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06061 3月13日 曇 稍重 （28中山2）第6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

612 アスタリスク 牡3鹿 56 柴山 雄一石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 466＋ 61：56．8 5．5�
36 ギンザマトリックス 牡3栗 56 吉田 豊有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 442－ 2 〃 クビ 12．9�
59 ブラスロック 牡3鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 484－ 81：57．01 6．7�
815 サーストンネバダ 牡3栗 56

54 △井上 敏樹齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか 高橋フアーム 472＋ 21：58．38 377．4�
713 ウ ィ ス パ ー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也齊藤 直信氏 天間 昭一 日高 ノースガーデン B486－ 41：58．62 342．2�
611 トーアシラヌイ 牡3青鹿56 武士沢友治高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 444± 01：58．7クビ 71．4	
11 アッテンツィオーネ 牡3黒鹿56 岩田 康誠森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 B476＋ 8 〃 アタマ 10．0

816 ハ ウ ト ア 牡3鹿 56 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 502＋ 21：59．01� 135．1�
23 タケルナイト 牡3鹿 56 内田 博幸森 保彦氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 508± 01：59．1� 121．6
24 フィガロズサン 牡3芦 56

53 ▲菊沢 一樹永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 元道牧場 500＋ 21：59．2クビ 169．9�
714 テンエイロータス 牡3黒鹿56 大庭 和弥熊坂 俊一氏 高橋 文雅 福島 農事組合法人

天栄牧場 B444－ 2 〃 クビ 330．4�
35 シゲルコブダイ 牝3鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 422± 01：59．3� 424．0�
47 ヘヴンリーソード 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 武田 修一 464± 02：00．68 227．8�
12 テ ィ ー ソ ル 牡3鹿 56 松岡 正海�高橋ファーム 伊藤 伸一 日高 豊洋牧場 482－ 42：01．23� 225．9�
48 イスズブライト 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人�イスズ牧場 相沢 郁 浦河 イスズ牧場 B482＋ 22：01．3� 37．9�
510 サングラスポテト 牡3栗 56 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 村下農場 516± 03：04．7大差 1．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，510，100円 複勝： 48，850，400円 枠連： 14，655，600円
馬連： 54，346，300円 馬単： 33，256，900円 ワイド： 31，602，900円
3連複： 78，038，500円 3連単： 118，438，000円 計： 406，698，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 280円 � 470円 � 320円 枠 連（3－6） 2，350円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 710円 �� 570円 �� 910円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 31，100円

票 数

単勝票数 計 275101 的中 � 39960（2番人気）
複勝票数 計 488504 的中 � 49397（2番人気）� 25378（5番人気）� 40858（3番人気）
枠連票数 計 146556 的中 （3－6） 4833（8番人気）
馬連票数 計 543463 的中 �� 15562（9番人気）
馬単票数 計 332569 的中 �� 5336（17番人気）
ワイド票数 計 316029 的中 �� 11354（9番人気）�� 14636（6番人気）�� 8668（10番人気）
3連複票数 計 780385 的中 ��� 11388（16番人気）
3連単票数 計1184380 的中 ��� 2761（81番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．8―13．1―12．5―12．4―13．1―13．9―14．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．5―50．6―1：03．1―1：15．5―1：28．6―1：42．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．7―3F41．3
1
3
16（12，13）10（1，11）（4，9）14－（8，15）－7（3，5，6）－2・（16，12，13）（1，10）9（11，6）－4－15－14，5（2，7）3＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスタリスク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．6 中京10着

2013．4．30生 牡3鹿 母 エンゼルジョーカー 母母 ビューチフルドラマ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 サングラスポテト号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 シゲルトゲフグ号
（非抽選馬） 1頭 ブラックライト号

06062 3月13日 曇 稍重 （28中山2）第6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

48 チュラカーギー 牝3栗 54
53 ☆石川裕紀人瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 464－ 41：11．2 6．1�

612 シングンガガ 牝3黒鹿54 吉田 豊伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 464＋ 21：11．94 4．9�
12 ラッキーペニー 牝3鹿 54 戸崎 圭太平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 504－ 21：12．43 5．1�
611 リバティークイーン 牝3黒鹿54 蛯名 正義平川 浩之氏 小笠 倫弘 様似 澤井 義一 458± 01：12．5� 1．8�
816 エレナバレー 牝3青鹿54 岩田 康誠小濱 忠一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 440＋ 41：12．92� 27．3�
713 プラトロッソ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹	Basic 田村 康仁 日高 森永牧場 460＋ 61：13．53� 73．0

714 スカーレットルビー 牝3鹿 54 大野 拓弥芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 448＋ 41：13．6� 89．6�
36 タイキマロン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 448＋101：13．91� 66．8

24 フジコハルビヨリ 牝3黒鹿54 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 426± 01：14．32� 424．2�
11 キョウエイアムール 牝3栗 54 西田雄一郎田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 410－ 41：14．51� 134．3�
23 シンキングカミユ 牝3鹿 54 柴山 雄一野谷 美千氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 444＋14 〃 クビ 62．6�

35 アートオブグラン 牝3黒鹿54 吉田 隼人�佐藤牧場 佐藤 吉勝 新ひだか 神垣 道弘 B426－ 61：14．6クビ 569．7�
（法634）

510 ニシノラック 牝3栗 54
51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 396＋12 〃 ハナ 29．2�

47 ラ ー ゼ ン 牝3栗 54 柴田 大知 �ガーベラパークスタッド 金成 貴史 浦河 ガーベラパー
クスタツド 450 ―1：15．45 91．7�

815 フジエンジェル 牝3栗 54 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 千歳 社台ファーム 428－ 61：15．72 692．9�
59 カームリップル 牝3黒鹿54 田中 勝春ライオンレースホース	 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B492＋141：17．29 261．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，630，500円 複勝： 61，067，100円 枠連： 17，027，500円
馬連： 61，968，700円 馬単： 37，476，300円 ワイド： 34，662，000円
3連複： 88，102，400円 3連単： 130，276，800円 計： 458，211，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 220円 � 260円 枠 連（4－6） 360円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 360円 �� 480円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 10，220円

票 数

単勝票数 計 276305 的中 � 36102（4番人気）
複勝票数 計 610671 的中 � 71874（3番人気）� 73692（2番人気）� 57947（4番人気）
枠連票数 計 170275 的中 （4－6） 35874（1番人気）
馬連票数 計 619687 的中 �� 35470（4番人気）
馬単票数 計 374763 的中 �� 10687（8番人気）
ワイド票数 計 346620 的中 �� 24999（4番人気）�� 17846（6番人気）�� 22749（5番人気）
3連複票数 計 881024 的中 ��� 30974（5番人気）
3連単票数 計1302768 的中 ��� 9233（26番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．4―11．9―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．7―45．6―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュラカーギー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2015．12．5 中山2着

2013．1．31生 牝3栗 母 キッズスター 母母 Dart Star 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラーゼン号・フジエンジェル号・カームリップル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年4月13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。
（非当選馬） 1頭 グラスアンジェラ号

第２回 中山競馬 第６日



06063 3月13日 曇 稍重 （28中山2）第6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

815 リ ア リ ス ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B482－101：56．8 4．7�
510 レッドアルカナ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 3．4�
47 ウインフラクタル 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 中野 栄治 浦河 小倉牧場 466－ 41：57．11� 192．2�
36 グットドディユ 牡3栗 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 藤原牧場 486＋ 2 〃 ハナ 27．3�
714 ミッキーディンドン 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 ハナ 14．8�
612 ウエヲムイテアルコ 牡3青 56 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 474＋101：57．2クビ 4．6	
23 ニシノライト 牡3栗 56 大野 拓弥西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 B446－ 21：57．83� 78．3

35 ウイントリオンフ 牡3鹿 56 内田 博幸�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 492＋ 21：58．01� 31．2�
11 ブライティアベル 牝3栗 54 江田 照男小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 450－ 61：58．32 106．9�
611 トーアヒミコ 牝3黒鹿54 西田雄一郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 442＋ 41：58．4� 553．2
24 ツクバヒミコ 牝3鹿 54 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 458－ 41：58．82� 25．8�
48 マ ッ ク ー ル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B482± 01：59．22� 4．4�
12 タイセイティエラ 牡3栗 56 川須 栄彦田中 成奉氏 奥村 武 浦河 浦河土肥牧場 454－ 41：59．3クビ 91．2�
816 レモンフェイヴァー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 424＋ 22：01．5大差 35．8�
713 ヤマニンスワンキー 牡3栗 56 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 512＋ 22：01．7� 14．9�
59 ゴールドシャフト 牝3栗 54 武士沢友治居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 470－ 62：02．12� 191．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，615，900円 複勝： 37，266，400円 枠連： 14，352，200円
馬連： 58，958，300円 馬単： 28，370，800円 ワイド： 32，702，000円
3連複： 77，131，900円 3連単： 96，841，400円 計： 368，238，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 190円 � 1，420円 枠 連（5－8） 860円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 630円 �� 9，990円 �� 9，500円

3 連 複 ��� 60，700円 3 連 単 ��� 258，120円

票 数

単勝票数 計 226159 的中 � 37816（4番人気）
複勝票数 計 372664 的中 � 67114（2番人気）� 54917（4番人気）� 4881（13番人気）
枠連票数 計 143522 的中 （5－8） 12876（3番人気）
馬連票数 計 589583 的中 �� 39701（5番人気）
馬単票数 計 283708 的中 �� 9145（11番人気）
ワイド票数 計 327020 的中 �� 14332（5番人気）�� 810（64番人気）�� 852（62番人気）
3連複票数 計 771319 的中 ��� 953（139番人気）
3連単票数 計 968414 的中 ��� 272（612番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．7―12．8―12．3―12．8―13．6―13．5―15．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．8―49．6―1：01．9―1：14．7―1：28．3―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．9―3F42．1
1
3
8（9，13）（12，15，16）（1，6）（5，10）（2，11）4＝7，14－3
8，12（9，13，10）15，6，16（1，5）（2，11）4－7（14，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リ ア リ ス ト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Numerous デビュー 2015．10．17 東京11着

2013．4．11生 牡3鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドシャフト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月13日まで平地競

走に出走できない。

06064 3月13日 曇 稍重 （28中山2）第6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）

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 カワキタピリカ 牡3鹿 56 岩田 康誠川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 490＋ 41：12．1 14．3�
611 オレオールカフェ 牡3黒鹿56 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 アタマ 2．4�
713 アポロリュウセイ 牡3栗 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 492＋ 41：12．52� 5．0�
816 ア オ イ ソ ラ 牡3鹿 56 吉田 豊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 482＋ 81：12．81� 5．8�
35 ビレッジエンパイア 牡3鹿 56 柴田 大知村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 B480＋141：13．22� 40．5�
510 チ ャ ロ レ イ 牝3鹿 54 三浦 皇成髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 490＋ 41：13．3� 65．9	
48 ルクレツィア 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 日高 中前牧場 420－ 21：13．4� 36．5

23 エンドレスフライト 牝3鹿 54 松岡 正海グリーンスウォード竹内 正洋 新ひだか 中橋 正 454－ 41：13．71� 5．3�
12 キングチャールズ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 488＋ 6 〃 クビ 15．2�
47 シ ャ ト リ エ 牡3鹿 56 吉田 隼人 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 日高 出口牧場 464＋141：13．8� 108．9�
11 サクラブチャン 牝3黒鹿54 町田 直希田頭 勇貴氏 柄崎 孝 むかわ 真壁 信一 410－ 21：13．9クビ 83．3�

（川崎）

59 ピタゴラステッキ 牡3鹿 56
54 △井上 敏樹石山 嘉七氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 484 ― 〃 同着 202．2�

714 グリーンベレー 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 B472－ 61：14．0� 208．6�
612 ループドライブ 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子 IHR 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 382－ 41：14．21� 21．6�
24 エンパイアフリート �3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 日高 浦新 徳司 472 ― 〃 クビ 101．9�
36 ディーズフリート 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452－ 21：14．51� 353．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，427，000円 複勝： 34，943，000円 枠連： 15，118，300円
馬連： 56，843，400円 馬単： 26，808，500円 ワイド： 29，537，700円
3連複： 74，146，300円 3連単： 94，234，900円 計： 354，059，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 240円 � 150円 � 160円 枠 連（6－8） 490円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，190円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，060円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 21，860円

票 数

単勝票数 計 224270 的中 � 12492（5番人気）
複勝票数 計 349430 的中 � 30998（5番人気）� 69068（1番人気）� 58744（3番人気）
枠連票数 計 151183 的中 （6－8） 23506（1番人気）
馬連票数 計 568434 的中 �� 25911（7番人気）
馬単票数 計 268085 的中 �� 4788（16番人気）
ワイド票数 計 295377 的中 �� 12622（7番人気）�� 6574（13番人気）�� 26028（1番人気）
3連複票数 計 741463 的中 ��� 20904（7番人気）
3連単票数 計 942349 的中 ��� 3124（65番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．2―12．5―13．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．1
3 ・（13，15）11（3，5）（2，10）16（6，8）－（9，14）－1，7－（4，12） 4 ・（13，15）11，3（2，5，10）16（6，8）9，14，1－7，4－12

勝馬の
紹 介

カワキタピリカ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．15 新潟6着

2013．4．13生 牡3鹿 母 カワキタラブポップ 母母 ローズレディ 5戦1勝 賞金 5，500，000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） 1頭 サンライフル号
（非抽選馬） 2頭 カシノスピーディン号・ミラクルバイオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



06065 3月13日 曇 良 （28中山2）第6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

47 ゼーヴィント 牡3鹿 56
55 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：52．1 2．7�

35 � ネオヴェルザンディ 牝3鹿 54 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore
Farm LLC 454－ 61：52．42 2．8�

714 トラストフィガー 牝3鹿 54 岩田 康誠菅波立知子氏 斎藤 誠 新冠 守矢牧場 466＋ 6 〃 クビ 13．3�
36 ギャラントグリフ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 鹿戸 正幸 516＋ 61：52．61 5．4�
23 ファントムグレイ 牡3芦 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 418－ 81：52．81� 9．3�
24 パワポケゴールド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子柳原 達也氏 奥村 武 新ひだか 藤原牧場 426± 01：52．9� 19．2	
12 ヤマニンオクサー 牡3鹿 56 戸崎 圭太土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458 ―1：53．0� 19．8

815 ウインミダス 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：53．21	 53．3�
510 サンマルメーカー 牡3鹿 56 柴山 雄一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 492± 0 〃 ハナ 132．9
11 フィールザオーロラ 牝3黒鹿54 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 440－ 2 〃 クビ 222．2�
48 ベニバナルートイン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行ベニバナ組合 小野 次郎 むかわ 渡辺 隆 430＋121：53．41	 467．7�
816 マイネルテイル 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 石川 栄一 480－20 〃 アタマ 139．8�
611 ゾ イ 牝3鹿 54 吉田 豊子安 裕樹氏 中舘 英二 平取 清水牧場 446－ 41：53．5� 310．0�
713 アップアストーム 牡3栗 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B442－101：53．71	 40．7�
612 ピュアミライ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹 �ローレルレーシング 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 520 ―1：54．33� 260．7�
59 ヤシマスマイル 牝3栗 54 内田 博幸毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 408－121：55．15 212．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，031，900円 複勝： 41，550，400円 枠連： 21，018，200円
馬連： 69，366，900円 馬単： 36，510，500円 ワイド： 36，400，400円
3連複： 87，672，700円 3連単： 119，677，800円 計： 446，228，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 220円 枠 連（3－4） 290円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 220円 �� 590円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 340319 的中 � 98325（1番人気）
複勝票数 計 415504 的中 � 97048（1番人気）� 91381（2番人気）� 34981（5番人気）
枠連票数 計 210182 的中 （3－4） 55001（1番人気）
馬連票数 計 693669 的中 �� 108346（1番人気）
馬単票数 計 365105 的中 �� 29360（1番人気）
ワイド票数 計 364004 的中 �� 49636（1番人気）�� 14149（8番人気）�� 15374（7番人気）
3連複票数 計 876727 的中 ��� 43675（4番人気）
3連単票数 計1196778 的中 ��� 16021（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．1―50．2―1：03．5―1：17．1―1：29．6―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F35．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ゼーヴィント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．11．8 東京7着

2013．5．12生 牡3鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ギャラントグリフ号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マルターズフェスタ号
（非抽選馬） 4頭 コスモボーラー号・サトノジュノー号・ダイフク号・トウショウレイダー号

06066 3月13日 曇 良 （28中山2）第6日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （芝・右・外）

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
1：30．7
1：30．7

良
良

79 キャプテンペリー 牡3栗 56 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 472＋ 41：34．9 7．5�
56 スターオブペルシャ 牡3栗 56 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋ 21：35．0� 1．9�
811 ナックビーナス 牝3青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508－ 61：35．21 6．5�
11 キャニオンロード 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 4．2�
22 ショコラーチ 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 454＋101：35．3� 24．0�
67 アルジャンテ 牝3芦 54 津村 明秀 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 61：35．4� 12．4	
44 アシュワガンダ 牡3鹿 56 吉田 豊髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 472－ 61：35．5クビ 19．2

33 クラウンスカイ 牡3青鹿56 蛯名 正義�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 444－ 41：35．81� 34．5�
55 タイトルラッシュ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 森 俊雄 432－101：36．22� 412．1
812� ジェイエレガンス 牝3黒鹿54 町田 直希大越 徹朗氏 山田 質 新ひだか 前谷 武志 430＋14 〃 クビ 467．8�

（川崎） （川崎）

68 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 446＋ 21：37．79 564．9�
710 パイナップルキング 牡3栗 56

54 △井上 敏樹田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 B442－ 21：39．310 771．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，827，100円 複勝： 49，826，300円 枠連： 14，232，200円
馬連： 81，295，300円 馬単： 45，467，200円 ワイド： 43，826，000円
3連複： 101，068，000円 3連単： 167，173，600円 計： 542，715，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 160円 � 110円 � 160円 枠 連（5－7） 730円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 320円 �� 600円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 10，490円

票 数

単勝票数 計 398271 的中 � 42235（4番人気）
複勝票数 計 498263 的中 � 66596（3番人気）� 154261（1番人気）� 64965（4番人気）
枠連票数 計 142322 的中 （5－7） 15056（3番人気）
馬連票数 計 812953 的中 �� 82522（3番人気）
馬単票数 計 454672 的中 �� 15156（9番人気）
ワイド票数 計 438260 的中 �� 35765（3番人気）�� 16839（8番人気）�� 40615（2番人気）
3連複票数 計1010680 的中 ��� 51033（5番人気）
3連単票数 計1671736 的中 ��� 11543（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．9―47．7―59．7―1：11．5―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

キャプテンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．11 福島1着

2013．4．15生 牡3栗 母 メイグレイス 母母 サンシャインステラ 6戦2勝 賞金 24，758，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パイナップルキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年5月13日まで平

地競走に出走できない。
※アルジャンテ号・ショコラーチ号・ナックビーナス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



06067 3月13日 曇 稍重 （28中山2）第6日 第7競走 ��
��2，400�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，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

77 ヘイローフォンテン 牡6鹿 57 柴田 大知吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B538＋ 62：37．7 3．7�
44 � ペイシャゴンジセ 牡5鹿 57 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 486＋ 8 〃 アタマ 5．5�
11 カズノテナンゴ 牡4栗 56

53 ▲野中悠太郎鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 472－ 22：38．12	 2．7�
88 インパルション 
7鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 468＋122：38．31� 18．4�
22 � アメリカンゴールド 牡4鹿 56 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate B534－ 22：38．61 7．0�
55 � ト ラ ヴ ィ ス 牡5鹿 57 菱田 裕二�ターフ・スポート山内 研二 日高 ナカノファーム 482－ 22：39．02	 6．8	
66 � トーセンアイランド 牡4青 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 516± 0 〃 ハナ 35．9�
33 フクノドービル 牡4鹿 56 二本柳 壮福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 504± 02：39．1	 26．7�
89 � ユーガッタフレンド 牡5鹿 57 武士沢友治 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 490－ 42：39．42 23．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，376，400円 複勝： 30，557，400円 枠連： 12，426，400円
馬連： 60，086，800円 馬単： 32，399，800円 ワイド： 29，305，600円
3連複： 71，506，300円 3連単： 128，499，400円 計： 389，158，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 160円 � 120円 枠 連（4－7） 860円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 300円 �� 290円 �� 410円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 243764 的中 � 51382（2番人気）
複勝票数 計 305574 的中 � 62650（2番人気）� 42190（3番人気）� 71523（1番人気）
枠連票数 計 124264 的中 （4－7） 11079（2番人気）
馬連票数 計 600868 的中 �� 54901（2番人気）
馬単票数 計 323998 的中 �� 15334（3番人気）
ワイド票数 計 293056 的中 �� 25303（2番人気）�� 27091（1番人気）�� 17161（6番人気）
3連複票数 計 715063 的中 ��� 61229（1番人気）
3連単票数 計1284994 的中 ��� 23683（4番人気）

ハロンタイム 13．5―12．0―12．2―12．6―12．9―13．5―13．3―12．8―13．1―13．2―13．8―14．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―25．5―37．7―50．3―1：03．2―1：16．7―1：30．0―1：42．8―1：55．9―2：09．1―2：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F54．9―3F41．8
1
�
4＝2－7－5（1，6）8，9，3
4＝2，7－（8，1）－5，6（3，9）

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

勝馬の
紹 介

ヘイローフォンテン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．1．6 中山2着

2010．3．30生 牡6鹿 母 ヨーカンドパリ 母母 ヒースネックレス 35戦3勝 賞金 51，600，000円

06068 3月13日 曇 稍重 （28中山2）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

36 ツウローゼズ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 468＋ 21：11．7 12．0�
510 アミーキティア 牝4栗 55 横山 典弘�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：11．8� 1．4�
815 カ レ リ ア 牝4栃栗55 柴山 雄一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋12 〃 クビ 35．7�
12 ホームゲーム 牝4栗 55 吉田 隼人平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 B480＋ 41：11．9クビ 53．1�
816 スマイルハッピー 牝4鹿 55 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 448＋161：12．43 55．0�
35 オベーション 牝5鹿 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 坂本牧場 462＋ 61：12．61� 108．4	
48 ハイレベルバイオ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 巧也バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494－ 41：12．7� 5．9

47 パッシオーネラヴィ 牝5鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 490± 01：12．8クビ 16．3�
24 バ リ ア ー モ 牝4黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 470－ 21：12．9� 80．2
611 アイリッシュハープ 牝5栗 55 田中 勝春 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482＋181：13．21� 67．2�
713	 ベストエビデンス 牝4栗 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 408－ 51：13．41� 34．0�
714	 ホホエムオンナ 牝4鹿 55 西田雄一郎�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 434＋ 41：13．71� 329．9�
11 	 オーミアリエル 牝5青鹿 55

52 ▲藤田菜七子岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 松木 加代 B434－ 21：13．8� 14．3�
59 	 リ ト ル 牝5鹿 55 町田 直希柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 442－ 91：13．9クビ 205．3�

（川崎）

612 マダムアグライア 牝5鹿 55 大野 拓弥髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 490－ 81：15．07 58．9�
（15頭）

23 シャンパンサーベル 牝4黒鹿55 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 438－16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，568，400円 複勝： 58，690，400円 枠連： 25，456，400円
馬連： 59，014，800円 馬単： 33，838，400円 ワイド： 33，195，700円
3連複： 61，603，800円 3連単： 97，427，100円 計： 398，795，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 190円 � 110円 � 440円 枠 連（3－5） 700円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，760円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 32，830円

票 数

単勝票数 差引計 295684（返還計 41273） 的中 � 19680（3番人気）
複勝票数 差引計 586904（返還計 60319） 的中 � 42366（3番人気）� 355283（1番人気）� 12892（7番人気）
枠連票数 差引計 254564（返還計 1140） 的中 （3－5） 28132（3番人気）
馬連票数 差引計 590148（返還計245792） 的中 �� 77898（2番人気）
馬単票数 差引計 338384（返還計136521） 的中 �� 11871（5番人気）
ワイド票数 差引計 331957（返還計118707） 的中 �� 37331（2番人気）�� 2696（25番人気）�� 11389（8番人気）
3連複票数 差引計 616038（返還計450381） 的中 ��� 10821（13番人気）
3連単票数 差引計 974271（返還計777369） 的中 ��� 2151（86番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．3―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．4―45．7―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．3
3 7（8，12）（16，15）（6，10）14，11（5，2）1，9，4－13 4 7，8（16，15，12）（6，10）（11，14）2，5，1，4，9，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツウローゼズ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー 2014．6．8 東京5着

2012．4．20生 牝4黒鹿 母 ローズホーラー 母母 ミステイローズ 18戦2勝 賞金 20，900，000円
〔競走除外〕 シャンパンサーベル号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
※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。
（非当選馬） 1頭 ハナズプルメリア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



06069 3月13日 曇 良 （28中山2）第6日 第9競走 ��
��1，200�

ぼ う そ う

房 総 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

69 コスモドーム 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 522± 01：08．5 5．4�
57 フルールシチー 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 512＋ 2 〃 クビ 3．0�
711 シルヴァーコード 牝4芦 55 内田 博幸田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：08．71� 2．3�
710 サンライズポパイ 牡8鹿 57 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 486＋ 21：09．12	 28．6�
11 クラウンカイザー 牡7黒鹿57 菱田 裕二�クラウン 大根田裕之 新冠 奥山 博 496－ 61：09．2
 70．3	
68 � アスペンサミット 牝6鹿 55 石川裕紀人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 488＋ 41：09．41� 8．6

812 ラインロバート 牡7青鹿57 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 ハナ 246．4�
33 ビットスターダム 牡8芦 57 津村 明秀馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 470± 0 〃 ハナ 300．7�
813� リバティーホール 牝7鹿 55 田中 博康吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 452－ 2 〃 アタマ 91．7
44 アルマエルナト 5栗 57 柴山 雄一コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 468－121：09．71
 18．2�
56 オーネットサクセス 牝6鹿 55 岩田 康誠醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 452－ 61：09．91� 36．1�
45 ラブローレル 牝4青鹿55 松岡 正海増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 410＋ 4 〃 ハナ 224．3�
22 クリノスイートピー 牝4黒鹿55 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 432± 01：10．11 28．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，878，200円 複勝： 49，388，600円 枠連： 26，138，700円
馬連： 116，714，300円 馬単： 57，329，100円 ワイド： 48，910，500円
3連複： 136，579，700円 3連単： 261，817，200円 計： 733，756，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 140円 � 120円 � 110円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 300円 �� 260円 �� 150円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 368782 的中 � 54323（3番人気）
複勝票数 計 493886 的中 � 65820（3番人気）� 98822（2番人気）� 159583（1番人気）
枠連票数 計 261387 的中 （5－6） 41692（3番人気）
馬連票数 計1167143 的中 �� 102039（3番人気）
馬単票数 計 573291 的中 �� 21379（8番人気）
ワイド票数 計 489105 的中 �� 35639（4番人気）�� 41990（2番人気）�� 102869（1番人気）
3連複票数 計1365797 的中 ��� 207216（1番人気）
3連単票数 計2618172 的中 ��� 40012（11番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．9―11．3―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．4―44．7―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．1
3 11（2，4）10（1，5，8）（3，7）－（6，9）12－13 4 11（2，4）10－（1，5，8，7）－（3，9）－6，12，13

勝馬の
紹 介

コスモドーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Yonaguska デビュー 2013．6．1 東京4着

2011．3．17生 牡5鹿 母 コスモパルムドール 母母 Gate Swinger 26戦4勝 賞金 65，668，000円

06070 3月13日 曇 良 （28中山2）第6日 第10競走 ��
��1，600�

こ ち

東風ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 インパルスヒーロー 牡6鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B506± 01：34．5 58．8�
812 アルバタックス 牡6栗 56 戸崎 圭太 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 496－ 8 〃 クビ 5．9�
68 ミュゼゴースト 牡4黒鹿56 大野 拓弥坂本 肇氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 510＋ 41：34．6	 10．7�
11 シャイニープリンス 牡6青鹿57 蛯名 正義小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 502＋ 4 〃 アタマ 16．7�
813 アロマカフェ 牡9黒鹿56 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 482－ 2 〃 ハナ 115．4�
33 グランシルク 牡4鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：34．7クビ 2．5	
56 クラリティシチー 牡5鹿 56 内田 博幸 
友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 496＋ 2 〃 ハナ 5．4�
57 ヤングマンパワー 牡4黒鹿56 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520＋101：34．8	 5．3�
45 ゼ ウ ス 牡6鹿 56 吉田 豊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 492± 01：35．11	 38．5
44 ア ー デ ン ト 牡7芦 57 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 8 〃 アタマ 27．5�
710 ベ ル ラ ッ プ 牡4鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502－ 41：35．52	 21．0�
711 マイネルホウオウ 牡6栗 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 500－241：35．6
 32．6�
69 タガノアザガル 牡4黒鹿56 菱田 裕二八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 6 〃 クビ 233．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 55，166，400円 複勝： 81，530，600円 枠連： 37，599，200円
馬連： 175，944，600円 馬単： 77，295，700円 ワイド： 75，455，300円
3連複： 213，017，700円 3連単： 324，584，300円 計： 1，040，593，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，880円 複 勝 � 880円 � 230円 � 310円 枠 連（2－8） 14，000円

馬 連 �� 16，290円 馬 単 �� 42，530円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 5，030円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 46，820円 3 連 単 ��� 427，860円

票 数

単勝票数 計 551664 的中 � 7503（11番人気）
複勝票数 計 815306 的中 � 20423（10番人気）� 105089（3番人気）� 70796（5番人気）
枠連票数 計 375992 的中 （2－8） 2080（25番人気）
馬連票数 計1759446 的中 �� 8368（41番人気）
馬単票数 計 772957 的中 �� 1363（89番人気）
ワイド票数 計 754553 的中 �� 4565（40番人気）�� 3788（44番人気）�� 18847（11番人気）
3連複票数 計2130177 的中 ��� 3412（109番人気）
3連単票数 計3245843 的中 ��� 550（769番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―11．7―11．8―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．7―47．4―59．2―1：10．8―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インパルスヒーロー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．28 新潟2着

2010．2．27生 牡6鹿 母 クラシカルテースト 母母 ダイナクラシツク 22戦4勝 賞金 135，803，000円

２レース目



06071 3月13日 曇 良 （28中山2）第6日 第11競走 ��
��1，800�第34回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，4歳以上，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

ローレル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

816 シュンドルボン 牝5青鹿54 吉田 豊�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 502± 01：50．3 8．3�
815 ルージュバック 牝4鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 2．0�
36 メイショウスザンナ 牝7鹿 55 大野 拓弥松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 468－ 61：50．4� 120．0�
510 アルマディヴァン 牝6栗 54 横山 典弘コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 486－ 41：50．5クビ 75．4�
59 ハピネスダンサー 牝5鹿 53 吉田 隼人前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－ 6 〃 アタマ 7．5	
713 ヴィルジニア 牝6鹿 50 �島 克駿
G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 454－ 6 〃 ハナ 53．7�
611 リメインサイレント 牝6鹿 53 津村 明秀 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 494－10 〃 アタマ 145．1�
24 アースライズ 牝4青鹿54 川須 栄彦吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：50．6クビ 6．9
47 フレイムコード 牝7鹿 53 菱田 裕二�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 474－ 8 〃 クビ 107．9�
12 レイヌドネージュ 牝6鹿 53 石川裕紀人 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 490－ 41：50．7	 27．4�
714 キャットコイン 牝4栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋14 〃 クビ 52．8�
35 リーサルウェポン 牝5鹿 51 内田 博幸 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 430－ 61：50．8クビ 13．4�
48 ノボリディアーナ 牝6栗 56 田中 勝春原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 460－ 41：50．9	 33．9�
23 ウインリバティ 牝5黒鹿53 柴田 大知
ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 450－ 2 〃 ハナ 38．1�
612 シングウィズジョイ 牝4青鹿55 岩田 康誠 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 14．0�
11 クインズミラーグロ 牝4黒鹿53 蛯名 正義 
クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 452＋181：51．0	 21．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 206，489，200円 複勝： 267，916，200円 枠連： 156，936，900円 馬連： 720，665，000円 馬単： 325，099，500円
ワイド： 305，513，300円 3連複： 1，107，186，100円 3連単： 1，776，231，500円 5重勝： 652，189，400円 計： 5，518，227，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 130円 � 1，840円 枠 連（8－8） 880円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 430円 �� 11，250円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 38，270円 3 連 単 ��� 171，860円

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

キャリーオーバー なし����� 57，066，570円

票 数

単勝票数 計2064892 的中 � 197986（4番人気）
複勝票数 計2679162 的中 � 251197（4番人気）� 814090（1番人気）� 24006（16番人気）
枠連票数 計1569369 的中 （8－8） 137275（4番人気）
馬連票数 計7206650 的中 �� 604669（2番人気）
馬単票数 計3250995 的中 �� 103674（6番人気）
ワイド票数 計3055133 的中 �� 203049（2番人気）�� 6543（83番人気）�� 14989（51番人気）
3連複票数 計11071861 的中 ��� 21698（108番人気）
3連単票数 計17762315 的中 ��� 7493（488番人気）
5重勝票数 計6521894 的中 ����� 8

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．5―38．4―51．5―1：03．7―1：15．2―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4F46．6―3F35．1
1
3
10，12（1，13，11）3（9，15）（4，14，16）（6，8）（2，7）－5
7，11（10，13）（12，15）（1，3，9，16）（6，14）（4，8）－（2，5）

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

勝馬の
紹 介

シュンドルボン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．20生 牝5青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 22戦6勝 賞金 129，154，000円
〔制裁〕 リーサルウェポン号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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 マイネグレヴィル号

06072 3月13日 曇 稍重 （28中山2）第6日 第12競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

816 クラウンシャイン 牡4栗 57
56 ☆石川裕紀人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 474－ 41：54．9 2．8�

815 ルールソヴァール �4栗 57 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 482＋ 4 〃 ハナ 5．1�

23 ゴーイングベル 牡6芦 57 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 514－ 81：55．43 10．5�
510 アンヴェイルド 牡5鹿 57 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498＋ 21：55．5	 13．1�
35 クラーロデルナ 牡7鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 506＋ 41：55．6クビ 30．7�
713 ロンギングエース 牡6鹿 57 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B516＋ 81：55．7
 81．6	
47 クールエイジア 牡4鹿 57 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 464± 01：55．8クビ 10．6

24 メイショウフェイク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 496－ 61：56．01 16．2�
612 タ ン ジ ブ ル 牡4栗 57 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502± 01：56．1
 7．7�
36 ノースヒーロー 牡4栗 57 吉田 隼人 スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 472＋ 41：56．31� 176．9�
11 レッドジョーカー �8黒鹿57 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 520± 0 〃 ハナ 54．3�
611 エ ミ ネ ス ク 牡4栗 57 田中 勝春 社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 516＋22 〃 ハナ 16．4�
714 ニシノゲンキマル 牡5栗 57 武士沢友治西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 504＋ 4 〃 クビ 90．4�
12 レッツゴースター 牡4栗 57 内田 博幸�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 458± 01：56．51 21．6�
59 ロジテースト 牡5鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 452－ 21：56．92
 69．2�
48 ケンブリッジサン 牡6鹿 57 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 486＋ 21：57．75 18．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 78，504，000円 複勝： 113，509，200円 枠連： 78，023，600円
馬連： 268，475，500円 馬単： 92，158，600円 ワイド： 115，833，700円
3連複： 291，475，300円 3連単： 435，737，700円 計： 1，473，717，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 180円 � 230円 枠 連（8－8） 810円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 310円 �� 550円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 6，900円

票 数

単勝票数 計 785040 的中 � 216797（1番人気）
複勝票数 計1135092 的中 � 242657（1番人気）� 153788（2番人気）� 109897（4番人気）
枠連票数 計 780236 的中 （8－8） 74351（4番人気）
馬連票数 計2684755 的中 �� 279123（1番人気）
馬単票数 計 921586 的中 �� 60049（1番人気）
ワイド票数 計1158337 的中 �� 107302（1番人気）�� 52381（3番人気）�� 23538（11番人気）
3連複票数 計2914753 的中 ��� 85994（2番人気）
3連単票数 計4357377 的中 ��� 45719（2番人気）

ハロンタイム 12．7―12．3―13．2―13．4―12．9―12．9―12．7―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―38．2―51．6―1：04．5―1：17．4―1：30．1―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンシャイン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．11．15 福島3着

2012．4．21生 牡4栗 母 タ ツ ル ビ ー 母母 ヘッディンウエスト 14戦3勝 賞金 42，096，000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。
（非当選馬） 1頭 アバオアクー号
（非抽選馬） 1頭 ドラゴンビューティ号

５レース目



（28中山2）第6日 3月13日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 174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

250，320，000円
7，280，000円
1，640，000円
27，750，000円
68，536，000円
4，796，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
605，025，100円
875，096，000円
432，985，200円
1，783，679，900円
826，011，300円
816，945，100円
2，387，528，700円
3，750，939，700円
652，189，400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 12，130，400，400円

総入場人員 21，970名 （有料入場人員 19，856名）
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