � 206009（1番人気）
複勝票数 計1312216 的中 � 1055817（1番人気）� 40968（4番人気）� 7444（8番人気）
枠連票数 計 150936 的中 （2－6） 16162（3番人気）
馬連票数 計 627788 的中 �� 67569（3番人気）
馬単票数 計 430158 的中 �� 31908（3番人気）
ワイド票数 計 399716 的中 �� 25186（4番人気）�� 6867（14番人気）�� 2060（31番人気）
3連複票数 計 798040 的中 ��� 6974（22番人気）
3連単票数 計1316554 的中 ��� 4187（66番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．7―12．3―12．7―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．4―46．7―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F39．1
3 14（1，15）－11，12，13（4，7）（6，16）－3－（10，8）9－（2，5） 4 14（1，15）－（11，12）－4（3，7）（13，16）（6，9）（10，8）－（2，5）

勝馬の
紹 介

�ペニーウェディング �
�
父 Broken Vow �

�
母父 Danzig デビュー 2016．1．11 中山4着

2013．2．13生 牝3鹿 母 Penny Arcade 母母 Pennyworth 3戦1勝 賞金 7，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 コパノチャンス号・ティアップゼファー号・パラヴィオン号・ビレッジエンパイア号・ベルホルト号
（非抽選馬） 2頭 ウインスパークル号・シャトリエ号

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月5日 曇 良 （28中山2）第3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 グラスレグナム 牡3鹿 56 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 476－ 41：57．0 17．3�
612 ヒットリターンキー 牡3黒鹿56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 2 〃 クビ 11．9�
714 ミュゼリバイアサン 牡3鹿 56 柴山 雄一坂本 肇氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 520± 01：57．42� 2．2�
713 ネ コ エ ル フ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 456± 01：57．61� 8．3�
23 シンキングダンサー 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 466－ 8 〃 アタマ 100．2�
47 クリスタルスカル 牡3栗 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B552－101：57．7� 30．1	

（独）

11 マイネルシュタット 牡3黒鹿56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 浦河 丸村村下

ファーム 472－ 81：57．8� 37．5�
35 シゲルシマダイ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 512＋ 21：58．01� 8．1�
24 チムニーロック 牡3鹿 56 石橋 脩畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 498± 01：58．42� 65．3
12 ガオガイリュイ 牡3栗 56 田辺 裕信スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 つつみ牧場 482± 0 〃 アタマ 3．4�
36 ブ ロ ン テ 牡3芦 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 森永 聡 428－ 41：58．71� 133．0�
48 バトルロックハート 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 486＋181：59．65 66．5�
59 サンストックトン 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 大北牧場 494＋242：00．02� 578．4�
816 デルマキンシロウ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 530± 0 〃 アタマ 75．2�
815 アンサーフォンテン 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 464－ 82：00．85 510．4�
510 グランドスリジエ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 492－ 82：01．43� 585．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，354，200円 複勝： 40，555，200円 枠連： 18，974，600円
馬連： 56，968，100円 馬単： 30，051，900円 ワイド： 32，155，800円
3連複： 71，019，300円 3連単： 90，590，300円 計： 363，669，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 330円 � 300円 � 120円 枠 連（6－6） 8，350円

馬 連 �� 9，590円 馬 単 �� 21，500円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 760円 �� 640円

3 連 複 ��� 6，120円 3 連 単 ��� 64，070円

票 数

単勝票数 計 233542 的中 � 10749（6番人気）
複勝票数 計 405552 的中 � 23421（6番人気）� 25819（5番人気）� 134305（1番人気）
枠連票数 計 189746 的中 （6－6） 1760（18番人気）
馬連票数 計 569681 的中 �� 4599（24番人気）
馬単票数 計 300519 的中 �� 1048（49番人気）
ワイド票数 計 321558 的中 �� 3841（21番人気）�� 10960（8番人気）�� 13354（6番人気）
3連複票数 計 710193 的中 ��� 8699（21番人気）
3連単票数 計 905903 的中 ��� 1025（180番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．3―13．2―12．7―12．8―12．9―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―38．6―51．8―1：04．5―1：17．3―1：30．2―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラスレグナム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．2．7 東京4着

2013．5．3生 牡3鹿 母 グラスルビー 母母 ル ビ ー 2戦1勝 賞金 5，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06028 3月5日 曇 良 （28中山2）第3日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 � ティールグリーン 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 和美氏 加藤 征弘 米 RFHF
Mares Rule 484 ―1：12．7 2．4�

23 ロマンティックサン 牡3栗 56
55 ☆石川裕紀人岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 金石牧場 468 ―1：13．02 17．2�

713 オートシャンティ 牡3栗 56
53 ▲原田 和真大戸 志浦氏 和田 雄二 新冠 高橋 忍 470 ―1：13．95 40．8�

815 ミッキーオフィサー 牝3鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438 ― 〃 クビ 7．0�

510 シャインメルシー 牝3黒鹿54 武士沢友治皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 406 ―1：14．11 60．5�
612 モエルオンナ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 454 ― 〃 ハナ 9．3�
35 グルーヴィー 牡3芦 56 大野 拓弥佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 土田 扶美子 486 ―1：14．63 3．5	
36 シゲルヒメコダイ 牝3青鹿54 酒井 学森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 中村 雅明 464 ―1：14．91� 45．1

714 マンダラキッス 牝3栗 54 蛯名 正義ザ・チャンピオンズ 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 502 ―1：15．32� 9．0�
816 サンゴーハム 	3黒鹿56 江田 照男加藤 信之氏 菊川 正達 新ひだか シンボリ牧場 444 ―1：15．4
 33．9�
24 トビラヲアケテ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 むかわ 真壁 信一 454 ―1：15．82� 240．0
611 ゴールドエスケープ 牝3栗 54 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 458 ― 〃 ハナ 65．0�
11 サンビンセンス 牡3鹿 56 村田 一誠加藤 信之氏 伊藤 伸一 新冠 タニグチ牧場 472 ―1：16．75 236．5�
48 タマモアマグリ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 462 ―1：16．8
 41．6�
59 キョウワニケ 牝3栗 54 水口 優也�協和牧場 日吉 正和 新冠 協和牧場 450 ―1：17．11
 269．6�
12 シ フ ク 牡3鹿 56 岩部 純二�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 446 ―1：18．05 213．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，222，600円 複勝： 31，417，400円 枠連： 16，412，700円
馬連： 49，044，000円 馬単： 27，971，700円 ワイド： 27，213，500円
3連複： 57，292，700円 3連単： 74，526，300円 計： 310，100，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 340円 � 710円 枠 連（2－4） 1，900円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，320円 �� 4，500円

3 連 複 ��� 22，410円 3 連 単 ��� 76，100円

票 数

単勝票数 計 262226 的中 � 84281（1番人気）
複勝票数 計 314174 的中 � 90580（1番人気）� 19806（6番人気）� 8223（9番人気）
枠連票数 計 164127 的中 （2－4） 6668（9番人気）
馬連票数 計 490440 的中 �� 17102（8番人気）
馬単票数 計 279717 的中 �� 7595（10番人気）
ワイド票数 計 272135 的中 �� 8886（8番人気）�� 2978（23番人気）�� 1509（42番人気）
3連複票数 計 572927 的中 ��� 1917（67番人気）
3連単票数 計 745263 的中 ��� 710（218番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―12．7―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．9―47．6―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ティールグリーン �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Regal Classic 初出走

2013．3．27生 牝3栗 母 Lightning Pace 母母 Sawmill Lady 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シフク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月5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） 2頭 エンパイアフリート号・レスプランドール号



06029 3月5日 曇 良 （28中山2）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 オーダードリブン 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454± 02：01．2 1．1�
510 コスモジャーベ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 470＋ 22：01．41� 14．4�
815 クラウンディバイダ 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 464－ 22：02．03� 7．5�
47 プライムセラー 牡3栗 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 514＋36 〃 ハナ 73．9�
612 パルクフェルメ 牡3栗 56 田辺 裕信保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：02．1� 14．8	
23 ラッシュアワー 牡3黒鹿56 A．シュタルケ H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－ 2 〃 アタマ 60．7

（独）

24 ジンロックカフェ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 500－122：02．2� 195．6�
36 マイネルラザンツ 牡3芦 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 藤沢牧場 490－ 82：02．3� 82．6�
35 ゴールデンビーンズ 牡3鹿 56

54 △長岡 禎仁 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 418＋ 42：02．51	 304．5
714 キャノンストリート 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 472＋122：02．6� 50．2�
611 プレイヤード 牡3鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 510－ 62：02．7クビ 86．1�
48 プラウドフェロー 牝3栗 54 酒井 学ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 増本牧場 472＋10 〃 アタマ 578．1�
12 フジマサスペシャル 牡3鹿 56 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 502＋28 〃 クビ 102．3�
59 マイネルラディカル 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �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 458 ―2：03．12� 425．8�
816 ダノンサーガ 牡3栗 56 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514－ 42：03．2� 26．4�
713 サーストンアクセス 牡3黒鹿56 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 日高 スマイルファーム 470 ―2：03．83� 74．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，635，900円 複勝： 139，230，800円 枠連： 21，876，900円
馬連： 70，938，700円 馬単： 56，456，700円 ワイド： 44，133，000円
3連複： 84，334，400円 3連単： 152，937，900円 計： 612，544，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 180円 � 130円 枠 連（1－5） 700円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 280円 �� 160円 �� 550円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 426359 的中 � 284535（1番人気）
複勝票数 計1392308 的中 � 1074823（1番人気）� 45970（4番人気）� 93605（2番人気）
枠連票数 計 218769 的中 （1－5） 23994（3番人気）
馬連票数 計 709387 的中 �� 86866（2番人気）
馬単票数 計 564567 的中 �� 58277（3番人気）
ワイド票数 計 441330 的中 �� 36720（3番人気）�� 90318（1番人気）�� 16073（6番人気）
3連複票数 計 843344 的中 ��� 74122（2番人気）
3連単票数 計1529379 的中 ��� 41126（4番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．2―11．8―12．0―12．3―12．7―12．5―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―35．9―47．7―59．7―1：12．0―1：24．7―1：37．2―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

オーダードリブン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marchand de Sable デビュー 2015．11．14 東京2着

2013．5．6生 牡3黒鹿 母 コマーサント 母母 Deception 2戦1勝 賞金 7，800，000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） 2頭 ショウブバリキ号・ゼーヴィント号
（非抽選馬） 6頭 アスコットチャンプ号・アソングフォーユー号・アップアストーム号・ゴールドクリスエス号・ニシノリュウセイ号・

ヤマニンレガリーノ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06030 3月5日 曇 良 （28中山2）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00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 グレンツェント 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468－ 21：55．1 2．5�
44 スケールアップ 牡3黒鹿56 大野 拓弥髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 498＋ 21：55．73� 2．4�
67 ネコダンサー 牡3黒鹿56 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 482± 01：55．8� 6．0�
812 マイネルビクトリー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 464± 01：56．22� 86．2�
68 コパノビジン 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 456± 01：56．52 29．6	
79 カズノテイオー 牡3黒鹿56 柴山 雄一鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 472－ 21：56．6クビ 16．3

55 ダイリュウハヤテ 牡3鹿 56 武士沢友治大野 龍氏 古賀 史生 新ひだか 木田牧場 512－ 21：56．81� 13．5�
811� パーソナルマキ 牡3栗 56 的場 勇人�槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 482－ 21：57．01� 33．0�
710 ジ ャ ル ー ズ 牝3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 454＋12 〃 クビ 31．3
22 セレンディップ 牝3栗 54 三浦 皇成星野 壽市氏 上原 博之 日高 前野牧場 500＋ 21：57．31� 22．3�
11 � サ ン ロ ー ズ 牝3栗 54 江田 照男�中山牧場 小野 次郎 浦河 中山牧場 434－161：58．36 288．2�
33 イノセントワールド 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹堀口 晴男氏 石栗 龍彦 日高 日西牧場 428－ 21：58．72� 488．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，886，900円 複勝： 50，362，700円 枠連： 17，427，600円
馬連： 73，607，200円 馬単： 41，461，500円 ワイド： 39，786，800円
3連複： 88，705，400円 3連単： 150，509，100円 計： 497，747，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 170円 �� 290円 �� 300円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 358869 的中 � 111469（2番人気）
複勝票数 計 503627 的中 � 175634（1番人気）� 119169（2番人気）� 56080（3番人気）
枠連票数 計 174276 的中 （4－5） 47891（1番人気）
馬連票数 計 736072 的中 �� 188347（1番人気）
馬単票数 計 414615 的中 �� 56074（1番人気）
ワイド票数 計 397868 的中 �� 72247（1番人気）�� 31029（2番人気）�� 29978（3番人気）
3連複票数 計 887054 的中 ��� 126770（1番人気）
3連単票数 計1505091 的中 ��� 59781（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．5―38．8―52．1―1：04．8―1：17．3―1：29．8―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレンツェント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．8．9 新潟5着

2013．4．8生 牡3鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 3戦2勝 賞金 12，900，000円
※イノセントワールド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 2日第 1競走）
〔その他〕　　メグリアイ号は，競走中に疾病〔右第２中手骨々折〕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。



06031 3月5日 曇 良 （28中山2）第3日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 メイショウカイモン �5鹿 57 江田 照男松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 478＋ 21：11．8 11．3�
816 リュクサンブール 牡5鹿 57 横山 典弘村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 2．7�
714 アイリーグレイ 牝4芦 55

52 ▲木幡 巧也前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B450－121：12．01	 19．0�
23 ヴェアリアスサマー 牡5栗 57 三浦 皇成小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 518－ 21：12．1
 6．9�
36 スマートダイバー 牡5栗 57 A．シュタルケ 大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 490－ 81：12．2クビ 15．3�

（独）

815 ヴェイルドスケール 牡4鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B540－ 21：12．3
 27．6	
11 ニシノイナズマ 牡5芦 57 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 500＋ 81：12．4クビ 50．2

510 カゼノトビラ 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 462＋ 61：12．5
 45．1�
59 � ステラルーチェ 牡4栗 57 和田 竜二池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 490－ 61：12．92	 146．7�
611� ヘニースウィフト 牡4栗 57 田辺 裕信窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek

Stud LLC 500＋161：13．0	 51．3
47 � ヴ ァ ー サ ス 牡4青鹿57 田中 勝春�本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 476－ 41：13．21 94．5�
12 シャイントラベラー 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 464＋ 41：13．3クビ 186．3�
24 � ミ タ イ ナ 牝4黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 豪 Mr R Gorton 512＋ 2 〃 クビ 246．9�
48 � マルターズレーン 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 506－ 41：13．4
 254．7�
612 エ グ ゼ ビ ア �6黒鹿57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 510＋ 81：14．14 2．9�
713 モ ル ー ア 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武井 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 81：14．31 14．2�
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売 得 金
単勝： 27，230，300円 複勝： 43，675，400円 枠連： 21，469，600円
馬連： 74，385，900円 馬単： 36，160，600円 ワイド： 41，499，300円
3連複： 93，054，000円 3連単： 123，670，100円 計： 461，145，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 250円 � 120円 � 390円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，990円 �� 920円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 48，720円

票 数

単勝票数 計 272303 的中 � 19164（4番人気）
複勝票数 計 436754 的中 � 38329（4番人気）� 132495（1番人気）� 20803（6番人気）
枠連票数 計 214696 的中 （3－8） 23925（2番人気）
馬連票数 計 743859 的中 �� 38631（4番人気）
馬単票数 計 361606 的中 �� 7381（12番人気）
ワイド票数 計 414993 的中 �� 23708（3番人気）�� 3336（28番人気）�� 11458（8番人気）
3連複票数 計 930540 的中 ��� 13372（14番人気）
3連単票数 計1236701 的中 ��� 1840（150番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．0―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカイモン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．23 東京15着

2011．4．17生 �5鹿 母 マチカネモユルコイ 母母 マチカネモユル 19戦2勝 賞金 15，050，000円
〔制裁〕 リュクサンブール号の騎手横山典弘は，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〕 エグゼビア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エグゼビア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年4月5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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キービスケット号・サトノバセロン号・スズカオーショウ号・ツウローゼズ号・ツクバインパクト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06032 3月5日 曇 良 （28中山2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，500，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

57 エグランティーナ 牝4黒鹿55 A．シュタルケ 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 526－101：55．0 7．9�
（独）

711 クロフネビームス 牝4芦 55 蛯名 正義古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 462＋ 8 〃 クビ 8．8�
610 マーブルケーキ 牝5白 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478＋101：55．42� 3．6�
46 マ ユ キ 牝5栗 55

52 ▲井上 敏樹稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 478－ 81：55．5クビ 4．6�
11 ヴ ィ ス ビ ー 牝5黒鹿55 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：55．6� 29．3�
58 ベルプラージュ 牝5黒鹿55 吉田 豊 	キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 462± 0 〃 アタマ 4．3

45 ショウリノウタゲ 牝6鹿 55 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 524＋ 21：55．92 42．1�
814 アンジェラスベル 牝6鹿 55

52 ▲木幡 巧也田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B490± 01：56．0� 29．9�
712 リベルタンゴ 牝4栗 55 横山 典弘 	社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 520＋ 41：56．1クビ 11．6
33 ナ ス カ ザ ン 牝4鹿 55 武士沢友治小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B474＋ 6 〃 クビ 43．2�
69 � タンスチョキン 牝6鹿 55 木幡 初広栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 下河辺牧場 484－ 21：56．2� 165．7�
813 リアンドジュエリー 牝4芦 55 柴山 雄一大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 462± 01：56．52 16．3�
34 タ プ ロ ー ム 牝6鹿 55 和田 竜二清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 520＋ 81：56．7� 113．0�
22 デザートオブムーン 牝5黒鹿55 石橋 脩 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 482± 01：56．8� 68．8�
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売 得 金
単勝： 29，878，100円 複勝： 44，453，600円 枠連： 23，535，900円
馬連： 78，449，000円 馬単： 36，624，000円 ワイド： 40，933，800円
3連複： 93，230，300円 3連単： 127，772，100円 計： 474，876，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 230円 � 160円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 850円 �� 600円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 21，290円

票 数

単勝票数 計 298781 的中 � 30177（4番人気）
複勝票数 計 444536 的中 � 52838（4番人気）� 46025（5番人気）� 80751（1番人気）
枠連票数 計 235359 的中 （5－7） 29647（2番人気）
馬連票数 計 784490 的中 �� 24946（11番人気）
馬単票数 計 366240 的中 �� 5762（21番人気）
ワイド票数 計 409338 的中 �� 12007（11番人気）�� 17799（5番人気）�� 16816（6番人気）
3連複票数 計 932303 的中 ��� 22849（8番人気）
3連単票数 計1277721 的中 ��� 4350（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．2―51．1―1：04．1―1：17．1―1：29．5―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エグランティーナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．28 東京6着

2012．3．5生 牝4黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 19戦3勝 賞金 37，390，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06033 3月5日 曇 良 （28中山2）第3日 第9競走 ��
��1，600�

お う ば い

黄 梅 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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 サーブルオール 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：35．5 1．9�
33 ダノンスパーク 牡3鹿 56 田辺 裕信�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 528－ 41：35．6� 9．8�
89 ミッキーグローリー 牡3青鹿56 蛯名 正義野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 21：35．7� 3．7�
77 ショウナンアンセム 牡3芦 56 大野 拓弥�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 468＋ 61：35．8� 4．5�
44 クインズサン 牡3青 56 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 452＋ 8 〃 クビ 41．4	
66 ジュンザワールド 牡3鹿 56 横山 典弘河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 508－ 61：36．01 17．8

11 コパノマリーン 牝3鹿 54 柴山 雄一小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 424＋ 21：36．31� 24．7�
55 タイガーヴォーグ 牡3鹿 56 石川裕紀人千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 480± 01：36．93� 26．2�
88 シュガーラブ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 444－ 41：37．53� 396．1
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売 得 金
単勝： 47，587，300円 複勝： 66，400，000円 枠連： 18，929，900円
馬連： 104，016，100円 馬単： 64，753，700円 ワイド： 46，956，200円
3連複： 116，055，300円 3連単： 271，364，200円 計： 736，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 130円 枠 連（2－3） 970円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 350円 �� 200円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 475873 的中 � 191689（1番人気）
複勝票数 計 664000 的中 � 328238（1番人気）� 38253（4番人気）� 99174（2番人気）
枠連票数 計 189299 的中 （2－3） 14993（4番人気）
馬連票数 計1040161 的中 �� 89242（4番人気）
馬単票数 計 647537 的中 �� 40604（5番人気）
ワイド票数 計 469562 的中 �� 32496（4番人気）�� 72104（2番人気）�� 19567（7番人気）
3連複票数 計1160553 的中 ��� 79245（2番人気）
3連単票数 計2713642 的中 ��� 43581（11番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―11．7―12．1―12．2―11．9―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―36．6―48．7―1：00．9―1：12．8―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

サーブルオール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．12．6 中山1着

2013．3．14生 牡3鹿 母 モンローブロンド 母母 ソ ニ ン ク 3戦2勝 賞金 18，703，000円

06034 3月5日 曇 良 （28中山2）第3日 第10競走 ��
��1，800�スピカステークス

発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

22 ブラックムーン 牡4鹿 57 C．ルメール Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 488－141：48．3 2．1�
56 エアアンセム 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 アタマ 7．7�

（独）

57 ダイワレジェンド 牝5栗 55 石川裕紀人大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 41：48．4� 15．9�
45 マイネルイルミナル 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 466－ 61：48．71	 45．9�
813 ミエノワンダー 牡6鹿 57 蛯名 正義里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516＋ 21：48．8� 38．6�
44 ブラックバゴ 牡4黒鹿57 柴山 雄一 	シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 520－ 6 〃 ハナ 7．5

68 ウインマーレライ 牡5黒鹿57 三浦 皇成�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 504± 0 〃 同着 28．8�
33 
 ダイヤモンドダンス 牡7鹿 57 吉田 豊坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 508－ 6 〃 アタマ 154．3�
812 レッドライジェル 牡4鹿 57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 ハナ 3．9
11 ロードエフォール 牡8黒鹿57 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 494＋ 61：49．22� 114．9�
710 ボンジュールココロ 牝6鹿 55 田辺 裕信田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 486＋ 4 〃 クビ 49．0�
711 ベルキャニオン 牡5鹿 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋121：49．41� 13．1�
69 コスモグレースフル 牡7鹿 57 嘉藤 貴行 	ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 498＋ 21：49．71	 72．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，224，100円 複勝： 74，945，600円 枠連： 32，185，700円
馬連： 145，860，500円 馬単： 69，949，500円 ワイド： 66，976，300円
3連複： 176，504，500円 3連単： 267，728，200円 計： 886，374，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 320円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 290円 �� 510円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 6，720円

票 数

単勝票数 計 522241 的中 � 193713（1番人気）
複勝票数 計 749456 的中 � 244840（1番人気）� 98316（3番人気）� 39758（6番人気）
枠連票数 計 321857 的中 （2－5） 51112（1番人気）
馬連票数 計1458605 的中 �� 165688（2番人気）
馬単票数 計 699495 的中 �� 55049（2番人気）
ワイド票数 計 669763 的中 �� 65593（2番人気）�� 33081（4番人気）�� 13620（14番人気）
3連複票数 計1765045 的中 ��� 61939（6番人気）
3連単票数 計2677282 的中 ��� 28860（11番人気）

ハロンタイム 12．9―12．7―12．6―12．4―11．7―11．4―11．2―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．6―38．2―50．6―1：02．3―1：13．7―1：24．9―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F34．6
1
3
7（5，8，9）（6，10）（3，13，11）4（1，2）－12
7（5，8，9）（6，10）3（4，13，11）－（1，2）－12

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

勝馬の
紹 介

ブラックムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．8 京都2着

2012．5．2生 牡4鹿 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ 11戦4勝 賞金 72，490，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 2日第 4競走）
〔その他〕　　エムティーシャトル号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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。



06035 3月5日 曇 良 （28中山2）第3日 第11競走 ��
��1，200�第11回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，27．3．7以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，27．3．6以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

611� エイシンブルズアイ 牡5栗 56 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 474＋ 21：07．5 11．0�
12 ハクサンムーン 牡7栗 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 482＋ 21：07．71	 8．7�
47 スノードラゴン 牡8芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 516＋101：07．91
 21．3�
23 ネ ロ 牡5栗 56 三浦 皇成西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 468－ 81：08．0� 5．4�
816� アルビアーノ 牝4鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 木村 哲也 米

Helen Alexander
& Helen Groves
Rev Trust

510－ 2 〃 ハナ 2．1�
24 � カハラビスティー 牝7黒鹿54 柴田 大知佐久間拓士氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B514－ 4 〃 アタマ 20．5	
713 ア フ ォ ー ド 牡8鹿 56 石川裕紀人前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 464＋ 4 〃 アタマ 134．0

11 スカイキューティー 牝6黒鹿54 吉田 豊杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 478－ 21：08．1クビ 37．2�
815 フレイムヘイロー 8栗 56 江田 照男�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 484± 0 〃 クビ 260．9
59 � トータルヒート 牝5栗 54 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 458－ 81：08．2クビ 47．5�
35 � ヘニーハウンド 牡8栗 56 蛯名 正義林 正道氏 吉村 圭司 米 Gulf Coast

Farms, LLC 518＋121：08．41 157．8�
510 セイコーライコウ 牡9鹿 56 田辺 裕信竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 502＋12 〃 ハナ 70．1�
612 ワキノブレイブ 牡6青鹿56 横山 典弘脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 482－10 〃 ハナ 20．2�
36 ゴールドペガサス 牡4鹿 56 A．シュタルケ �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 472－ 2 〃 ハナ 7．1�

（独）

714 サカジロロイヤル 牡8黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 514－ 8 〃 クビ 393．5�
48 スギノエンデバー 牡8鹿 56 柴山 雄一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466± 01：08．5クビ 25．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 135，088，800円 複勝： 171，789，300円 枠連： 95，217，900円
馬連： 458，124，800円 馬単： 195，161，500円 ワイド： 198，906，200円
3連複： 679，681，000円 3連単： 1，002，982，000円 計： 2，936，951，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 320円 � 320円 � 550円 枠 連（1－6） 1，720円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 10，160円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 3，450円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 26，680円 3 連 単 ��� 146，540円

票 数

単勝票数 計1350888 的中 � 98217（5番人気）
複勝票数 計1717893 的中 � 148493（5番人気）� 149123（4番人気）� 76010（9番人気）
枠連票数 計 952179 的中 （1－6） 42810（9番人気）
馬連票数 計4581248 的中 �� 81316（17番人気）
馬単票数 計1951615 的中 �� 14400（39番人気）
ワイド票数 計1989062 的中 �� 30406（19番人気）�� 14685（39番人気）�� 23703（25番人気）
3連複票数 計6796810 的中 ��� 19105（92番人気）
3連単票数 計10029820 的中 ��� 4962（467番人気）

ハロンタイム 11．6―10．3―10．8―11．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―21．9―32．7―44．0―55．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンブルズアイ �
�
父 Belgravia �

�
母父 Siphon デビュー 2013．11．16 京都1着

2011．4．6生 牡5栗 母 Miss Fear Factor 母母 Puddlejump 16戦5勝 賞金 145，942，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 セカンドテーブル号・ベルルミエール号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエイシンブルズアイ号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06036 3月5日 曇 良 （28中山2）第3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

24 サクラフローラ 牝5黒鹿55 三浦 皇成�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 530＋ 41：11．8 5．8�
12 � シ ャ ラ ク 牡5鹿 57 大野 拓弥林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 518－ 21：12．11	 21．9�
47 クロムレック 牡6栗 57 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 538－ 8 〃 アタマ 8．1�
816� ウォリアーズソウル 
4鹿 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC B510－ 6 〃 ハナ 7．1�

48 シゲルハダカマツリ 牡4鹿 57 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B544－ 6 〃 アタマ 5．9	
611 スウィープアウェイ 牡5芦 57 A．シュタルケ 藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 474± 0 〃 アタマ 9．3


（独）

510 パッシングブリーズ 牡5鹿 57 C．ルメール 三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470－ 61：12．31� 3．8�
713� アキノアッパー 牡6栗 57 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 482＋ 2 〃 アタマ 26．9�
35 � クレアドール 牝5青鹿 55

54 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 502＋101：12．4� 42．9
36 ノーブルヴィーナス 牝4黒鹿 55

53 △長岡 禎仁吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 450＋201：12．82� 42．4�
23 メランコリア 牝4栗 55 和田 竜二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 478± 0 〃 アタマ 27．3�
815 ヒカルランナー 牡7鹿 57 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 520－ 41：13．01 319．1�
59 �� ディプロムソング 牡5芦 57 石橋 脩林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 498＋ 2 〃 アタマ 22．2�
612 トーセンミッション 牡4栗 57 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B514－ 61：13．21 26．8�
714 ボ ル ゲ ー ゼ 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 29．1�

（15頭）
11 ヒカリマサムネ 牡6栗 57 柴田 大知�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 67，776，500円 複勝： 112，663，400円 枠連： 57，054，300円
馬連： 213，162，500円 馬単： 74，594，200円 ワイド： 101，674，700円
3連複： 245，318，000円 3連単： 332，269，200円 計： 1，204，512，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 240円 � 590円 � 300円 枠 連（1－2） 4，770円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，090円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 18，280円 3 連 単 ��� 94，690円

票 数

単勝票数 計 677765 的中 � 92819（2番人気）
複勝票数 計1126634 的中 � 134168（3番人気）� 43905（9番人気）� 101785（5番人気）
枠連票数 計 570543 的中 （1－2） 9261（21番人気）
馬連票数 計2131625 的中 �� 31972（16番人気）
馬単票数 計 745942 的中 �� 6308（32番人気）
ワイド票数 計1016747 的中 �� 13721（22番人気）�� 24528（12番人気）�� 9199（36番人気）
3連複票数 計2453180 的中 ��� 10061（66番人気）
3連単票数 計3322692 的中 ��� 2544（317番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．2―47．6―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラフローラ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．4．6 中山1着

2011．4．13生 牝5黒鹿 母 サクラエンプレス 母母 サクラクレアー 8戦4勝 賞金 33，500，000円
〔出走取消〕 ヒカリマサムネ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ディプロムソング号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ディプロムソング号の騎手石橋脩は，発馬機内での御法（突進された）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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サダムコーテイ号・シークレットアーム号・マイネルエスパス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（28中山2）第3日 3月5日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

248，390，000円
2，530，000円
6，180，000円
1，490，000円
27，710，000円
70，336，500円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
548，804，200円
944，206，400円
357，568，700円
1，441，839，600円
706，249，400円
713，628，600円
1，857，109，000円
2，819，164，800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 9，388，570，700円

総入場人員 21，953名 （有料入場人員 19，790名）
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