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09013 3月26日 小雨 良 （29中山3）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55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

59 スプリットステップ 牝3鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 482－ 61：57．2 1．7�
611 ナムラアヴィ 牝3栗 54 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 476＋ 41：57．62� 6．6�
35 キ ン ナ リ ー 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 ハナ 53．7�
23 センノギモーヴ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 426＋101：57．81� 45．2�
47 メイスンブルーム 牝3黒鹿54 長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 458－ 61：57．9クビ 4．8�
815 ヒ ス イ 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B492＋ 21：58．0� 20．1	
510 メガミノキセキ 牝3黒鹿54 柴田 大知落合 幸弘氏 矢野 英一 様似 中村 俊紀 B470＋ 61：58．63� 34．9

12 トロイメライ 牝3黒鹿54 西田雄一郎飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B518＋ 21：58．7クビ 19．3�
48 サ ラ ノ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎加藤 光淑氏 小島 茂之 新ひだか 木村 秀則 424－ 41：59．76 181．9�
714 ラヴブロッサム 牝3青鹿54 江田 照男Basic 田村 康仁 新冠 佐藤牧場 442－ 42：00．01� 73．9�
816 ロマンチックフェス 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹明栄商事 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 422 ―2：00．1� 187．1�
612 バルトランス 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 安惠氏 萱野 浩二 安平 追分ファーム 496 ―2：00．2クビ 101．1�
36 キタノリツメイ 牝3栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 442± 02：00．62� 71．1�
24 ラヴタクティクス 牝3栗 54

52 △木幡 巧也岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 484 ―2：01．23� 14．2�
713 ラブリーサンデー 牝3鹿 54 和田 竜二平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 472 ―2：02．15 74．9�
11 シャトーレディー 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子円城 幸男氏 根本 康広 平取 鹿戸 辰幸 436＋ 62：03．710 125．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，516，600円 複勝： 31，019，800円 枠連： 12，006，000円
馬連： 44，869，800円 馬単： 24，388，400円 ワイド： 25，816，100円
3連複： 62，905，600円 3連単： 85，385，200円 計： 307，907，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 580円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，510円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 5，660円 3 連 単 ��� 13，650円

票 数

単勝票数 計 215166 的中 � 100264（1番人気）
複勝票数 計 310198 的中 � 140281（1番人気）� 47852（2番人気）� 6106（9番人気）
枠連票数 計 120060 的中 （5－6） 19885（1番人気）
馬連票数 計 448698 的中 �� 76943（1番人気）
馬単票数 計 243884 的中 �� 31311（1番人気）
ワイド票数 計 258161 的中 �� 38674（1番人気）�� 3841（16番人気）�� 2193（25番人気）
3連複票数 計 629056 的中 ��� 8329（17番人気）
3連単票数 計 853852 的中 ��� 4533（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―39．4―52．7―1：05．3―1：17．9―1：31．0―1：44．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スプリットステップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．2．4 東京2着

2014．2．8生 牝3鹿 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャトーレディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月26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 アクアリオ号

09014 3月26日 小雨 良 （29中山3）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時25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

510 シルバーストーン 牡3芦 56 柴山 雄一峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 488－ 41：12．4 4．2�
815 キンイロジャッカル 牡3栗 56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 520－ 61：12．61� 2．1�
24 シャインヴィットゥ 牡3芦 56 村田 一誠皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 470＋ 61：12．7クビ 3．4�
35 ビクトリーソング 牝3栗 54 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 406－ 21：13．87 57．1�
59 キングアスリート 牡3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 474＋ 6 〃 アタマ 33．3�
713 ブラストビート 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム B506＋ 21：14．43� 16．8�
11 シゲルヤマアラシ 牡3栗 56 和田 竜二森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 498－ 21：15．14 90．2	
36 ビレッジマウンテン 牡3栗 56 蛯名 正義村山 輝雄氏 土田 稔 むかわ 市川牧場 B504－101：15．2� 28．4

714 ビオンデッツァ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅程田 真司氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 442－ 8 〃 ハナ 90．7�
47 フ レ ス カ 牝3栗 54 北村 宏司水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 462＋ 41：15．3クビ 37．3�
612 ホワイトシスネ 牝3芦 54

51 ▲菊沢 一樹荻野 亮氏 小桧山 悟 新冠 長浜 忠 400－ 21：15．72� 270．8
611 キタサンアレグロ 牝3黒鹿54 吉田 隼人�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 442 ―1：15．91 24．6�
48 ハルスケッテ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 61：16．53� 175．0�
23 カルマクイーン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B450＋ 21：16．6� 293．0�
12 マイアドニス 牡3鹿 56 伊藤 工真吉田 勝利氏 石毛 善彦 新冠 川島牧場 490 ―1：21．2大差 206．8�

（15頭）
816 ブルーグリュック 牡3青鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント尾形 和幸 新ひだか 加野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，491，400円 複勝： 28，053，000円 枠連： 12，924，400円
馬連： 51，355，600円 馬単： 26，391，800円 ワイド： 29，999，000円
3連複： 71，150，200円 3連単： 93，474，900円 計： 338，840，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 190円 �� 220円 �� 180円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 差引計 254914（返還計 295） 的中 � 48353（3番人気）
複勝票数 差引計 280530（返還計 406） 的中 � 46804（3番人気）� 85423（1番人気）� 60414（2番人気）
枠連票数 差引計 129244（返還計 63） 的中 （5－8） 24637（1番人気）
馬連票数 差引計 513556（返還計 1177） 的中 �� 86387（2番人気）
馬単票数 差引計 263918（返還計 584） 的中 �� 18363（4番人気）
ワイド票数 差引計 299990（返還計 819） 的中 �� 41482（2番人気）�� 32771（3番人気）�� 42183（1番人気）
3連複票数 差引計 711502（返還計 3434） 的中 ��� 157544（1番人気）
3連単票数 差引計 934749（返還計 3238） 的中 ��� 25087（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．1―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．7―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーストーン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．7．10 福島5着

2014．5．2生 牡3芦 母 レディーエンブレム 母母 ト ミ ア ル コ 9戦1勝 賞金 9，250，000円
〔出走取消〕 ブルーグリュック号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ビオンデッツァ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔調教再審査〕 ビオンデッツァ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 キタサンアレグロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

ハルスケッテ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイアドニス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月26日まで平地競走

に出走できない。
カルマクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月26日まで平地競
走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 キタサンアレグロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年4月26日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 2頭 アワードウイナー号・ペイシャラジョワ号

第３回 中山競馬 第２日



09015 3月26日 小雨 良 （29中山3）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時55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

611 アイヅヒリュウ 牡3鹿 56 柴山 雄一真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 486± 01：56．8 3．2�
11 トーホウカンタール 牡3鹿 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 山際牧場 B520＋ 4 〃 クビ 3．6�
59 カンパニリズモ �3栗 56

53 ▲横山 武史松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 472＋ 41：57．75 190．8�
36 ティアップアンジュ 牝3鹿 54 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 446± 0 〃 クビ 13．8�
35 アイアムジュピター 牡3鹿 56 菅原 隆一堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 510－ 21：57．91 7．2�
612 カシノワンパンチ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 464± 01：59．510 52．7	
816 バーンザブリッジ 牡3鹿 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 514－ 8 〃 クビ 55．1

713 コスモアルメナーラ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 22：00．03 7．4�
47 コルビージャック 牡3黒鹿56 田中 勝春四本 昭弘氏 金成 貴史 新冠 松浦牧場 494 ― 〃 クビ 69．7
815 ア ッ コ ル ド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 470 ―2：00．1� 21．1�
48 カシノルーラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 464± 02：00．41� 288．3�
23 ホーガンブリッジ 牡3鹿 56 江田 照男塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 492－ 62：00．82	 226．3�
510 デルママイウェイ 牡3鹿 56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 504 ― 〃 ハナ 71．0�
714 オプレスバイオ 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 504 ―2：01．33 5．3�
12 テ オ ド ル ス 牡3鹿 56 小野寺祐太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド B484－122：01．72	 131．9�
24 サクラトップビクト 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹�トップフェロウ奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 B466－122：02．65 142．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，411，600円 複勝： 34，211，500円 枠連： 17，392，400円
馬連： 55，620，500円 馬単： 27，535，900円 ワイド： 33，896，700円
3連複： 75，748，500円 3連単： 98，231，500円 計： 368，048，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 150円 � 2，910円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 220円 �� 6，510円 �� 9，060円

3 連 複 ��� 20，280円 3 連 単 ��� 73，260円

票 数

単勝票数 計 254116 的中 � 62189（1番人気）
複勝票数 計 342115 的中 � 85105（1番人気）� 66631（2番人気）� 1775（15番人気）
枠連票数 計 173924 的中 （1－6） 27950（1番人気）
馬連票数 計 556205 的中 �� 101753（1番人気）
馬単票数 計 275359 的中 �� 24209（1番人気）
ワイド票数 計 338967 的中 �� 50553（1番人気）�� 1150（43番人気）�� 823（52番人気）
3連複票数 計 757485 的中 ��� 2800（52番人気）
3連単票数 計 982315 的中 ��� 972（205番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．1―51．4―1：04．8―1：17．2―1：30．1―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイヅヒリュウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー 2017．1．5 中山4着

2014．5．19生 牡3鹿 母 カズサヒロイン 母母 タケノアロー 5戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラトップビクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月26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 アルングリム号
（非抽選馬） 1頭 シバクサ号

09016 3月26日 小雨 良 （29中山3）第2日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

35 ミッキースワロー 牡3鹿 56
53 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 494－ 22：16．0 7．1�

48 フリージングレイン 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504－ 62：16．63� 10．2�
612 ベストプライド 牡3黒鹿 56

54 △木幡 巧也堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 430－ 22：16．81� 136．6�
611 ミルトプレスト 牡3鹿 56 江田 照男永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 506－ 22：17．01� 242．4�
23 バッケンシェール 牡3鹿 56 吉田 隼人�G1レーシング 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 464－122：17．21� 33．3	
12 ポッドティノ 牡3栗 56 丸田 恭介小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 418＋ 42：17．3� 31．4

59 パ サ デ ナ 牡3青鹿56 和田 竜二前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 524－ 2 〃 クビ 38．1�
47 サンデームーティエ 牡3栗 56 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 440± 02：17．5	 9．1�
11 ブルースカイハーツ 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 440－ 42：17．6� 21．8
24 トータルソッカー 牡3栗 56 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 494＋ 22：17．91	 1．9�
510 マイネルエフォート 牡3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 466± 02：18．0	 35．2�
36 サウスディアマンテ 牡3鹿 56 長岡 禎仁西森 鶴氏 中川 公成 浦河 杵臼斉藤牧場 432－ 42：18．1クビ 468．0�
817 サ ノ リ ュ ウ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 鎌田 正嗣 468－ 82：18．41	 360．6�
818 ヨ シ ヒ コ 牡3黒鹿56 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B486－ 42：18．82� 47．4�
714 コスモストレンジ 牡3栗 56 津村 明秀岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 42：19．12 187．8�
715 オメガドラクロワ 牡3青鹿56 柴山 雄一原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 458－ 22：19．2クビ 6．3�
713 リードアゲン 牡3栗 56 西田雄一郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B470－ 62：20．58 284．0�
816 クインズシルエット 牝3青鹿54 西村 太一嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 418＋ 62：25．6大差 59．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，063，500円 複勝： 54，513，900円 枠連： 18，578，700円
馬連： 64，264，000円 馬単： 31，095，300円 ワイド： 41，804，000円
3連複： 91，493，400円 3連単： 111，379，000円 計： 444，191，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 330円 � 410円 � 2，460円 枠 連（3－4） 1，890円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 9，170円 �� 10，730円

3 連 複 ��� 100，760円 3 連 単 ��� 305，870円

票 数

単勝票数 計 310635 的中 � 34684（3番人気）
複勝票数 計 545139 的中 � 48078（4番人気）� 36092（5番人気）� 5105（13番人気）
枠連票数 計 185787 的中 （3－4） 7606（7番人気）
馬連票数 計 642640 的中 �� 11319（16番人気）
馬単票数 計 310953 的中 �� 2991（24番人気）
ワイド票数 計 418040 的中 �� 6676（16番人気）�� 1162（60番人気）�� 992（65番人気）
3連複票数 計 914934 的中 ��� 681（178番人気）
3連単票数 計1113790 的中 ��� 264（627番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．2―36．6―49．2―1：02．0―1：14．2―1：26．5―1：39．0―1：51．7―2：03．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3

16，18，7（13，15）4（8，17，14）（6，10）－（3，12）5（2，9）（1，11）
18（16，15）（7，4，14，8）（6，10，3，17，1）（13，12，11）（9，2，5）

2
4
16，18（7，13）（15，14）4，8，17（6，10）（3，12）2，5（9，11）1・（14，8）（18，3）（7，15，5，17，1）（4，12）11（10，2）（6，9）－13－16

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキースワロー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．2．25 中山5着

2014．2．26生 牡3鹿 母 マドレボニータ 母母 ツィンクルブライド 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クインズシルエット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月26日まで平地

競走に出走できない。
※クインズシルエット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09017 3月26日 小雨 良 （29中山3）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時15分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

57 モズカッチャン 牝3黒鹿54 和田 竜二 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 468－ 81：51．8 3．6�
69 ビービーガウディ 牡3栗 56

54 △木幡 巧也�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 472＋ 2 〃 クビ 8．7�
710� マッシュクール 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 490＋ 21：52．11	 79．2�

22 ベストリゾート 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 21：52．2
 1．7	
11 グロールタイガー 牡3鹿 56 伊藤 工真�ミルファーム 宗像 義忠 浦河 ミルファーム 462＋ 21：52．3	 220．8

45 テイエムシャッフル 牡3黒鹿56 西田雄一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 帰山 清貴 502－ 61：52．51� 237．3�
44 カ レ ン カ カ 牡3芦 56 丸田 恭介鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 アタマ 10．6�
33 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56 長岡 禎仁合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 514－ 81：52．6クビ 152．3
68 マサキノテソーロ 牡3栗 56 吉田 隼人了德寺健二氏 高木 登 新冠 山岡牧場 508－ 41：52．7
 8．7�
56 サクセスライン 牝3黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－14 〃 アタマ 110．8�
813 アルジャントゥイユ 牡3栗 56 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 440－ 61：53．33
 20．6�
711 ラブパレード 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 462± 01：53．61	 84．4�
812 アップルパンチ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 オリエント牧場 412＋10 〃 ハナ 389．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，154，000円 複勝： 32，294，900円 枠連： 15，001，100円
馬連： 54，416，300円 馬単： 34，397，300円 ワイド： 30，610，500円
3連複： 69，408，300円 3連単： 134，101，300円 計： 398，383，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 220円 � 1，010円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，830円 �� 4，920円

3 連 複 ��� 15，940円 3 連 単 ��� 53，470円

票 数

単勝票数 計 281540 的中 � 61386（2番人気）
複勝票数 計 322949 的中 � 60072（2番人気）� 40320（3番人気）� 6184（7番人気）
枠連票数 計 150011 的中 （5－6） 17412（3番人気）
馬連票数 計 544163 的中 �� 35831（6番人気）
馬単票数 計 343973 的中 �� 12750（7番人気）
ワイド票数 計 306105 的中 �� 18371（5番人気）�� 2655（21番人気）�� 1512（31番人気）
3連複票数 計 694083 的中 ��� 3264（39番人気）
3連単票数 計1341013 的中 ��� 1818（134番人気）

ハロンタイム 12．9―12．7―12．6―12．6―12．2―12．2―12．4―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．6―38．2―50．8―1：03．0―1：15．2―1：27．6―1：39．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

モズカッチャン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神6着

2014．2．27生 牝3黒鹿 母 サイトディーラー 母母 ベストブート 4戦2勝 賞金 13，500，000円
〔発走状況〕 サクセスライン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 テイエムシャッフル号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サクセスライン号は，平成29年3月27日から平成29年4月16日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

09018 3月26日 小雨 稍重 （29中山3）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：06．7
1：06．5

良
良

56 ダノンハイパワー 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 494－ 41：10．6 2．3�
33 タケショウベスト 牝3鹿 54 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 450＋ 21：10．7� 7．4�
68 ナリノメジャー 牝3栗 54 柴山 雄一成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：10．91� 13．1�
812 スノーイルナ 牝3鹿 54 北村 宏司 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 480＋ 81：11．0	 34．3�
22 ポ ン ポ ン 牝3黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 434＋ 2 〃 クビ 9．9	
711 ネオフレグランス 牝3青鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 21：11．21� 7．5

710 フクノクオリア 牡3黒鹿 56

54 △木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B502－ 21：11．3クビ 5．0�
69 ユイノルフィ 牡3栗 56 和田 竜二由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 454＋ 21：11．4� 12．7�
44 インフルエンサー 牡3鹿 56 勝浦 正樹中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 446＋ 81：11．5	 57．6
57 スノードーナツ 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 462＋ 41：11．92� 151．1�
45 
 コパノアーデン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 増尾牧場 430－ 2 〃 ハナ 104．1�
11 ピ オ ニ エ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 408＋ 41：12．11 260．6�
813 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 54 丸田 恭介澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B404＋ 21：12．2クビ 25．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，370，500円 複勝： 39，911，800円 枠連： 18，116，300円
馬連： 66，820，200円 馬単： 32，932，300円 ワイド： 37，658，500円
3連複： 82，407，000円 3連単： 113，055，800円 計： 422，272，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 200円 � 250円 枠 連（3－5） 870円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 420円 �� 580円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 9，630円

票 数

単勝票数 計 313705 的中 � 105976（1番人気）
複勝票数 計 399118 的中 � 106118（1番人気）� 47097（3番人気）� 32422（5番人気）
枠連票数 計 181163 的中 （3－5） 16084（4番人気）
馬連票数 計 668202 的中 �� 54956（2番人気）
馬単票数 計 329323 的中 �� 17643（2番人気）
ワイド票数 計 376585 的中 �� 24152（2番人気）�� 16725（5番人気）�� 7495（14番人気）
3連複票数 計 824070 的中 ��� 22531（8番人気）
3連単票数 計1130558 的中 ��� 8510（16番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．2―11．9―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．1―46．0―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンハイパワー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Shamardal デビュー 2016．8．28 新潟1着

2014．3．16生 牡3黒鹿 母 ダノンボンジュール 母母 ラ ウ ン デ ル 7戦2勝 賞金 24，688，000円



09019 3月26日 小雨 稍重 （29中山3）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

48 ワイドリーザワン 牡5黒鹿57 北村 宏司坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B458± 01：55．5 3．7�

23 カ ブ キ モ ノ 牡4黒鹿57 柴山 雄一國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B504＋ 4 〃 ハナ 3．9�
815 サ ン ペ ド ロ 牡4栗 57 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 468± 01：55．81� 5．0�
59 デストリーライズ 牡5鹿 57 柴田 善臣広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 516＋ 4 〃 クビ 14．2�
510 ワイルドゲーム 牡4鹿 57 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 496＋ 61：56．01	 13．1�
47 
 オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 岩部 純二清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 522＋ 41：56．32 17．9	
35 ギンザマトリックス 牡4栗 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 442＋ 41：56．4クビ 37．5

24 エメラルエナジー 牡5栗 57 津村 明秀高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B500－ 2 〃 クビ 9．2�
611 フィンガーポスト 牡4鹿 57 吉田 隼人伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 490－ 21：56．6� 12．4�
714 ビレッジエンパイア 牡4鹿 57 横山 和生村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 488＋ 41：56．81 36．0
36 ジーアイウォーカー 牡5黒鹿57 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 478＋ 21：57．54 70．6�
11 ゴーストノート 牡4芦 57

54 ▲野中悠太郎 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 570＋20 〃 クビ 27．3�
612
 アートハルキ 牡4鹿 57 松岡 正海森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：57．92� 140．6�
816
 クラウンノキセキ 牡4鹿 57 西田雄一郎矢野まり子氏 天間 昭一 新ひだか 三木田 明仁 534＋ 41：58．21� 287．6�
12 カシノキングダム 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 480＋ 21：59．05 268．5�
713 メイショウアンカー �4黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 518－ 61：59．1クビ 49．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，881，200円 複勝： 47，841，200円 枠連： 22，655，900円
馬連： 80，051，900円 馬単： 33，543，400円 ワイド： 45，779，600円
3連複： 102，172，900円 3連単： 122，499，000円 計： 484，425，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 160円 枠 連（2－4） 520円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 320円 �� 400円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 298812 的中 � 64467（1番人気）
複勝票数 計 478412 的中 � 96449（1番人気）� 86324（2番人気）� 68448（3番人気）
枠連票数 計 226559 的中 （2－4） 33453（1番人気）
馬連票数 計 800519 的中 �� 77629（1番人気）
馬単票数 計 335434 的中 �� 16381（2番人気）
ワイド票数 計 457796 的中 �� 38173（1番人気）�� 28622（2番人気）�� 28250（3番人気）
3連複票数 計1021729 的中 ��� 54920（1番人気）
3連単票数 計1224990 的中 ��� 16681（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―38．9―52．6―1：04．5―1：16．7―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
・（2，3）13（4，15）（9，16）（6，11，14）7（12，10）－8，1，5・（3，10）（4，13，15）（11，1）（9，16）14（2，6，7）5（8，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイドリーザワン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．24 中山14着

2012．2．14生 牡5黒鹿 母 キャッチザゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 16戦3勝 賞金 28，350，000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。
（非抽選馬） 1頭 ナンヨーアイリッド号

09020 3月26日 小雨 稍重 （29中山3）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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

713 ジュンザワールド 牡4鹿 57 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 528± 01：11．9 2．2�
612 カキツバタチグサ 牡4鹿 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 516± 01：12．11� 13．2�
815 コスモコレクション 牡4栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 B480± 01：12．31� 104．8�
36 セレノグラフィー �4黒鹿57 柴山 雄一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 492＋ 21：12．51� 8．5�
48 プッシュアゲン 牡4栗 57 田中 勝春浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 498－ 2 〃 アタマ 13．3�
35 キセキノムスメ 牝4青鹿55 蛯名 正義�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 456＋ 2 〃 アタマ 12．4	
23 	 ウインバローラス 牡5鹿 57 津村 明秀
ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B500＋ 81：13．03 5．2�
714	 スズヨサムソン 牝5黒鹿 55

53 △木幡 巧也鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 484＋ 41：13．21 14．5�
12 	 シュルーバック 牝4鹿 55 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 新冠 隆栄牧場 520＋ 81：13．3� 9．7
816 ラブミラーボード 牝5芦 55

53 △井上 敏樹増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 450± 0 〃 ハナ 471．6�
611 パ ブ ロ �4青鹿57 松岡 正海 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 458－101：13．4クビ 38．2�
47 	 ブラッシングスター 牡5栗 57

54 ▲武藤 雅藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 508± 01：13．61� 204．9�
59 	 ケンブリッジリニア 牝4栗 55 丸田 恭介中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 本桐牧場 438－141：13．7クビ 125．8�
510	 クリノリーズ 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 前川 隆範 418＋ 61：13．91 541．7�
24 アポロガッツ 牝4栗 55 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 500＋ 41：14．96 50．8�
11 サンクタリリアス 牝5芦 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 B482－ 21：15．0クビ 68．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，431，800円 複勝： 45，669，100円 枠連： 26，673，100円
馬連： 87，054，500円 馬単： 42，305，400円 ワイド： 49，720，200円
3連複： 115，014，500円 3連単： 155，972，800円 計： 558，841，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 370円 � 1，410円 枠 連（6－7） 820円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，320円 �� 11，680円

3 連 複 ��� 33，530円 3 連 単 ��� 106，270円

票 数

単勝票数 計 364318 的中 � 131818（1番人気）
複勝票数 計 456691 的中 � 133283（1番人気）� 26494（8番人気）� 5828（12番人気）
枠連票数 計 266731 的中 （6－7） 25067（3番人気）
馬連票数 計 870545 的中 �� 52393（5番人気）
馬単票数 計 423054 的中 �� 16096（6番人気）
ワイド票数 計 497202 的中 �� 21985（6番人気）�� 3745（33番人気）�� 1047（63番人気）
3連複票数 計1150145 的中 ��� 2572（89番人気）
3連単票数 計1559728 的中 ��� 1064（293番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．2―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．6―45．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュンザワールド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．6．21 東京4着

2013．2．13生 牡4鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 15戦2勝 賞金 26，350，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウエスタンレオーネ号・ゴセイバイシキモク号・シグナリング号



09021 3月26日 小雨 稍重 （29中山3）第2日 第9競走 ��
��1，800�

りょうごく

両 国 特 別
発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

66 クラウンディバイダ 牡4黒鹿57 和田 竜二�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 474± 01：52．0 13．4�
78 フジマサエンペラー �8黒鹿57 柴田 大知藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 クビ 10．4�
89 ソールインパクト 牡5芦 57 吉田 隼人窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 41：52．1	 2．1�
44 ベストドリーム 牡6鹿 57 西田雄一郎堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 480＋ 41：52．2	 35．0�
11 テ オ ド ー ル 牡4鹿 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 550＋101：52．51
 5．7	
22 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 548＋ 2 〃 ハナ 3．5

33 � バウトナカヤマ 牡5黒鹿57 柴田 善臣�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 526＋ 21：52．6
 72．9�
55 ハッピームーン 牡5黒鹿57 丸田 恭介石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 464＋10 〃 クビ 11．5�
810 メイショウキトラ 牡6栗 57 柴山 雄一松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 494＋ 21：52．7クビ 46．9
77 ロ ジ テ ー ル 牡8鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 482＋ 21：52．91 45．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，569，100円 複勝： 43，320，700円 枠連： 16，920，400円
馬連： 89，104，100円 馬単： 47，700，200円 ワイド： 43，598，600円
3連複： 110，454，200円 3連単： 228，419，600円 計： 613，086，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 260円 � 200円 � 120円 枠 連（6－7） 4，080円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 12，160円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 490円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 40，520円

票 数

単勝票数 計 335691 的中 � 19918（6番人気）
複勝票数 計 433207 的中 � 30453（5番人気）� 47510（3番人気）� 139595（1番人気）
枠連票数 計 169204 的中 （6－7） 3210（12番人気）
馬連票数 計 891041 的中 �� 11294（18番人気）
馬単票数 計 477002 的中 �� 2940（35番人気）
ワイド票数 計 435986 的中 �� 7016（17番人気）�� 22766（6番人気）�� 38833（2番人気）
3連複票数 計1104542 的中 ��� 23903（11番人気）
3連単票数 計2284196 的中 ��� 4086（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．4―39．2―51．6―1：03．7―1：15．9―1：27．9―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンディバイダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．26 中山2着

2013．4．13生 牡4黒鹿 母 インコンパス 母母 Totality 13戦3勝 賞金 36，824，000円

09022 3月26日 小雨 稍重 （29中山3）第2日 第10競走 ��
��2，000�

じょうそう

常総ステークス
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，28．3．26以降29．3．20まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

816 パリカラノテガミ 牡6鹿 54 柴山 雄一嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 450－ 22：02．8 91．6�
59 パワースラッガー 牡6鹿 55 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 494＋ 6 〃 クビ 25．3�
12 カレンリスベット 牝6黒鹿53 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－ 62：03．11� 34．7�
612 シャドウウィザード �7黒鹿55 田中 勝春飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 486＋ 4 〃 クビ 48．3�
47 サトノスティング 牡6青鹿55 勝浦 正樹里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 472＋ 22：03．31	 9．3�
510 ワールドレーヴ 牡7黒鹿55 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 482＋12 〃 アタマ 19．1�
815 マイネオーラム 牝6鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 2 〃 ハナ 7．0

713 スクエアフォールド �4鹿 55 丸田 恭介 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B484＋ 42：03．4クビ 14．2�
11 ジョルジュサンク 牡4栗 56 北村 宏司 	CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 526＋ 62：03．61� 5．4
23 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿53 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 480± 02：03．7� 16．0�
35 ネイチャーレット 牡4鹿 55 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 466＋ 42：03．8クビ 12．4�
48 ロングシャドウ 牡7青鹿53 江田 照男飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 520± 02：03．9� 38．3�
36 ミエノワンダー 牡7鹿 54 和田 竜二里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B522＋ 2 〃 アタマ 70．8�
24 アップクォーク 牡4黒鹿56 吉田 隼人 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 492－ 62：04．43 2．5�
714� ダイヤモンドダンス 牡8鹿 53 木幡 巧也坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 512－ 4 〃 アタマ 186．2�
611 トミケンスラーヴァ 牡7鹿 54 長岡 禎仁冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 510－ 42：04．72 67．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，924，100円 複勝： 72，553，300円 枠連： 33，619，600円
馬連： 152，762，700円 馬単： 62，317，800円 ワイド： 80，606，400円
3連複： 215，286，500円 3連単： 278，546，300円 計： 945，616，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，160円 複 勝 � 1，970円 � 810円 � 900円 枠 連（5－8） 2，940円

馬 連 �� 85，230円 馬 単 �� 204，990円

ワ イ ド �� 18，030円 �� 18，160円 �� 5，650円

3 連 複 ��� 600，240円 3 連 単 ��� 4，925，510円

票 数

単勝票数 計 499241 的中 � 4357（15番人気）
複勝票数 計 725533 的中 � 9426（15番人気）� 24206（9番人気）� 21571（10番人気）
枠連票数 計 336196 的中 （5－8） 8846（12番人気）
馬連票数 計1527627 的中 �� 1389（104番人気）
馬単票数 計 623178 的中 �� 228（212番人気）
ワイド票数 計 806064 的中 �� 1151（103番人気）�� 1143（104番人気）�� 3705（56番人気）
3連複票数 計2152865 的中 ��� 269（482番人気）
3連単票数 計2785463 的中 ��� 41（2979番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．6―48．4―1：00．1―1：11．7―1：24．1―1：37．1―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3
8－11，1（3，4，14）2（5，15）12，9，6，13－16－7，10
8－1，11（3，4）（2，14，15）12（5，9）6，13（16，10）7

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

勝馬の
紹 介

パリカラノテガミ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．10 東京9着

2011．5．14生 牡6鹿 母 シンコウローズ 母母 ピンクタートル 23戦5勝 賞金 75，044，000円

１レース目



09023 3月26日 小雨 稍重 （29中山3）第2日 第11競走 ��
��1，800�第24回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，28．3．26以降29．3．20まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 インカンテーション 牡7鹿 57．5 勝浦 正樹�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 504－ 21：52．0 25．4�
815 ディアデルレイ 牡6栗 55 木幡 巧也 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B510－ 21：52．1� 5．4�
35 ア ル タ イ ル 牡5栗 54 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B488± 01：52．2� 35．6�
612 ロンドンタウン 牡4鹿 57 柴山 雄一薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 514－ 21：52．3クビ 5．8�
714 アスカノロマン 牡6栗 58 木幡 初広豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 4 〃 ハナ 7．9�
48 リーゼントロック 牡6黒鹿55 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 526＋ 41：52．4� 13．4	
36 メイショウスミトモ 牡6鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 21：52．5� 11．2

510	 コクスイセン 牡4黒鹿54 横山 典弘中辻 明氏 寺島 良 登別 ユートピア牧場 518± 01：52．6� 24．2�
47 ディアドムス 牡5鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B504± 0 〃 ハナ 72．6
59 マイネルクロップ 牡7芦 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 522－ 61：52．7クビ 40．2�
816 ストロングサウザー 牡6鹿 57 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 482＋ 31：52．8� 55．5�
611 コスモカナディアン 牡4鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 480＋ 41：52．9� 3．7�
12 ショウナンアポロン 牡7鹿 56 丸田 恭介国本 哲秀氏 古賀 史生 洞
湖 メジロ牧場 522－ 4 〃 ハナ 16．5�
11 � ハッピースプリント 牡6鹿 56 蛯名 正義�辻牧場 森下 淳平 浦河 辻 牧場 540＋ 31：53．21� 60．4�

（大井）

713 シルクドリーマー 牡8鹿 53 津村 明秀 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 488± 01：53．52 87．5�
23 ピ ッ ト ボ ス 牡4鹿 55 柴田 善臣前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 514－ 4 〃 アタマ 12．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 100，712，100円 複勝： 133，712，400円 枠連： 93，106，300円
馬連： 440，053，000円 馬単： 159，411，100円 ワイド： 191，907，900円
3連複： 687，475，400円 3連単： 881，617，200円 計： 2，687，995，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 680円 � 230円 � 820円 枠 連（2－8） 2，260円

馬 連 �� 10，760円 馬 単 �� 25，160円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 10，310円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 83，890円 3 連 単 ��� 466，890円

票 数

単勝票数 計1007121 的中 � 31682（10番人気）
複勝票数 計1337124 的中 � 46574（9番人気）� 186990（2番人気）� 38187（12番人気）
枠連票数 計 931063 的中 （2－8） 31893（10番人気）
馬連票数 計4400530 的中 �� 31669（40番人気）
馬単票数 計1594111 的中 �� 4751（87番人気）
ワイド票数 計1919079 的中 �� 14721（39番人気）�� 4756（85番人気）�� 14848（38番人気）
3連複票数 計6874754 的中 ��� 6146（215番人気）
3連単票数 計8816172 的中 ��� 1369（1191番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．6―48．7―1：00．7―1：13．4―1：25．7―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．6
1
3
10－14（4，15）（8，12）11，16（3，6）5，9，13－7，1－2・（10，14，15）12（4，8）（11，16）（3，6，9）5（13，1）7＝2

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

勝馬の
紹 介

インカンテーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．7．14 中京15着

2010．3．24生 牡7鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 27戦9勝 賞金 302，465，000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 キクノソル号・センチュリオン号・トップディーヴォ号・バスタータイプ号

09024 3月26日 小雨 稍重 （29中山3）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：08．7
1：08．7

重
重

12 プレシャスエース 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 512－ 61：11．4 2．6�
59 プリンセスロック 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 474－121：11．5� 12．5�
714 コンドルヒデオ 牡5鹿 57 柴山 雄一庄司 修二氏 牧浦 充徳 浦河 小島牧場 514－ 21：11．71	 36．6�
713 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 528－ 6 〃 クビ 5．9�
24 
 ウエスタンボルト �4鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 470± 01：11．8� 57．6�
36 ライドオンウインド 牡5栗 57 津村 明秀名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 514－ 21：11．9クビ 11．0	
510 マイネルラック 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 484－ 4 〃 クビ 5．9

11 パッシングブリーズ 牡6鹿 57 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 アタマ 13．8�
611 ウサギノカケアシ 牡5芦 57 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 498＋ 41：12．0クビ 55．8�
48 ミキノグランプリ 牡6栗 57 吉田 隼人谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 472± 01：12．1� 35．3
23 レアドロップ 牝4芦 55

52 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 458－ 6 〃 クビ 46．2�
47 レイヨンヴェール 牝6黒鹿55 江田 照男 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 494± 01：12．2� 83．8�
35 ブレイジングサン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹�Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 582＋ 21：12．3� 32．9�
612 ワイルドドラゴン 牡7鹿 57

54 ▲藤田菜七子窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 542＋24 〃 アタマ 118．8�
816 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55

53 △木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B478－ 21：12．83 8．1�
815 メイショウカイモン �6鹿 57 西田雄一郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 490－ 21：13．22� 116．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，314，600円 複勝： 88，384，900円 枠連： 52，661，300円
馬連： 204，141，400円 馬単： 78，278，700円 ワイド： 96，567，200円
3連複： 266，138，600円 3連単： 378，408，100円 計： 1，235，894，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 280円 � 600円 枠 連（1－5） 430円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 730円 �� 2，380円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 22，690円 3 連 単 ��� 51，540円

票 数

単勝票数 計 713146 的中 � 215127（1番人気）
複勝票数 計 883849 的中 � 195595（1番人気）� 74773（5番人気）� 29524（9番人気）
枠連票数 計 526613 的中 （1－5） 93023（1番人気）
馬連票数 計2041414 的中 �� 92590（5番人気）
馬単票数 計 782787 的中 �� 21212（7番人気）
ワイド票数 計 965672 的中 �� 35983（5番人気）�� 10239（27番人気）�� 4943（48番人気）
3連複票数 計2661386 的中 ��� 8797（76番人気）
3連単票数 計3784081 的中 ��� 5322（168番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．1―12．1―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．4―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F37．0
3 2，13（3，14，15）（6，9，16）（4，8，12）10（7，5）11，1 4 ・（2，13）（6，14，15）（3，9）（4，16）8（7，12，10）5（1，11）

勝馬の
紹 介

プレシャスエース �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．9 新潟18着

2013．3．18生 牡4鹿 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 8戦3勝 賞金 28，650，000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 シゲルヒラマサ号・トウショウカウント号・トーセンミッション号・ブルーミーフラワー号

４レース目



（29中山3）第2日 3月26日（日曜日） 小雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

245，310，000円
7，590，000円
15，240，000円
1，620，000円
28，920，000円
72，979，500円
4，978，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
484，840，500円
651，486，500円
339，655，500円
1，390，514，000円
600，297，600円
707，964，700円
1，949，655，100円
2，681，090，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，805，504，600円

総入場人員 18，293名 （有料入場人員 16，532名）
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