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06061 3月15日 曇 良 （27中山2）第6日 第1競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

510 メランコリア 牝3栗 54
51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 478＋181：12．1 8．4�

59 ツウローゼズ 牝3黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 448－ 21：13．16 3．8�
24 スマイルハッピー 牝3鹿 54 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 432－ 41：13．52� 7．8�
714 ボストンヴィーナス 牝3黒鹿54 村田 一誠ボストンホース� 柄崎 孝 安平 吉田牧場 468－161：13．6� 19．0�
713 シェーネフラウ 牝3黒鹿54 横山 典弘�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 496＋ 41：13．7� 2．3	
815 コンコルダンス 牝3芦 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 492 ―1：14．33� 13．7

36 ミルファンティ 牝3芦 54 蛯名 正義 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 450－ 81：14．4クビ 14．5�
23 ココクイーン 牝3黒鹿54 田辺 裕信深澤 朝房氏 根本 康広 浦河 大道牧場 430＋101：14．5� 114．4�
35 トーセンキューティ 牝3栗 54 菅原 隆一島川 哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 438－ 21：14．92� 325．6�
48 チャーミングウイン 牝3鹿 54 丸田 恭介�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 平成ファーム 494 ―1：15．0� 69．0�
12 ビレッジアスリート 牝3青 54

51 ▲木幡 初也村山 浩伸氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 428± 0 〃 クビ 152．6�
47 パパラヴズマンボ 牝3青鹿54 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 428－ 21：15．1クビ 16．1�
611 キョウエイビジン 牝3鹿 54 武士沢友治田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 426 ―1：15．52� 168．9�
11 プリエルトウショウ 牝3黒鹿54 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－121：16．24 111．7�
816 キーシャンプー 牝3鹿 54 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 日高 中館牧場 444 ―1：16．3� 146．4�
612 ラヴィーダヴィー 牝3栗 54 嶋田 純次小林竜太郎氏 武井 亮 えりも エクセルマネジメント 404－241：16．72� 116．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，317，000円 複勝： 34，192，000円 枠連： 16，408，100円
馬連： 61，946，700円 馬単： 33，617，900円 ワイド： 32，917，400円
3連複： 76，559，500円 3連単： 109，737，900円 計： 390，696，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 230円 � 130円 � 180円 枠 連（5－5） 1，620円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 380円 �� 940円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 12，720円

票 数

単勝票数 計 253170 的中 � 24019（4番人気）
複勝票数 計 341920 的中 � 31530（4番人気）� 83585（1番人気）� 45194（3番人気）
枠連票数 計 164081 的中 （5－5） 7809（7番人気）
馬連票数 計 619467 的中 �� 39116（4番人気）
馬単票数 計 336179 的中 �� 10092（9番人気）
ワイド票数 計 329174 的中 �� 23246（2番人気）�� 8219（15番人気）�� 22774（3番人気）
3連複票数 計 765595 的中 ��� 25634（5番人気）
3連単票数 計1097379 的中 ��� 6251（30番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―12．0―12．9―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．8―47．7―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メランコリア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．17 新潟7着

2012．4．22生 牝3栗 母 フレンチポップス 母母 マグネテック 6戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリエルトウショウ号・キーシャンプー号・ラヴィーダヴィー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成27年4月15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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アンジュデトワール号・ハジメノイッポ号・ヤマニンシャンデル号・レーヴラヴィッサン号

06062 3月15日 曇 良 （27中山2）第6日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 モンドインテロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：56．7 1．7�
611 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B490± 01：57．44 68．9�
58 マカワオクイーン 牝3栗 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 472± 0 〃 クビ 6．3�
59 マイネルヴェッケン 牡3鹿 56 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 486－ 61：57．61� 21．0�
47 コスモポッポ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 464＋ 81：57．7� 4．6	
22 ロードトリニティ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 21：57．8� 69．6

610 フローレンスオーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 482－ 41：57．9クビ 24．4�
712 キ ザ シ 牡3栗 56 武士沢友治 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 B440＋ 31：58．32� 308．9�
815 ナモンブライアン 牡3青 56 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 502＋ 21：58．51� 8．4
46 エイワカンベエ 牡3黒鹿56 田辺 裕信永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 476＋ 21：58．71� 34．9�
34 ユ ノ 牝3芦 54 大庭 和弥�ミルファーム 南田美知雄 新冠 大栄牧場 412－ 41：59．23 363．4�
713 リキサンレーヴ 牡3鹿 56 江田 照男 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 514＋ 61：59．3� 106．2�
23 ノ ア ブ ギ ー 牡3栗 56 大野 拓弥佐山 公男氏 天間 昭一 平取 原田 新治 472－ 61：59．4� 389．6�
814 ワインカラー 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 430± 01：59．61� 311．5�
35 ビッグクロップ 牡3栗 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：59．91� 158．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，347，600円 複勝： 39，876，900円 枠連： 17，289，300円
馬連： 60，014，200円 馬単： 42，316，200円 ワイド： 34，127，800円
3連複： 73，617，200円 3連単： 138，661，600円 計： 434，250，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 740円 � 180円 枠 連（1－6） 1，170円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 300円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 27，520円

票 数

単勝票数 計 283476 的中 � 132613（1番人気）
複勝票数 計 398769 的中 � 154769（1番人気）� 7504（9番人気）� 49091（3番人気）
枠連票数 計 172893 的中 （1－6） 11370（5番人気）
馬連票数 計 600142 的中 �� 12095（10番人気）
馬単票数 計 423162 的中 �� 6885（14番人気）
ワイド票数 計 341278 的中 �� 5482（16番人気）�� 34419（2番人気）�� 2756（26番人気）
3連複票数 計 736172 的中 ��� 11126（16番人気）
3連単票数 計1386616 的中 ��� 3652（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．4―51．9―1：05．1―1：17．8―1：30．6―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンドインテロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．2．2生 牡3鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 2戦1勝 賞金 6，500，000円

第２回 中山競馬 第６日



06063 3月15日 曇 良 （27中山2）第6日 第3競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

36 ピックアンドポップ 牡3青鹿56 蛯名 正義大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 480－ 81：12．8 3．9�
35 ジェットコルサ 牡3青 56 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 462＋101：13．11� 2．1�
612 ローレルロケッツ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 B494－ 41：13．52� 8．6�
47 ワ ル 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 パカパカ
ファーム B474－ 41：13．92� 26．3�

714 スカイルピナス 牝3栗 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 436± 01：14．0� 179．0�
23 ミズーリスカイ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B478－ 8 〃 ハナ 376．2	
713 シュピーゲル 牡3黒鹿56 田辺 裕信水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 468－ 81：14．1� 4．6

611 ク ド ー ス 牡3栗 56 伊藤 工真窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：14．31� 65．2�
510 ロゼスピリッツ 牝3栗 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 448＋ 21：14．72� 105．6�
12 ヴェルトフリーデン 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B520± 01：14．8� 28．0
11 フ ク ム ス メ 牝3鹿 54 藤懸 貴志西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 荒谷 輝和 400± 01：14．9� 233．3�
24 タケショウビクター 牡3黒鹿56 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 486－101：15．11� 11．9�
815 スピンキャッシュ 牝3栗 54 平野 優福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 松田牧場 464－151：15．2� 594．3�
816 ニホンピロラブリー 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 412－141：15．41� 287．8�
59 キタノキャンパス 牝3黒鹿54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 456± 01：16．03� 251．7�
48 ヴィーナスライト 牝3鹿 54 村田 一誠�テシオ 大江原 哲 様似 様似堀牧場 516＋ 21：16．63� 523．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，112，700円 複勝： 31，045，600円 枠連： 17，369，100円
馬連： 53，409，100円 馬単： 35，215，400円 ワイド： 28，138，000円
3連複： 69，167，800円 3連単： 122，453，900円 計： 381，911，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 110円 � 210円 枠 連（3－3） 370円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 190円 �� 600円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，770円

票 数

単勝票数 計 251127 的中 � 50383（2番人気）
複勝票数 計 310456 的中 � 56486（2番人気）� 105887（1番人気）� 24683（4番人気）
枠連票数 計 173691 的中 （3－3） 36000（2番人気）
馬連票数 計 534091 的中 �� 112809（1番人気）
馬単票数 計 352154 的中 �� 34481（2番人気）
ワイド票数 計 281380 的中 �� 47350（1番人気）�� 10352（8番人気）�� 14238（4番人気）
3連複票数 計 691678 的中 ��� 51874（2番人気）
3連単票数 計1224539 的中 ��� 18587（11番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．5―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―47．1―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピックアンドポップ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Warning デビュー 2014．6．8 東京6着

2012．3．16生 牡3青鹿 母 ウ ィ ギ ン グ 母母 Pushy 10戦1勝 賞金 12，350，000円
〔発走状況〕 ニホンピロラブリー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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） 4頭 カンタベリーキッズ号・シュートオフ号・テイケイパステル号・トミケンモヴェール号

06064 3月15日 曇 良 （27中山2）第6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）
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 クラウンリバティー 牡3鹿 56 蛯名 正義矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 486＋ 21：56．3 8．2�
612� ミ ス エ リ カ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B504＋ 4 〃 アタマ 2．3�
510 ナムラレジェンド 牡3栗 56 嘉藤 貴行奈村 信重氏 岩戸 孝樹 日高 中前牧場 482＋ 21：56．51� 184．8�
36 マイネルライヒ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 530＋ 4 〃 アタマ 9．8�
48 エメラルエナジー 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 484－ 21：56．81	 3．5�
59 トウショウノワール 牡3青鹿56 江田 照男トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464＋ 21：57．22
 24．5	
815 ブランニュー 牡3黒鹿56 吉田 豊島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 454－ 4 〃 クビ 8．3

23 コパノハミルトン 牡3黒鹿56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B488＋ 41：58．37 43．1�
714 クロノスバローズ 牡3黒鹿56 田中 勝春猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 矢野牧場 B428± 0 〃 ハナ 31．9�
713 アフェクトダンサー 牝3鹿 54 村田 一誠中江 隆一氏 高市 圭二 新冠 片倉 拓司 490－ 2 〃 アタマ 237．8
11 オメガプレイヤー 牡3青 56 大野 拓弥原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 508－ 81：58．4クビ 98．9�
24 フランクジョイ 牡3芦 56 伊藤 工真坂本 万夫氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 488－ 6 〃 クビ 168．2�
47 ノ ア ロ ッ ク 牡3鹿 56 武士沢友治佐山 公男氏 水野 貴広 平取 原田 新治 444－141：58．82
 459．0�
816 トーセンレイザー 牡3黒鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 452－ 41：59．11	 20．8�
611 ダンスオンザワルツ 牡3栗 56 柴山 雄一的場 徹氏 古賀 慎明 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 502± 01：59．84 407．2�
12 サトノファンタス 牡3鹿 56 三浦 皇成里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 418＋ 62：00．33 51．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，009，700円 複勝： 31，821，100円 枠連： 17，437，800円
馬連： 57，100，500円 馬単： 35，172，100円 ワイド： 30，074，800円
3連複： 71，713，800円 3連単： 112，094，800円 計： 378，424，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 240円 � 120円 � 1，290円 枠 連（3－6） 510円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 440円 �� 6，920円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 21，610円 3 連 単 ��� 104，190円

票 数

単勝票数 計 230097 的中 � 22351（3番人気）
複勝票数 計 318211 的中 � 29184（3番人気）� 99327（1番人気）� 4083（12番人気）
枠連票数 計 174378 的中 （3－6） 26293（2番人気）
馬連票数 計 571005 的中 �� 52123（2番人気）
馬単票数 計 351721 的中 �� 10735（6番人気）
ワイド票数 計 300748 的中 �� 19685（3番人気）�� 1049（48番人気）�� 1915（35番人気）
3連複票数 計 717138 的中 ��� 2488（59番人気）
3連単票数 計1120948 的中 ��� 780（274番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．6―13．6―12．9―12．1―12．4―12．8―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．6―52．2―1：05．1―1：17．2―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラウンリバティー �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2014．8．17 新潟11着

2012．5．31生 牡3鹿 母 サ ザ ン ベ ル 母母 タケノスピカ 9戦1勝 賞金 7，250，000円



06065 3月15日 曇 良 （27中山2）第6日 第5競走 ��2，200�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
2：10．1
2：10．0

良
良

12 スペキュロス 牡3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 486－102：17．5 2．4�

510 ニシノハッスル 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 500＋ 42：17．71� 2．7�
47 ウインセイヴィア 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 458－ 22：17．8クビ 10．9�
815 ダークネブラス 牡3青鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 2 〃 クビ 6．8�
714 マコトギンスバーグ 牡3鹿 56 武士沢友治�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 448＋16 〃 アタマ 103．3	
59 ラブアポロン 牡3芦 56 吉田 豊 M・

Kenichiホールディング� 尾関 知人 浦河 酒井牧場 472－ 22：17．9� 50．0

11 ウインブルーローズ 牡3鹿 56 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 478＋ 62：18．11� 19．7�
611 グローリアスレイ 牝3芦 54 丸田 恭介日下部勝德氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 82：18．42 17．3�
816 ワンパクチョウサン 牡3青鹿56 蛯名 正義�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 438＋ 42：18．5クビ 18．2
713 サ ン ベ イ ル 牝3黒鹿54 田中 勝春加藤 信之氏 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 438＋ 62：18．6� 207．5�
35 リ ッ ツ ィ ー 牝3黒鹿54 伊藤 工真山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 442－ 82：18．7� 94．2�
36 マイネルサフィルス 牡3青鹿56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ムラカミファーム 484－ 8 〃 ハナ 255．1�
48 ビビッドモア 牡3鹿 56 大野 拓弥湊 義明氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 468 ― 〃 アタマ 83．9�
23 ヤワタオリオン 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 394－142：18．91� 87．6�
612 ミヤビクロタカ 牡3鹿 56 藤岡 佑介村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 478－ 82：19．11� 288．9�
24 オーゴンダーク 牡3栗 56 木幡 初広永田 清男氏 小野 次郎 新ひだか 今 牧場 B452－ 22：20．16 343．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，183，500円 複勝： 35，477，000円 枠連： 20，248，000円
馬連： 64，282，400円 馬単： 39，101，100円 ワイド： 32，767，600円
3連複： 80，629，200円 3連単： 132，067，100円 計： 430，755，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（1－5） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 160円 �� 450円 �� 420円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，020円

票 数

単勝票数 計 261835 的中 � 86337（1番人気）
複勝票数 計 354770 的中 � 101083（1番人気）� 92417（2番人気）� 29829（4番人気）
枠連票数 計 202480 的中 （1－5） 52742（1番人気）
馬連票数 計 642824 的中 �� 168518（1番人気）
馬単票数 計 391011 的中 �� 61731（1番人気）
ワイド票数 計 327676 的中 �� 65728（1番人気）�� 15613（5番人気）�� 16872（4番人気）
3連複票数 計 806292 的中 ��� 64651（2番人気）
3連単票数 計1320671 的中 ��� 31695（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―25．1―38．1―51．1―1：04．3―1：17．4―1：30．0―1：42．2―1：54．2―2：05．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペキュロス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Bird デビュー 2014．11．9 東京9着

2012．4．20生 牡3鹿 母 ヌーヴァレジェンダ 母母 Persian Flute 6戦1勝 賞金 9，650，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クピド号・クリノトイトイ号

06066 3月15日 曇 良 （27中山2）第6日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

79 グランシルク 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：34．4 2．8�
56 ミッキードラマ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか 矢野牧場 514± 01：34．61� 6．4�
44 レッドオルバース 牡3栗 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488＋ 81：34．7� 2．4�
68 コスモヨハネ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 490± 01：35．12� 8．7�
22 キングイマデショウ 牡3鹿 56 丸田 恭介首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 464－ 21：35．2� 13．6	
811 ストリートキャップ 牡3芦 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 464－ 2 〃 アタマ 28．1

55 ルグランパントル 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 472－ 2 〃 ハナ 37．3�
11 ダイワコンプリート 牡3鹿 56 蛯名 正義大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514－ 21：35．62� 25．2�
33 ジャストサウンド 牡3鹿 56 江田 照男増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 446－ 61：35．81� 320．0
67 カボスチャン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 424＋ 21：36．22� 90．4�
812 ニットウスバル 牡3鹿 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 508－ 81：36．52 26．1�
710 マ タ ン ギ �3芦 56 長岡 禎仁�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 426－ 61：36．81� 431．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，044，600円 複勝： 43，556，300円 枠連： 16，438，100円
馬連： 88，770，500円 馬単： 52，049，300円 ワイド： 40，236，200円
3連複： 94，832，800円 3連単： 181，231，100円 計： 558，158，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（5－7） 940円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 350円 �� 170円 �� 350円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 4，410円

票 数

単勝票数 計 410446 的中 � 113885（2番人気）
複勝票数 計 435563 的中 � 114381（1番人気）� 50180（4番人気）� 106840（2番人気）
枠連票数 計 164381 的中 （5－7） 13507（4番人気）
馬連票数 計 887705 的中 �� 61401（5番人気）
馬単票数 計 520493 的中 �� 21617（6番人気）
ワイド票数 計 402362 的中 �� 25903（5番人気）�� 74861（1番人気）�� 26025（4番人気）
3連複票数 計 948328 的中 ��� 113869（1番人気）
3連単票数 計1812311 的中 ��� 29782（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．1―47．0―58．9―1：10．7―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

グランシルク �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．11．24 東京2着

2012．4．8生 牡3鹿 母 ル シ ル ク 母母 Queue 4戦2勝 賞金 16，300，000円
〔制裁〕 レッドオルバース号の騎手三浦皇成は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※マタンギ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



06067 3月15日 曇 良 （27中山2）第6日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時35分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 アースザスリー 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 492＋102：02．4 8．5�
612 サムソンズシエル 牡4鹿 57 柴田 大知 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 528＋ 82：02．61� 6．5�
12 キネオダンサー 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 482± 0 〃 ハナ 6．4�
47 ウマンマミーア 牡4鹿 57 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 B440± 02：02．81	 18．9�
816 ターフデライト 牝6青 55 丸田 恭介	須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 502＋16 〃 クビ 32．2

510 オメガユニコーン 牡5黒鹿57 横山 典弘原 
子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 474＋ 42：02．9クビ 7．2�
713 ウインミラグロス 牡4栗 57 大野 拓弥�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 464－ 6 〃 同着 99．2�
24 ヴァルコイネン 牡4芦 57 三浦 皇成吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 470＋ 82：03．11� 6．1
36 ムードスウィングス 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 4 〃 クビ 15．2�
48 ブリリアント 牡5鹿 57 武士沢友治野谷 美千氏 武市 康男 新冠 タニグチ牧場 466＋ 42：03．2	 28．4�
35 バスティード 牡4栗 57 蛯名 正義古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 468－ 22：03．3クビ 6．6�
59 マンインザムーン 牡5芦 57 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋ 22：03．51	 8．9�
11 ネコタイショウ 牡5鹿 57 吉田 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 456＋ 42：03．6� 53．0�
714 マクベスバローズ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B464－ 22：04．23	 27．4�
815� クライナーヘルツ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也林 正道氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 416－ 22：04．41� 288．0�
23 マイネルヴェルト 牡4芦 57 嘉藤 貴行 �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 470－102：05．46 103．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，332，400円 複勝： 46，019，700円 枠連： 27，669，400円
馬連： 91，456，400円 馬単： 39，670，500円 ワイド： 44，436，300円
3連複： 115，018，400円 3連単： 156，208，500円 計： 548，811，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 260円 � 240円 � 190円 枠 連（6－6） 2，860円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 830円 �� 780円

3 連 複 ��� 5，600円 3 連 単 ��� 37，240円

票 数

単勝票数 計 283324 的中 � 26356（6番人気）
複勝票数 計 460197 的中 � 43420（6番人気）� 48596（5番人気）� 71529（1番人気）
枠連票数 計 276694 的中 （6－6） 7478（12番人気）
馬連票数 計 914564 的中 �� 24464（14番人気）
馬単票数 計 396705 的中 �� 5526（23番人気）
ワイド票数 計 444363 的中 �� 9773（15番人気）�� 13755（5番人気）�� 14905（4番人気）
3連複票数 計1150184 的中 ��� 15395（16番人気）
3連単票数 計1562085 的中 ��� 3041（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．4―49．4―1：02．1―1：14．2―1：26．3―1：38．5―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

アースザスリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．1．6 中山3着

2010．4．14生 牝5鹿 母 リヴァプール 母母 マークプロミス 18戦3勝 賞金 37，767，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 レオニーズ号・レッドグルック号

06068 3月15日 曇 良 （27中山2）第6日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 サクラフローラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 518－141：11．4 5．9�
612 キャレモンショコラ 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 日高 広中 稔 492＋ 4 〃 クビ 3．0�
35 スイートガーデン 牝4鹿 55 田辺 裕信田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 492－ 41：11．93 3．4�
48 スノーレパード 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也 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 448－ 41：12．22 30．3�

816 キョウエイボヌール 牝4栗 55
52 ▲石川裕紀人田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 456－ 41：12．3クビ 22．3�

815 カゼノサファイア 牝5青 55 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 472＋ 11：12．62 59．0	
510 トウカイマインド 牝4鹿 55 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 458＋ 2 〃 ハナ 80．7

36 シャインプレイン 牝4栗 55 横山 典弘�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510± 01：12．7クビ 8．1�
24 ニシノラピート 牝4栗 55 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B472＋ 6 〃 クビ 10．2�
611 カルブンクルス 牝6青 55 三浦 皇成髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 472－ 81：12．8クビ 45．6
11 � ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 武士沢友治髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 488＋101：13．01� 78．4�
59 イーグルアモン 牝4鹿 55 柴田 大知平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448－ 41：13．1� 142．5�
714 ナムラケイオス 牝6鹿 55 大野 拓弥奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 526＋141：13．2クビ 40．7�
47 � キッズアベリア 牝4鹿 55 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 490－111：13．73 25．0�
12 ラフィンテール 牝4芦 55 江田 照男吉田 和子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 450－ 41：13．91� 87．4�
23 � グローバルシップ 牝4栗 55 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 440－19 〃 ハナ 71．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，393，500円 複勝： 45，335，800円 枠連： 28，249，800円
馬連： 90，456，900円 馬単： 45，096，300円 ワイド： 44，492，700円
3連複： 105，878，300円 3連単： 161，535，100円 計： 553，438，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 120円 � 130円 枠 連（6－7） 760円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 340円 �� 360円 �� 200円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 323935 的中 � 43489（3番人気）
複勝票数 計 453358 的中 � 58215（3番人気）� 108394（1番人気）� 98166（2番人気）
枠連票数 計 282498 的中 （6－7） 28800（3番人気）
馬連票数 計 904569 的中 �� 71693（3番人気）
馬単票数 計 450963 的中 �� 16422（6番人気）
ワイド票数 計 444927 的中 �� 31267（2番人気）�� 28812（3番人気）�� 65307（1番人気）
3連複票数 計1058783 的中 ��� 97385（1番人気）
3連単票数 計1615351 的中 ��� 22195（9番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラフローラ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．4．6 中山1着

2011．4．13生 牝4黒鹿 母 サクラエンプレス 母母 サクラクレアー 5戦2勝 賞金 15，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ファンアットコート号



06069 3月15日 晴 良 （27中山2）第6日 第9競走 ��
��1，200�

ぼ う そ う

房 総 特 別
発走14時35分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

59 アルマエルナト 牡4栗 57 横山 典弘コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 488＋121：08．6 5．4�
815 ファントムロード 牡7鹿 57 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 490± 0 〃 クビ 10．8�
47 コスモドーム 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 21：08．81� 23．0�
24 サンブルエミューズ 牝5栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 アタマ 5．1�
35 モンマックス 牡5鹿 57 蛯名 正義�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 530＋ 61：08．9クビ 4．3�
816 シニョリーナ 牝4青鹿55 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B450± 01：09．11� 12．1	
713 ダイワインスパイア 牡6鹿 57 田中 勝春大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 468± 01：09．2クビ 32．1

611 チェリーペトルズ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 490＋221：09．3	 90．7�
510 テーオートマホーク 牡5鹿 57 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 482－ 41：09．51� 39．4�
36 ヤサカオディール 牝6黒鹿55 三浦 皇成志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 452＋ 8 〃 ハナ 12．0
714 クラウンルシフェル 牡4栗 57 柴山 雄一�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 500＋101：09．6	 35．6�
48 タカミツスズラン 牝4鹿 55 吉田 豊高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 464－ 4 〃 ハナ 33．2�
612 ヴァッフシュテルケ 牡4青鹿57 大野 拓弥�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 442－ 81：09．7クビ 16．5�
11 ニシノミチシルベ 牝4鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 B466± 01：09．91� 7．5�
12 
 リバティーホール 牝6鹿 55 嘉藤 貴行吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B458＋ 6 〃 ハナ 185．9�
23 ミラクルアイドル 牝4黒鹿55 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 466＋ 61：10．43 70．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，393，000円 複勝： 61，665，000円 枠連： 36，742，300円
馬連： 134，622，800円 馬単： 57，061，100円 ワイド： 55，478，800円
3連複： 154，567，900円 3連単： 217，858，100円 計： 756，389，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 250円 � 330円 � 660円 枠 連（5－8） 1，360円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 2，870円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 30，640円 3 連 単 ��� 141，270円

票 数

単勝票数 計 383930 的中 � 56870（3番人気）
複勝票数 計 616650 的中 � 70869（3番人気）� 49660（5番人気）� 21782（9番人気）
枠連票数 計 367423 的中 （5－8） 20931（5番人気）
馬連票数 計1346228 的中 �� 47020（6番人気）
馬単票数 計 570611 的中 �� 10442（14番人気）
ワイド票数 計 554788 的中 �� 9670（15番人気）�� 4949（34番人気）�� 3583（49番人気）
3連複票数 計1545679 的中 ��� 3783（95番人気）
3連単票数 計2178581 的中 ��� 1118（436番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．9―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．6―45．1―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 13，14，10，16（4，9）（1，12，15）（2，11）6，5（8，7）－3 4 13（10，14，16，9）（1，4，12，15）2（6，11）（5，7）－8－3

勝馬の
紹 介

アルマエルナト �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 With Approval デビュー 2013．6．23 函館4着

2011．3．1生 牡4栗 母 キャメロンガール 母母 Above the Salt 15戦3勝 賞金 59，170，000円
〔制裁〕 モンマックス号の調教師和田正道は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り戒告。

ニシノミチシルベ号の騎手田辺裕信は，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：2番）
クラウンルシフェル号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・12番・6
番）
ファントムロード号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 オリエンタルサン号・ラインロバート号・レッドガルシア号

06070 3月15日 晴 良 （27中山2）第6日 第10競走 ��
��1，600�

こ ち

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

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

69 クラリティシチー 牡4鹿 56 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ
ファーム 486＋ 61：33．8 8．1�

712 シャイニープリンス 牡5青鹿57 横山 典弘小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 500－ 41：33．9	 2．3�
814 インパルスヒーロー 牡5鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B512＋ 41：34．11
 60．5�
610 ブレイズアトレイル 牡6芦 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 486－16 〃 ハナ 8．4�
711 アロマカフェ 牡8黒鹿56 吉田 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 484－ 81：34．2	 30．1	
46 マイネルホウオウ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 516－101：34．3クビ 8．6

33 フラアンジェリコ 牡7栗 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 522＋12 〃 クビ 20．2�
34 ペイシャフェリス 牝4鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 440± 01：34．4� 4．5�
22 リルダヴァル 牡8栗 58 三浦 皇成 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：34．82	 13．4
57 フレイムヘイロー �7栗 56 蛯名 正義�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 476－ 61：34．9	 53．8�
813 レオアクティブ 牡6栗 56 大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 466－10 〃 クビ 147．7�
45 ティアップゴールド 牡9鹿 56 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 様似 富田 恭司 488＋ 21：35．0	 234．1�
58  コウヨウアレス 牡6青鹿56 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 492＋ 81：35．32 33．1�
11  ルチャドルアスール �6黒鹿56 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 508－ 21：35．51	 42．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，835，300円 複勝： 70，227，400円 枠連： 41，704，700円
馬連： 182，047，000円 馬単： 83，846，700円 ワイド： 68，920，400円
3連複： 206，746，400円 3連単： 341，158，500円 計： 1，046，486，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 130円 � 580円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 460円 �� 4，690円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 15，530円 3 連 単 ��� 75，770円

票 数

単勝票数 計 518353 的中 � 50688（3番人気）
複勝票数 計 702274 的中 � 63586（4番人気）� 190502（1番人気）� 22624（10番人気）
枠連票数 計 417047 的中 （6－7） 72471（2番人気）
馬連票数 計1820470 的中 �� 140843（3番人気）
馬単票数 計 838467 的中 �� 24114（9番人気）
ワイド票数 計 689204 的中 �� 42677（3番人気）�� 3552（46番人気）�� 7850（27番人気）
3連複票数 計2067464 的中 ��� 9983（49番人気）
3連単票数 計3411585 的中 ��� 3264（234番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．2―46．8―58．4―1：09．9―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

クラリティシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．8．3 新潟1着

2011．3．9生 牡4鹿 母 タイキクラリティ 母母 タイキダイヤ 13戦3勝 賞金 84，694，000円

２レース目



06071 3月15日 晴 良 （27中山2）第6日 第11競走 ��
��1，800�第33回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，4歳以上，26．3．15以降27．3．8まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ローレル競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 539，000円 154，000円 77，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

23 バウンスシャッセ 牝4鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 524± 01：47．5 5．2�
58 アイスフォーリス 牝6芦 54 三浦 皇成 �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 474± 0 〃 クビ 5．9�
815 パワースポット 牝7鹿 53 大野 拓弥�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 478＋101：47．71 7．1�
610 ケイティバローズ 牝5鹿 51 武士沢友治猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B492＋ 11：47．8� 42．4�
713 シャトーブランシュ 牝5鹿 53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470－ 41：47．9� 4．6�
22 	 グレイスフラワー 牝6青鹿52 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋161：48．0クビ 43．9	
611 エバーブロッサム 牝5鹿 54 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B474－ 41：48．1� 53．2

814 オメガハートロック 牝4黒鹿53 丸田 恭介原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 464＋121：48．31� 19．5�
34 マイネグレヴィル 牝4鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 2 〃 アタマ 12．0
59 ブランネージュ 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 466± 01：48．51 4．6�
35 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 53 石川裕紀人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 486＋101：48．71� 39．4�
47 ウイングドウィール 牝6黒鹿52 伊藤 工真 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492＋ 21：48．8� 36．1�
11 フレイムコード 牝6鹿 50 藤懸 貴志�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 468－ 4 〃 ハナ 38．4�
46 サクラプレジール 牝5青 52 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 B494＋ 41：49．01� 23．7�

（14頭）
712 スイートサルサ 牝5栗 54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 131，675，700円 複勝： 191，688，100円 枠連： 135，085，200円 馬連： 622，879，900円 馬単： 263，305，500円
ワイド： 217，246，200円 3連複： 872，056，100円 3連単： 1，402，061，000円 5重勝： 673，737，700円 計： 4，509，735，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 210円 � 230円 枠 連（2－5） 640円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 650円 �� 980円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 20，190円

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

キャリーオーバー なし����� 390，410円

票 数

単勝票数 差引計1316757（返還計 18） 的中 � 201865（3番人気）
複勝票数 差引計1916881（返還計 1 ） 的中 � 225358（4番人気）� 246093（3番人気）� 212341（5番人気）
枠連票数 差引計1350852（返還計 0 ） 的中 （2－5） 161331（1番人気）
馬連票数 差引計6228799（返還計 29） 的中 �� 341662（5番人気）
馬単票数 差引計2633055（返還計 4 ） 的中 �� 74385（7番人気）
ワイド票数 差引計2172462（返還計 29） 的中 �� 87402（6番人気）�� 55831（10番人気）�� 73614（9番人気）
3連複票数 差引計8720561（返還計 95） 的中 ��� 148269（12番人気）
3連単票数 差引計14020610（返還計 135） 的中 ��� 50324（48番人気）
5重勝票数 差引計6737377（返還計 0 ） 的中 ����� 1208

ハロンタイム 12．6―12．0―11．5―11．5―11．6―11．9―12．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―36．1―47．6―59．2―1：11．1―1：23．5―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バウンスシャッセ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Halling デビュー 2013．8．4 函館1着

2011．5．6生 牝4鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 12戦4勝 賞金 115，283，000円
〔出走取消〕 スイートサルサ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

06072 3月15日 晴 良 （27中山2）第6日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 バ ン ズ ー ム 牡4鹿 57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474＋ 21：54．7 1．7�
612 リアルエンブレム 牡5鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 武井 亮 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B514－ 81：54．8� 7．3�
23 トミケンユークアイ 	6黒鹿57 蛯名 正義冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 484± 01：54．9
 11．4�
11 リターントゥジェム 牡4黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 494－ 4 〃 クビ 10．8�
611 ハイパーチャージ 	5鹿 57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 496－ 61：55．32� 5．4�
24 マイネルボルソー 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 472－ 4 〃 ハナ 41．4

714 コスモマイギフト 牡6黒鹿57 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B486－ 21：55．62 86．0�
59 クリームソーダ 牡7青鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514± 01：55．81 16．3�
36 コスモラヴモア 牡4鹿 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 492－ 2 〃 クビ 137．7
815 マイネルマルシェ 牡8黒鹿57 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 460＋ 41：55．9� 219．1�
12 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 大庭 和弥�ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 508－101：56．11 271．6�
816� ヤンキーソヴリン 	5黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. B490－ 21：56．2クビ 27．7�
35 ダブルファンタジー 牝5栗 55 吉田 豊安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 522＋14 〃 ハナ 88．8�
713 スターライラック 牝6鹿 55 丸田 恭介庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 464－ 61：56．3� 85．2�
47 エンドレストライ 牝4黒鹿55 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 464－ 41：56．4
 197．1�
510 コスモトゥルーラヴ 牡6鹿 57 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 494－101：57．99 62．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，214，000円 複勝： 122，448，300円 枠連： 62，648，100円
馬連： 287，638，300円 馬単： 130，274，000円 ワイド： 114，237，800円
3連複： 282，044，200円 3連単： 614，643，900円 計： 1，691，148，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 240円 枠 連（4－6） 260円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 330円 �� 410円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 772140 的中 � 344468（1番人気）
複勝票数 計1224483 的中 � 516470（1番人気）� 123543（3番人気）� 82724（5番人気）
枠連票数 計 626481 的中 （4－6） 181092（1番人気）
馬連票数 計2876383 的中 �� 333839（2番人気）
馬単票数 計1302740 的中 �� 115089（2番人気）
ワイド票数 計1142378 的中 �� 93460（2番人気）�� 73156（4番人気）�� 27124（11番人気）
3連複票数 計2820442 的中 ��� 107030（5番人気）
3連単票数 計6146439 的中 ��� 92386（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．0―51．3―1：04．3―1：16．4―1：29．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 13戦3勝 賞金 59，034，000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 タプローム号

５レース目



（27中山2）第6日 3月15日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

246，920，000円
7，280，000円
1，860，000円
22，620，000円
73，666，500円
4，996，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
528，859，000円
753，353，200円
437，289，900円
1，794，624，700円
856，726，100円
743，074，000円
2，202，831，600円
3，689，711，500円
673，737，700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
5 重 勝
計 11，680，207，700円

総入場人員 22，739名 （有料入場人員 20，709名）
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