
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

06073 3月19日 晴 良 （29中山2）第7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

814 セ ラ フ ァ ン 牝3鹿 54 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 478± 01：56．5 186．6�
815 ビ ッ ザ ー ロ 牝3鹿 54 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 542 ― 〃 クビ 21．0�
22 グレイスニコ 牝3栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 460－ 21：56．6� 17．5�
611 エオスフォス 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新冠 小泉 学 498＋ 81：57．23� 3．6�
713 ラインディオーネ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 432± 01：57．3� 45．7	
23 チャームクォーク 牝3栗 54 田辺 裕信 
キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：57．4� 5．7�
46 アバンドーネ 牝3鹿 54 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 浦河 山下 恭茂 472± 01：57．72 12．2�
58 トウカイリオナ 牝3青鹿54 田中 勝春内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 444＋ 41：57．8クビ 12．6
712 ハ ナ サ キ 牝3青 54

52 △木幡 巧也鈴木 康弘氏 小野 次郎 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 B454－121：58．33 6．5�

11 ルージュカフェ 牝3黒鹿54 横山 和生梶原 哲朗氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 494 ―1：59．36 10．2�
34 バトルオサンナ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 沖田牧場 456－ 62：00．15 23．3�
610 カラーアゲン 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 22：00．2クビ 17．2�
59 ドラゴンランス 牝3栗 54 内田 博幸子安 裕樹氏 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 478－ 22：00．41� 6．5�
47 クリノタブマン 牝3青鹿54 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 青森 佐々木牧場 402± 02：01．67 343．6�
35 ニコーズステージ 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹
キヨタケ牧場 尾形 充弘 新ひだか キヨタケ牧場 464＋ 62：05．1大差 306．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，347，200円 複勝： 41，673，400円 枠連： 18，478，200円
馬連： 70，350，700円 馬単： 33，358，400円 ワイド： 43，743，500円
3連複： 104，639，600円 3連単： 117，053，000円 計： 457，644，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，660円 複 勝 � 4，120円 � 970円 � 640円 枠 連（8－8） 91，210円

馬 連 �� 152，290円 馬 単 �� 410，140円

ワ イ ド �� 34，230円 �� 26，950円 �� 6，590円

3 連 複 ��� 784，790円 3 連 単 ��� 7，071，950円

票 数

単勝票数 計 283472 的中 � 1215（13番人気）
複勝票数 計 416734 的中 � 2533（13番人気）� 11506（11番人気）� 18079（8番人気）
枠連票数 計 184782 的中 （8－8） 157（33番人気）
馬連票数 計 703507 的中 �� 358（89番人気）
馬単票数 計 333584 的中 �� 61（180番人気）
ワイド票数 計 437435 的中 �� 329（84番人気）�� 418（76番人気）�� 1725（60番人気）
3連複票数 計1046396 的中 ��� 100（367番人気）
3連単票数 計1170530 的中 ��� 12（2338番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―13．4―13．3―12．5―12．6―13．2―13．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―38．0―51．3―1：03．8―1：16．4―1：29．6―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

セ ラ フ ァ ン �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．15 東京18着

2014．4．6生 牝3鹿 母 システィンチャペル 母母 サドラーズギャル 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ニコーズステージ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノタブマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月19日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ニコーズステージ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年4月19日まで出走できない。
※出走取消馬 デルマネライウチ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 センノギモーヴ号
（非抽選馬） 1頭 メガミノキセキ号

06074 3月19日 晴 良 （29中山2）第7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

34 � ブランメジェール 牝3芦 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox

Farm 464－ 81：12．2 2．1�
22 バトルサンバ 牡3栗 56 田辺 裕信山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 508－ 41：12．62� 3．7�
611� セイウンチャーム 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 手塚 貴久 米 H. Allen

Poindexter 472± 01：13．02� 3．6�
47 ミラクルゲート 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 438＋ 41：13．42� 27．8�
712 トラストエンジェル 牝3黒鹿54 和田 竜二菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 408－ 21：13．5� 50．3�
610 ガッテンパートナー 牡3栗 56 松岡 正海大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 458± 01：13．6� 10．6	
814 レ イ バ ッ ク 牡3鹿 56 北村 宏司�Basic 池上 昌和 平取 赤石牧場 456＋ 41：13．91	 155．7

46 ラフメイカー 牝3鹿 54 西田雄一郎�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 B476＋141：14．0	 134．5�
815 ユイノムテキ 牡3鹿 56 長岡 禎仁由井健太郎氏 黒岩 陽一 新ひだか 萩澤 俊雄 478－ 2 〃 クビ 28．6
59 アポロセシル 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 402± 01：14．63� 212．5�
11 デ リ ツ ィ エ 牝3栗 54 内田 博幸 �二風谷ファーム 田島 俊明 平取 びらとり牧場 420－ 2 〃 アタマ 102．0�
35 ヴィアグローリアス 牝3青鹿 54

52 △木幡 巧也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 454± 01：14．81
 68．9�

23 カネトシユキミ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 392－ 81：15．11	 87．5�
713 イチネンイチクミ 牡3栗 56 二本柳 壮藤本 彰氏 武市 康男 浦河 小島牧場 436＋ 81：16．58 217．8�
58 ジャックマニー 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 430＋ 21：16．81	 459．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，896，100円 複勝： 63，546，300円 枠連： 23，610，700円
馬連： 70，316，900円 馬単： 40，685，500円 ワイド： 42，910，300円
3連複： 103，719，200円 3連単： 164，796，700円 計： 543，481，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（2－3） 320円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 160円 �� 220円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，200円

票 数

単勝票数 計 338961 的中 � 125977（1番人気）
複勝票数 計 635463 的中 � 294873（1番人気）� 86226（3番人気）� 100564（2番人気）
枠連票数 計 236107 的中 （2－3） 55602（2番人気）
馬連票数 計 703169 的中 �� 149459（2番人気）
馬単票数 計 406855 的中 �� 51286（2番人気）
ワイド票数 計 429103 的中 �� 71146（2番人気）�� 73642（1番人気）�� 42213（3番人気）
3連複票数 計1037192 的中 ��� 252169（1番人気）
3連単票数 計1647967 的中 ��� 99197（1番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―12．1―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブランメジェール �
�
父 Hansen �

�
母父 Cat Thief デビュー 2016．11．13 東京3着

2014．5．21生 牝3芦 母 Debit Or Credit 母母 Pasampsi 5戦1勝 賞金 10，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャックマニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月19日まで平地競

走に出走できない。
イチネンイチクミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月19日まで平地競
走に出走できない。

※出走取消馬 ニシノルーツ号（疾病〔右第1指骨々折〕のため）

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月19日 晴 良 （29中山2）第7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

510 スペルマロン 牡3栗 56 内田 博幸西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 502－ 61：56．8 3．0�
816 シンコーマーチャン 牡3鹿 56 吉田 豊豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B486－ 21：57．43� 88．5�
59 ラインアストロ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 450± 0 〃 クビ 77．7�
48 マスカレードシチー 牡3青鹿56 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 B488－ 2 〃 アタマ 14．7�
12 ウインコーラル 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 484＋ 21：57．5クビ 25．0�
47 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 高野 和馬西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 522－ 41：57．71� 9．3	
35 ボナジョルナータ 牡3鹿 56 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 504＋ 21：58．33� 2．5

612 シンパンジャ 牡3黒鹿56 和田 竜二深澤 朝房氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 486＋ 61：58．51� 20．7�
713 ペトロニウス 牡3鹿 56 大野 拓弥窪田 康志氏 栗田 徹 安平 追分ファーム 494± 01：58．6クビ 44．7�
36 サクラトップキング 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹�トップフェロウ宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B518± 0 〃 クビ 382．6
23 マ ス ラ オ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 438－ 21：58．7クビ 5．7�
24 クリノアンヌ 牝3栃栗54 菱田 裕二栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456± 01：59．12� 89．2�
611 コウユーモエルコイ 牝3黒鹿54 平野 優加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 456－ 61：59．2クビ 391．8�
11 テンノイチゲキ 牡3栗 56

54 △木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 454＋121：59．3� 114．4�
714 クラウンマックス 牡3黒鹿56 西田雄一郎矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 482＋ 11：59．83 114．5�
815 ミ コ タ マ 牝3黒鹿54 岩部 純二古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル 442± 02：01．6大差 160．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，419，500円 複勝： 43，533，600円 枠連： 21，042，700円
馬連： 68，273，700円 馬単： 37，748，100円 ワイド： 41，973，600円
3連複： 97，675，100円 3連単： 136，426，900円 計： 477，093，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 1，330円 � 1，460円 枠 連（5－8） 7，750円

馬 連 �� 11，050円 馬 単 �� 17，080円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 2，550円 �� 32，920円

3 連 複 ��� 134，910円 3 連 単 ��� 575，050円

票 数

単勝票数 計 304195 的中 � 80396（2番人気）
複勝票数 計 435336 的中 � 105167（2番人気）� 6747（10番人気）� 6104（11番人気）
枠連票数 計 210427 的中 （5－8） 2103（19番人気）
馬連票数 計 682737 的中 �� 4788（27番人気）
馬単票数 計 377481 的中 �� 1657（41番人気）
ワイド票数 計 419736 的中 �� 4431（19番人気）�� 4290（21番人気）�� 323（86番人気）
3連複票数 計 976751 的中 ��� 543（154番人気）
3連単票数 計1364269 的中 ��� 172（725番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．3―13．5―13．0―12．7―12．9―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―38．0―51．5―1：04．5―1：17．2―1：30．1―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペルマロン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．8．7 新潟12着

2014．3．28生 牡3栗 母 チャンピオンダイヤ 母母 ジェニーソング 9戦1勝 賞金 15，400，000円
〔制裁〕 ボナジョルナータ号の騎手伊藤工真は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番）

06076 3月19日 晴 良 （29中山2）第7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）
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

47 ナスノカンザン 牡3鹿 56 田辺 裕信�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 512 ―1：58．3 4．7�

611 スターズインヘヴン 牝3鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460 ―1：59．04 7．2�

11 シグネットリング 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 498 ―1：59．1クビ 8．6�
816 フライングゲット 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 444 ― 〃 クビ 46．9�
48 ゴールドアドミラル 牡3芦 56

54 △井上 敏樹山田 弘氏 高木 登 日高 シンボリ牧場 500 ―1：59．31� 54．1	
36 レッドフェンリル 牡3鹿 56 北村 宏司 
東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 524 ―1：59．61� 11．5�
59 ジュンマシュウ 牡3黒鹿56 大野 拓弥河合 純二氏 斎藤 誠 洞	湖 レイクヴィラファーム 528 ―1：59．7
 2．4�
510 ダンディードリーム 牡3黒鹿56 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 日高 三輪牧場 498 ― 〃 ハナ 28．9
714 ノーブルリング 牝3鹿 54 津村 明秀吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 有限会社石川牧場 496 ―2：00．01� 65．1�
612 クインズベガ 牡3鹿 56 藤岡 佑介亀田 和弘氏 和田 正道 新冠 隆栄牧場 568 ―2：01．59 25．5�
24 イノデザイヤ 牝3栗 54 杉原 誠人井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山際牧場 468 ―2：01．82 86．7�
35 スキッピングハート 牝3鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 454 ―2：02．22
 15．5�
815 ラディアントシチー 牡3黒鹿56 内田 博幸 
友駿ホースクラブ 斎藤 誠 浦河 駿河牧場 514 ―2：03．47 18．2�
12 リワードクラング �3栗 56

53 ▲木幡 育也宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社
リワード 462 ―2：03．72 58．5�

23 バロネスブルー 牝3栗 54 原田 和真 
ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 446 ―2：04．65 196．1�

713 グリーンマーチ 牡3黒鹿56 西田雄一郎岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 488 ― （競走中止） 147．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，038，100円 複勝： 39，938，100円 枠連： 20，939，100円
馬連： 63，739，000円 馬単： 33，267，300円 ワイド： 39，575，800円
3連複： 83，569，700円 3連単： 103，797，400円 計： 416，864，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 230円 � 230円 枠 連（4－6） 1，600円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 640円 �� 750円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 22，850円

票 数

単勝票数 計 320381 的中 � 54412（2番人気）
複勝票数 計 399381 的中 � 61017（2番人気）� 44403（3番人気）� 42208（4番人気）
枠連票数 計 209391 的中 （4－6） 10116（8番人気）
馬連票数 計 637390 的中 �� 27615（6番人気）
馬単票数 計 332673 的中 �� 6465（10番人気）
ワイド票数 計 395758 的中 �� 16224（5番人気）�� 13567（7番人気）�� 8476（11番人気）
3連複票数 計 835697 的中 ��� 13791（10番人気）
3連単票数 計1037974 的中 ��� 3292（47番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．5―39．3―52．9―1：05．9―1：18．4―1：31．7―1：44．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナスノカンザン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2014．2．5生 牡3鹿 母 ナスノフィオナ 母母 ナスノフローラ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 グリーンマーチ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バロネスブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月19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 アルバニアカフェ号・オプレスバイオ号・オールドフレイム号・キャノンショット号・キンナリー号・

グランティエラ号・スピニングスターズ号・ソルーナブルー号・デルママイウェイ号・ブルーフォース号・
ペイシャボム号・モズダイキチ号・ラヴタクティクス号



06077 3月19日 晴 良 （29中山2）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右）

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

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

612 グローリーハンター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太平井 裕氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 510 ―2：02．3 6．3�
23 マイネルヴンシュ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 4 〃 クビ 11．6�
35 コ ン ボ ル ド 牡3芦 56 田辺 裕信金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B450－ 62：02．51 2．0�
815 ラ レ ゾ ン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 02：03．35 76．4�
47 ミッキークロス 牝3青鹿 54

52 △木幡 巧也野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426－ 6 〃 クビ 22．0	
48 メイプルストロング 牡3鹿 56 柴田 善臣節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 506± 02：03．4� 6．6

11 オーロラエンブレム 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424＋ 42：03．5� 6．0�
59 ユキノレーヌ 牝3栗 54 津村 明秀井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 416＋ 22：03．81� 31．0�
12 ドナアブディアス 牡3鹿 56 北村 宏司 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514 ―2：05．28 37．4

714 バ レ ッ テ ィ 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 502 ―2：05．51� 17．5�
510 リ ュ ネ ッ ト 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 422＋ 82：05．6� 423．3�
611 シャトウチョウサン 牝3鹿 54 柴山 雄一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 440－ 82：05．92 248．7�
816 サンキューゴッド �3鹿 56 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500－202：06．21� 125．6�
24 タカラキングダム �3鹿 56 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 464＋ 82：06．52 350．4�
36 ム ッ ク ン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 508＋182：06．6� 137．0�
713 イエローセクション 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 378－ 62：06．8� 495．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，501，500円 複勝： 68，504，600円 枠連： 20，283，400円
馬連： 85，630，900円 馬単： 45，721，300円 ワイド： 52，446，900円
3連複： 111，189，500円 3連単： 158，363，600円 計： 586，641，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 220円 � 110円 枠 連（2－6） 4，000円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 7，700円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 310円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 18，840円

票 数

単勝票数 計 445015 的中 � 56207（3番人気）
複勝票数 計 685046 的中 � 56607（4番人気）� 50923（5番人気）� 309818（1番人気）
枠連票数 計 202834 的中 （2－6） 3929（13番人気）
馬連票数 計 856309 的中 �� 14846（14番人気）
馬単票数 計 457213 的中 �� 4450（26番人気）
ワイド票数 計 524469 的中 �� 10401（13番人気）�� 46393（2番人気）�� 42584（4番人気）
3連複票数 計1111895 的中 ��� 44624（5番人気）
3連単票数 計1583636 的中 ��� 6092（64番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．6―12．8―12．5―12．1―11．8―12．4―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．3―49．1―1：01．6―1：13．7―1：25．5―1：37．9―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．8
1
3
6－5，15（9，16）3（4，7）（1，10）11，8（2，13）－12－14・（6，5）15，16，9，3，1（4，7）－（2，10，12）8－（13，11）14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グローリーハンター �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Titus Livius 初出走

2014．2．6生 牡3黒鹿 母 ハンターズマーク 母母 Manfath 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウイントリニティー号・オーシャンティ号・クインズゴールド号・バーンザブリッジ号・フリージングレイン号

06078 3月19日 晴 良 （29中山2）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00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

68 ポールヴァンドル 牝3芦 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 536－ 81：36．1 2．7�
44 ダイシンクイント 牡3黒鹿 56

53 ▲川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 480＋ 61：36．2� 24．4�
812� ナイルストーリー 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 吉田 和美氏 堀 宣行 米 Michelle Redding

& France Weiner 494＋ 61：36．3	 5．0�
（独）

22 アーリーサプライズ 牡3青鹿 56
54 △木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 490－ 4 〃 ハナ 20．5�

69 スズカフロンティア 牡3鹿 56 石川裕紀人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426－ 2 〃 クビ 20．6�
33 スーパーブレイク 牡3黒鹿56 藤岡 佑介堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 462－ 21：36．4クビ 6．3	
710 ロ ジ ベ ス ト 牡3黒鹿56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 488－ 21：36．61	 5．8

813 クイントゥープル 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 432＋121：36．81
 54．0�
57 マイネルエパティカ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：37．43	 100．7
56 ビーハッピー 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 464＋121：37．61	 185．5�
11 ギャラクシーキング 牡3芦 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 458± 0 〃 アタマ 307．5�
45 ココホレワンワン 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 原 フアーム 474－ 21：37．7クビ 178．8�
711 ミッキーワイン 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 484－ 21：38．12	 5．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，791，900円 複勝： 48，089，700円 枠連： 19，998，400円
馬連： 78，888，400円 馬単： 40，881，900円 ワイド： 45，572，800円
3連複： 94，431，600円 3連単： 142，653，000円 計： 508，307，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 400円 � 190円 枠 連（4－6） 2，800円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 330円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 26，890円

票 数

単勝票数 計 377919 的中 � 111424（1番人気）
複勝票数 計 480897 的中 � 122771（1番人気）� 22521（8番人気）� 63460（4番人気）
枠連票数 計 199984 的中 （4－6） 5526（10番人気）
馬連票数 計 788884 的中 �� 19605（12番人気）
馬単票数 計 408819 的中 �� 5722（23番人気）
ワイド票数 計 455728 的中 �� 9430（14番人気）�� 40085（3番人気）�� 4524（27番人気）
3連複票数 計 944316 的中 ��� 12789（21番人気）
3連単票数 計1426530 的中 ��� 3845（93番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．1―12．4―12．4―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．5―59．9―1：12．3―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

ポールヴァンドル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fasliyev デビュー 2016．10．9 東京2着

2014．3．22生 牝3芦 母 レディドーヴィル 母母 Mercalle 5戦2勝 賞金 18，300，000円
※ギャラクシーキング号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



06079 3月19日 晴 良 （29中山2）第7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 アオイオンリーワン 牡5栗 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518－ 21：54．4 4．0�
714 ポルトボナール 牡5黒鹿 57

55 △井上 敏樹後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 498＋121：55．35 37．2�
36 � ビ ー ハ グ �5黒鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B468－121：55．51� 94．4�
612 エリモグレイス 牡4鹿 57 松岡 正海山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 488－ 81：55．6	 9．7�
35 マイネルネッツ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 494＋141：55．7	 16．9�
816 ア ウ ア ウ 牝4鹿 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 510＋121：55．91� 30．6	
59 ジェイケイライアン 牡5鹿 57 勝浦 正樹小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B482＋ 2 〃 ハナ 6．7

23 グラスレグナム 牡4鹿 57 大野 拓弥半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B494＋ 21：56．0クビ 10．2�
12 ト ゥ ル ッ リ 牡5芦 57 和田 竜二�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 484－ 6 〃 ハナ 12．3
611 ダイワハッスル 牡5栃栗57 石川裕紀人大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B484－ 21：56．1	 4．7�
24 コスモバーダン 牡5鹿 57 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 528＋201：56．2
 155．0�
815 マサノジェット 牡4栗 57 田辺 裕信古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 新ひだか 嶋田牧場 476± 01：56．73 6．3�
713 ダイワリアクション 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 526＋ 21：56．8	 45．8�
48 カ ム イ 牡4鹿 57 柴田 善臣川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 470± 01：57．01� 78．6�
47 ルノンキュール 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 育也山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 アタマ 33．8�
510 ネオヴァリアント 牡6鹿 57 菱田 裕二小林 仁幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 478－ 61：58．27 96．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，322，400円 複勝： 52，791，700円 枠連： 28，316，100円
馬連： 96，040，300円 馬単： 41，056，800円 ワイド： 58，389，500円
3連複： 126，311，800円 3連単： 150，448，300円 計： 588，676，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 830円 � 1，420円 枠 連（1－7） 4，610円

馬 連 �� 12，140円 馬 単 �� 15，700円

ワ イ ド �� 3，630円 �� 5，680円 �� 23，340円

3 連 複 ��� 206，390円 3 連 単 ��� 1，019，390円

票 数

単勝票数 計 353224 的中 � 69017（1番人気）
複勝票数 計 527917 的中 � 81040（2番人気）� 15046（10番人気）� 8399（14番人気）
枠連票数 計 283161 的中 （1－7） 4757（19番人気）
馬連票数 計 960403 的中 �� 6128（35番人気）
馬単票数 計 410568 的中 �� 1961（58番人気）
ワイド票数 計 583895 的中 �� 4183（37番人気）�� 2655（58番人気）�� 640（103番人気）
3連複票数 計1263118 的中 ��� 459（342番人気）
3連単票数 計1504483 的中 ��� 107（1796番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．9―51．2―1：03．8―1：15．9―1：28．5―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アオイオンリーワン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2015．3．8 中山1着

2012．3．21生 牡5栗 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design 11戦3勝 賞金 24，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クラウンノキセキ号・ライムチャン号

06080 3月19日 晴 良 （29中山2）第7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

24 エビスリアン 牡4鹿 57 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B474－ 61：11．8 7．4�
11 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 494＋10 〃 ハナ 39．6�
612 マサノシーザー 牡4鹿 57 大野 拓弥猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 488－ 61：12．12 4．9�
816 キョウエイスコール 牡4栗 57 内田 博幸田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 494－ 21：12．31� 3．3�
713 パミーナコラッジョ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅桜井 忠隆氏 水野 貴広 新冠 須崎牧場 482－ 41：12．51� 62．5�
12 	 リアリゾンルレーヴ 牝4鹿 55 松岡 正海吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B468± 0 〃 クビ 22．6�
23 リンガスヴィグラス 牝5鹿 55 田辺 裕信伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 478± 01：12．6クビ 5．5	
611 サウスリュウセイ 牡5鹿 57 西田雄一郎南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 478± 0 〃 クビ 49．1

815 カシノアーニング 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 444－ 41：13．02
 194．2�
510� エスプリベルテ 牡4栗 57 石川裕紀人小田 吉男氏 斎藤 誠 新ひだか 佐竹 学 508＋161：13．21
 119．6�
35 ニシノクラッチ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太成田 隆好氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 500＋ 81：13．3
 32．9
48 スズカハイルーラー 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452＋ 21：13．4クビ 80．1�
47 デルマチカラ 牡4黒鹿57 A．シュタルケ 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 492－ 21：13．61� 14．2�

（独）

714 イーガーアフェクト 牡4黒鹿57 和田 竜二ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 上山牧場 502－ 21：13．7
 48．7�
59 	� トーセンアルバータ 牝4鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 豪

Arrowfield Pastoral Pty
Ltd, Planette Thorough-
bred Trading, Belford Pr

474＋ 81：14．33
 7．5�
36 	 ノーザンバローズ �5鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Craig D.

Upham 508＋16 〃 クビ 20．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，448，000円 複勝： 58，690，600円 枠連： 31，647，800円
馬連： 106，897，000円 馬単： 46，178，400円 ワイド： 61，447，700円
3連複： 144，396，500円 3連単： 177，937，100円 計： 663，643，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 270円 � 1，030円 � 190円 枠 連（1－2） 1，990円

馬 連 �� 18，750円 馬 単 �� 24，450円

ワ イ ド �� 4，670円 �� 750円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 25，060円 3 連 単 ��� 169，510円

票 数

単勝票数 計 364480 的中 � 39137（4番人気）
複勝票数 計 586906 的中 � 56504（4番人気）� 11732（12番人気）� 99970（2番人気）
枠連票数 計 316478 的中 （1－2） 12304（8番人気）
馬連票数 計1068970 的中 �� 4418（47番人気）
馬単票数 計 461784 的中 �� 1416（68番人気）
ワイド票数 計 614477 的中 �� 3289（44番人気）�� 22187（7番人気）�� 3668（39番人気）
3連複票数 計1443965 的中 ��� 4321（77番人気）
3連単票数 計1779371 的中 ��� 761（492番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．9―12．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エビスリアン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Chief Seattle デビュー 2016．1．31 東京4着

2013．5．13生 牡4鹿 母 エビスオール 母母 Auction Cat 9戦2勝 賞金 17，150，000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 ケンブリッジリニア号
※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。



06081 3月19日 晴 良 （29中山2）第7日 第9競走 ��
��1，600�

まくはり

幕張ステークス
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 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

710� キャンベルジュニア 牡5鹿 57 A．シュタルケ 吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

536＋ 41：33．3 1．9�
（独）

813 ド ー ヴ ァ ー 牡4栗 57 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋161：33．62 5．2�

33 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 57 戸崎 圭太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 502＋ 21：33．91	 21．0�
812 カバーストーリー 牡6栗 57 大野 拓弥前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 480－ 81：34．0	 139．2�
69 ストーミーシー 牡4栗 57 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 524－ 41：34．1
 12．2�
11 ピンストライプ 牡5青鹿57 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 536＋ 21：34．31 6．2	
45 メイショウメイゲツ 牝5鹿 55 田辺 裕信松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 466－ 4 〃 ハナ 24．9

22 チャンピオンルパン 牡6鹿 57 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 484± 0 〃 クビ 27．3�
68 ティーエスネオ 牡6芦 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 530± 0 〃 ハナ 23．2�
44 バ イ ガ エ シ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 518＋ 61：34．62 9．9
57 セイクレットレーヴ 牡8鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 474－ 61：34．7クビ 105．9�
56 ライブリシュネル 牡7鹿 57 松若 風馬加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 482－10 〃 アタマ 236．7�
711 マイネルメリエンダ 牡6栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 508＋14 〃 ハナ 41．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 61，633，800円 複勝： 89，490，100円 枠連： 30，095，200円
馬連： 160，159，700円 馬単： 74，543，200円 ワイド： 81，621，100円
3連複： 201，677，900円 3連単： 312，010，100円 計： 1，011，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 330円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 290円 �� 730円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 8，030円

票 数

単勝票数 計 616338 的中 � 249232（1番人気）
複勝票数 計 894901 的中 � 349542（1番人気）� 105473（3番人気）� 40981（7番人気）
枠連票数 計 300952 的中 （7－8） 48770（1番人気）
馬連票数 計1601597 的中 �� 215245（1番人気）
馬単票数 計 745432 的中 �� 65648（2番人気）
ワイド票数 計 816211 的中 �� 82191（2番人気）�� 27253（7番人気）�� 16412（16番人気）
3連複票数 計2016779 的中 ��� 53612（6番人気）
3連単票数 計3120101 的中 ��� 28136（11番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．1―11．4―11．7―12．1―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―34．6―46．0―57．7―1：09．8―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

�キャンベルジュニア �
�
父 Encosta De Lago �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2015．4．25 東京1着

2012．7．27生 牡5鹿 母 Melito 母母 Cloister 10戦5勝 賞金 81，102，000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。

06082 3月19日 晴 良 （29中山2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

ち ば

千葉ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，28．3．19以降29．3．12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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510� ナンチンノン 牡6栗 55 丸田 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.
Alexander 532－ 41：09．9 27．9�

815 ア ト ラ ン タ 牡5鹿 52 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 548－ 21：10．22 6．4�
611 アールプロセス 牡6鹿 55 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 510－ 41：10．41� 7．8�
612 ニットウスバル 牡5鹿 55 戸崎 圭太�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 522＋ 41：10．61 3．8�
48 ポメグラネイト 牡6栗 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 566－20 〃 アタマ 35．2�
713 マキャヴィティ 牡6栗 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 千歳 社台ファーム 504－181：10．7クビ 48．7

36 ナリタスターワン 牡5鹿 55 柴田 善臣	オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 470－ 41：10．8� 9．3�
816 ワ デ ィ 牝6栗 54 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 21：10．9� 5．2�
11 エイシンヴァラー 牡6鹿 56 石橋 脩	栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 516－ 21：11．0	 10．8
12 ゴーイングパワー 牡8鹿 56 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 500－14 〃 ハナ 22．6�
59 スウィープアウェイ 牡6芦 54 柴山 雄一藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 480＋ 2 〃 ハナ 37．6�
23 オースミイージー 牡9鹿 52 柴田 大知	オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 498－101：11．31� 225．4�
47 ス ミ レ 牝4鹿 52 菱田 裕二林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 クビ 13．2�
714 シ ゲ ル カ ガ 牡6鹿 55 酒井 学森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 516－101：11．51
 62．3�
35 ペイシャモンシェリ 牡6鹿 55 田辺 裕信北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 476－ 61：12．13� 24．0�
24 �� ワイドエクセレント 牡7鹿 54 内田 博幸古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast

Farms LLC 558－ 81：12．84 34．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 67，912，600円 複勝： 105，985，400円 枠連： 64，106，700円
馬連： 225，051，600円 馬単： 89，685，200円 ワイド： 117，601，200円
3連複： 333，598，600円 3連単： 427，380，500円 計： 1，431，321，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 620円 � 260円 � 240円 枠 連（5－8） 2，790円

馬 連 �� 10，490円 馬 単 �� 26，980円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 2，490円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 26，030円 3 連 単 ��� 211，210円

票 数

単勝票数 計 679126 的中 � 19456（10番人気）
複勝票数 計1059854 的中 � 38614（9番人気）� 114053（4番人気）� 123566（3番人気）
枠連票数 計 641067 的中 （5－8） 17781（12番人気）
馬連票数 計2250516 的中 �� 16622（39番人気）
馬単票数 計 896852 的中 �� 2493（95番人気）
ワイド票数 計1176012 的中 �� 11865（34番人気）�� 12015（31番人気）�� 30009（8番人気）
3連複票数 計3335986 的中 ��� 9610（90番人気）
3連単票数 計4273805 的中 ��� 1467（719番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．0―11．7―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．2―44．9―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．7
3 15，10，14（2，6）16，8，9－（1，11）7（13，4）－（12，5）3 4 15，10（2，6，14）（8，16）9，11，7，1（13，4）12（3，5）

勝馬の
紹 介

�ナンチンノン �
�
父 Parading �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2013．12．7 中山1着

2011．5．12生 牡6栗 母 Etro 母母 Paisley Fashion 26戦6勝 賞金 120，831，000円
〔発走状況〕 ペイシャモンシェリ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

１レース目 ３レース目



06083 3月19日 晴 良 （29中山2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第66回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

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

フジテレビ賞（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 812，000円 232，000円 116，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

810 ウインブライト 牡3芦 56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 460－121：48．4 8．1�
78 アウトライアーズ 牡3鹿 56 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 482± 01：48．5� 3．5�
67 プラチナヴォイス 牡3鹿 56 和田 竜二本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 B504－ 61：48．6� 19．3�
79 サトノアレス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500± 01：48．7	 3．2�
811 トリコロールブルー 牡3青鹿56 M．デムーロ �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 3．9	
55 エトルディーニュ 牡3青鹿56 柴山 雄一柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 482－ 21：49．01� 24．6

33 オールザゴー 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 81：49．42� 21．4�
44 ストロングレヴィル 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 61：50．67 67．9�
（独）

11 ダノンケンリュウ 牡3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 472± 0 〃 ハナ 129．3
66 モンドキャンノ 牡3鹿 56 大野 拓弥ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：50．7	 8．0�
22 サウンドテーブル 牡3黒鹿56 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新ひだか 金 球美 486＋ 21：51．87 268．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 244，168，500円 複勝： 309，312，400円 枠連： 117，233，000円 馬連： 803，166，300円 馬単： 346，058，300円
ワイド： 319，198，400円 3連複： 1，052，779，200円 3連単： 2，193，834，400円 5重勝： 733，437，400円 計： 6，119，187，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 160円 � 440円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，760円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 34，730円

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

キャリーオーバー なし����� 442，210円

票 数

単勝票数 計2441685 的中 � 238886（5番人気）
複勝票数 計3093124 的中 � 304834（5番人気）� 631276（2番人気）� 146080（7番人気）
枠連票数 計1172330 的中 （7－8） 345421（1番人気）
馬連票数 計8031663 的中 �� 488640（6番人気）
馬単票数 計3460583 的中 �� 77908（15番人気）
ワイド票数 計3191984 的中 �� 200951（5番人気）�� 44138（23番人気）�� 71578（14番人気）
3連複票数 計10527792 的中 ��� 118276（27番人気）
3連単票数 計21938344 的中 ��� 45786（132番人気）
5重勝票数 計7334374 的中 ����� 1161

ハロンタイム 12．6―11．7―12．1―12．2―11．7―11．8―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．4―48．6―1：00．3―1：12．1―1：24．2―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．3
1
3
2，3（1，4，6）－5－7－10，8，11，9・（2，3）6（4，5）1，7（8，10）（9，11）

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

勝馬の
紹 介

ウインブライト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2016．6．26 東京6着

2014．5．12生 牡3芦 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 6戦3勝 賞金 74，714，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりウインブライト号・アウトライアーズ号・プラチナヴォイス号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06084 3月19日 晴 良 （29中山2）第7日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （芝・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

89 ロッカフラベイビー 牝5黒鹿55 M．デムーロ山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466＋122：01．5 4．4�
55 トーセンラーク 牝5栗 55 江田 照男島川 �哉氏 武市 康男 浦河 中神牧場 490＋ 62：02．13� 93．0�
66 ブルックデイル 牝5青鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B476＋ 4 〃 アタマ 13．4�
810 アドヴェントス 牝4黒鹿55 A．シュタルケ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458－ 42：02．42 1．7�

（独）

11 ラベンダーメモリー 牝4鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B438－ 2 〃 アタマ 6．0	
77 キズナエンドレス 牝6鹿 55 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 474－ 42：02．5� 29．3

44 ウインマハロ 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 432－ 82：02．6� 12．6�
33 デルマサリーチャン 牝6鹿 55 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476± 02：02．7クビ 18．9
78 マ ユ キ 牝6栗 55

52 ▲川又 賢治稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 488± 02：02．91� 144．1�
22 ヴェルジョワーズ 牝6鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 4 〃 クビ 21．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 87，458，800円 複勝： 143，837，300円 枠連： 42，099，800円
馬連： 189，972，100円 馬単： 115，089，300円 ワイド： 106，930，000円
3連複： 241，531，600円 3連単： 580，144，400円 計： 1，507，063，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 280円 � 2，330円 � 490円 枠 連（5－8） 3，570円

馬 連 �� 15，800円 馬 単 �� 20，920円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 700円 �� 8，510円

3 連 複 ��� 36，950円 3 連 単 ��� 182，710円

票 数

単勝票数 計 874588 的中 � 157144（2番人気）
複勝票数 計1438373 的中 � 153016（2番人気）� 14101（9番人気）� 77602（4番人気）
枠連票数 計 420998 的中 （5－8） 9136（8番人気）
馬連票数 計1899721 的中 �� 9316（30番人気）
馬単票数 計1150893 的中 �� 4125（41番人気）
ワイド票数 計1069300 的中 �� 6141（31番人気）�� 42056（7番人気）�� 3117（37番人気）
3連複票数 計2415316 的中 ��� 4902（71番人気）
3連単票数 計5801444 的中 ��� 2302（339番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．6―49．5―1：01．9―1：13．7―1：25．7―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロッカフラベイビー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2014．11．24 東京1着

2012．1．19生 牝5黒鹿 母 シーディドアラバイ 母母 ロココスタイル 19戦3勝 賞金 61，469，000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。

５レース目



（29中山2）第7日 3月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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
厩務員出走奨励金

291，690，000円
5，060，000円
14，520，000円
2，110，000円
34，820，000円
68，979，000円
4，685，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
739，938，400円
1，065，393，200円
437，851，100円
2，018，486，600円
944，273，700円
1，011，410，800円
2，695，520，300円
4，664，845，400円
733，437，400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 14，311，156，900円

総入場人員 29，387名 （有料入場人員 27，023名）
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