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06013 3月2日 曇 稍重 （26中山2）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464－ 21：56．7 1．5�
712 リ キ マ ル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 日高 高柳 隆男 476－241：57．44 55．7�
47 サブリメイション 牡3黒鹿56 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 畠山牧場 506－ 81：57．5� 13．5�
58 ゼンノブショウ 牡3鹿 56 三浦 皇成大迫久美子氏 高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 442＋ 21：57．71 22．0�
814 ブラウンサターン 牡3青鹿56 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 460－ 2 〃 クビ 61．9�
815 シュタインベルガー 牡3青鹿56 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 504－ 8 〃 ハナ 11．3	
46 クラウンデピュティ 牡3芦 56 北村 宏司矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 492＋ 6 〃 ハナ 12．2

713 バイタルワンダー �3青鹿56 戸崎 圭太伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 460－ 61：58．01� 5．1�
59 カシマブレイン 牡3鹿 56 柴田 未崎松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 492－ 81：58．95 349．9�
610 ショウナンマンボ 牡3鹿 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 452＋ 21：59．43 90．1
23 ワ イ マ ン 牡3栗 56 G．ブノワ 井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 500＋ 62：00．67 44．9�

（仏）

22 クインズブレス 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 456－ 62：04．8大差 217．6�
611 サキノヘイロー 牡3栗 56 武士沢友治榊原 富夫氏 杉浦 宏昭 新ひだか 信田牧場 466－ 82：04．9� 124．7�
11 リネンウッド 牡3栗 56 森 泰斗戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 村上 雅規 444＋ 82：06．6大差 356．3�

（船橋）

34 ヤマニンラマージュ 牡3栗 56
53 ▲原田 和真土井 薫氏 畠山 重則 新冠 錦岡牧場 488－11 （競走中止） 208．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，439，300円 複勝： 77，220，500円 枠連： 15，018，600円
馬連： 51，011，600円 馬単： 42，989，700円 ワイド： 26，540，100円
3連複： 70，863，700円 3連単： 142，824，500円 計： 453，908，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 760円 � 300円 枠 連（3－7） 330円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 460円 �� 4，020円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 27，550円

票 数

単勝票数 計 274393 的中 � 149220（1番人気）
複勝票数 計 772205 的中 � 491153（1番人気）� 10549（8番人気）� 31808（5番人気）
枠連票数 計 150186 的中 （3－7） 33627（1番人気）
馬連票数 計 510116 的中 �� 13625（9番人気）
馬単票数 計 429897 的中 �� 9924（11番人気）
ワイド票数 計 265401 的中 �� 5911（11番人気）�� 15662（4番人気）�� 1511（31番人気）
3連複票数 計 708637 的中 ��� 7138（24番人気）
3連単票数 計1428245 的中 ��� 3826（81番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―13．3―13．2―12．8―12．6―12．6―13．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―38．6―51．8―1：04．6―1：17．2―1：29．8―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ン ズ ー ム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．19 東京3着

2011．3．13生 牡3鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 5戦1勝 賞金 12，800，000円
〔騎手変更〕 ヤマニンラマージュ号の騎手山崎亮誠は，騎乗停止のため原田和真に変更。
〔競走中止〕 ヤマニンラマージュ号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，発走後まもなく転倒したため競走中止。
〔その他〕 クインズブレス号・サキノヘイロー号・リネンウッド号は，最後の直線コースで，競走を中止した馬の影響を受けたため，

「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出走取消馬 ティエスヴァレー号（疾病〔左肩跛行〕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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 コットンウッド号・ゴールデンスピン号・プコナコナ号・ランデックハーツ号・リムショット号
（非抽選馬） 3頭 ガラパゴス号・フラクシヌス号・マンボプリンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

06014 3月2日 曇 稍重 （26中山2）第2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� トルセドール 牡3鹿 56 田中 勝春窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. B464－ 41：12．5 2．1�

23 メイショウカノン 牡3青鹿56 G．ブノワ 松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 482＋ 21：12．6� 6．0�
（仏）

36 ウエスタンニンジャ 牡3栗 56 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 472＋ 41：13．02� 97．7�
24 グラスルノン 牝3鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 484＋20 〃 ハナ 9．7�
816 ツインキャンドル 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 434－141：13．21� 23．6	
48 ハ ブ ー ブ 	3芦 56 村田 一誠 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 466± 01：13．62� 59．9

47 ハ ッ ツ オ フ 牡3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－ 21：13．8
 23．4�
611 スプラッシュアゲン 牡3鹿 56 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 明仁 486＋ 61：14．22� 3．8
35 コウヨウシャトー 牡3芦 56 横山 典弘寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 452－ 4 〃 クビ 17．6�
59 グ ラ ン パ レ 牡3栗 56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 454－ 41：14．62� 71．5�
12 ハラハラドキドキ 牝3黒鹿54 田辺 裕信原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：14．81 25．6�
510 オーミアリエル 牝3青鹿54 北村 宏司岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 松木 加代 426－ 21：15．12 178．9�
713 ジャスティファイ 牝3鹿 54 石神 深一�和田牧場 和田正一郎 豊浦 飯原牧場 448－161：15．31� 141．3�
612 ジーガーチェリー 牝3栗 54 川須 栄彦�ジーガー 和田 正道 青森 滝沢牧場 442± 01：18．0大差 239．7�
815 フォーティンアワズ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真加藤 徹氏 松永 康利 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 466 ―1：18．1
 358．4�

（15頭）
11 カットキタイネン 牡3鹿 56 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 様似 林 時春 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，424，200円 複勝： 47，138，300円 枠連： 16，452，100円
馬連： 58，832，700円 馬単： 41，823，400円 ワイド： 29，167，200円
3連複： 81，451，000円 3連単： 136，818，400円 計： 438，107，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 1，070円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，700円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 26，930円

票 数

単勝票数 計 264242 的中 � 100784（1番人気）
複勝票数 計 471383 的中 � 192224（1番人気）� 58867（3番人気）� 6106（11番人気）
枠連票数 計 164521 的中 （2－7） 32932（2番人気）
馬連票数 計 588327 的中 �� 81889（2番人気）
馬単票数 計 418234 的中 �� 34870（3番人気）
ワイド票数 計 291672 的中 �� 26499（2番人気）�� 2454（26番人気）�� 1487（36番人気）
3連複票数 計 814510 的中 ��� 5854（32番人気）
3連単票数 計1368184 的中 ��� 3750（79番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．3―12．5―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．2―46．7―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トルセドール �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 A. P. Jet デビュー 2013．9．28 中山2着

2011．2．10生 牡3鹿 母 Travelator 母母 Rajadiddle 7戦1勝 賞金 13，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45分に変更。
〔出走取消〕 カットキタイネン号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 カットキタイネン号の騎手山崎亮誠は，騎乗停止のため内田博幸に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジーガーチェリー号・フォーティンアワズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年4月2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オニノシタブル号
（非抽選馬） 2頭 オキテスグメシ号・オールデフィート号
※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。

第２回 中山競馬 第２日



06015 3月2日 小雨 稍重 （26中山2）第2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

714 ビ ッ グ ギ グ 牡3栗 56 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 518－ 21：57．2 14．5�
35 クロフネフリート 牡3鹿 56 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 534＋ 41：57．3� 2．6�
816 シャドウシティー 牡3鹿 56 C．デムーロ 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486＋161：57．4� 65．8�

（伊）

24 ジャックポット 牡3鹿 56 G．ブノワ �ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 456－ 8 〃 ハナ 5．2�
（仏）

59 ドラムメジャー 牡3青 56 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 460－ 41：57．5� 8．3�
36 フクノグングニル 牡3鹿 56 松岡 正海福島 実氏 小島 茂之 青森 長谷地 義正 528－ 41：58．24 21．9	
612 ア ク シ ア 牡3栗 56 戸崎 圭太山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 478－ 41：58．3� 5．5

510 アントファガスタ 牡3鹿 56 木幡 初広�G1レーシング 二ノ宮敬宇 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 61：58．51� 9．0�
713 ト リ レ ン マ 牡3栗 56 横山 和生池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 502－ 61：58．7� 157．5
47 マサノサーパス 牡3芦 56 村田 一誠中村 時子氏 栗田 徹 新ひだか 中村 和夫 B470－ 61：59．44 33．8�
12 エスティルージュ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 444－161：59．5クビ 145．1�

11 ナイスクオリア 牝3栗 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 428－ 2 〃 ハナ 99．8�

611 マイネルファラオン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 21：59．92� 20．2�

23 ショウナンアバロン �3鹿 56 北村 宏司国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 450＋ 22：00．32� 126．8�
815 ミュゼタイフーン 牡3鹿 56 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 484＋242：01．25 43．6�
48 ホウショウマスター 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 日高 新井 昭二 456＋122：04．6大差 236．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，879，500円 複勝： 42，785，100円 枠連： 17，479，800円
馬連： 56，107，300円 馬単： 35，957，400円 ワイド： 27，122，300円
3連複： 76，067，200円 3連単： 118，564，600円 計： 397，963，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 390円 � 170円 � 1，260円 枠 連（3－7） 1，540円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 810円 �� 7，640円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 36，250円 3 連 単 ��� 220，970円

票 数

単勝票数 計 238795 的中 � 12980（6番人気）
複勝票数 計 427851 的中 � 26394（6番人気）� 93819（1番人気）� 6868（11番人気）
枠連票数 計 174798 的中 （3－7） 8391（7番人気）
馬連票数 計 561073 的中 �� 28032（5番人気）
馬単票数 計 359574 的中 �� 5384（18番人気）
ワイド票数 計 271223 的中 �� 8700（8番人気）�� 842（53番人気）�� 2871（26番人気）
3連複票数 計 760672 的中 ��� 1549（93番人気）
3連単票数 計1185646 的中 ��� 396（524番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．6―51．4―1：04．6―1：17．5―1：30．7―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビ ッ グ ギ グ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2014．1．12 中山6着

2011．4．29生 牡3栗 母 ソロリサイタル 母母 Sole 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウショウマスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月2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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ケイツーエマー号・デンジャラー号・バルコドール号・ヒロソーラー号・モルフェティー号・リネンフクウン号
※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。

06016 3月2日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（26中山2）第2日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

58 � トーセンアレス 牡7鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 490＋ 23：19．5 4．3�
22 � エ ク レ ウ ス 牡9黒鹿60 上野 翔栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント 504＋ 63：19．81� 8．9�
69 オ ベ ロ ン �4鹿 59 草野 太郎 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 506＋403：20．01	 7．1�
45 イオンドライブ 牡4鹿 59 金子 光希 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 472± 03：20．42
 10．2�
46 リベラルアーツ �6黒鹿60 高野 和馬	ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 486± 03：20．61
 10．0

57 スズカホープ �6鹿 60 石神 深一永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 510＋ 43：21．34 4．5�
11 ポピュラーストック �6栗 60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋103：21．83 9．6�
814� スカイアクセス �5鹿 60 蓑島 靖典�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 532＋ 83：22．86 102．7
34 ル ー ベ ル 牡4鹿 59 林 満明林 千枝子氏 岩元 市三 新ひだか 千代田牧場 478－ 43：23．54 24．8�
711 カワキタバルク 牡5青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 482＋ 63：23．81� 101．3�
610� ブルースビスティー 牡6鹿 60

57 ▲原田 和真備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 486＋203：25．07 78．1�
712 ティアサンシャイン 牝4青鹿57 鈴木 慶太岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 488± 03：27．2大差 62．0�
813� クリノロッキー 牡4栗 59 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 ヤナガワ牧場 512＋ 63：31．0大差 43．5�
33 エーシンヒットマン 牡6栗 60 江田 勇亮	栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 510＋ 8 （競走中止） 7．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，886，200円 複勝： 21，643，100円 枠連： 15，859，900円
馬連： 38，526，000円 馬単： 26，278，300円 ワイド： 17，917，000円
3連複： 56，933，700円 3連単： 89，212，900円 計： 282，257，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 270円 � 260円 枠 連（2－5） 930円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 830円 �� 740円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 23，190円

票 数

単勝票数 計 158862 的中 � 29240（1番人気）
複勝票数 計 216431 的中 � 32376（3番人気）� 20113（6番人気）� 21039（5番人気）
枠連票数 計 158599 的中 （2－5） 12622（5番人気）
馬連票数 計 385260 的中 �� 14946（7番人気）
馬単票数 計 262783 的中 �� 6128（6番人気）
ワイド票数 計 179170 的中 �� 5347（8番人気）�� 6089（5番人気）�� 4360（14番人気）
3連複票数 計 569337 的中 ��� 8904（14番人気）
3連単票数 計 892129 的中 ��� 2840（54番人気）
上り 1マイル 1：51．8 4F 55．5－3F 41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
2－9－1＝5－8－（6，14）－（12，7）－（4，10）－11＝13・（2，1）－9－（5，8）－6＝7＝14－（10，11）－4＝12＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�トーセンアレス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 Gulch

2007．4．22生 牡7鹿 母 レ ー ス 母母 Key Flyer 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 カワキタバルク号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 エーシンヒットマン号は，競走中に疾病〔右中足骨開放骨折〕を発症したため1周目4コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 カワキタバルク号は，発走調教再審査。
※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 カントリースノー号
（非抽選馬） 1頭 アポロドーロス号



06017 3月2日 雨 稍重 （26中山2）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・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
1：58．0
1：56．1

良
良

612 コウヨウマリア 牝3鹿 54 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 484 ―2：07．8 8．6�
11 デュアルインパクト 牡3黒鹿56 U．リスポリ �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 438 ―2：08．01� 4．4�

（仏）

815 ミヤビホークアイ 牡3鹿 56 武 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 506 ― 〃 ハナ 18．0�
816 ビューロクラート 牡3鹿 56 北村 宏司有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466 ―2：08．21 4．0�
12 チ ー カ 牝3芦 54 C．デムーロ 窪田 康志氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432 ―2：08．51� 5．8�
（伊）

47 ウマンマミーア 牡3鹿 56 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 450 ― 〃 クビ 57．2	
714 マイネシャムロック 牝3栗 54 嘉藤 貴行 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―2：08．6� 93．7�
23 ヒルデガルト 牝3栗 54 戸崎 圭太海谷 幸司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 424 ―2：08．7クビ 23．1�
611 ロイヤルベビー 牝3黒鹿54 松岡 正海�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 452 ―2：09．12� 75．2
35 コスモヨウヘイ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 ビッグレッドファーム 516 ―2：09．31	 5．6�
59 サンデーポスト 牡3栗 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 484 ― 〃 アタマ 20．1�
24 ダベンポート 
3栗 56 大庭 和弥北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 494 ―2：09．62 136．6�
36 ステイバンク 牝3栗 54 高田 潤井上 久光氏 柴田 政人 浦河 大道牧場 386 ―2：10．02� 40．2�
713 スズカプリオール 牡3鹿 56 村田 一誠永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 486 ―2：10．1クビ 45．3�
510 ガ ヤ ル ド 牡3鹿 56 川須 栄彦ホースアディクト高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 472 ―2：10．52� 15．4�
48 エスティホープ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �エスティファーム 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 386 ―2：12．09 101．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，605，800円 複勝： 40，240，100円 枠連： 22，762，700円
馬連： 59，347，400円 馬単： 38，603，200円 ワイド： 27，600，500円
3連複： 78，864，100円 3連単： 118，458，200円 計： 410，482，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 250円 � 200円 � 490円 枠 連（1－6） 1，020円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 2，750円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 16，570円 3 連 単 ��� 89，490円

票 数

単勝票数 計 246058 的中 � 22609（5番人気）
複勝票数 計 402401 的中 � 42882（5番人気）� 61806（2番人気）� 18251（8番人気）
枠連票数 計 227627 的中 （1－6） 16478（3番人気）
馬連票数 計 593474 的中 �� 18781（10番人気）
馬単票数 計 386032 的中 �� 5855（19番人気）
ワイド票数 計 276005 的中 �� 6141（10番人気）�� 2424（33番人気）�� 4615（15番人気）
3連複票数 計 788641 的中 ��� 3513（56番人気）
3連単票数 計1184582 的中 ��� 977（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．2―38．2―52．1―1：05．7―1：18．8―1：31．4―1：43．6―1：55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

コウヨウマリア �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Forty Niner 初出走

2011．4．17生 牝3鹿 母 フォーティース 母母 Book Collector 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴィルヌーヴ号・コウヨウハート号・ハートオブジュン号
※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。

06018 3月2日 雨 稍重 （26中山2）第2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，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
1：44．1

良
良

22 マイネオーラム 牝3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 454－ 81：51．3 6．8�

712 アイスブレイク 牝3青鹿54 北村 宏司安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456－101：51．51 20．4�
814 マリアライト 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 420± 01：51．6� 8．9�
813 ト シ ザ キ ミ 牝3鹿 54 田辺 裕信上村 叶氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 452± 01：51．7� 23．1�
610 ヴィータアレグリア 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 436－ 81：51．8クビ 33．1	
711 シ ー ロ ア 牝3栗 54 C．デムーロ �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 488＋10 〃 クビ 5．5


（伊）

34 グラスプリマ 牝3鹿 54 戸崎 圭太半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 526＋221：51．9クビ 23．3�
11 アンジュデュバン 牝3黒鹿54 横山 典弘後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 444－ 2 〃 クビ 16．3�
58 エクセレントビュー 牝3青鹿54 U．リスポリ有限会社シルク高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 456－ 41：52．32� 3．2

（仏）

69 チ ュ ロ 牝3黒鹿54 江田 照男エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 456－ 61：52．4クビ 17．9�
46 カレンリスベット 牝3黒鹿54 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 ハナ 5．3�
33 タカラジャンヌ 牝3鹿 54 横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 418＋ 21：52．61� 97．9�
57 キュリオスティー 牝3鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 01：53．13 47．9�
45 	 ワンダフルタイム 牝3栗 54 森 泰斗合同会社JPN技研 新井 清重 新ひだか グランド牧場 440－ 71：54．05 469．5�

（船橋） （船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，616，700円 複勝： 68，515，800円 枠連： 19，029，400円
馬連： 84，481，800円 馬単： 47，137，300円 ワイド： 37，348，400円
3連複： 104，950，700円 3連単： 166，221，800円 計： 567，301，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 580円 � 310円 枠 連（2－7） 1，700円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，120円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 12，550円 3 連 単 ��� 56，020円

票 数

単勝票数 計 396167 的中 � 46196（4番人気）
複勝票数 計 685158 的中 � 83477（4番人気）� 27809（8番人気）� 59303（5番人気）
枠連票数 計 190294 的中 （2－7） 8267（8番人気）
馬連票数 計 844818 的中 �� 18427（15番人気）
馬単票数 計 471373 的中 �� 5682（24番人気）
ワイド票数 計 373484 的中 �� 8444（12番人気）�� 8292（13番人気）�� 4211（33番人気）
3連複票数 計1049507 的中 ��� 6176（47番人気）
3連単票数 計1662218 的中 ��� 2190（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．0―49．4―1：01．4―1：13．9―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネオーラム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．8．11 新潟6着

2011．3．20生 牝3鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 7戦2勝 賞金 15，450，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



06019 3月2日 雨 稍重 （26中山2）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時30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

46 アスコルティ 牝3黒鹿54 U．リスポリ �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：10．9 2．5�
（仏）

45 フルールシチー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 490± 01：11．11� 4．3�
33 クリノイザナミ 牝3青 54 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 426＋ 81：11．63 59．9�
712 クリノコマチ 牝3栗 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 442± 0 〃 ハナ 3．7�
22 サ グ レ ス 牝3黒鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 458＋181：11．7� 18．3	
57 エ ク ス シ ア 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 418＋ 81：12．01� 50．6

11 ウインイルソーレ 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 482＋ 2 〃 アタマ 20．8�
69 フリュクティドール 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 418＋ 21：12．1クビ 16．3�
610 シャインシュラーク 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 468＋ 41：12．52� 129．0
711 ポケットエース 牝3鹿 54 三浦 皇成菊地 剛氏 小笠 倫弘 新冠 細川農場 456－ 21：12．71	 27．5�
34 ニ ヴ ォ ー ズ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 452－ 41：12．8� 480．9�
814 メイショウカイモン 牡3鹿 56 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 472－ 61：13．01� 13．7�
58 フ ァ ビ ン 牝3鹿 54 G．ブノワ 桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 454＋ 81：13．2� 144．0�

（仏）

813 フ ク ノ ト リ 牡3黒鹿56 C．デムーロ 小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 476＋ 61：14．69 35．3�
（伊）

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，558，500円 複勝： 49，962，600円 枠連： 22，771，300円
馬連： 73，941，600円 馬単： 47，275，700円 ワイド： 34，675，600円
3連複： 91，860，800円 3連単： 161，529，000円 計： 515，575，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 170円 � 690円 枠 連（4－4） 560円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，850円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 18，160円

票 数

単勝票数 計 335585 的中 � 107463（1番人気）
複勝票数 計 499626 的中 � 124492（1番人気）� 86931（3番人気）� 12423（10番人気）
枠連票数 計 227713 的中 （4－4） 30193（2番人気）
馬連票数 計 739416 的中 �� 83117（2番人気）
馬単票数 計 472757 的中 �� 36806（2番人気）
ワイド票数 計 346756 的中 �� 30318（2番人気）�� 4275（25番人気）�� 3670（27番人気）
3連複票数 計 918608 的中 ��� 10688（22番人気）
3連単票数 計1615290 的中 ��� 6566（47番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．2―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―46．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスコルティ �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．11．23 東京1着

2011．3．10生 牝3黒鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクノトリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月2日まで平地競走に出

走できない。
※クリノイザナミ号・フルールシチー号は，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。

06020 3月2日 雨 稍重 （26中山2）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 キープインタッチ 牡4鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496－ 81：54．5 4．1�
23 メイスンウォー 牡4鹿 57 三浦 皇成梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 41：55．24 13．1�
815 レッドエンブレム 牡4黒鹿57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 ハナ 1．9�
612 ヴァルディヴィア 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 41：55．3クビ 12．1�
35 � ホクレアポパイ �5黒鹿57 柴田 善臣萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 430＋ 21：56．04 154．0	
611 リバティーアゲイン 牡5青鹿57 C．デムーロ 阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 504＋ 2 〃 クビ 16．1


（伊）

36 ポッドスター 牡4栗 57 G．ブノワ 小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 502＋ 41：56．53 58．6�
（仏）

59 エルシェロアスール 牝4栗 55 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 474＋ 61：56．71� 14．7�
12 フ ィ ア レ ス 牝5栗 55 丸山 元気西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 446－ 41：56．91	 42．2
714 ポイントキセキ 牝4栗 55 田辺 裕信小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B504－ 21：57．0クビ 57．0�
11 エピローグブリッジ �4栗 57 岩田 康誠�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 61：57．21� 72．2�
713 キングザブルース 牡5栗 57 江田 照男西浦 和男氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 486＋ 81：58．05 244．0�
510 レッドヴィーヴォ 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448－ 21：58．31
 42．9�
47 ナムラビジン 牝4鹿 55 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 482± 01：58．51	 46．6�
816 キーコレクション 牡4栗 57

54 ▲石川裕紀人北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 452＋ 21：58．6クビ 34．5�
24 タニセンヴォイス 牝5栗 55 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 470－ 42：00．09 23．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，895，900円 複勝： 67，201，200円 枠連： 27，519，100円
馬連： 94，579，700円 馬単： 59，491，700円 ワイド： 47，279，700円
3連複： 129，306，300円 3連単： 214，624，700円 計： 676，898，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 190円 � 110円 枠 連（2－4） 1，600円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 630円 �� 250円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 13，090円

票 数

単勝票数 計 368959 的中 � 70939（2番人気）
複勝票数 計 672012 的中 � 100057（2番人気）� 70304（3番人気）� 237923（1番人気）
枠連票数 計 275191 的中 （2－4） 12748（6番人気）
馬連票数 計 945797 的中 �� 31568（7番人気）
馬単票数 計 594917 的中 �� 11000（13番人気）
ワイド票数 計 472797 的中 �� 16607（7番人気）�� 53952（1番人気）�� 28699（3番人気）
3連複票数 計1293063 的中 ��� 59342（1番人気）
3連単票数 計2146247 的中 ��� 12106（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―38．0―51．0―1：03．1―1：15．5―1：28．3―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
9（15，16）14（4，7）（8，12）（1，3）6（2，11）10，13－5・（9，15）（16，14）（7，8）（3，12，5）（4，1，2，11）13（6，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キープインタッチ �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．23 中山9着

2010．5．3生 牡4鹿 母 フェミニンタッチ 母母 ダイナタツチ 6戦2勝 賞金 12，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニセンヴォイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月2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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アウレオーラ号・ヴィアレーギア号・バンクシー号・マスタープラチナム号・モリミヤビ号
※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。



06021 3月2日 雨 稍重 （26中山2）第2日 第9競走 ��
��2，500�

い た こ

潮 来 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

22 マイネルサンオペラ 牡4栗 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 476± 02：38．3 26．3�

810 アースステップ 牡7鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 538＋ 42：38．62 8．1�
77 ゴールドメイン 牡4栗 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 458± 02：38．7クビ 15．9�
66 アイスフォーリス 牝5芦 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 470－ 22：39．02 3．0�
89 ピュアソルジャー 牡4鹿 56 武 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 478－ 22：39．1クビ 13．5	
11 フェデラルホール 牡5黒鹿57 U．リスポリ吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム B502＋ 82：39．41� 2．1


（仏）

44 アドマイヤパーシア 牡6栗 57 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 アタマ 26．1�
33 	 ダブルオーセブン 牡6黒鹿57 横山 典弘久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 496－ 22：40．14 65．3�
78 ローマンエンブレム 牡5栗 57 江田 照男�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B530＋ 22：40．95 22．2
55 ミレニアムゴールド 牡5芦 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 464＋ 82：46．8大差 22．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，661，600円 複勝： 61，257，400円 枠連： 23，588，400円
馬連： 104，013，100円 馬単： 71，272，300円 ワイド： 44，051，200円
3連複： 129，198，100円 3連単： 308，326，000円 計： 780，368，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 580円 � 250円 � 370円 枠 連（2－8） 7，160円

馬 連 �� 10，180円 馬 単 �� 27，290円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 2，660円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 27，590円 3 連 単 ��� 267，080円

票 数

単勝票数 計 386616 的中 � 11606（9番人気）
複勝票数 計 612574 的中 � 25138（8番人気）� 72464（3番人気）� 42966（5番人気）
枠連票数 計 235884 的中 （2－8） 2433（17番人気）
馬連票数 計1040131 的中 �� 7545（23番人気）
馬単票数 計 712723 的中 �� 1928（54番人気）
ワイド票数 計 440512 的中 �� 4380（26番人気）�� 4035（29番人気）�� 9017（15番人気）
3連複票数 計1291981 的中 ��� 3456（62番人気）
3連単票数 計3083260 的中 ��� 852（415番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．0―18．8―31．2―43．6―56．6―1：09．7―1：22．6―1：35．1―1：47．4―1：59．7―2：12．4―2：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F50．9―3F38．6
1
�
8，9，1，5，6－（7，10）－2＝4，3・（8，9）（1，6）（10，7）（5，2）－4，3

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

勝馬の
紹 介

マイネルサンオペラ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．16 中山7着

2010．4．3生 牡4栗 母 サンシャインバレイ 母母 メイジホリデイ 15戦3勝 賞金 33，188，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミレニアムゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月2日まで平地

競走に出走できない。
※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。

06022 3月2日 雨 稍重 （26中山2）第2日 第10競走 ��
��1，200�ブラッドストーンステークス

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

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

46 アビリティラヴ 牡4鹿 57 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 486＋ 21：10．9 4．4�
814 フルヒロボーイ 牡5鹿 57 蛯名 正義古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 534± 01：11．0� 7．1�
33 レッドヴァンクール 	8鹿 57 武 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522－ 41：11．1
 45．4�
813 デザートオアシス 牡6鹿 57 C．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 520± 01：11．2クビ 2．4�
（伊）

58 � ク ロ タ カ 牝5黒鹿55 松岡 正海�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 488± 0 〃 アタマ 10．1	
711 コスタアレグレ 牡4栗 57 岩田 康誠安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 466－ 41：11．4
 25．2

57 エクセルシオール 牡5栗 57 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 4 〃 ハナ 14．7�
45 エステーラブ 牝7青鹿55 内田 博幸齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 456－ 21：11．61� 83．1�
712 ローブドヴルール 牝8鹿 55 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 506＋ 21：11．7クビ 23．9
69 エンジョイタイム 牡6鹿 57 横山 典弘前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 490＋ 61：12．01
 54．8�
34 ワールドエンド 牡5鹿 57 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 新冠 新冠伊藤牧場 510± 01：12．21� 24．9�
11 トーセントレジャー 牡6鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B508＋ 21：12．41� 62．5�
610 ビーナストリック 牝4栗 55 津村 明秀友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 452± 0 〃 クビ 80．1�
22 ルミナスウイング 牡4鹿 57 U．リスポリ �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482－ 41：13．14 10．6�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，825，600円 複勝： 82，909，500円 枠連： 40，564，400円
馬連： 158，523，600円 馬単： 86，195，900円 ワイド： 56，572，900円
3連複： 187，972，100円 3連単： 351，059，200円 計： 1，013，623，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 220円 � 770円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，120円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 12，470円 3 連 単 ��� 44，020円

票 数

単勝票数 計 498256 的中 � 90567（2番人気）
複勝票数 計 829095 的中 � 167072（2番人気）� 104384（3番人気）� 21079（10番人気）
枠連票数 計 405644 的中 （4－8） 85623（1番人気）
馬連票数 計1585236 的中 �� 114742（3番人気）
馬単票数 計 861959 的中 �� 36138（4番人気）
ワイド票数 計 565729 的中 �� 39465（3番人気）�� 6215（24番人気）�� 4422（31番人気）
3連複票数 計1879721 的中 ��� 11125（41番人気）
3連単票数 計3510592 的中 ��� 5886（132番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．9―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―45．4―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アビリティラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2013．1．19 中山2着

2010．2．28生 牡4鹿 母 ジ ル ニ ー ナ 母母 サクラメグミ 8戦4勝 賞金 50，808，000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。

２レース目



06023 3月2日 雨 稍重 （26中山2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第88回中 山 記 念（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，25．2．23以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，25．2．22以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を
除く）

千葉県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

34 ジャスタウェイ 牡5鹿 58 横山 典弘大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 61：49．8 5．3�

59 アルキメデス 牡5鹿 56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 41：50．43� 10．4�

35 ロ ゴ タ イ プ 牡4黒鹿58 C．デムーロ 吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 500＋12 〃 ハナ 6．2�
（伊）

815 マイネルラクリマ 牡6栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 488± 0 〃 クビ 32．6�

11 ヴェルデグリーン 牡6栗 57 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476± 01：50．71	 16．7�
611 トウケイヘイロー 牡5鹿 57 武 豊木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 496－ 1 〃 クビ 2．7	
713 サダムパテック 牡6鹿 57 田中 勝春大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 21：50．8� 96．5

712 ダイワマッジョーレ 牡5鹿 57 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 アタマ 17．7�
610 ユールシンギング 牡4鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 528＋ 4 〃 ハナ 87．9
814 エアソミュール 牡5黒鹿56 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500＋ 41：51．01
 17．6�
23 ダークシャドウ 牡7栗 56 内田 博幸飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 520＋161：51．1クビ 55．8�
22 ダイワファルコン 牡7鹿 56 川須 栄彦大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514＋ 6 〃 ハナ 32．4�
58 ナカヤマナイト 牡6栗 57 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 488－101：51．41	 15．0�
46 カレンミロティック �6栗 57 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 アタマ 12．1�
47 ア ユ サ ン 牝4鹿 55 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 488＋ 21：51．61
 59．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 272，358，900円 複勝： 376，536，400円 枠連： 187，673，300円 馬連： 910，338，500円 馬単： 457，701，700円
ワイド： 323，155，100円 3連複： 1，355，947，000円 3連単： 2，476，919，500円 5重勝： 624，564，400円 計： 6，985，194，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 280円 � 290円 枠 連（3－5） 900円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 810円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 38，020円

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

キャリーオーバー 260，928，530円����� 200，000，000円

票 数

単勝票数 計2723589 的中 � 410527（2番人気）
複勝票数 計3765364 的中 � 544973（2番人気）� 342707（3番人気）� 327618（4番人気）
枠連票数 計1876733 的中 （3－5） 154455（3番人気）
馬連票数 計9103385 的中 �� 246772（10番人気）
馬単票数 計4577017 的中 �� 74033（14番人気）
ワイド票数 計3231551 的中 �� 79508（9番人気）�� 101076（7番人気）�� 48754（16番人気）
3連複票数 計13559470 的中 ��� 139916（22番人気）
3連単票数 計24769195 的中 ��� 48080（111番人気）
5重勝票数 計6245644 的中 ����� 1

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―37．3―49．5―1：01．1―1：12．9―1：25．2―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスタウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．7．23 新潟1着

2009．3．8生 牡5鹿 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン 17戦4勝 賞金 360，990，000円
〔発走状況〕 トウケイヘイロー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ジャスタウェイ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：11番）
※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。

06024 3月2日 雨 稍重 （26中山2）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 コウユーサムライ 牡5栗 57 岩田 康誠加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 488＋ 31：10．9 21．4�
713 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 C．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 4．8�

（伊）

714 タ サ ジ ャ ラ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B532－ 21：11．21� 3．0�
816	 ピュアアイズ 牝4鹿 55 田辺 裕信�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 490－ 21：11．3� 4．0�
815
	 クールヴェント 牡6鹿 57 蛯名 正義櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 522± 01：11．51� 16．9�
47 タンブルブルータス 牡5鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 504＋ 41：11．6� 9．2	
11 メイショウフォロー 牡5鹿 57 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 470－ 4 〃 ハナ 29．2

48 	 トレノソルーテ �8鹿 57 梶 晃啓戸賀 智子氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 530＋ 61：11．7クビ 148．3�
510 ミヤビリファイン 牡5青鹿57 柴田 善臣村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 496－101：11．91� 23．9�
36 キンショーユウジャ 牡6栗 57 横山 和生礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 506－ 21：12．0クビ 82．5
59 クレバーアポロ 牡5栗 57 北村 宏司 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 498－ 21：12．21� 30．0�
612	 コーリンハッピー 牝6芦 55 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 462－ 81：12．3� 240．0�
611 ガ ク ニ ホ シ 牡8鹿 57 内田 博幸矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 492－ 61：12．4クビ 18．3�
23 リベルタドーレス 牡4栗 57 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 494－ 81：12．61 66．4�
12 プリティーキャロル 牝4芦 55 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 458＋ 2 〃 アタマ 23．9�

（15頭）
24 デリケートアーチ 牝5栃栗55 G．ブノワ �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B466－ 8 （競走除外）

（仏）

売 得 金
単勝： 76，573，200円 複勝： 116，467，500円 枠連： 68，253，400円
馬連： 267，103，500円 馬単： 108，057，500円 ワイド： 89，315，700円
3連複： 278，016，600円 3連単： 503，932，700円 計： 1，507，720，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 390円 � 190円 � 150円 枠 連（3－7） 1，770円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 12，670円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 980円 �� 320円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 50，620円

票 数

単勝票数 差引計 765732（返還計 10827） 的中 � 28305（7番人気）
複勝票数 差引計1164675（返還計 23205） 的中 � 58696（7番人気）� 164073（3番人気）� 269052（1番人気）
枠連票数 差引計 682534（返還計 950） 的中 （3－7） 28493（6番人気）
馬連票数 差引計2671035（返還計108432） 的中 �� 38698（18番人気）
馬単票数 差引計1080575（返還計 43738） 的中 �� 6298（43番人気）
ワイド票数 差引計 893157（返還計 53489） 的中 �� 14103（18番人気）�� 21144（9番人気）�� 80111（2番人気）
3連複票数 差引計2780166（返還計232345） 的中 ��� 41680（11番人気）
3連単票数 差引計5039327（返還計367242） 的中 ��� 7348（139番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．1―12．0―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．3―45．3―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウユーサムライ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー 2011．7．30 小倉11着

2009．4．6生 牡5栗 母 キサスキサスキサス 母母 アビームバンブー 14戦3勝 賞金 27，100，000円
［他本会外：7戦1勝］

〔騎手変更〕 クールヴェント号の騎手山崎亮誠は，騎乗停止のため蛯名正義に変更。
〔競走除外〕 デリケートアーチ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヘアーオブザドッグ号
※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。

５レース目



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

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 174頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

290，730，000円
2，080，000円
5，640，000円
2，300，000円
26，660，000円
67，420，000円
5，593，800円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
665，725，400円
1，051，877，500円
476，972，400円
1，956，806，800円
1，062，784，100円
760，745，700円
2，641，431，300円
4，788，491，500円
624，564，400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 14，029，399，100円

総入場人員 23，544名 （有料入場人員 20，316名）
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