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06085 3月21日 晴 重 （28中山2）第8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 アルセナーレ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 502－ 61：55．7 2．3�
714 マ ー ヤ 牝3鹿 54 戸崎 圭太中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 446＋ 21：56．23 4．3�
11 アイルーロス 牝3黒鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 446± 01：56．3クビ 28．5�
48 ア ウ ア ウ 牝3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 490－ 61：56．62 12．2�
36 ア ッ キ ー 牝3鹿 54 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 440－ 41：57．02� 7．2	
35 ギブナッシンバック 牝3栗 54 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 456± 01：57．21� 273．2

510 クールマジョリック 牝3鹿 54 吉田 豊川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 中島牧場 464－ 41：57．41� 63．9�
59 ハンキードーリ 牝3黒鹿54 柴田 善臣平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 458± 01：57．61 31．3�
47 ジャンボスピリット 牝3栗 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 460－ 81：57．92 7．3
815 ダノンオパール 牝3鹿 54 横山 典弘�ダノックス 大竹 正博 千歳 社台ファーム 478－ 41：59．17 17．2�
816 ペッシュカネル 牝3栗 54 蛯名 正義清水 敏氏 田中 清隆 浦河 バンブー牧場 420－ 81：59．2クビ 20．8�
23 キ マ リ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子臼井義太郎氏 畠山 吉宏 浦河 小倉牧場 436－121：59．94 33．7�
611 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 488－ 22：00．53� 455．7�
713 ハイドランジア 牝3鹿 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 424－ 42：01．77 256．7�
12 スエヒロフェスタ 牝3栗 54 柴田 大知�みどり住宅 金成 貴史 新冠 小泉牧場 448± 02：03．310 241．6�

（15頭）
24 プラウドフェロー 牝3栗 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 増本牧場 474＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，929，700円 複勝： 54，888，600円 枠連： 21，574，300円
馬連： 79，911，700円 馬単： 42，205，400円 ワイド： 49，436，400円
3連複： 111，798，000円 3連単： 140，416，700円 計： 533，160，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 150円 � 430円 枠 連（6－7） 580円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 260円 �� 870円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 14，870円

票 数

単勝票数 差引計 329297（返還計 918） 的中 � 113607（1番人気）
複勝票数 差引計 548886（返還計 2078） 的中 � 180332（1番人気）� 91564（2番人気）� 19334（8番人気）
枠連票数 差引計 215743（返還計 137） 的中 （6－7） 28401（1番人気）
馬連票数 差引計 799117（返還計 7352） 的中 �� 96869（1番人気）
馬単票数 差引計 422054（返還計 4162） 的中 �� 29496（1番人気）
ワイド票数 差引計 494364（返還計 6176） 的中 �� 58779（1番人気）�� 13545（11番人気）�� 6384（21番人気）
3連複票数 差引計1117980（返還計 23089） 的中 ��� 16568（18番人気）
3連単票数 差引計1404167（返還計 25924） 的中 ��� 6846（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．6―50．9―1：03．5―1：16．3―1：29．1―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3

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

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

アルセナーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．8．9 新潟6着

2013．3．15生 牝3鹿 母 エアジュリアード 母母 ジャズキャット 8戦1勝 賞金 12，350，000円
〔競走除外〕 プラウドフェロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右前腕部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 プラウドフェロー号は，平成28年3月22日から平成28年4月20日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイドランジア号・スエヒロフェスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月

21日まで平地競走に出走できない。

06086 3月21日 晴 重 （28中山2）第8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

714 セイウンコウセイ 牡3栗 56 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 494± 01：12．0 1．3�
47 ミラクルバイオ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 488－ 61：13．38 33．6�
24 ジンクフィンガー 牡3鹿 56 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 458－ 61：13．4� 18．2�
59 ナ ナ エ 牝3鹿 54 内田 博幸中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 426－ 21：13．5クビ 56．4�
510 ストロングハピネス 牡3鹿 56 岩田 康誠金山 克己氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 428－ 41：13．6� 39．6�
611 ジークフリート 牡3青鹿56 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 468＋ 1 〃 アタマ 406．0	
713 カンタベリーマイン 牡3鹿 56 戸崎 圭太峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 458± 01：13．7� 4．9

23 スーパーラビット 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 418－ 41：13．8クビ 38．4�
48 ダイワトラスト 牡3鹿 56 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 480－ 81：14．12 11．7�
36 ペイシャスナッチ 牝3鹿 54 大野 拓弥北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 484－ 6 〃 アタマ 52．6
11 ビュウイモン 牝3鹿 54 田辺 裕信井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 434－ 41：14．2クビ 72．5�
12 ゴールドジャイアン 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹 �ゴールドレーシング 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 500＋ 21：14．51� 80．1�
816 コトブキエース 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹鹿島 敏裕氏 中舘 英二 むかわ 上水牧場 476 ―1：14．81� 179．2�
612 ロゼスマイル 牝3黒鹿54 木幡 初広髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 450＋ 21：14．9� 693．1�
35 メアリーローズ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�髙昭牧場 田島 俊明 浦河 高昭牧場 416－ 81：15．22 514．6�
815 ラブオールミー 牝3鹿 54 西田雄一郎栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 448＋ 41：16．05 519．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，972，800円 複勝： 154，993，000円 枠連： 22，434，400円
馬連： 62，490，900円 馬単： 50，461，400円 ワイド： 42，691，600円
3連複： 100，162，200円 3連単： 187，856，000円 計： 653，062，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 380円 � 220円 枠 連（4－7） 430円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 560円 �� 320円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 9，700円

票 数

単勝票数 計 319728 的中 � 192213（1番人気）
複勝票数 計1549930 的中 � 1255558（1番人気）� 20363（6番人気）� 43602（4番人気）
枠連票数 計 224344 的中 （4－7） 39789（2番人気）
馬連票数 計 624909 的中 �� 36655（4番人気）
馬単票数 計 504614 的中 �� 23828（5番人気）
ワイド票数 計 426916 的中 �� 19405（4番人気）�� 37739（3番人気）�� 4024（21番人気）
3連複票数 計1001622 的中 ��� 22362（9番人気）
3連単票数 計1878560 的中 ��� 14036（29番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．4―12．0―12．2―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．1―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンコウセイ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2015．6．27 東京8着

2013．3．8生 牡3栗 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear 7戦1勝 賞金 11，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アポロガッツ号・エブリーナイト号・カシノアーニング号・ミヤコノアバランチ号・ヤマイチキズナ号

第２回 中山競馬 第８日



06087 3月21日 晴 重 （28中山2）第8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

23 バルダッサーレ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 B478－ 61：56．1 3．8�

48 サ ラ セ ニ ア 牡3芦 56 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464± 01：56．63 1．6�
612 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± 01：56．7� 11．7�
713 シャイニーゴールド 牡3栗 56 松岡 正海小林 昌志氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：57．33� 171．5�
35 カ ム イ 牡3鹿 56 柴田 善臣川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 462－ 41：57．4クビ 15．6�
714 アイアムヒラケゴマ 牡3鹿 56 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 510＋ 2 〃 ハナ 152．5	
11 カ タ ス ミ 牝3鹿 54 西田雄一郎
ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 414－ 41：57．72 95．2�
510 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 498＋ 21：57．8� 6．2�
12 ウインピアチェーレ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行�ウイン 大和田 成 浦河 絵笛牧場 470－ 21：58．01� 242．9
815 ディヴェルテンテ 牡3鹿 56 大庭 和弥
宮内牧場 池上 昌弘 日高 神島 芳仁 466－ 41：58．42� 61．4�
24 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 B490－ 81：59．35 61．1�
611 フォックストロット 牡3鹿 56 三浦 皇成村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484－122：00．04 126．4�
36 タマモワッショイ 牡3鹿 56 田辺 裕信タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 448－142：00．2� 119．0�
47 シゲルトゲフグ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 田湯牧場 450＋ 22：01．79 679．4�
59 サ ン ボ ウ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 尾形 和幸 新ひだか キヨタケ牧場 462 ―2：05．1大差 138．1�

816 ヒロノラムセス 牡3鹿 56 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 浦河 久保 昇 404 ―2：06．16 479．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，000，800円 複勝： 106，064，800円 枠連： 16，470，200円
馬連： 63，860，300円 馬単： 42，942，000円 ワイド： 40，174，300円
3連複： 91，513，900円 3連単： 154，182，000円 計： 546，208，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 170円 枠 連（2－4） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 160円 �� 450円 �� 260円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 3，110円

票 数

単勝票数 計 310008 的中 � 64538（2番人気）
複勝票数 計1060648 的中 � 68347（2番人気）� 781233（1番人気）� 45036（4番人気）
枠連票数 計 164702 的中 （2－4） 39816（1番人気）
馬連票数 計 638603 的中 �� 151342（1番人気）
馬単票数 計 429420 的中 �� 40141（4番人気）
ワイド票数 計 401743 的中 �� 75831（1番人気）�� 18583（5番人気）�� 37509（3番人気）
3連複票数 計 915139 的中 ��� 106308（1番人気）
3連単票数 計1541820 的中 ��� 35879（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―13．2―13．0―12．9―13．0―13．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．6―1：03．6―1：16．5―1：29．5―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バルダッサーレ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．6．20 東京10着

2013．4．21生 牡3黒鹿 母 メイルリヒト 母母 パ ル ツ ェ 11戦1勝 賞金 11，325，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルトゲフグ号・サンボウ号・ヒロノラムセス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年4月21日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ガオガイリュイ号
（非抽選馬） 1頭 シンボリアース号

06088 3月21日 晴 重 （28中山2）第8日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40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

713 ミッテルレギ 牡3芦 56
54 △井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 八木 常郎 484± 01：53．3 26．4�

11 サクラエンパイア 牡3鹿 56 C．ルメール�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 458－ 61：54．36 4．9�
24 モルゲンロート 牡3鹿 56 丸田 恭介武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 460－ 21：54．72� 14．5�
612 マイネルトゥラン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B484－ 21：55．23 5．7�
36 スケールアップ 牡3黒鹿56 内田 博幸髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 502＋ 4 〃 アタマ 4．8	
714 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 484＋ 21：55．3クビ 8．8

47 � フレンドミラクル 牡3栗 56 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458± 01：55．72� 241．1�
48 � 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± 01：55．8� 194．4�
59 ピスコサワー 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 516－ 2 〃 ハナ 2．8
12 ミラクルウィング 牡3栗 56 松岡 正海星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 452－ 21：55．9	 67．9�
23 シゲルナガイワシ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 B450－ 21：56．11 350．5�
816 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 498－ 21：56．2クビ 133．9�
815� サ ン ロ ー ズ 牝3栗 54 木幡 初広�中山牧場 小野 次郎 浦河 中山牧場 432－ 21：56．52 999．9�
35 カナスヌーマ 牝3鹿 54 大野 拓弥石瀬 浩三氏 奥平 雅士 浦河 杵臼牧場 486－101：56．81� 52．8�
510 サンアンダーソン 牡3栗 56 西田雄一郎加藤 信之氏 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 534＋ 21：56．9	 44．9�
611� エリュシオン 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子佐々木雄二氏 田島 俊明 浦河 
川 啓一 452＋ 81：58．9大差 64．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，712，300円 複勝： 63，497，000円 枠連： 19，714，200円
馬連： 90，694，500円 馬単： 45，711，300円 ワイド： 54，188，900円
3連複： 127，213，900円 3連単： 165，333，600円 計： 608，065，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 640円 � 220円 � 420円 枠 連（1－7） 1，930円

馬 連 �� 12，380円 馬 単 �� 31，250円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 4，240円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 48，670円 3 連 単 ��� 348，450円

票 数

単勝票数 計 417123 的中 � 12636（7番人気）
複勝票数 計 634970 的中 � 22941（7番人気）� 88505（3番人気）� 37458（6番人気）
枠連票数 計 197142 的中 （1－7） 7915（10番人気）
馬連票数 計 906945 的中 �� 5673（29番人気）
馬単票数 計 457113 的中 �� 1097（67番人気）
ワイド票数 計 541889 的中 �� 4339（28番人気）�� 3252（36番人気）�� 9642（15番人気）
3連複票数 計1272139 的中 ��� 1960（101番人気）
3連単票数 計1653336 的中 ��� 344（635番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．8―49．7―1：02．5―1：14．9―1：27．5―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッテルレギ �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Our Emblem デビュー 2015．6．14 東京12着

2013．2．14生 牡3芦 母 イットオールアッズアップ 母母 Math 6戦2勝 賞金 12，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリュシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月21日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ナンヨーファミユ号・ロッジポールパイン号



06089 3月21日 曇 良 （28中山2）第8日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 ローレルジャック 牡3黒鹿56 A．シュタルケ �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 474＋ 21：35．7 24．4�
（独）

24 ヨ イ ミ ヤ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 400－ 81：35．8� 22．7�
611 イチゴアミーラ 牝3黒鹿54 内田 博幸合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 436± 0 〃 クビ 11．7�
36 � ミスドバウィ 牝3鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker 464－101：36．01 9．0�
23 ニシノケイト 牝3鹿 54 武 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 8 〃 クビ 8．1	
815 スワンナプーム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 石田 英機 456± 01：36．1クビ 26．0

713 グリントオブライト 牝3栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 420± 01：36．31	 1．9�
510 ビレッジシャトル 牝3栗 54 三浦 皇成村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育

成牧場 424＋ 2 〃 アタマ 6．6�
714� カムホームラッシー 牝3黒鹿54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 John

O’Connor 454 ―1：36．51
 10．8
47 � コスモセンス 牡3鹿 56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 仏 Mr Bruno Mazure,

Mr Marc Bouyssou 454－ 41：36．6
 102．1�
59 � エイリアンラバボー 牡3芦 56 田辺 裕信林 正道氏 武井 亮 仏 Guy Pari-

ente Holding 464－121：36．7クビ 116．5�
48 グロリアスウィナー 牝3青 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 402－101：37．12
 258．9�
35 ウェイアップハイ 牝3鹿 54 吉田 豊加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 454 ―1：37．31	 339．5�
12 ジ ュ リ ア ス 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 470－ 21：37．83 101．2�
612 ルフレドパシオン 牡3栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 500－ 61：38．01	 295．1�
816 ハヤブササンサン 牡3黒鹿56 柴田 善臣國立 治氏 柴田 政人 新冠 明和牧場 460－ 81：38．1
 525．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，262，500円 複勝： 58，660，200円 枠連： 20，230，900円
馬連： 79，347，700円 馬単： 43，642，200円 ワイド： 49，438，800円
3連複： 107，835，800円 3連単： 153，686，900円 計： 550，105，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 580円 � 460円 � 290円 枠 連（1－2） 3，940円

馬 連 �� 14，030円 馬 単 �� 24，100円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 2，940円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 34，770円 3 連 単 ��� 288，660円

票 数

単勝票数 計 372625 的中 � 12170（8番人気）
複勝票数 計 586602 的中 � 24846（9番人気）� 32885（7番人気）� 57213（5番人気）
枠連票数 計 202309 的中 （1－2） 3976（13番人気）
馬連票数 計 793477 的中 �� 4380（36番人気）
馬単票数 計 436422 的中 �� 1358（67番人気）
ワイド票数 計 494388 的中 �� 4029（33番人気）�� 4291（30番人気）�� 10494（14番人気）
3連複票数 計1078358 的中 ��� 2326（85番人気）
3連単票数 計1536869 的中 ��� 386（556番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルジャック �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．12．12 中山5着

2013．3．9生 牡3黒鹿 母 アラマサダンサー 母母 アラホウトク 3戦1勝 賞金 5，700，000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。
（非抽選馬） 4頭 ケンブリッジリニア号・ナムラバイオレット号・ボスキャットグレイ号・ラレッサングル号
※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。

06090 3月21日 曇 良 （28中山2）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

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

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

23 カ マ ク ラ 牝3黒鹿54 横山 典弘市川義美ホール
ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 444± 01：50．3 3．9�

510 クイックモーション 牝3鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 クビ 11．9�
816 エターナルブーケ 牝3黒鹿54 C．ルメール 石川 達絵氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 450± 0 〃 ハナ 3．8�
35 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 442－ 61：50．83 14．4�
11 ブレイクマイハート 牝3鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 434－ 21：51．01� 2．3	
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 406－ 4 〃 クビ 13．1

47 スズオーフェン 牝3鹿 54 柴田 大知森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 462－ 21：51．1� 39．8�
714 メディアルナ 牝3栃栗54 丸田 恭介 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：51．31� 77．5�
36 トルーコメント 牝3黒鹿54 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 430＋161：51．51� 86．5
713 ディアブルルージュ 牝3鹿 54 柴田 善臣山本 英俊氏 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 434－ 41：51．82 293．2�
59 ケ ッ ト シ ー 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 448 ―1：51．9クビ 357．9�
612 デ ル マ ネ ネ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 448－ 21：52．21� 340．0�
12 ピクシーカフェ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 432－10 〃 アタマ 318．5�
24 エバーパッション 牝3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 410－ 2 〃 クビ 201．8�
815 ワイルドハーブ 牝3鹿 54 石橋 脩 �スピードファーム武藤 善則 浦河 鵜木 唯義 442－ 41：52．52 357．5�
48 カフェプリモ 牝3黒鹿54 大野 拓弥西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 41：53．24 128．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，515，300円 複勝： 50，509，100円 枠連： 18，413，300円
馬連： 80，698，700円 馬単： 44，019，800円 ワイド： 45，397，100円
3連複： 99，410，100円 3連単： 156，716，200円 計： 531，679，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 270円 � 170円 枠 連（2－5） 2，760円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 750円 �� 370円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 19，730円

票 数

単勝票数 計 365153 的中 � 73824（3番人気）
複勝票数 計 505091 的中 � 90203（2番人気）� 39413（5番人気）� 82616（3番人気）
枠連票数 計 184133 的中 （2－5） 5153（11番人気）
馬連票数 計 806987 的中 �� 24995（7番人気）
馬単票数 計 440198 的中 �� 7410（16番人気）
ワイド票数 計 453971 的中 �� 14899（9番人気）�� 34354（3番人気）�� 13709（10番人気）
3連複票数 計 994101 的中 ��� 22712（11番人気）
3連単票数 計1567162 的中 ��� 5756（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．7―49．3―1：01．6―1：14．0―1：26．0―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

カ マ ク ラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．7．26 福島7着

2013．5．9生 牝3黒鹿 母 フロイラインローゼ 母母 アルバローズ 7戦1勝 賞金 10，300，000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。
（非抽選馬） 4頭 サトノジュノー号・ハナズレガシー号・ハンナ号・ブリーロ号



06091 3月21日 曇 良 （28中山2）第8日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

48 サーストンコラルド 牡5鹿 57 福永 祐一齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 41：34．4 13．3�
47 ブレイクザポケット 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 41：34．93 5．0�
12 カスクストレングス 牡4黒鹿57 松岡 正海芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 496＋ 2 〃 ハナ 17．4�
816� レッドベリンダ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 448－ 41：35．0	 55．7�
36 ダイワブレイディ 
6芦 57

54 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 518＋10 〃 アタマ 28．9	
815 アートフェスタ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 506－101：35．1� 26．8

612 ダイワスキャンプ 
4鹿 57 A．シュタルケ 大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 420－ 41：35．2クビ 23．3�

（独）

23 ハッピームーン 牡4黒鹿 57
56 ☆石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 446＋ 4 〃 ハナ 39．3�

59 チャンピオンルパン 牡5鹿 57 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 494＋161：35．3� 34．6
24 レッドオルバース 牡4栗 57 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 506＋121：35．4� 1．6�
611� ルールザユニバース 牝4鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：35．5クビ 24．8�
510 コスモエルデスト 牝5鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 462＋ 21：35．92� 27．3�
714 フォーワンタイキ 牡4栗 57 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 464± 01：36．0	 52．8�
35 ゴールドサーベラス 牡4栗 57

55 △井上 敏樹田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 444＋101：36．21� 70．9�
11 ア ン ネ イ 牡4栗 57 池添 謙一�橋口 中舘 英二 日高 浜本牧場 504－ 81：36．3	 70．6�
713� クラウンマヒコス 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子矢野まり子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 432＋ 81：36．61� 45．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，410，700円 複勝： 78，617，300円 枠連： 28，950，900円
馬連： 93，251，200円 馬単： 52，713，800円 ワイド： 57，066，700円
3連複： 120，210，400円 3連単： 183，712，700円 計： 656，933，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 380円 � 220円 � 450円 枠 連（4－4） 4，400円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 7，770円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，800円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 12，540円 3 連 単 ��� 80，520円

票 数

単勝票数 計 424107 的中 � 25503（3番人気）
複勝票数 計 786173 的中 � 51855（3番人気）� 106935（2番人気）� 42066（4番人気）
枠連票数 計 289509 的中 （4－4） 5089（13番人気）
馬連票数 計 932512 的中 �� 19409（12番人気）
馬単票数 計 527138 的中 �� 5083（22番人気）
ワイド票数 計 570667 的中 �� 16482（9番人気）�� 7965（17番人気）�� 13063（10番人気）
3連複票数 計1202104 的中 ��� 7186（42番人気）
3連単票数 計1837127 的中 ��� 1654（235番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．4―11．5―11．7―11．9―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．3―46．8―58．5―1：10．4―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーストンコラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2014．2．2 東京8着

2011．5．9生 牡5鹿 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 15戦3勝 賞金 32，284，000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。

06092 3月21日 曇 稍重 （28中山2）第8日 第8競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 カ ネ ー タ 牡4黒鹿 57
56 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 510± 01：11．4 5．3�

11 ボンボンキャスト 牝4黒鹿55 田辺 裕信山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 496＋ 2 〃 クビ 13．0�
611� アサクサレーサー 牡5黒鹿57 岩田 康誠田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 41：11．71	 7．0�
612 トミケンキルカス 牡4栗 57 柴田 善臣冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 508＋ 21：11．8	 30．2�
714
 ブルーミーフラワー 牡5鹿 57 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 484－ 21：12．0	 6．0�
48 セイウンオセアン 牡4鹿 57 武 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 458－ 21：12．1� 8．9	
713 ダイメイリシャール 牡5栗 57

55 △井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 502± 0 〃 アタマ 30．8

12 ファインダッシュ 牡4黒鹿57 横山 典弘井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B510± 0 〃 クビ 4．1�
23 ピックアンドポップ 牡4青鹿57 蛯名 正義大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 484＋ 41：12．2� 154．4�
816 アルノルフィーニ 牡4鹿 57 江田 照男ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 454＋14 〃 ハナ 90．2�
815 ハードアスリート 牡4鹿 57 西田雄一郎齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 500＋ 81：12．3クビ 119．4�
36 
 ドラゴンスパン 牡5黒鹿57 内田 博幸窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 478－ 41：12．4	 10．0�
35 モリトビャクミ 牡5芦 57

54 ▲菊沢 一樹石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 484± 0 〃 クビ 111．1�
47 
 ランディングバース 牡4鹿 57 柴田 大知 シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B544＋101：12．72 16．1�
59 ラッキーダン 牡4黒鹿57 C．ルメール 田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B484＋181：13．12� 23．1�
24 ハナズプルメリア 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 404－ 61：13．31� 50．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，148，000円 複勝： 68，261，400円 枠連： 27，998，300円
馬連： 108，653，300円 馬単： 45，964，200円 ワイド： 58，254，000円
3連複： 141，981，000円 3連単： 179，435，000円 計： 670，695，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 410円 � 230円 枠 連（1－5） 730円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 800円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 11，080円 3 連 単 ��� 63，120円

票 数

単勝票数 計 401480 的中 � 60020（2番人気）
複勝票数 計 682614 的中 � 96080（2番人気）� 36806（7番人気）� 82396（4番人気）
枠連票数 計 279983 的中 （1－5） 29547（1番人気）
馬連票数 計1086533 的中 �� 18194（18番人気）
馬単票数 計 459642 的中 �� 4188（34番人気）
ワイド票数 計 582540 的中 �� 8482（20番人気）�� 19538（7番人気）�� 7745（23番人気）
3連複票数 計1419810 的中 ��� 9609（36番人気）
3連単票数 計1794350 的中 ��� 2061（201番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―12．2―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．7―45．9―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ネ ー タ �
�
父 オンファイア �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．10．19 東京10着

2012．4．10生 牡4黒鹿 母 ウ イ ッ チ 母母 エレンディラ 15戦2勝 賞金 27，175，000円
〔制裁〕 ランディングバース号の騎手柴田大知は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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） 3頭 カシノトラダマシイ号・デルマオソマツ号・ブラボーランサー号
（非抽選馬） 1頭 ミタイナ号



06093 3月21日 曇 良 （28中山2）第8日 第9競走 ��
��1，600�

か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，27．3．21以降28．3．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

鎌ケ谷市長賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

713 ルナプロスペクター 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456± 01：35．0 2．8�
24 ミッキージョイ 牡4鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 496－ 4 〃 クビ 3．9�
816 スターファセット 牝4鹿 53 柴山 雄一吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 456＋ 41：35．1� 13．2�
12 チョコレートバイン 牝5鹿 52 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450± 01：35．2� 5．9�
36 メイショウメイゲツ 牝4鹿 52 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 452＋ 4 〃 ハナ 8．7�
23 ニシノオタケビ 牡4鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－ 41：35．41	 58．5	
815 ニーマルキング 牡4鹿 53 江田 照男板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 466± 01：35．5� 158．7

11 ジョーウォルター 牡5鹿 54 A．シュタルケ 上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 458－ 8 〃 アタマ 14．5�

（独）

48 ダイワエキスパート 牡4芦 55 柴田 大知大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 ハナ 31．1�
714 ダイワミランダ 牝4栗 53 石川裕紀人大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500－ 4 〃 ハナ 32．5
47 クロフネフリート 牡5鹿 54 三浦 皇成平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 540± 01：35．6クビ 28．4�
59 ベルプラージュ 牝5黒鹿52 吉田 豊 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 458－ 4 〃 クビ 31．9�
510 エデンロック 牡6鹿 56 福永 祐一田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 同着 26．3�
611 エスユーハリケーン 
6鹿 54 石橋 脩楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 484＋ 21：35．7クビ 60．9�
612 アイアイエンデバー 牡7黒鹿52 西田雄一郎齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 476＋12 〃 クビ 560．4�
35 アーマークラッド 
6栗 53 蛯名 正義吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 61：36．01� 61．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，778，500円 複勝： 74，951，400円 枠連： 34，189，600円
馬連： 150，956，800円 馬単： 66，482，400円 ワイド： 72，749，000円
3連複： 200，380，500円 3連単： 269，747，100円 計： 917，235，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 � 270円 枠 連（2－7） 650円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 350円 �� 600円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 6，950円

票 数

単勝票数 計 477785 的中 � 131920（1番人気）
複勝票数 計 749514 的中 � 162549（1番人気）� 128228（2番人気）� 56146（5番人気）
枠連票数 計 341896 的中 （2－7） 40759（1番人気）
馬連票数 計1509568 的中 �� 151933（1番人気）
馬単票数 計 664824 的中 �� 37940（1番人気）
ワイド票数 計 727490 的中 �� 57043（1番人気）�� 30534（4番人気）�� 20387（8番人気）
3連複票数 計2003805 的中 ��� 65327（3番人気）
3連単票数 計2697471 的中 ��� 28100（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．5―47．6―59．9―1：11．7―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ルナプロスペクター �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．10．5 新潟2着

2012．4．26生 牡4鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 11戦3勝 賞金 39，230，000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 キングクリチャン号・クリノハッチャン号
※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。

06094 3月21日 曇 稍重 （28中山2）第8日 第10競走 ��
��1，800�

か ん こ く ば じ か い

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

韓国馬事会賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 センチュリオン 牡4黒鹿57 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510± 01：52．1 6．7�

58 リ ッ カ ル ド �5芦 57 内田 博幸岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 498－ 21：52．41	 5．5�
46 マイネルオフィール 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 18．0�
713 ルファルシオン 牡5芦 57 福永 祐一 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 510－ 81：52．5
 29．8�
23 タマモネイヴィー 牡5鹿 57 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B500＋ 21：53．13
 46．8�
35 ミ ツ バ 牡4鹿 57 C．ルメール�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B460＋ 21：53．2
 2．7	
712 グッドマイスター 牡7鹿 57 田辺 裕信久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474± 01：53．73 13．9

815 デビルズハーツ 牡6鹿 57 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 488＋ 21：53．91� 37．8�
814 ミッキースマホ 牡6栗 57 岩田 康誠野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 476＋ 21：54．0クビ 10．4�
47 セトノプロミス 牡6鹿 57 吉田 豊難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 492－ 8 〃 クビ 72．4
22 フェスティヴイェル 牡5黒鹿57 戸崎 圭太臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 508－ 41：54．21 5．4�
34 タマモマズルカ 牡5黒鹿57 武 豊タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 530± 01：55．69 29．4�
611 ファイヤーロック 牡5黒鹿57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：55．91	 77．6�
11 マイネルハルカゼ 牡6鹿 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 494－ 21：56．53
 135．7�

（独）

610 コスモグレースフル 牡7鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 498± 01：57．03 118．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 55，649，700円 複勝： 89，652，900円 枠連： 45，395，000円
馬連： 197，722，300円 馬単： 82，630，400円 ワイド： 86，446，600円
3連複： 259，309，900円 3連単： 370，796，500円 計： 1，187，603，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 180円 � 390円 枠 連（5－5） 2，130円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，580円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，350円 3 連 単 ��� 40，280円

票 数

単勝票数 計 556497 的中 � 66241（4番人気）
複勝票数 計 896529 的中 � 97720（4番人気）� 152048（2番人気）� 50602（7番人気）
枠連票数 計 453950 的中 （5－5） 16516（10番人気）
馬連票数 計1977223 的中 �� 82311（5番人気）
馬単票数 計 826304 的中 �� 15956（12番人気）
ワイド票数 計 864466 的中 �� 29609（7番人気）�� 13819（17番人気）�� 13605（18番人気）
3連複票数 計2593099 的中 ��� 23266（23番人気）
3連単票数 計3707965 的中 ��� 6673（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．3―50．2―1：02．5―1：14．1―1：26．4―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F38．0
1
3
1，8，9（6，10）（13，14）（2，4，7）5，12（11，3）＝15
3，8，9，14（1，6）（13，10，12）（2，7）5（4，11）＝15

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

勝馬の
紹 介

センチュリオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．3．14 中山1着

2012．1．31生 牡4黒鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 10戦4勝 賞金 56，250，000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。

１レース目 ３レース目



06095 3月21日 晴 良 （28中山2）第8日 第11競走 ��
��1，800�第30回フラワーカップ（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000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

59 エンジェルフェイス 牝3黒鹿54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 496＋ 21：49．3 2．9�
23 ゲ ッ カ コ ウ 牝3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 448－ 21：49．51	 6．7�
510 ウインクルサルーテ 牝3鹿 54 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 402－ 6 〃 ハナ 96．6�
35 ギ モ ー ヴ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 アタマ 8．4�

（独）

611 エテルナミノル 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 434± 0 〃 クビ 58．1�
24 アオイサンシャイン 牝3黒鹿54 池添 謙一新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 81：49．6
 15．3	
11 ラブリーアモン 牝3青 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 472－ 4 〃 ハナ 9．5

48 ル フ ォ ー ル 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：49．81 7．0�
713 アオイプリンセス 牝3鹿 54 三浦 皇成新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム B432－101：49．9
 41．1
47 ラ ル ク 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B438－ 61：50．0クビ 17．8�
12 フェイズベロシティ 牝3栗 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 クビ 10．0�
36 ヴ ィ ブ ロ ス 牝3青 54 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 406－ 81：50．1
 23．0�
816 フジマサアクトレス 牝3鹿 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 442－ 8 〃 クビ 225．5�
815 ゴッドカリビアン 牝3鹿 54 �島 良太中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 436± 01：50．31 42．3�
612 ペルソナリテ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 400－ 21：50．51	 21．3�
714 カジノクイーン 牝3栗 54 黛 弘人内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 446＋ 41：51．45 411．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 185，863，000円 複勝： 266，424，100円 枠連： 146，788，000円 馬連： 656，494，000円 馬単： 274，923，000円
ワイド： 287，996，200円 3連複： 1，025，966，900円 3連単： 1，538，398，200円 5重勝： 527，388，300円 計： 4，910，241，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 210円 � 1，190円 枠 連（2－5） 820円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 440円 �� 4，500円 �� 5，840円

3 連 複 ��� 24，920円 3 連 単 ��� 82，600円

5 重 勝
対象競走：中山9R／中京10R／中山10R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 971，500円

票 数

単勝票数 計1858630 的中 � 507439（1番人気）
複勝票数 計2664241 的中 � 625467（1番人気）� 336401（2番人気）� 39706（13番人気）
枠連票数 計1467880 的中 （2－5） 137324（3番人気）
馬連票数 計6564940 的中 �� 450696（1番人気）
馬単票数 計2749230 的中 �� 116972（1番人気）
ワイド票数 計2879962 的中 �� 189093（1番人気）�� 15526（56番人気）�� 11937（64番人気）
3連複票数 計10259669 的中 ��� 30874（90番人気）
3連単票数 計15383982 的中 ��� 13502（279番人気）
5重勝票数 計5273883 的中 ����� 380

ハロンタイム 12．7―11．9―12．2―12．5―12．2―12．2―11．9―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―36．8―49．3―1：01．5―1：13．7―1：25．6―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンジェルフェイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tejano Run デビュー 2015．12．12 阪神3着

2013．3．5生 牝3黒鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord 4戦2勝 賞金 44，381，000円
〔制裁〕 ヴィブロス号の騎手内田博幸は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・2番・15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 オルレアンローズ号・カグラグレイス号・コルコバード号・シャクンタラー号・シャララ号・タガノヴィアーレ号・

バレエダンサー号・パールコード号・ビッシュ号・ファイアクリスタル号・ポロス号・レッドリュンヌ号
※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。

06096 3月21日 晴 稍重 （28中山2）第8日 第12競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

47 アバオアクー 牡4鹿 56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B502± 02：35．0 18．9�
815� リゼコーフィー 牡5黒鹿57 C．ルメール 飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 486－ 42：35．1	 7．3�
816 カ ン デ ラ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492－ 62：35．31
 8．1�
11 キールコネクション 牡4栗 56 吉田 豊水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B470－102：35．4� 27．8�
35 サトノセレリティ 牡5鹿 57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B484－ 42：35．71� 2．0�
713 ロックキャンディ 牝4黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 494－ 42：36．01	 23．6	
714 トーセンアーネスト 牡4鹿 56 菅原 隆一島川 
哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 524－102：36．31� 434．8�
611 レッドエンブレム 牡6黒鹿57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 506＋ 22：36．4� 62．1�
48 � オ ケ ア ノ ス 牡4鹿 56 江田 照男清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 518－ 22：36．5	 90．0
23 クワッドアクセル 牡4栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 466＋ 22：36．6アタマ 115．7�
12 アンヴァリッド 牡4栗 56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 536－ 82：37．23	 6．4�
510� デ ブ リ ン 牡4栗 56

54 △井上 敏樹一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-
ble, LLC 522＋ 82：37．62	 177．1�

59 アドマイヤイバマ 牡6芦 57 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 42：37．7	 26．5�
36 ディーセントワーク 牡5黒鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 02：37．91
 15．3�
612 スズカカイゼル 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子永井 啓弍氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 484± 02：38．43 20．3�
24 アムールスキー 牡5鹿 57

56 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B490－ 42：38．61 94．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，569，300円 複勝： 132，219，900円 枠連： 61，859，000円
馬連： 275，363，500円 馬単： 122，701，400円 ワイド： 126，610，100円
3連複： 297，288，100円 3連単： 535，989，500円 計： 1，639，600，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 480円 � 260円 � 280円 枠 連（4－8） 3，190円

馬 連 �� 11，250円 馬 単 �� 18，910円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 1，930円 �� 950円

3 連 複 ��� 18，330円 3 連 単 ��� 155，310円

票 数

単勝票数 計 875693 的中 � 36884（6番人気）
複勝票数 計1322199 的中 � 64533（6番人気）� 145873（2番人気）� 125367（4番人気）
枠連票数 計 618590 的中 （4－8） 15005（11番人気）
馬連票数 計2753635 的中 �� 20179（27番人気）
馬単票数 計1227014 的中 �� 4864（47番人気）
ワイド票数 計1266101 的中 �� 12102（26番人気）�� 16757（18番人気）�� 35303（9番人気）
3連複票数 計2972881 的中 ��� 12161（57番人気）
3連単票数 計5359895 的中 ��� 2502（403番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．2―36．3―49．1―1：02．1―1：15．7―1：29．0―1：41．6―1：54．4―2：07．7―2：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F53．4―3F40．6
1
�
16，14，9（2，15，6）（1，4）5，12，11，3（7，8）10，13
16（14，5）（2，15）（1，11）（9，6）（3，4，8）7，12，13，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アバオアクー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．1．31 東京6着

2012．3．31生 牡4鹿 母 バリュアットリスク 母母 ディスコホール 11戦3勝 賞金 26，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トゥヴァビエン号

５レース目



（28中山2）第8日 3月21日（月曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 190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

239，740，000円
7，480，000円
1，820，000円
26，480，000円
75，513，000円
5，212，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
670，812，600円
1，198，739，700円
464，018，100円
1，939，444，900円
914，397，300円
970，449，700円
2，683，070，700円
4，036，270，400円
527，388，300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 13，404，591，700円

総入場人員 21，705名 （有料入場人員 19，920名）



平成28年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，420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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，034，690，000円
15，180，000円
59，980，000円
13，640，000円
224，270，000円
1，000，000円
569，410，000円
39，827，200円
13，632，000円

勝馬投票券売得金
5，284，191，000円
8，125，850，600円
3，154，347，600円
13，934，212，000円
7，057，753，500円
6，672，094，700円
17，939，706，200円
31，243，269，600円
3，241，521，800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
5 重 勝
計 96，652，947，000円

総入場延人員 196，177名 （有料入場延人員 176，568名）
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