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06049 3月12日 曇 稍重 （28中山2）第5日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

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 シトロプシス 牝3鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 450－ 21：58．1 1．6�
612 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 390－ 61：58．31� 24．3�
35 ハヤブサプリプリ 牝3鹿 54 内田 博幸武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋ 4 〃 クビ 4．6�
510 ダークフォース 牝3鹿 54 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 488－ 81：58．51 5．3�
59 アバランチリリー 牝3青鹿54 武士沢友治吉田 千津氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 524＋ 8 〃 ハナ 154．3�
714 アルティマチャーム 牝3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 494－ 81：58．6クビ 37．1	
11 ボールドアテンプト 牝3黒鹿54 松岡 正海
G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 6 〃 クビ 18．6�
611 アースビーガ 牝3鹿 54 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 清満 452＋ 6 〃 ハナ 136．2�
36 シアヌークビル 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 434± 01：59．02� 236．7
47 ショショット 牝3鹿 54 柴田 大知井上 一郎氏 杉浦 宏昭 新ひだか 乾 皆雄 440－ 41：59．1� 172．7�
23 ルーナディア 牝3鹿 54 岩田 康誠 
ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 510± 01：59．3� 83．7�
816 ピクニックガーデン 牝3鹿 54 丸山 元気
明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 486－ 21：59．51� 114．8�
48 セラグリーン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子斎藤 光政氏 根本 康広 新冠 競優牧場 456＋ 81：59．6クビ 18．2�
815 テ ン キ セ キ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B470－ 22：00．13 94．9�
12 ファストムーン 牝3栗 54 宮崎 北斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 408－ 22：02．7大差 530．0�
24 イエスウチダ 牝3栗 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 436－102：04．310 375．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，507，600円 複勝： 56，730，800円 枠連： 12，719，000円
馬連： 50，727，300円 馬単： 28，834，700円 ワイド： 29，718，500円
3連複： 70，476，100円 3連単： 101，451，800円 計： 376，165，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 340円 � 150円 枠 連（6－7） 1，140円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 590円 �� 250円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 9，260円

票 数

単勝票数 計 255076 的中 � 125228（1番人気）
複勝票数 計 567308 的中 � 356878（1番人気）� 14438（5番人気）� 50927（3番人気）
枠連票数 計 127190 的中 （6－7） 8626（5番人気）
馬連票数 計 507273 的中 �� 21528（6番人気）
馬単票数 計 288347 的中 �� 9172（9番人気）
ワイド票数 計 297185 的中 �� 12100（6番人気）�� 35668（2番人気）�� 5955（10番人気）
3連複票数 計 704761 的中 ��� 22237（6番人気）
3連単票数 計1014518 的中 ��� 7941（21番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―12．9―13．2―13．1―13．3―13．4―13．0―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．2―51．4―1：04．5―1：17．8―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4F53．6―3F40．3
1
3
・（3，8）－15，14，1（5，13）4（7，12，16）（2，10，9）（6，11）・（3，8，14）（1，13）（15，5，12，16）7，10，9（2，11）（4，6）

2
4

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

勝馬の
紹 介

シトロプシス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．2．20 東京2着

2013．5．8生 牝3鹿 母 ラピッドオレンジ 母母 オレンジピール 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエスウチダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月12日まで平地競走

に出走できない。

06050 3月12日 曇 稍重 （28中山2）第5日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35分 （ダート・右）
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 ロードインスパイア 牡3青鹿56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 452－ 41：11．8 2．4�
36 ブライトピスケス 牡3栗 56 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 490＋ 41：12．22� 2．8�
611 ティアップゼファー 牝3栗 54 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 462－141：12．62� 17．4�
612� テンプルステイ 牝3栗 52 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Cressfield, Indian

Pacific Bloodstock 534 ―1：12．7	 5．9�
59 コパノチャンス 牡3栗 56 三浦 皇成小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 480－ 81：13．12� 21．0	
12 ハ シ カ ミ 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 462＋ 4 〃 アタマ 9．6

510 ウインスパークル 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 神垣 道弘 476－ 41：13．2� 42．3�
714 オレデヨケレバ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎�ミルファーム 伊藤 正徳 むかわ ヤマイチ牧場 458＋181：13．73 22．0
816 ドーンフライト 牡3栗 56 丸山 元気加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 446＋ 2 〃 ハナ 583．4�
47 ヒドゥントレジャー 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 石田牧場 458 ―1：13．8� 285．7�
35 ウィップアロング 牡3青鹿56 丸田 恭介岡田 牧雄氏 天間 昭一 浦河 三枝牧場 458± 0 〃 クビ 98．5�
11 ベ ル ホ ル ト 牡3栗 56 柴山 雄一平本 敏夫氏 小西 一男 日高 庫宝牧場 446－ 61：14．01
 252．1�
713 カシノスナイパー �3鹿 56

54 △井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 片岡 博 474＋ 41：15．27 535．8�
24 レスプランドール 牝3栗 54 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 458 ― 〃 クビ 82．9�
48 ニシノフォルス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 原 フアーム 434＋ 21：15．94 585．0�
23 デルマスギサク 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 412＋ 21：18．2大差 569．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，255，100円 複勝： 34，780，100円 枠連： 15，129，500円
馬連： 56，937，500円 馬単： 31，157，500円 ワイド： 32，859，300円
3連複： 72，838，900円 3連単： 95，962，600円 計： 365，920，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 250円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 170円 �� 640円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 5，200円

票 数

単勝票数 計 262551 的中 � 87166（1番人気）
複勝票数 計 347801 的中 � 114030（1番人気）� 84947（2番人気）� 19443（5番人気）
枠連票数 計 151295 的中 （3－8） 31745（1番人気）
馬連票数 計 569375 的中 �� 130307（1番人気）
馬単票数 計 311575 的中 �� 37601（1番人気）
ワイド票数 計 328593 的中 �� 65944（1番人気）�� 10781（11番人気）�� 14005（5番人気）
3連複票数 計 728389 的中 ��� 36010（4番人気）
3連単票数 計 959626 的中 ��� 13357（9番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．5―12．0―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．3―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードインスパイア �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．13 東京3着

2013．4．8生 牡3青鹿 母 レディフューチャー 母母 アンフイニイ 7戦1勝 賞金 11，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノフォルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月12日まで平地競

走に出走できない。
デルマスギサク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月12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 フレンドソング号

第２回 中山競馬 第５日



06051 3月12日 曇 稍重 （28中山2）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

510 ワイルドゲーム 牡3鹿 56 柴田 善臣合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 490－ 21：55．2 7．5�

816 ライムチャン 牝3鹿 54
51 ▲木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 472＋ 8 〃 クビ 20．9�

24 コウソクライン 牡3栗 56 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B502－101：55．62� 1．9�
35 ボ ー シ エ ル 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 516－ 41：55．7クビ 31．8�
36 オリエンタルイギー 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 468＋ 41：55．91� 223．2�
23 タンサンドール 牡3栗 56 岩田 康誠 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 484± 01：56．21� 3．1	
713 ポルトドレーヴ 牡3鹿 56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458－ 61：56．3� 38．8

11 ノーブルワルツ 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 21：57．25 12．6�
47 ヤマチョウルンバ 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 490＋ 21：57．52 190．7
12 グッドフォーサイト 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 ハナ 372．3�
59 ブラックウィンダム 牡3黒鹿56 丸山 元気菅原 広隆氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 446＋ 21：58．45 85．9�
612 ミ サ エ サ ン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �グッドラック・ファーム 加藤 和宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 456＋ 51：58．72 17．9�

714 スカイステージ 牡3黒鹿56 石橋 脩佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 468－ 21：59．33� 418．6�
611 ラガッツァカリーナ 牝3青鹿54 村田 一誠島井新一郎氏 田中 剛 平取 坂東牧場 444－ 81：59．4� 219．3�
815 ブラソンアスール 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 472＋ 11：59．5� 466．1�
48 エクセルパイロ 牡3鹿 56 小野寺祐太谷川 正純氏 谷原 義明 むかわ 貞広 賢治 460 ―2：01．110 173．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，302，800円 複勝： 80，230，700円 枠連： 17，795，000円
馬連： 53，923，800円 馬単： 33，273，700円 ワイド： 32，805，500円
3連複： 72，921，300円 3連単： 115，124，900円 計： 436，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 190円 � 390円 � 110円 枠 連（5－8） 4，880円

馬 連 �� 6，520円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 350円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 42，910円

票 数

単勝票数 計 303028 的中 � 32117（3番人気）
複勝票数 計 802307 的中 � 58051（3番人気）� 20307（6番人気）� 480626（1番人気）
枠連票数 計 177950 的中 （5－8） 2825（11番人気）
馬連票数 計 539238 的中 �� 6402（15番人気）
馬単票数 計 332737 的中 �� 2058（28番人気）
ワイド票数 計 328055 的中 �� 4961（16番人気）�� 26381（2番人気）�� 8737（7番人気）
3連複票数 計 729213 的中 ��� 15786（9番人気）
3連単票数 計1151249 的中 ��� 1945（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．8―51．0―1：03．7―1：16．3―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドゲーム �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．29 新潟7着

2013．3．17生 牡3鹿 母 コフィーチャン 母母 ウ ィ ギ ン グ 8戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ブラックウィンダム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクセルパイロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月12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 マイネルラザンツ号

06052 3月12日 曇 稍重 （28中山2）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時35分 （ダート・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

12 クインズプルート 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 506 ―1：57．6 4．7�
713 リキサンダイオー 牡3黒鹿56 村田 一誠 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 460 ―1：58．02� 76．5�
23 チュウワサイレンス 牡3芦 56 内田 博幸中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 494 ―1：58．21� 30．0�
47 ネオビッグバン 牡3鹿 56 丸山 元気関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 468 ―1：58．52 9．7�
714 タイタンアルム 牝3鹿 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532 ―1：58．92� 1．9	
59 アルファジェイド 牝3鹿 54 三浦 皇成�貴悦 田村 康仁 新冠 アサヒ牧場 484 ― 〃 クビ 7．6

611 キャプテンヴォーグ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹志村 幸彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 412 ―1：59．0� 180．9�
24 バーニングマン 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 クビ 8．8�
816 サンライズミライ 牡3鹿 56 津村 明秀松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 490 ―1：59．21� 23．5
35 マ ス ト ワ ン 牡3栗 56 岩田 康誠�本桐牧場 天間 昭一 浦河 山田牧場 498 ―1：59．62� 29．3�
612 トミケンペンサーレ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹冨樫 賢二氏 武井 亮 新冠 石田牧場 456 ―1：59．7� 111．5�
36 セシルロック 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 470 ―2：00．23 324．9�
48 バトルランマン 牝3栗 54

51 ▲木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 432 ― 〃 ハナ 177．6�
815 フレアリングブルー 牝3鹿 54 伊藤 工真加藤 徹氏 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 440 ―2：00．62� 157．3�
11 マイネルシーカー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 静内酒井牧場 512 ―2：00．7クビ 34．2�
510 ナカヤマアリス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 北洋牧場 420 ―2：03．8大差 152．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，662，600円 複勝： 31，891，400円 枠連： 14，305，900円
馬連： 47，662，500円 馬単： 26，311，700円 ワイド： 26，931，000円
3連複： 58，679，300円 3連単： 77，610，800円 計： 311，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 1，430円 � 540円 枠 連（1－7） 610円

馬 連 �� 14，220円 馬 単 �� 22，450円

ワ イ ド �� 4，480円 �� 1，980円 �� 11，900円

3 連 複 ��� 70，410円 3 連 単 ��� 353，880円

票 数

単勝票数 計 276626 的中 � 47082（2番人気）
複勝票数 計 318914 的中 � 55892（2番人気）� 4795（10番人気）� 14117（6番人気）
枠連票数 計 143059 的中 （1－7） 18028（1番人気）
馬連票数 計 476625 的中 �� 2597（32番人気）
馬単票数 計 263117 的中 �� 879（58番人気）
ワイド票数 計 269310 的中 �� 1544（34番人気）�� 3579（20番人気）�� 576（59番人気）
3連複票数 計 586793 的中 ��� 625（134番人気）
3連単票数 計 776108 的中 ��� 159（678番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．7―13．9―13．3―12．9―12．8―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．4―52．3―1：05．6―1：18．5―1：31．3―1：44．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズプルート �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2013．4．25生 牡3栗 母 ゾ イ ゾ イ 母母 Angel Puss 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ネオビッグバン号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナカヤマアリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月12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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アジアハイウェイ号・カジノノーブル号・ゴーゴーキング号・サイモンキンバリー号・スペシャルタイム号・

ニシノグリヨン号・バーナルウィッシュ号・フイウチ号・フォースリッチ号・フジ号・ムーンシャイナー号・
モンサンエルナト号・ヤマトカジノ号



06053 3月12日 曇 良 （28中山2）第5日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

48 ウインヴォラーレ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 450－ 62：16．6 4．6�
47 シャインブライト 牡3芦 56 大野 拓弥了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：16．7� 3．0�
11 アスコットチャンプ 牡3栗 56 横山 典弘星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468－ 42：17．01� 11．5�
815 コウキチョウサン 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 442－ 22：17．1� 23．2�
24 レベルフラッグ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 482＋102：17．2� 190．4	
713 ウエスタンエスプリ 牡3鹿 56 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 500－ 42：17．3� 27．8

59 ニシノリュウセイ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 422－ 22：17．4� 313．2�
612 ヌーヴェルダンス 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442 ―2：17．82� 17．8
816 ケイブルグラム 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508－10 〃 ハナ 6．2�
36 アソングフォーユー 牡3栗 56 吉田 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 448－ 62：18．01� 21．4�
12 ヤマニンレガリーノ 牝3鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 454＋ 22：18．21� 307．7�
611 カ ゲ ム シ ャ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 日高 下河辺牧場 446－ 62：18．41� 184．0�
35 マイネルマルキ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 82：18．72 225．8�
510 フィールソーグッド 牡3黒鹿56 岩田 康誠前田 晋二氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 22：18．8� 3．9�
23 ショウブバリキ 牡3鹿 56 武士沢友治長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 長谷川 一男 B444± 02：19．43� 455．2�
714 レオジャスティス 牡3黒鹿56 江田 照男�レオ 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 546－ 22：21．9大差 357．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，117，800円 複勝： 39，847，500円 枠連： 17，130，900円
馬連： 57，461，300円 馬単： 27，659，000円 ワイド： 32，127，300円
3連複： 69，342，300円 3連単： 88，322，100円 計： 358，008，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 140円 � 290円 枠 連（4－4） 830円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 300円 �� 800円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 12，310円

票 数

単勝票数 計 261178 的中 � 45420（3番人気）
複勝票数 計 398475 的中 � 70175（2番人気）� 87699（1番人気）� 26398（5番人気）
枠連票数 計 171309 的中 （4－4） 15911（3番人気）
馬連票数 計 574613 的中 �� 56740（2番人気）
馬単票数 計 276590 的中 �� 10982（5番人気）
ワイド票数 計 321273 的中 �� 30187（1番人気）�� 9568（8番人気）�� 11043（7番人気）
3連複票数 計 693423 的中 ��� 21186（5番人気）
3連単票数 計 883221 的中 ��� 5201（29番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．7―12．8―13．1―12．9―12．6―12．4―11．9―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．4―37．1―49．9―1：03．0―1：15．9―1：28．5―1：40．9―1：52．8―2：04．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインヴォラーレ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．11．21 東京4着

2013．5．15生 牡3黒鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 5戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レオジャスティス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月12日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴァーシカラー号・カンテラガール号・クアルティエーレ号・レッドアルソード号

06054 3月12日 曇 稍重 （28中山2）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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

23 ノーモアゲーム 牡3鹿 56 石橋 脩内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 462－ 61：11．7 18．6�
814 トモトモリバー 牝3鹿 54 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 458± 01：11．8� 3．8�
59 ヒカリトップメモリ 牝3鹿 54 内田 博幸�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 468＋ 2 〃 クビ 2．7�
712 カキツバタチグサ 牡3鹿 56 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 506＋ 21：12．01� 12．4�
610 リンガスウーノ 牝3栗 54 三浦 皇成伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 466－ 6 〃 クビ 21．5�
815 モリトタイキ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 木村牧場 490－121：12．63� 128．2	
58 ゴールデンレッグ 牝3鹿 54 津村 明秀野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 452＋ 41：12．7クビ 272．1

611 ペイシャオトメ 牝3鹿 54 古川 吉洋北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B464＋ 8 〃 クビ 180．5�
34 シゲルヒラマサ 牡3芦 56 吉田 豊森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 458－101：12．8� 42．7�
46 カゼノカムイ 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 466－ 4 〃 クビ 18．4
713 マサノシーザー 牡3鹿 56 柴山 雄一猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 482＋ 41：13．01� 34．0�
22 アーバンスター 牡3鹿 56 岩田 康誠保坂 和孝氏 池上 昌弘 平取 中川 隆 480－ 61：13．1クビ 95．0�
47 キーウエスト 牝3鹿 54 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 450－ 41：13．2� 21．4�
11 ロージーサンセット 牝3鹿 54 横山 典弘村島 昭男氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 474－ 6 〃 ハナ 3．7�
35 アンフレシェ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 450＋ 81：13．41� 441．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，947，500円 複勝： 47，350，900円 枠連： 17，927，800円
馬連： 74，930，100円 馬単： 33，709，400円 ワイド： 44，130，100円
3連複： 92，684，700円 3連単： 117，244，000円 計： 461，924，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 300円 � 140円 � 150円 枠 連（2－8） 2，350円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 720円 �� 990円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 26，510円

票 数

単勝票数 計 339475 的中 � 14561（6番人気）
複勝票数 計 473509 的中 � 29248（5番人気）� 104144（1番人気）� 93172（2番人気）
枠連票数 計 179278 的中 （2－8） 5897（13番人気）
馬連票数 計 749301 的中 �� 24941（5番人気）
馬単票数 計 337094 的中 �� 4256（21番人気）
ワイド票数 計 441301 的中 �� 14652（5番人気）�� 10348（10番人気）�� 48019（1番人気）
3連複票数 計 926847 的中 ��� 24471（3番人気）
3連単票数 計1172440 的中 ��� 3206（71番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―12．2―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．4―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーモアゲーム �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．10．12 東京1着

2013．3．20生 牡3鹿 母 メジロホリデイ 母母 ドリームホリデー 6戦2勝 賞金 15，500，000円
〔発走状況〕 ロージーサンセット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

アンフレシェ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アンフレシェ号は，平成28年3月13日から平成28年4月3日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



06055 3月12日 曇 良 （28中山2）第5日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 アジュールローズ 牡3青鹿56 柴山 雄一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：05．3 3．7�
66 ステイパーシスト 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 62：05．4� 3．2�
33 � イ チ ダ イ 牡3鹿 56 大野 拓弥中村 博亮氏 板垣 吉則 浦河 辻 牧場 B514－ 12：05．5	 56．5�

（岩手）

22 ラ グ ル ー ラ 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 02：05．6� 1．8�

77 ウインシンフォニア 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 470± 0 〃 ハナ 18．5	
55 フィンガーポスト 牡3鹿 56 古川 吉洋伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 470－ 62：05．7クビ 36．0

88 シ ト ロ ン 牝3鹿 54 丸田 恭介�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 432－ 42：05．91
 77．1�
11 ダイチラディウス 牡3鹿 56 丸山 元気 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 450± 0 〃 クビ 30．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，534，800円 複勝： 55，582，000円 枠連： 発売なし
馬連： 53，690，700円 馬単： 34，461，000円 ワイド： 21，673，500円
3連複： 53，600，000円 3連単： 149，368，100円 計： 401，910，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 300円 � 190円 � 1，830円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，270円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 10，990円 3 連 単 ��� 42，560円

票 数

単勝票数 計 335348 的中 � 70915（3番人気）
複勝票数 計 555820 的中 � 48358（3番人気）� 93125（2番人気）� 6198（7番人気）
馬連票数 計 536907 的中 �� 57222（3番人気）
馬単票数 計 344610 的中 �� 17745（6番人気）
ワイド票数 計 216735 的中 �� 28582（3番人気）�� 2160（18番人気）�� 2146（19番人気）
3連複票数 計 536000 的中 ��� 3655（22番人気）
3連単票数 計1493681 的中 ��� 2544（87番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―13．4―13．4―13．0―12．4―12．5―11．8―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．8―39．2―52．6―1：05．6―1：18．0―1：30．5―1：42．3―1：53．7

コーナー
通過順位

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

2
4
2，4，3，7，5，6，1，8
2（3，4）7（5，6）（8，1）

勝馬の
紹 介

アジュールローズ 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 Sevres Rose デビュー 2015．10．11 東京2着

2013．5．19生 牡3青鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 4戦2勝 賞金 16，100，000円

06056 3月12日 曇 稍重 （28中山2）第5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）

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

22 サトノバリアント 牡5鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 452－ 61：55．2 2．2�
33 ノワールギャルソン 牡4黒鹿57 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 448＋101：55．73 13．0�
44 � ミラクルナイト 牡4芦 57 柴田 善臣小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 464－121：56．01� 96．6�
11 チャンスメイク 牡5青 57 内田 博幸平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 458± 01：56．21� 4．8�
89 クラウンジーニアス 牡4栗 57

54 ▲木幡 巧也�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B498－ 41：56．3	 15．8�
66 トゥルーウインド 牡4栗 57 江田 照男 	社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 452－ 41：57．15 3．6

55 ブラックシェンロン 
5鹿 57 武士沢友治田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 登別 登別上水牧場 466± 01：57．2� 71．2�
77 トーセンミラージュ 牡5青鹿 57

55 △井上 敏樹島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 522＋ 21：57．41� 6．9
88 � ナンヨーピューピル 牡4黒鹿57 松岡 正海中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 474－ 81：57．93 34．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，303，900円 複勝： 28，364，600円 枠連： 11，569，100円
馬連： 51，497，100円 馬単： 33，382，800円 ワイド： 27，655，900円
3連複： 63，392，800円 3連単： 134，941，200円 計： 375，107，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 260円 � 1，120円 枠 連（2－3） 980円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，510円 �� 7，100円

3 連 複 ��� 19，350円 3 連 単 ��� 52，710円

票 数

単勝票数 計 243039 的中 � 84828（1番人気）
複勝票数 計 283646 的中 � 99258（1番人気）� 22928（5番人気）� 4008（9番人気）
枠連票数 計 115691 的中 （2－3） 9139（5番人気）
馬連票数 計 514971 的中 �� 31456（5番人気）
馬単票数 計 333828 的中 �� 14289（7番人気）
ワイド票数 計 276559 的中 �� 17187（5番人気）�� 2710（20番人気）�� 940（32番人気）
3連複票数 計 633928 的中 ��� 2456（41番人気）
3連単票数 計1349412 的中 ��� 1856（140番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．7―13．0―12．8―12．9―12．9―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―37．5―50．5―1：03．3―1：16．2―1：29．1―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
7，9，6，8－（1，3，2，4）＝5
7（9，2）6，4（3，8）1，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノバリアント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．1 阪神5着

2011．2．17生 牡5鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー 18戦3勝 賞金 35，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 2回中山競馬第 4日第 7競走）
〔その他〕　　ドラゴンパイロ号は，競走中に疾病〔右第４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。



06057 3月12日 曇 良 （28中山2）第5日 第9競走 ��
��2，000�

た て や ま

館 山 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，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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

11 フォワードカフェ 牡4黒鹿57 内田 博幸西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 524± 02：01．8 2．3�
77 マイネルシュバリエ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 488± 0 〃 ハナ 24．4�
33 トレクァルティスタ 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492－ 42：02．01� 2．9�
810	 セ セ リ 牡5栗 57 松岡 正海冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 506－ 62：02．21� 8．0�
89 テスタメント 牡5鹿 57 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 444－ 42：02．41 9．7	
22 ロッカフェスタ 牡4青鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム B452－ 22：02．61 9．3

44 スモークフリー 牡4芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 530± 0 〃 クビ 13．8�
66 アドマイヤガスト 牡4鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 526－ 62：02．7クビ 127．2�
55 サムソンズシエル 牡5鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 518＋ 42：03．02 46．8
78 タ プ ロ ー ム 牝6鹿 55 岩部 純二清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 520± 02：03．85 427．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，834，300円 複勝： 50，453，500円 枠連： 18，088，900円
馬連： 93，139，000円 馬単： 48，924，200円 ワイド： 43，264，500円
3連複： 102，092，400円 3連単： 195，049，200円 計： 589，846，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 310円 � 120円 枠 連（1－7） 2，430円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 720円 �� 170円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 12，640円

票 数

単勝票数 計 388343 的中 � 134168（1番人気）
複勝票数 計 504535 的中 � 162027（1番人気）� 22384（7番人気）� 119355（2番人気）
枠連票数 計 180889 的中 （1－7） 5758（10番人気）
馬連票数 計 931390 的中 �� 28828（10番人気）
馬単票数 計 489242 的中 �� 10693（15番人気）
ワイド票数 計 432645 的中 �� 12902（10番人気）�� 84988（1番人気）�� 10282（12番人気）
3連複票数 計1020924 的中 ��� 39422（5番人気）
3連単票数 計1950492 的中 ��� 11187（40番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．5―12．5―12．5―11．9―12．1―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．5―49．0―1：01．5―1：13．4―1：25．5―1：37．4―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

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4黒鹿 母 ベストブート 母母 Bright Tiara 12戦3勝 賞金 47，310，000円

06058 3月12日 曇 良 （28中山2）第5日 第10競走 ��
��2，500�サンシャインステークス

発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，27．3．14以降28．3．6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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

812 インナーアージ 牝6鹿 52 津村 明秀 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454＋ 62：34．2 36．2�
67 プロレタリアト 牝5鹿 52 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：34．3� 8．7�
55 ツクバアズマオー 牡5鹿 55 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 3．0�
11 ペンタトニック 牡5栗 55 石橋 脩吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B486－ 82：34．4� 4．8�
68 ケイアイチョウサン 牡6黒鹿56 丸山 元気�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 454＋ 4 〃 クビ 23．2	
33 マイネオーラム 牝5鹿 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 2 〃 ハナ 9．8

22 ワールドレーヴ 牡6黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 480－ 22：34．61	 9．3�
44 ロジサンデー 牡7鹿 53 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 488－ 42：34．81	 52．7�
811 アカノジュウハチ 牡5芦 55 岩田 康誠根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 508－ 82：35．11� 16．4
79 マイネルアイザック 牡7黒鹿54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B460－ 6 〃 ハナ 47．7�
710 ジュンスパーヒカル 牡4鹿 54 藤岡 佑介河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 ハナ 4．7�
56 セイカアヴァンサ 牡4鹿 53 内田 博幸久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 456± 02：36．05 118．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，323，600円 複勝： 61，484，100円 枠連： 26，970，500円
馬連： 135，951，800円 馬単： 56，449，000円 ワイド： 59，473，700円
3連複： 157，325，600円 3連単： 228，500，000円 計： 767，478，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，620円 複 勝 � 590円 � 240円 � 160円 枠 連（6－8） 2，550円

馬 連 �� 14，620円 馬 単 �� 33，860円

ワ イ ド �� 3，320円 �� 2，020円 �� 640円

3 連 複 ��� 13，910円 3 連 単 ��� 154，680円

票 数

単勝票数 計 413236 的中 � 9128（9番人気）
複勝票数 計 614841 的中 � 20746（9番人気）� 63496（5番人気）� 127502（1番人気）
枠連票数 計 269705 的中 （6－8） 8178（15番人気）
馬連票数 計1359518 的中 �� 7203（40番人気）
馬単票数 計 564490 的中 �� 1250（83番人気）
ワイド票数 計 594737 的中 �� 4436（38番人気）�� 7388（25番人気）�� 25242（6番人気）
3連複票数 計1573256 的中 ��� 8482（49番人気）
3連単票数 計2285000 的中 ��� 1071（459番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．2―12．5―12．3―12．9―12．8―13．0―12．3―11．4―11．8―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．7―30．9―43．4―55．7―1：08．6―1：21．4―1：34．4―1：46．7―1：58．1―2：09．9―2：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．5―3F36．1
1
�
10＝3－12，6（5，9）11，8，7（4，1）－2・（10，3）9（12，6，11）（5，1）8，7（4，2）

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

勝馬の
紹 介

インナーアージ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2012．12．16 中山4着

2010．2．6生 牝6鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 21戦4勝 賞金 70，253，000円



06059 3月12日 曇 良 （28中山2）第5日 第11競走 ��
��1，600�アネモネステークス

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

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

611 チェッキーノ 牝3栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：35．5 6．5�
816 アッラサルーテ 牝3栗 54 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466－ 41：35．71� 124．3�
510 ペプチドサプル 牝3黒鹿54 古川 吉洋沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 448－ 4 〃 アタマ 5．2�
612 エクラミレネール 牝3芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 440－ 6 〃 ハナ 11．8�
714 リボンフラワー 牝3芦 54 三浦 皇成池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 456－ 61：35．8� 7．6�
11 メイショウタチマチ 牝3鹿 54 柴田 大知松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 470－ 61：35．9� 2．6	
815 オウケンビリーヴ 牝3芦 54 大野 拓弥福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 51．3

36 ワンスインナムーン 牝3鹿 54 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 434± 0 〃 クビ 13．6�
23 メイショウバーズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 438－ 41：36．11� 9．7
24 コウセイオリーヴ 牝3鹿 54 木幡 初広杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 434－ 41：36．31� 407．9�
12 メジャータイフーン 牝3栗 54 柴田 善臣林 正道氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 480－101：36．51� 37．0�
47 トモジャクール 牝3黒鹿54 武士沢友治吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 442＋ 61：36．6	 307．2�
35 クラリティーアイズ 牝3栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 452－ 8 〃 クビ 26．0�
48 スマートアリシア 牝3栗 54 松岡 正海大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 424± 01：36．7	 78．2�
713 サバイバルポケット 牝3鹿 54 伊藤 工真福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 21：36．9	 41．9�
59 ティアップリバティ 牝3栗 54 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 476± 01：37．11� 119．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，763，400円 複勝： 131，723，600円 枠連： 71，576，200円
馬連： 332，489，400円 馬単： 136，678，100円 ワイド： 132，483，600円
3連複： 421，582，700円 3連単： 636，397，400円 計： 1，953，694，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 2，180円 � 200円 枠 連（6－8） 4，660円

馬 連 �� 36，190円 馬 単 �� 61，900円

ワ イ ド �� 10，570円 �� 880円 �� 7，410円

3 連 複 ��� 60，640円 3 連 単 ��� 479，610円

票 数

単勝票数 計 907634 的中 � 111633（3番人気）
複勝票数 計1317236 的中 � 180005（3番人気）� 11762（13番人気）� 195113（2番人気）
枠連票数 計 715762 的中 （6－8） 11884（18番人気）
馬連票数 計3324894 的中 �� 7120（61番人気）
馬単票数 計1366781 的中 �� 1656（116番人気）
ワイド票数 計1324836 的中 �� 3141（65番人気）�� 41051（8番人気）�� 4493（58番人気）
3連複票数 計4215827 的中 ��� 5214（149番人気）
3連単票数 計6363974 的中 ��� 962（961番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．1―12．1―11．8―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．7―47．8―59．9―1：11．7―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6

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

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

チェッキーノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．11．15 東京2着

2013．2．8生 牝3栗 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 3戦2勝 賞金 27，192，000円
※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） 4頭 アルジャンテ号・ショコラーチ号・ナックビーナス号・ポロス号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりチェッキーノ号・アッラサルーテ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06060 3月12日 曇 稍重 （28中山2）第5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）

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

815 イ ア ペ ト ス 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 488± 01：11．8 6．6�
23 ダイチヴュルデ 牡5鹿 57 柴田 大知 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456－ 6 〃 クビ 21．9�
816 サンアルパイン 牡4鹿 57 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B502＋ 41：11．9� 32．3�
48 ネイティヴコード 牝5鹿 55

53 △井上 敏樹岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B508－ 6 〃 ハナ 6．0�
24 スズカオーショウ 牡5栗 57 丸山 元気永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B516± 01：12．11� 5．3�
612� シゲルユカタマツリ 牡4芦 57 武士沢友治森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 中橋 清 498－ 61：12．2クビ 73．3	
47 � ナンヨールーク 牡5栗 57

54 ▲木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 504± 0 〃 アタマ 188．7

510 ハリケーンリリー 	5鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 504－ 4 〃 クビ 7．8�
12 ハ ツ コ イ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 434－ 21：12．4
 153．9�
713 ヒメスズラン 牝5栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 490－ 8 〃 ハナ 33．2
611 ツクバインパクト 牡4黒鹿57 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 438－ 21：12．72 39．1�
59 キービスケット 牝5黒鹿55 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 490－ 41：13．01� 63．9�
11 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 B458＋ 81：13．21� 3．0�
714� スズヨサムソン 牝4黒鹿55 柴田 善臣鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 440－251：13．3クビ 18．2�
35 ソアリングホーク 牡5鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 492＋ 41：13．4� 17．6�
36 � シゲルハマオリサイ 牡4栗 57 大野 拓弥森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 宮内牧場 448－ 61：15．010 158．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，540，200円 複勝： 75，690，200円 枠連： 42，359，700円
馬連： 186，213，800円 馬単： 66，546，200円 ワイド： 80，496，800円
3連複： 200，436，000円 3連単： 291，532，900円 計： 999，815，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 480円 � 760円 枠 連（2－8） 990円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，930円 �� 5，170円

3 連 複 ��� 30，580円 3 連 単 ��� 172，530円

票 数

単勝票数 計 565402 的中 � 68022（4番人気）
複勝票数 計 756902 的中 � 102514（3番人気）� 39222（7番人気）� 22945（11番人気）
枠連票数 計 423597 的中 （2－8） 33113（2番人気）
馬連票数 計1862138 的中 �� 25141（19番人気）
馬単票数 計 665462 的中 �� 4743（36番人気）
ワイド票数 計 804968 的中 �� 14996（13番人気）�� 10754（20番人気）�� 3932（52番人気）
3連複票数 計2004360 的中 ��� 4915（95番人気）
3連単票数 計2915329 的中 ��� 1225（539番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．4―12．0―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．9―45．9―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ア ペ ト ス �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．29 東京11着

2012．4．29生 牡4鹿 母 プリンセスビコー 母母 シマノソフイア 19戦2勝 賞金 17，300，000円
〔制裁〕 ネイティヴコード号の騎手井上敏樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番・5番・4

番・1番）
※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 デルマオソマツ号



（28中山2）第5日 3月12日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

204，960，000円
5，060，000円
7，860，000円
1，270，000円
20，940，000円
66，047，000円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
455，093，600円
694，129，400円
265，572，500円
1，194，624，300円
557，387，300円
563，619，700円
1，435，372，100円
2，231，505，000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 7，397，303，900円

総入場人員 17，585名 （有料入場人員 15，846名）
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