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06037 3月6日 曇 良 （28中山2）第4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）

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

510 メジャースターダム 牡3栗 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 568－201：57．1 5．8�
36 セイカエドミザカ 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 470－ 21：57．42 22．3�
59 スピアザゴールド 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：57．5� 2．4�
816 ブレスアロット 牡3栗 56 戸崎 圭太吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 462－ 8 〃 ハナ 2．8�
714 ゴーストノート 牡3芦 56 柴田 大知 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 556＋ 61：57．6クビ 39．3	
47 ウインドオブホープ 牡3栗 56 蛯名 正義�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 536－ 81：58．34 11．0

48 グレートエンパイア 牡3鹿 56 勝浦 正樹�明栄商事 小西 一男 日高 高柳 隆男 482± 0 〃 アタマ 56．5�
35 サ フ ァ リ 牡3鹿 56 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 542＋161：58．62 45．2�
612 ダイメイキング 牡3鹿 56 武士沢友治宮本 孝一氏 石毛 善彦 平取 びらとり牧場 482± 01：58．7クビ 35．1
713 アサクササンダー 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482－121：58．91� 20．9�
12 セイウンタキノボリ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新ひだか 今 牧場 478－ 21：59．0クビ 46．5�
815 ウィンチケット 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 452－102：00．8大差 404．8�
23 パーソナルブルー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460－ 4 〃 アタマ 189．4�
24 シンデレラストリー 牝3栗 54 的場 勇人柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 浦河 地興牧場 436－ 62：01．01� 234．0�
11 サツキグレース 牝3黒鹿54 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 日高 浜本牧場 416－ 62：01．1� 348．5�
611 ブラーヴロワ 牡3鹿 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 470－ 42：02．69 457．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，619，400円 複勝： 40，171，600円 枠連： 19，983，700円
馬連： 67，837，200円 馬単： 35，728，100円 ワイド： 37，394，800円
3連複： 95，023，600円 3連単： 125，721，100円 計： 448，479，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 280円 � 120円 枠 連（3－5） 1，260円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 10，350円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 410円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 30，750円

票 数

単勝票数 計 266194 的中 � 36504（3番人気）
複勝票数 計 401716 的中 � 46483（3番人気）� 27322（5番人気）� 120086（1番人気）
枠連票数 計 199837 的中 （3－5） 12241（4番人気）
馬連票数 計 678372 的中 �� 9117（17番人気）
馬単票数 計 357281 的中 �� 2588（30番人気）
ワイド票数 計 373948 的中 �� 5281（18番人気）�� 24787（2番人気）�� 17559（5番人気）
3連複票数 計 950236 的中 ��� 22077（7番人気）
3連単票数 計1257211 的中 ��� 2964（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．3―52．1―1：05．4―1：18．1―1：30．6―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
10，7（2，6）15－（11，16）4（5，9，14）－（8，13）－（1，12）－3
10（7，6，14）－（2，16）9－（15，5）8，13，12－4，11，1－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メジャースターダム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Monsun デビュー 2015．8．2 新潟10着

2013．1．29生 牡3栗 母 セ ル キ ス 母母 Schwarzach 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 サファリ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラーヴロワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月6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 イノセントワールド号

06038 3月6日 曇 良 （28中山2）第4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）

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

12 テンプルツリー 牝3鹿 54
51 ▲井上 敏樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 436－ 21：13．1 5．4�

714 ハヤブサレディゴー 牝3栗 54 武 豊武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482± 01：13．52� 5．6�
59 コ リ ー ナ 牝3鹿 54 M．デムーロ山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 440＋ 61：13．6� 8．2�
24 クラシックス 牝3黒鹿 54

52 △長岡 禎仁木村 直樹氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 464－ 61：13．7クビ 55．4�
35 フジワンエンジェル 牝3鹿 54 横山 典弘�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 450－ 21：14．12� 2．9�
816 イエロースター 牝3栗 54 吉田 豊 M・

Kenichiホールディング� 池上 昌弘 日高 長谷部牧場 494－ 61：14．31� 4．6	
23 プリンシアラッテオ 牝3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人芳川 貴行氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 464＋ 61：15．04 76．4

612 ビービールチル 牝3鹿 54 石橋 脩�坂東牧場 小笠 倫弘 新冠 中本牧場 440－ 41：15．1� 563．0�
48 ホシノブーケ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 432＋ 81：15．2� 12．1
47 レッドビアンカ 牝3芦 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 クビ 17．5�
510 ビ ト ク 牝3栗 54 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 竹内 正洋 様似 清水スタッド 434＋16 〃 ハナ 517．3�
11 ツヤヒメクイーン 牝3鹿 54 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 496± 01：15．41 431．6�
713 ヤマタケシェンナ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎山中 佳代氏 根本 康広 日高 門別牧場 490＋ 21：15．5� 398．8�
815 ヤマニンサリュエ 牝3黒鹿54 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 410－ 21：16．88 537．7�
36 ラガマフィン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム B470＋ 41：17．43� 31．9�
611 デルマサダヤッコ 牝3栗 54 村田 一誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 436＋ 41：20．2大差 297．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，442，900円 複勝： 54，095，300円 枠連： 16，726，600円
馬連： 74，199，100円 馬単： 36，131，400円 ワイド： 43，450，100円
3連複： 99，809，000円 3連単： 123，480，900円 計： 485，335，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 190円 � 300円 枠 連（1－7） 1，980円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 670円 �� 870円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 25，560円

票 数

単勝票数 計 374429 的中 � 54525（3番人気）
複勝票数 計 540953 的中 � 78950（3番人気）� 78935（4番人気）� 40539（5番人気）
枠連票数 計 167266 的中 （1－7） 6537（8番人気）
馬連票数 計 741991 的中 �� 32789（7番人気）
馬単票数 計 361314 的中 �� 7907（13番人気）
ワイド票数 計 434501 的中 �� 16899（7番人気）�� 12752（11番人気）�� 12853（10番人気）
3連複票数 計 998090 的中 ��� 14963（19番人気）
3連単票数 計1234809 的中 ��� 3502（87番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．7―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―47．3―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンプルツリー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．6．28 東京6着

2013．5．12生 牝3鹿 母 シルクヴィーナス 母母 シルクフレアー 10戦1勝 賞金 12，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラガマフィン号・デルマサダヤッコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月

6日まで平地競走に出走できない。

第２回 中山競馬 第４日



06039 3月6日 曇 良 （28中山2）第4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）

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

816 プラチナダリア 牡3鹿 56
54 △長岡 禎仁田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 538 ―1：57．7 67．4�

48 アナザープラネット 牡3鹿 56 C．ルメール 市川義美ホール
ディングス� 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 488 ―1：57．91� 1．6�

24 レオイノセント 牡3芦 56
53 ▲木幡 巧也�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 496 ―1：58．0� 10．0�

23 ダノンアイドル 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486 ―1：58．74 5．4�
713 キンショードリーム 牡3鹿 56 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 厚真 阿部 栄乃進 504 ―1：58．8� 36．5�
36 サチハルサンカ 牡3栗 56 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 490 ―1：58．9クビ 24．9	
12 レジェンドクイーン 牝3芦 54 江田 照男小林 章氏 蛯名 利弘 浦河 市川フアーム 492 ―2：00．07 74．9

714 ユキノハーモニー 牝3青鹿54 横山 典弘山科 統氏 奥村 武 日高 浜本牧場 428 ― 〃 ハナ 56．5�
612 アルファスバル 牡3黒鹿56 勝浦 正樹�貴悦 小西 一男 新冠 秋田牧場 458 ―2：00．21 44．0�
59 クラストリック 牡3青鹿56 村田 一誠 K.C．タン氏 戸田 博文 新冠 アラキフアーム 454 ―2：00．3� 245．6
611 アップタウンガール 牝3黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 502 ― 〃 ハナ 10．3�
11 ガイセリック 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 大江牧場 490 ―2：00．51� 85．6�
47 トキノアイチャン 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 440 ―2：00．81� 25．5�
510 ストロングメガロス 牡3芦 56 岩田 康誠村木 篤氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 526 ―2：01．33 19．3�
815 バンダムザミステリ 牡3鹿 56 五十嵐雄祐山科 統氏 尾形 和幸 新ひだか 藤巻 則弘 502 ―2：01．4� 54．5�
35 タイセイリアン 牝3青鹿54 内田 博幸田中 成奉氏 伊藤 大士 新冠 守矢牧場 466 ―2：03．010 87．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，469，600円 複勝： 51，621，100円 枠連： 22，454，400円
馬連： 59，344，900円 馬単： 38，799，700円 ワイド： 34，172，700円
3連複： 74，998，900円 3連単： 111，562，700円 計： 426，424，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，740円 複 勝 � 650円 � 110円 � 220円 枠 連（4－8） 2，150円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 15，650円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 4，010円 �� 370円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 143，400円

票 数

単勝票数 計 334696 的中 � 3967（12番人気）
複勝票数 計 516211 的中 � 8861（8番人気）� 278717（1番人気）� 35992（3番人気）
枠連票数 計 224544 的中 （4－8） 8073（7番人気）
馬連票数 計 593449 的中 �� 10827（14番人気）
馬単票数 計 387997 的中 �� 1859（35番人気）
ワイド票数 計 341727 的中 �� 5173（16番人気）�� 2022（39番人気）�� 26439（3番人気）
3連複票数 計 749989 的中 ��� 6147（29番人気）
3連単票数 計1115627 的中 ��� 564（353番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．0―13．7―13．4―12．6―13．1―13．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．8―51．5―1：04．9―1：17．5―1：30．6―1：44．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．2
1
3
4（10，12）－11（7，3，16）（2，14）（5，8，15）13－（1，6）＝9
4（12，16）10，11，3－（7，13）（2，8，15）－5（14，6）－1，9

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

勝馬の
紹 介

プラチナダリア �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

2013．4．30生 牡3鹿 母 ナイストレビアン 母母 クリスタルガーデン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アルファジェイド号・エクセルパイロ号・クインズプルート号・タイタンアルム号・チュウワサイレンス号・

トミケンペンサーレ号・ナカヤマアリス号・ニシノグリヨン号・ネオビッグバン号・バーナルウィッシュ号・
バーニングマン号・マイネルシーカー号・マストワン号・リキサンダイオー号

06040 3月6日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28中山2）第4日 第4競走 ��3，200�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：31．0良・良

57 ニホンピロバロン 牡6栗 61 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 480＋ 43：32．3 1．6�
46 オジュウチョウサン 牡5鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 512＋ 23：32．51� 5．8�
34 ブライトボーイ 牡7鹿 60 草野 太郎古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 492＋ 43：33．99 88．6�
69 ラグジードライブ �5栗 60 上野 翔西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 470＋103：34．22 89．3�
712 ワンダフルワールド 牡5栗 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 520＋ 63：34．3クビ 55．3�
58 エイシンフランキー 牡5芦 60 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498± 03：35．57 54．3	
813 タ ナ ト ス 牡8黒鹿 62

59 ▲原田 和真工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 466＋ 6 〃 ハナ 15．8

610 ヘリオスフィア �7黒鹿60 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 4 〃 クビ 60．9�
33 リヴゴーシュ �4栗 59 中村 将之�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－103：35．6クビ 6．7�
11 メ テ オ ー ロ 牡5栗 60 金子 光希白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 472＋ 63：36．23� 265．5
22 ピッツネイル 牝5芦 58 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか カントリー牧場 514± 03：36．52 89．7�
711 ダ イ コ ウ キ 牡6青鹿60 熊沢 重文小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 540－ 43：37．13� 13．6�
45 コスモパルダ 牡7青鹿60 高野 和馬 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 518± 03：37．2� 10．6�
814 ドリームヒーロー 牡9青鹿60 西谷 誠田島 政光氏 	島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 468＋ 63：40．5大差 189．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，486，200円 複勝： 56，067，600円 枠連： 17，899，800円
馬連： 50，237，600円 馬単： 34，560，000円 ワイド： 28，635，800円
3連複： 74，620，600円 3連単： 124，771，500円 計： 414，279，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 1，060円 枠 連（4－5） 310円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，420円 �� 5，010円

3 連 複 ��� 13，030円 3 連 単 ��� 32，080円

票 数

単勝票数 計 274862 的中 � 132960（1番人気）
複勝票数 計 560676 的中 � 367001（1番人気）� 39136（3番人気）� 4093（12番人気）
枠連票数 計 178998 的中 （4－5） 44371（1番人気）
馬連票数 計 502376 的中 �� 75454（2番人気）
馬単票数 計 345600 的中 �� 40168（2番人気）
ワイド票数 計 286358 的中 �� 32941（2番人気）�� 2742（22番人気）�� 1306（40番人気）
3連複票数 計 746206 的中 ��� 4293（37番人気）
3連単票数 計1247715 的中 ��� 2819（83番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 50．8－3F 37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
2－11－（14，7，5）3（6，8）－4，9，12，13，1，10
7－（5，6，3）4，12（2，9，8）11，10－（1，13）＝14

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡6栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 障害：4戦3勝 賞金 41，003，000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 シゲルヒタチ号・ラステラ号



06041 3月6日 曇 良 （28中山2）第4日 第5競走 ��1，800�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
1：44．9
1：43．9

良
良

24 ムーンクエイク 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：50．1 1．5�
47 ドーノデルソーレ 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 454－ 61：50．63 19．3�
11 スターズレディ 牝3栗 54 吉田 豊 �社台レースホース栗田 徹 安平 追分ファーム 448－ 61：50．7� 29．8�
611 フェルクレール 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 410 ― 〃 アタマ 37．8�
713 スズオーフェン 牝3鹿 54 勝浦 正樹森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464＋ 61：50．8� 45．2�
714 レッドイグニス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454 ―1：50．9クビ 9．0

35 トレンティーノ 牡3芦 56 M．デムーロ村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474＋101：51．0� 3．3�
816 ラルゴランド 牝3黒鹿54 横山 典弘井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 408－ 81：51．31� 364．7�
510 クラウンラーテル 牡3鹿 56 江田 照男矢野 恭裕氏 天間 昭一 新ひだか 高橋 修 420＋ 81：51．83 380．0
815 ピ ッ レ ウ ス 牝3青鹿54 武士沢友治池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 クビ 48．7�
59 ペイルブルードット 牝3栗 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 442＋ 21：52．01� 34．6�
48 マイネルセイヴァー 牡3黒鹿56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 浦河 一珍棒牧場 B490－ 61：52．1クビ 168．9�
12 ブラスリング 牝3芦 54 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 430＋121：52．84 152．8�
612 ホイストポイント 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 472＋18 〃 クビ 587．6�
36 ベルラヴォーロ 牝3鹿 54 柴山 雄一今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438 ―1：53．12 241．3�
23 ヒメユリハート 牝3栗 54

52 △長岡 禎仁井上 久光氏 柴田 政人 宮城 牛坂牧場 B428＋121：53．41� 430．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，111，300円 複勝： 86，176，400円 枠連： 18，435，300円
馬連： 68，984，100円 馬単： 44，599，000円 ワイド： 36，912，600円
3連複： 87，755，200円 3連単： 148，907，200円 計： 526，881，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 270円 枠 連（2－4） 1，270円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 400円 �� 530円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 351113 的中 � 177653（1番人気）
複勝票数 計 861764 的中 � 632035（1番人気）� 28126（4番人気）� 23820（5番人気）
枠連票数 計 184353 的中 （2－4） 11175（3番人気）
馬連票数 計 689841 的中 �� 49711（3番人気）
馬単票数 計 445990 的中 �� 23737（4番人気）
ワイド票数 計 369126 的中 �� 24933（3番人気）�� 18165（5番人気）�� 6016（15番人気）
3連複票数 計 877552 的中 ��� 20325（9番人気）
3連単票数 計1489072 的中 ��� 12126（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―49．9―1：02．8―1：15．1―1：27．0―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

ムーンクエイク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Halling デビュー 2016．2．21 東京2着

2013．4．26生 牡3栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 2戦1勝 賞金 6，950，000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 ギャラントグリフ号・ベニバナルートイン号

06042 3月6日 曇 良 （28中山2）第4日 第6競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

510� ヨ ン カ ー 牡3芦 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 和田正一郎 米
Machmer Hall
& Golden Pedi-
gree LLC

540－101：12．1 1．7�
11 ワンパーセント 牡3栗 56 松岡 正海島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 41：12．73� 11．2�
714 ソロダンサー 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 468－ 8 〃 ハナ 13．3�
611 イ ザ 牡3鹿 56 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 492＋201：12．8	 25．3�
23 シ ェ ア ー ド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 464± 01：13．01
 8．9	
24 トモジャポルックス 牡3芦 56 柴田 善臣吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 466＋ 21：13．21 72．2

36 タ ニ ガ ワ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468－ 21：13．3� 225．2�
35 ドウカンヤマ 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 476－ 21：13．51� 18．0�
47 ヴ ァ ル ー ル 牝3黒鹿54 蛯名 正義 荻伏服部牧場 武井 亮 浦河 荻伏服部牧場 434－101：13．6	 124．7�
59 タイセイラルーナ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 478－ 41：13．7� 24．2�
713� ダイアモンドノーム 牝3栗 54 柴山 雄一友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 418－ 21：13．8クビ 234．7�
816 ウェーニーウィキー 牝3栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 古賀 史生 浦河 小島牧場 478± 01：14．01� 28．3�
12 シゲルサケガシラ 牡3鹿 56 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム 442± 01：14．53 5．7�
612 ルグランシェクル 牡3黒鹿56 岩田 康誠藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 464＋ 41：14．71
 42．6�
815 ニシノグリーディ 牝3鹿 54 江田 照男西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 436－ 61：14．91
 354．8�
48 クインズコイヌール 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 浦河 谷口牧場 460－ 2 〃 アタマ 163．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，241，400円 複勝： 72，008，200円 枠連： 28，305，300円
馬連： 101，381，800円 馬単： 52，849，700円 ワイド： 61，308，900円
3連複： 130，177，000円 3連単： 182，339，500円 計： 677，611，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 240円 枠 連（1－5） 300円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 390円 �� 470円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 8，150円

票 数

単勝票数 計 492414 的中 � 222688（1番人気）
複勝票数 計 720082 的中 � 268318（1番人気）� 62730（4番人気）� 52783（5番人気）
枠連票数 計 283053 的中 （1－5） 72683（1番人気）
馬連票数 計1013818 的中 �� 90141（2番人気）
馬単票数 計 528497 的中 �� 38800（2番人気）
ワイド票数 計 613089 的中 �� 42865（2番人気）�� 34270（4番人気）�� 9092（18番人気）
3連複票数 計1301770 的中 ��� 31489（6番人気）
3連単票数 計1823395 的中 ��� 16205（10番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヨ ン カ ー �
�
父 Exchange Rate �

�
母父 Put It Back デビュー 2015．11．14 東京2着

2013．3．26生 牡3芦 母 Back in the Shade 母母 Shady Mist 3戦2勝 賞金 15，000，000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 アーバンスター号・カキツバタチグサ号・キーウエスト号



06043 3月6日 曇 良 （28中山2）第4日 第7競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 アスペンツリー 牡5黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 490－ 81：55．1 3．6�
59 モンドクラフト 牡4鹿 57 田辺 裕信�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 532＋ 41：55．2� 1．6�
816 アオイオンリーワン 牡4栗 57 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506± 01：55．62� 13．2�
713 ジェイケイライアン 牡4鹿 57 武士沢友治小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム B480－ 2 〃 アタマ 85．8�
612 グランシャリオ 牡4栗 57 C．ルメール 村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 464＋ 61：56．13 56．3�
611 ユ ッ コ 牝4栗 55

52 ▲木幡 巧也瀬谷 	雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496－ 21：56．52� 81．0

24 アンジュリンブレス 牡4青鹿57 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 498＋ 2 〃 アタマ 10．7�
510 パイロキネシスト 牡4黒鹿57 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 494－ 4 〃 ハナ 20．4�
12 トラキアンコード �4芦 57 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：56．71	 17．6
47 フジゴウカイ 牡4黒鹿57 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 486－ 8 〃 アタマ 91．4�
35 
 ラブエンジェル 牝4鹿 55 吉田 豊森田 千秋氏 伊藤 大士 新ひだか 折手牧場 474± 01：57．01� 359．8�
815 ヒカリセット 牡5青鹿57 江田 照男�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 41：57．32 700．4�
23 ク レ オ ー ル 牝4栗 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 452－ 61：57．51 41．1�
48 
 カンタベリーバロン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行峰 哲馬氏 星野 忍 新冠 佐藤 静子 B484＋281：58．45 802．8�
714
 フ ユ ハ ナ ビ �5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹大久保與志雄氏 小野 次郎 新冠 競優牧場 446－ 41：59．99 763．2�
36 ドラゴンパイロ 牡4青鹿 57

54 ▲井上 敏樹窪田 康志氏 高橋 文雅 浦河 �川 啓一 566＋302：07．7大差 97．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，551，600円 複勝： 122，963，700円 枠連： 28，995，300円
馬連： 97，727，300円 馬単： 58，629，700円 ワイド： 55，583，500円
3連複： 126，447，100円 3連単： 214，811，500円 計： 747，709，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 220円 枠 連（1－5） 210円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 160円 �� 730円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，790円

票 数

単勝票数 計 425516 的中 � 92959（2番人気）
複勝票数 計1229637 的中 � 105418（2番人気）� 863656（1番人気）� 39620（5番人気）
枠連票数 計 289953 的中 （1－5） 103305（1番人気）
馬連票数 計 977273 的中 �� 270623（1番人気）
馬単票数 計 586297 的中 �� 65366（2番人気）
ワイド票数 計 555835 的中 �� 121304（1番人気）�� 15307（10番人気）�� 31655（4番人気）
3連複票数 計1264471 的中 ��� 87258（4番人気）
3連単票数 計2148115 的中 ��� 32506（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．1―51．8―1：05．1―1：17．6―1：29．7―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
2，9，1，12（8，13，16）14，5（7，11）－10，6－15－3－4・（2，9，4）（1，12，16）－（13，11）10（8，5，14）7－3（6，15）

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

勝馬の
紹 介

アスペンツリー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 トワイニング デビュー 2013．10．12 東京1着

2011．2．10生 牡5黒鹿 母 アスペンアベニュー 母母 マクダヴィア 9戦2勝 賞金 24，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドラゴンパイロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月6日まで平地競走

に出走できない。

06044 3月6日 曇 良 （28中山2）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

815 ソールインパクト 牡4芦 57 C．ルメール 窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 22：00．8 4．4�

24 デルカイザー �5黒鹿 57
54 ▲菊沢 一樹山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B458＋ 22：01．01 9．3�

23 パリカラノテガミ 牡5鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 448＋ 22：01．1	 6．9�
36 ストーミング 牡5栗 57 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 494＋ 42：01．31	 46．2�
11 ニシノカブケ 牡4栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 496± 02：01．4クビ 201．7�
816 コティニャック 牡4青鹿57 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 522－ 2 〃 クビ 3．9�
48 
 トレモロアーム 牡5黒鹿57 大野 拓弥佐々木雄二氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 480＋102：01．5クビ 257．0	
510 ラッシュアタック 牡4鹿 57 三浦 皇成 
キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 502＋12 〃 アタマ 47．9�
611 クラシックエース 牡4鹿 57 横山 典弘 
シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 クビ 13．8�
47 フロレットアレー 牝4鹿 55 M．デムーロ 
社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 ハナ 11．9
35 ヴァルコイネン 牡5芦 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468－ 22：01．6クビ 8．4�
714 メイアルーア 牡4栗 57 戸崎 圭太 
キャロットファーム 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 62：01．81	 6．3�
713 シンキングロージス 牡4黒鹿57 江田 照男野谷 美千氏 武市 康男 新冠 浜口牧場 476± 02：02．01� 149．5�
59 キングイマデショウ 牡4鹿 57

55 △長岡 禎仁首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 482－ 42：02．1クビ 188．1�
12 ウップスアデイジイ 牡4鹿 57 吉田 豊平賀 久枝氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 538＋ 42：02．2 291．1�
612 レッドグルック 牡5鹿 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 498－ 22：02．52 50．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，741，200円 複勝： 70，210，200円 枠連： 37，491，000円
馬連： 125，857，600円 馬単： 51，085，000円 ワイド： 62，424，300円
3連複： 157，161，100円 3連単： 198，663，600円 計： 744，634，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 280円 � 210円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 700円 �� 940円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 24，450円

票 数

単勝票数 計 417412 的中 � 75231（2番人気）
複勝票数 計 702102 的中 � 122220（2番人気）� 57004（6番人気）� 83904（4番人気）
枠連票数 計 374910 的中 （2－8） 60154（1番人気）
馬連票数 計1258576 的中 �� 39631（10番人気）
馬単票数 計 510850 的中 �� 9234（15番人気）
ワイド票数 計 624243 的中 �� 15786（16番人気）�� 23411（5番人気）�� 16981（12番人気）
3連複票数 計1571611 的中 ��� 23376（18番人気）
3連単票数 計1986636 的中 ��� 5890（77番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．2―12．5―12．4―12．0―12．3―12．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―36．0―48．5―1：00．9―1：12．9―1：25．2―1：37．6―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソールインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2014．8．10 新潟2着

2012．1．31生 牡4芦 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream 15戦2勝 賞金 45，217，000円
〔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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クラウンジーニアス号



06045 3月6日 曇 良 （28中山2）第4日 第9競走 ��
��2，500�

い た こ

潮 来 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

55 ディスキーダンス 牡5栗 57 M．デムーロ �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 462－ 22：35．8 2．9�
77 サブライムカイザー 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 498＋ 22：35．9� 4．7�
33 ヴェラヴァルスター 牡4栗 56 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 510＋ 82：36．0� 2．7�
88 ドラゴンズタイム 牡5鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B436＋ 82：36．1	 26．8�
22 グランドサッシュ 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 6 〃 クビ 7．6	
66 マイネルサージュ 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞
湖 レイクヴィラファーム 502－ 62：36．2� 10．8

11 シルクブルックリン 牡7黒鹿57 柴田 善臣 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 574＋14 〃 アタマ 54．0�
89 エイダイポイント 牡8芦 57 菊沢 一樹�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 454－ 22：36．3� 63．7�
44 ウインインスパイア 牡5黒鹿57 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 454± 0 〃 クビ 27．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，103，400円 複勝： 47，573，000円 枠連： 20，552，100円
馬連： 117，932，100円 馬単： 59，140，400円 ワイド： 51，819，900円
3連複： 129，959，700円 3連単： 274，210，000円 計： 744，290，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（5－7） 650円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 250円 �� 170円 �� 210円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 431034 的中 � 117218（2番人気）
複勝票数 計 475730 的中 � 120739（1番人気）� 75544（3番人気）� 102163（2番人気）
枠連票数 計 205521 的中 （5－7） 24184（3番人気）
馬連票数 計1179321 的中 �� 117874（3番人気）
馬単票数 計 591404 的中 �� 33932（4番人気）
ワイド票数 計 518199 的中 �� 46829（3番人気）�� 86149（1番人気）�� 61686（2番人気）
3連複票数 計1299597 的中 ��� 182574（1番人気）
3連単票数 計2742100 的中 ��� 62520（6番人気）

ハロンタイム 7．2―12．5―13．5―12．6―12．3―12．7―12．7―12．8―12．5―12．2―11．9―11．2―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―19．7―33．2―45．8―58．1―1：10．8―1：23．5―1：36．3―1：48．8―2：01．0―2：12．9―2：24．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディスキーダンス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．11．24 東京9着

2011．5．28生 牡5栗 母 ダンスフォーママ 母母 ビユーパーダンス 21戦4勝 賞金 73，198，000円

06046 3月6日 曇 良 （28中山2）第4日 第10競走 ��
��1，800�

か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．3．7以降28．2．28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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

711 ブ チ コ 牝4白 54 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478－ 61：53．0 2．3�

58 ブライトアイディア 牡6栗 55 戸崎 圭太小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522－ 61：53．53 13．9�

813 セトノプロミス 牡6鹿 53 吉田 豊難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 500＋ 41：53．6� 284．8�
46 ポムフィリア 牝4鹿 52 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 小島牧場 462＋ 4 〃 クビ 62．2�
34 トラキチシャチョウ 牡5鹿 55 勝浦 正樹 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 514＋ 81：53．7クビ 7．6�
814 ダノングッド 牡4栗 56 岩田 康誠�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B502－ 21：53．8� 9．9	
57 セイカフォルテ 牡8鹿 53 柴田 大知久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 460± 0 〃 クビ 41．7

712 トウショウギフト 牡7鹿 52 松岡 正海トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 538－ 6 〃 ハナ 313．5�
22 リ ッ カ ル ド 	5芦 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 500－ 41：53．9� 2．7�
11 
 レッドルーファス 牡6栗 56 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 518－ 61：54．0クビ 33．1
610 タイセイドリーム 牡6鹿 55 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 540＋ 2 〃 ハナ 60．0�
45 メモリーシャルマン 牝7鹿 51 石川裕紀人橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 518－ 61：54．1� 70．3�
69 � グレイレジェンド 牡8芦 53 江田 照男小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 468＋121：54．84 345．9�
33 ニットウビクトリー 牡7鹿 54 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 500＋ 61：55．22� 21．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 64，990，100円 複勝： 88，301，600円 枠連： 42，356，900円
馬連： 222，550，400円 馬単： 105，465，800円 ワイド： 93，318，900円
3連複： 275，643，300円 3連単： 482，605，500円 計： 1，375，232，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 160円 � 330円 � 3，060円 枠 連（5－7） 1，170円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 690円 �� 6，440円 �� 17，150円

3 連 複 ��� 61，520円 3 連 単 ��� 155，640円

票 数

単勝票数 計 649901 的中 � 218409（1番人気）
複勝票数 計 883016 的中 � 201805（2番人気）� 64052（5番人気）� 5459（12番人気）
枠連票数 計 423569 的中 （5－7） 27990（6番人気）
馬連票数 計2225504 的中 �� 108809（7番人気）
馬単票数 計1054658 的中 �� 37237（7番人気）
ワイド票数 計 933189 的中 �� 37311（7番人気）�� 3615（40番人気）�� 1348（61番人気）
3連複票数 計2756433 的中 ��� 3360（96番人気）
3連単票数 計4826055 的中 ��� 2248（322番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．3―13．3―12．5―12．4―12．5―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．6―49．9―1：02．4―1：14．8―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ブ チ コ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．25 京都5着

2012．4．27生 牝4白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 13戦4勝 賞金 58，797，000円
〔発走状況〕 ポムフィリア号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ポムフィリア号は，発走調教再審査。

２レース目



06047 3月6日 曇 良 （28中山2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第53回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

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

報知新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 マ カ ヒ キ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496± 01：59．9 2．6�

710 リオンディーズ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 500＋ 4 〃 クビ 1．9�
44 エアスピネル 牡3栗 56 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 484± 02：00．22 4．2�
33 タイセイサミット 牡3栗 56 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 490－ 42：01．15 20．8�
11 アドマイヤエイカン 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496－ 62：01．2� 39．1	
812 エ デ ィ ク ト 牡3鹿 56 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498－ 22：01．41� 415．6

68 イマジンザット 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 420－ 82：01．61� 58．1�
79 モ ー ゼ ス 牡3黒鹿56 蛯名 正義坂本 肇氏 大江原 哲 洞	湖 レイクヴィラファーム 508± 02：02．13 131．4�
56 モウカッテル 牡3鹿 56 三浦 皇成田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 450＋ 2 〃 アタマ 321．6
22 シ ャ ラ ラ 牝3鹿 54 江田 照男 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 中島牧場 458－ 22：02．73
 189．0�
67 ケンホファヴァルト 牡3鹿 56 小崎 綾也中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 444－ 62：02．8クビ 282．6�
55 ヴィガーエッジ 牡3鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－ 42：05．8大差 198．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 372，697，800円 複勝： 452，714，400円 枠連： 131，745，800円 馬連： 708，693，300円 馬単： 590，447，700円
ワイド： 307，357，700円 3連複： 983，119，000円 3連単： 3，278，874，500円 5重勝： 720，754，700円 計： 7，546，404，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 120円 �� 160円 �� 130円

3 連 複 ��� 190円 3 連 単 ��� 830円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／小倉11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 567，520円

票 数

単勝票数 計3726978 的中 � 1122885（2番人気）
複勝票数 計4527144 的中 � 1006019（2番人気）� 2344829（1番人気）� 590727（3番人気）
枠連票数 計1317458 的中 （7－8） 463649（1番人気）
馬連票数 計7086933 的中 �� 2478695（1番人気）
馬単票数 計5904477 的中 �� 996573（2番人気）
ワイド票数 計3073577 的中 �� 733783（1番人気）�� 400482（3番人気）�� 608184（2番人気）
3連複票数 計9831190 的中 ���3735552（1番人気）
3連単票数 計32788745 的中 ���2838810（3番人気）
5重勝票数 計7207547 的中 ����� 889

ハロンタイム 12．5―10．5―11．3―12．2―13．0―12．8―12．5―12．5―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．0―34．3―46．5―59．5―1：12．3―1：24．8―1：37．3―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マ カ ヒ キ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．18 京都1着

2013．1．28生 牡3鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 3戦3勝 賞金 81，050，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりマカヒキ号・リオンディーズ号・エアスピネル号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06048 3月6日 曇 良 （28中山2）第4日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

本 賞 10，500，000円 3，400，000
3，400，000

円
円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

44 ロジダーリング 牡4鹿 57 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 464＋ 21：34．4 2．7�
45 スターファセット 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452＋ 61：34．61	 42．7�
68 サトノアッシュ 牡4鹿 57 田辺 裕信里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 484－ 2 〃 同着 7．5�
22 パワースラッガー 牡5鹿 57 武 豊丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 484± 01：34．81	 5．8�
813 ヘイジームーン 牝5黒鹿55 C．ルメール 窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 アタマ 3．8�
11 ロングシャドウ 牡6青鹿57 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500± 01：35．01 93．3�
57 ジャポニカーラ 牝4黒鹿55 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 408＋ 41：35．1
 25．2

33 ベストドリーム 牡5鹿 57 岩田 康誠堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 466－ 81：35．31	 17．6�
710 ダイワミランダ 牝4栗 55 蛯名 正義大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 アタマ 12．1�
69 レオフラッパー 牝4栗 55 勝浦 正樹レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 466－ 21：35．51 193．2�
56 スワンボート 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 484－ 2 〃 クビ 25．3�
812 ショウナンラムジ 牡7鹿 57 吉田 豊国本 哲秀氏 森田 直行 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 504－ 41：35．6
 164．1�
711 サクラディソール 牝6鹿 55 M．デムーロさくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 438－ 81：35．81 16．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 116，011，700円 複勝： 149，197，000円 枠連： 57，636，000円
馬連： 341，303，000円 馬単： 122，996，000円 ワイド： 143，504，200円
3連複： 375，657，900円 3連単： 632，821，800円 計： 1，939，127，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 �
�

740円
240円 枠 連（4－4）（4－6）

2，340円
560円

馬 連 ��
��

2，620円
650円 馬 単 ��

��
3，920円
990円

ワ イ ド ��
��

1，720円
500円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 9，770円 3 連 単 ���
���

24，610円
17，080円

票 数

単勝票数 計1160117 的中 � 336453（1番人気）
複勝票数 計1491970 的中 � 396430（1番人気）� 36439（10番人気）� 147045（4番人気）
枠連票数 計 576360 的中 （4－4） 9005（20番人気）（4－6） 41485（5番人気）
馬連票数 計3413030 的中 �� 50874（20番人気）�� 221612（3番人気）
馬単票数 計1229960 的中 �� 11402（33番人気）�� 47624（5番人気）
ワイド票数 計1435042 的中 �� 20779（21番人気）�� 79841（4番人気）�� 12234（30番人気）
3連複票数 計3756579 的中 ��� 28809（37番人気）
3連単票数 計6328218 的中 ��� 9315（175番人気） ��� 13439（113番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．8―12．0―12．0―11．8―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．0―48．0―1：00．0―1：11．8―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジダーリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．10．25 東京10着

2012．4．13生 牡4鹿 母 メジロアリエル 母母 メジロダーリング 12戦3勝 賞金 48，328，000円

５レース目



（28中山2）第4日 3月6日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

293，740，000円
2，530，000円
6，460，000円
1，940，000円
33，040，000円
70，730，500円
5，542，800円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
890，466，600円
1，291，100，100円
442，582，200円
2，036，048，400円
1，230，432，500円
955，883，400円
2，610，372，400円
5，898，769，800円
720，754，700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
5 重 勝
計 16，076，410，100円

総入場人員 28，948名 （有料入場人員 26，233名）
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