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06085 3月22日 晴 稍重 （27中山2）第8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

48 ジョリーアップ 牝3栗 54
51 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 466－ 41：12．2 2．0�
510 ラミアカーサ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 424＋ 21：13．05 7．1�

36 オーゴンマリア 牝3栗 54 大野 拓弥永田 清男氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 458± 01：13．21� 95．9�
24 グローリアスアーク 牝3鹿 54 柴田 大知日下部勝德氏 黒岩 陽一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 482＋10 〃 クビ 73．4�
11 ニシノバランス 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 456－ 21：13．62� 5．2�
714 レーヴシャルマン 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 ハナ 11．4	
59 サーストンカインド 牝3鹿 54 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 タニグチ牧場 474 ― 〃 クビ 101．4

23 ナゲットレイツ 牝3鹿 54 長岡 禎仁竹本いずみ氏 中川 公成 日高 滝本 健二 456＋ 6 〃 ハナ 239．8�
713 レディゴーラウンド 牝3芦 54 横山 和生 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 61：13．8� 7．7
612 アズマタイムズ 牝3栗 54 津村 明秀東 哲次氏 武市 康男 日高 木村牧場 412－ 41：14．33 214．6�
47 トーセンジュリア 牝3青鹿54 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－161：14．51 176．7�
12 ハジメノイッポ 牝3青鹿54 松田 大作藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 466－ 41：15．24 138．7�
816 エリーアイズ 牝3黒鹿54 D．バルジュー 谷川 正純氏 佐藤 吉勝 むかわ 市川牧場 444 ―1：15．3� 87．4�

（伊）

35 ヘヴンアンドアース 牝3鹿 54 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 41：15．51� 64．2�

815 クィーンパレット 牝3鹿 54 福永 祐一井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 432－121：15．71� 8．4�
611 グレイサミット 牝3芦 54 菅原 隆一平井 裕氏 田村 康仁 新ひだか 井高牧場 464 ―1：18．5大差 336．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，609，800円 複勝： 39，892，900円 枠連： 15，648，400円
馬連： 56，125，000円 馬単： 33，214，500円 ワイド： 30，120，500円
3連複： 74，755，000円 3連単： 116，388，300円 計： 390，754，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 1，470円 枠 連（4－5） 610円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，590円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 14，820円 3 連 単 ��� 40，740円

票 数

単勝票数 計 246098 的中 � 98315（1番人気）
複勝票数 計 398929 的中 � 130194（1番人気）� 47732（4番人気）� 4142（9番人気）
枠連票数 計 156484 的中 （4－5） 19826（3番人気）
馬連票数 計 561250 的中 �� 66054（2番人気）
馬単票数 計 332145 的中 �� 25101（2番人気）
ワイド票数 計 301205 的中 �� 30550（2番人気）�� 2734（18番人気）�� 1081（38番人気）
3連複票数 計 747550 的中 ��� 3783（30番人気）
3連単票数 計1163883 的中 ��� 2071（126番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．8―12．5―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．6―47．1―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョリーアップ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．10．19 東京8着

2012．3．16生 牝3栗 母 オオシマジョリー 母母 ア ザ ー ル 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイサミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月22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 アンジュデトワール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06086 3月22日 晴 稍重 （27中山2）第8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

48 ボ ル ド ネ ス 牡3鹿 56 横山 典弘�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 484－ 41：54．6 2．6�
24 シーサイドジャズ 牡3芦 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498± 01：55．34 3．5�
816� サウンドジャンゴ 牡3鹿 56 福永 祐一増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables 508－ 21：55．51� 3．2�
59 ロマンホープ 牡3黒鹿56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 438－ 41：55．92	 32．0�
714 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 61：56．85 48．6	
713 キングギムレット 牡3黒鹿56 大庭 和弥 IHR 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 446－ 21：56．9
 30．5

611 オールマイタイム 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 堤 牧場 512＋161：57．64 298．6�
612 マイネルマーゴ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B498－ 21：58．02	 36．5�
35 ファイターホリハル 牡3鹿 56 D．バルジュー 堀口 晴男氏 石栗 龍彦 日高 中川 浩典 496－ 61：58．53 245．8

（伊）

11 サンローガン 牡3栗 56 的場 勇人加藤 信之氏 伊藤 伸一 青森 青南ムラカミ
ファーム B454－ 21：58．82 164．5�

12 アストンブラック 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 村上牧場 494－ 61：58．9クビ 52．5�
510 トーアムーンリバー 牡3栗 56 田辺 裕信高山ランド� 上原 博之 豊浦トーア牧場 450－101：59．0
 145．7�
47 ケンリュウセイ 牡3栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 494－ 41：59．31
 246．1�
36 ローレルウラノス 牡3栗 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 506－ 41：59．5
 23．2�
815 シンキングベーダ 牡3鹿 56 松田 大作入山 和男氏 松山 将樹 新ひだか 原 弘之 526± 01：59．81
 167．4�
23 カウンターポイズ 牡3鹿 56 蛯名 正義山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 松田 一夫 462－ 42：00．86 13．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，588，000円 複勝： 36，016，300円 枠連： 15，486，100円
馬連： 56，105，300円 馬単： 34，114，100円 ワイド： 30，713，700円
3連複： 76，733，500円 3連単： 119，374，200円 計： 391，131，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（2－4） 400円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 180円 �� 150円 �� 260円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，600円

票 数

単勝票数 計 225880 的中 � 69380（1番人気）
複勝票数 計 360163 的中 � 126242（1番人気）� 53713（3番人気）� 73111（2番人気）
枠連票数 計 154861 的中 （2－4） 29435（2番人気）
馬連票数 計 561053 的中 �� 93779（2番人気）
馬単票数 計 341141 的中 �� 28454（3番人気）
ワイド票数 計 307137 的中 �� 41249（2番人気）�� 61750（1番人気）�� 24539（3番人気）
3連複票数 計 767335 的中 ��� 159425（1番人気）
3連単票数 計1193742 的中 ��� 53843（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．2―49．0―1：01．8―1：15．1―1：28．3―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ボ ル ド ネ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．10．18 東京3着

2012．2．29生 牡3鹿 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 5戦1勝 賞金 10，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンキングベーダ号・カウンターポイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

4月22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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 カンデラ号・クワッドアクセル号・ショウナンアイ号・ゼノ号・ディアイージス号・ホッカイブラザーズ号・

ミスタービン号
※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。

第２回 中山競馬 第８日



06087 3月22日 晴 稍重 （27中山2）第8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

22 ス ズ ダ リ ア 牝3鹿 54 内田 博幸小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 452－ 61：12．4 2．4�
814 ヒカリピオニー 牡3栗 56 三浦 皇成�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 490－101：13．03� 26．9�
23 グリーングリーン 牡3鹿 56 川島 信二北所 直人氏 大江原 哲 日高 宝寄山 忠則 510＋ 81：13．1� 29．0�
815 ア ラ マ サ ル 牡3鹿 56 田辺 裕信�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472± 01：13．31� 4．6�
46 サスナーアディーン 牡3鹿 56 柴田 大知ホースアディクト伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 472＋ 21：13．83 48．3	
713 キースカーフ 牝3鹿 54 津村 明秀北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 434－101：13．9� 17．6

610 ヴ ァ ー サ ス 牡3青鹿56 柴山 雄一�本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 452－20 〃 ハナ 39．2�
11 ロードメタリック �3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人 �ロードホースクラブ 小島 茂之 新ひだか ケイアイファーム B440－201：14．0� 36．0�
58 プリンセスケイ 牝3黒鹿54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450＋ 61：14．32 81．1
47 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 434－ 21：14．51� 121．4�
712 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B532± 01：14．71 3．0�
35 カシノフレンジー 牡3鹿 56 江田 照男柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 508＋181：15．12� 108．2�
34 レーヴラヴィッサン 牝3鹿 54 松岡 正海佐々木雄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 土田農場 442＋ 21：15．63 18．0�
611 シ ー ス レ ス 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹�G1レーシング 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 402－141：16．23� 185．1�

59 クイックアクティー 牡3栗 56 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 旭 牧場 450－ 61：18．4大差 56．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，701，500円 複勝： 35，532，600円 枠連： 18，044，800円
馬連： 66，897，500円 馬単： 39，080，600円 ワイド： 34，161，100円
3連複： 82，495，400円 3連単： 128，788，800円 計： 433，702，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 510円 � 550円 枠 連（2－8） 510円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，060円 �� 10，040円

3 連 複 ��� 21，270円 3 連 単 ��� 82，190円

票 数

単勝票数 計 287015 的中 � 92237（1番人気）
複勝票数 計 355326 的中 � 98353（1番人気）� 13965（7番人気）� 12997（8番人気）
枠連票数 計 180448 的中 （2－8） 27354（2番人気）
馬連票数 計 668975 的中 �� 18251（8番人気）
馬単票数 計 390806 的中 �� 7403（9番人気）
ワイド票数 計 341611 的中 �� 8428（9番人気）�� 8493（8番人気）�� 839（58番人気）
3連複票数 計 824954 的中 ��� 2908（54番人気）
3連単票数 計1287888 的中 ��� 1136（203番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．8―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．4―46．9―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ズ ダ リ ア �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2014．12．13 中山2着

2012．3．28生 牝3鹿 母 スズノメヒョー 母母 ミュゲルージュ 4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔その他〕 アラマサル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイックアクティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月22日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 アラマサル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年4月22日まで出走できない。
※出走取消馬 カオス号（疾病〔右寛跛行〕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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アポロフリューゲル号・コウユーココロザシ号・ナロウゲート号
（非抽選馬） 3頭 アンジェリー号・キリョウヨシ号・ナイスポジション号

06088 3月22日 晴 稍重 （27中山2）第8日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （ダート・右）
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

35 ピアシングステア 牡3栗 56 木幡 初広水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 476 ―1：56．4 64．9�
24 ジャイロスコープ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 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 490 ― 〃 クビ 2．6�
713 ナナイロボタン 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：56．82� 5．0�
611 ラジャスタン 牡3黒鹿56 松岡 正海�ラ・メール 高木 登 浦河 荻伏服部牧場 478 ―1：57．01� 31．7�
612 リブレドバンク 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472 ―1：57．21� 6．2	
59 ティムシェル 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496 ―1：57．3クビ 8．6

36 ジーガールージュ 牝3栗 54 丸田 恭介�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 500 ―1：57．72� 60．6�
47 ティースワロ 牝3鹿 54 柴山 雄一深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 446 ―1：58．12� 166．1�
48 スズヨローズ 牝3黒鹿54 柴田 善臣鈴木与四郎氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 460 ―1：58．31� 70．3
816 パフューマー 牡3栗 56 田中 勝春 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―1：59．47 8．1�
11 ウエスタンジュリア 牝3鹿 54 武士沢友治西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 434 ―1：59．61� 155．3�
510 コトブキドリーム 牡3芦 56 岩部 純二南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 500 ―1：59．7	 14．7�
12 
 アースライジング 牡3栗 56 内田 博幸 �グリーンファーム和田 正道 米

Larkspur Thor-
oughbreds &
David Soblick

512 ―2：00．76 16．5�
23 フクノアストライア 牝3鹿 54 吉田 豊福島 祐子氏 武井 亮 浦河 大柳ファーム 450 ―2：00．8� 108．5�
815 ジョリーオーガスタ 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 402 ―2：02．7大差 175．1�
714 サトノゼウス 牡3黒鹿56 川島 信二里見 治氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 516 ―2：03．23 29．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，888，300円 複勝： 31，102，600円 枠連： 19，172，800円
馬連： 53，687，500円 馬単： 31，398，900円 ワイド： 26，675，600円
3連複： 63，243，700円 3連単： 92，014，200円 計： 342，183，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，490円 複 勝 � 760円 � 140円 � 190円 枠 連（2－3） 4，030円

馬 連 �� 7，330円 馬 単 �� 22，790円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 4，160円 �� 380円

3 連 複 ��� 12，900円 3 連 単 ��� 182，260円

票 数

単勝票数 計 248883 的中 � 3065（11番人気）
複勝票数 計 311026 的中 � 7170（10番人気）� 73576（1番人気）� 44901（2番人気）
枠連票数 計 191728 的中 （2－3） 3679（12番人気）
馬連票数 計 536875 的中 �� 5671（24番人気）
馬単票数 計 313989 的中 �� 1033（65番人気）
ワイド票数 計 266756 的中 �� 2975（24番人気）�� 1531（38番人気）�� 20115（1番人気）
3連複票数 計 632437 的中 ��� 3676（39番人気）
3連単票数 計 920142 的中 ��� 366（468番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．9―51．8―1：05．1―1：17．8―1：30．6―1：43．5

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

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

勝馬の
紹 介

ピアシングステア �
�
父 バトルプラン �

�
母父 コロナドズクエスト 初出走

2012．3．14生 牡3栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョリーオーガスタ号・サトノゼウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年4月

22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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アニジャード号・シリーシンフォニー号・ニシノエース号・ビッグファイナル号・フォークスグローブ号・

ミッキーオレゴン号・モエルア号



06089 3月22日 晴 良 （27中山2）第8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

12 ウイングチップ 牡3黒鹿56 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496± 02：01．0 4．1�
47 ヴァンガードシチー 牡3黒鹿56 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：01．21� 4．9�
510 ヤギリヴィーナス 牝3栗 54 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 448－ 42：01．3� 7．9�
59 ゴールデンハープ 牝3栗 54 福永 祐一窪田 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 460＋ 22：01．51� 3．8�
816 タイタニウム 牡3鹿 56 蛯名 正義吉田 安惠氏 鹿戸 雄一 平取 追分ファーム 454＋ 62：01．71� 4．9	
815 キ ジ ャ ナ 牡3黒鹿56 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム 458＋ 22：01．91� 67．0

36 トップインパクト 牡3鹿 56 勝浦 正樹�コオロ 萱野 浩二 新冠 森永 聡 424－ 22：02．0クビ 87．3�
35 ビ ー ハ グ 牡3黒鹿56 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 480 ―2：02．21� 20．4�
23 サダムルーティン 牝3鹿 54 村田 一誠大西 定氏 田中 剛 浦河 桑田牧場 454－ 22：02．62� 48．3
48 マイネルインプレス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 むかわ 新井牧場 444＋ 42：02．7� 52．2�
713 トミケンブレスク 牡3鹿 56 横山 和生冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 福岡 光夫 B468± 02：02．91� 298．4�
24 エクソールナーレ 牝3栗 54 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 396－ 42：03．0� 70．9�

（伊）

11 ワンディトウショウ 牝3黒鹿54 内田 博幸トウショウ産業� 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454－ 22：04．17 14．3�
612 アングルブラケット 牡3栗 56 丸田 恭介伊達 敏明氏 奥村 武 日高 サンシャイン

牧場 478± 02：04．31� 78．8�
611 ハヤブサロックオン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人武田 修氏 武井 亮 浦河 ガーベラパー
クスタツド 464－162：04．61� 300．8�

714 サンインディアナ �3鹿 56
53 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 452－ 82：04．7� 227．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，202，100円 複勝： 43，138，600円 枠連： 21，179，800円
馬連： 65，345，700円 馬単： 33，637，700円 ワイド： 32，607，600円
3連複： 79，604，900円 3連単： 106，183，800円 計： 409，900，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 200円 � 180円 枠 連（1－4） 910円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 420円 �� 630円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 11，030円

票 数

単勝票数 計 282021 的中 � 54110（2番人気）
複勝票数 計 431386 的中 � 66695（3番人気）� 53727（5番人気）� 65395（4番人気）
枠連票数 計 211798 的中 （1－4） 17939（4番人気）
馬連票数 計 653457 的中 �� 45410（4番人気）
馬単票数 計 336377 的中 �� 12175（4番人気）
ワイド票数 計 326076 的中 �� 20931（2番人気）�� 12913（7番人気）�� 11952（9番人気）
3連複票数 計 796049 的中 ��� 25484（7番人気）
3連単票数 計1061838 的中 ��� 6979（20番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．4―13．0―12．5―12．1―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．3―47．7―1：00．7―1：13．2―1：25．3―1：37．3―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウイングチップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．10．12 東京6着

2012．3．11生 牡3黒鹿 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ウイングチップ号の騎手田中勝春は，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：8番・16番・10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フレンドリーアロー号
（非抽選馬） 3頭 エスティエッキー号・キクノラッキー号・クラウンジーニアス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06090 3月22日 晴 良 （27中山2）第8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

22 ホワイトウインド 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 452＋ 21：35．6 4．1�
34 トーホウハニー 牝3鹿 54 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 432－ 21：36．23� 20．1�
813 ロンバルディア 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460－ 81：36．52 9．2�
712 ヴァリアントアロー 牡3鹿 56 田辺 裕信�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育

成牧場 478－ 41：36．6� 24．3�
45 ク ラ シ コ 牡3鹿 56 福永 祐一林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：36．7クビ 4．6	
58 トーセンペンタゴン 牡3青 56 内田 博幸島川 
哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B476± 0 〃 アタマ 66．3�
46 � ストーンウェア 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 456± 01：36．91� 2．2�
69 アサクサリーダー 牡3黒鹿56 吉田 豊田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470－ 61：37．0� 23．1
33 カプリチオーソ 牡3栗 56 川島 信二 �グリーンファーム南井 克巳 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 アタマ 128．9�
711 シゲルケンカヤマ 牡3栗 56 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 480＋ 2 〃 アタマ 165．8�
57 キャピシーヌ 牡3栗 56 村田 一誠加藤 誠氏 田中 剛 新冠 森 牧場 476± 01：37．1クビ 67．5�
610� イ ッ テ ツ 牡3鹿 56 横山 典弘林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 462－ 41：37．31	 26．6�
814 ハ ナ モ モ 牝3黒鹿54 北村 宏司藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 450＋101：37．93� 50．6�
11 ファインライナー 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 444－ 4 〃 クビ 211．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，093，700円 複勝： 44，680，400円 枠連： 21，071，400円
馬連： 78，901，700円 馬単： 43，669，300円 ワイド： 38，509，200円
3連複： 90，832，000円 3連単： 145，752，700円 計： 498，510，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 410円 � 270円 枠 連（2－3） 3，320円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 700円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 9，590円 3 連 単 ��� 48，400円

票 数

単勝票数 計 350937 的中 � 68138（2番人気）
複勝票数 計 446804 的中 � 89509（2番人気）� 23611（6番人気）� 40111（4番人気）
枠連票数 計 210714 的中 （2－3） 4906（10番人気）
馬連票数 計 789017 的中 �� 17255（12番人気）
馬単票数 計 436693 的中 �� 5358（21番人気）
ワイド票数 計 385092 的中 �� 7835（14番人気）�� 14653（6番人気）�� 4900（21番人気）
3連複票数 計 908320 的中 ��� 7100（28番人気）
3連単票数 計1457527 的中 ��� 2183（142番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．2―12．4―12．6―12．1―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．2―48．6―1：01．2―1：13．3―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホワイトウインド �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．8．30 新潟6着

2012．3．26生 牝3芦 母 ウインドローズ 母母 ベルシャルマンテ 8戦2勝 賞金 19，000，000円
※ハナモモ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



06091 3月22日 晴 良 （27中山2）第8日 第7競走 ��
��2，400�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，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

45 マ ル マ ロ ス 牡5芦 57 三浦 皇成ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 516－ 42：36．7 8．0�
813 ドラゴンズタイム 牡4鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 430－ 62：36．91� 3．6�
712 メイスンキャプテン 牡6栗 57 田辺 裕信梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 520－ 62：37．11	 5．3�
34 オリオンザムーン 牡5栗 57 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 514－ 22：37．41
 21．1�
814 オ ル ド リ ン 牡4黒鹿56 D．バルジュー �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム B456± 02：37．5
 5．7�

（伊）

22 � ピンクシャドウ 牝4栗 54 江田 照男 	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 488± 02：37．81
 19．9

58 アイアムライジング 牡5黒鹿57 丸田 恭介堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B522－ 62：38．33 211．7�
57 マッチレスヒーロー 牡4栗 56 柴田 大知�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B480＋ 22：38．72� 3．5�
46 � ミルノワール 牝4青鹿54 柴山 雄一 	グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 460－ 82：38．91	 54．8
610 バ ン ク シ ー 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 502＋262：39．0� 54．0�
33 ランドントウォーク 牡4青鹿56 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B486－ 22：39．85 46．0�
69 アカデミックドレス �4青鹿56 北村 宏司 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 464± 02：40．01 61．6�
711� ニューコネクション 牡8栗 57 武士沢友治吉橋 計氏 石毛 善彦 新冠 新冠橋本牧場 498－122：40．21	 301．7�
11 � ユニフィケーション 牡5鹿 57 大野 拓弥池谷 誠一氏 竹内 正洋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 62：40．62� 45．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，212，000円 複勝： 44，325，100円 枠連： 21，804，000円
馬連： 77，387，300円 馬単： 38，459，100円 ワイド： 36，964，500円
3連複： 90，733，700円 3連単： 134，943，000円 計： 472，828，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 210円 � 150円 � 160円 枠 連（4－8） 1，100円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 480円 �� 580円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 16，070円

票 数

単勝票数 計 282120 的中 � 28197（5番人気）
複勝票数 計 443251 的中 � 45358（5番人気）� 87929（2番人気）� 75787（3番人気）
枠連票数 計 218040 的中 （4－8） 15237（4番人気）
馬連票数 計 773873 的中 �� 35610（7番人気）
馬単票数 計 384591 的中 �� 6786（17番人気）
ワイド票数 計 369645 的中 �� 19076（6番人気）�� 15169（9番人気）�� 36883（2番人気）
3連複票数 計 907337 的中 ��� 34296（6番人気）
3連単票数 計1349430 的中 ��� 6086（47番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―12．7―12．8―13．1―13．8―13．6―12．7―12．6―13．0―13．1―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―25．2―37．9―50．7―1：03．8―1：17．6―1：31．2―1：43．9―1：56．5―2：09．5―2：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．8―3F40．2
1
�
2－5（1，3，14）（6，8，7）－9，10，4，13（11，12）
2，5－（3，14，7）1（6，8，4）13－9，12－10－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ル マ ロ ス �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．1．26 東京3着

2010．5．31生 牡5芦 母 オグリクェスチョン 母母 オグリホワイト 20戦2勝 賞金 25，770，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06092 3月22日 晴 良 （27中山2）第8日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系4歳以上
発走14時00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

69 フェニーチェ 牝6鹿 55
52 ▲石川裕紀人広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 468－ 41：59．9 30．2�

22 リングネブラ 牝6黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－ 62：00．32� 6．7�
711 デルフィーノ 牝4青鹿55 北村 宏司 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 452± 02：00．4� 5．2�
812 レイヌドネージュ 牝5鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494＋ 62：00．61� 4．1�
68 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝6鹿 55 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 62：00．81 19．1	
813 ヴァンデミエール 牝4鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 434± 02：01．33 206．7

56 コスモスターター 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 22：01．62 18．0�
44 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 500± 02：01．7� 31．5�
33 フェイトカラー 牝4黒鹿55 福永 祐一吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 514－ 22：02．02 10．1
11 ディオジェーヌ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：02．1クビ 3．1�
710 アニマトゥール 牝5黒鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース金成 貴史 安平 追分ファーム 452－ 42：05．0大差 34．8�
45 	 トキノセレブ 牝4鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 474－ 82：05．42� 94．5�
57 コスモチョコレイ 牝4黒鹿55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 440－ 82：05．72 28．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，274，500円 複勝： 46，447，100円 枠連： 22，784，400円
馬連： 87，101，600円 馬単： 42，156，200円 ワイド： 41，611，400円
3連複： 104，158，100円 3連単： 150，840，000円 計： 527，373，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 670円 � 220円 � 220円 枠 連（2－6） 3，890円

馬 連 �� 12，030円 馬 単 �� 29，430円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 2，370円 �� 720円

3 連 複 ��� 17，120円 3 連 単 ��� 168，500円

票 数

単勝票数 計 322745 的中 � 8549（9番人気）
複勝票数 計 464471 的中 � 14849（9番人気）� 60769（3番人気）� 59664（4番人気）
枠連票数 計 227844 的中 （2－6） 4539（19番人気）
馬連票数 計 871016 的中 �� 5608（37番人気）
馬単票数 計 421562 的中 �� 1074（79番人気）
ワイド票数 計 416114 的中 �� 3854（35番人気）�� 4406（33番人気）�� 15707（7番人気）
3連複票数 計1041581 的中 ��� 4561（62番人気）
3連単票数 計1508400 的中 ��� 649（502番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．6―11．8―12．3―12．2―12．5―12．3―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．9―34．5―46．3―58．6―1：10．8―1：23．3―1：35．6―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3
7－5－8－（3，2，4）（1，9）6－（13，11）－12－10・（7，8）4，2（5，9，6）3（1，11）13，12＝10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェニーチェ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．11 中山4着

2009．1．27生 牝6鹿 母 エルフィンフェザー 母母 ダイナカール 24戦4勝 賞金 38，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 フェニーチェ号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アニマトゥール号・トキノセレブ号・コスモチョコレイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成27年4月22日まで平地競走に出走できない。



06093 3月22日 晴 良 （27中山2）第8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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

58 アルマディヴァン 牝5栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482－ 41：34．1 12．2�
712 チェリーヒロイン 牝6栗 55 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 428＋ 21：34．2� 16．5�
610 オメガキングティー 牡5鹿 57 北村 宏司原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476－ 21：34．3クビ 12．8�
45 カフェリュウジン 牡5鹿 57 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 536＋ 8 〃 クビ 22．4�
11 オ ツ ウ 牝5鹿 55 三浦 皇成大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492＋ 81：34．4クビ 9．8�
711 マジックタイム 牝4黒鹿55 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 476＋101：34．5
 18．3	
33 オースミナイン 牡5鹿 57 内田 博幸
オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 474－ 61：34．82 4．7�
57 エンドレスノット 牝6鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：34．9
 45．0�
814 クラウンロゼ 牝5鹿 55 柴田 善臣矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 484＋ 8 〃 アタマ 17．8
813 リグヴェーダ 牡5鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 458± 01：35．11
 8．6�
22 ハングリージャック 牡8黒鹿57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 502＋ 61：35．2クビ 23．9�
34 � キョウエイバサラ 牡7芦 57 松田 大作田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 530＋ 61：35．41
 53．7�
69 ブレークビーツ �5鹿 57 D．バルジュー 吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 440± 01：35．5
 25．6�

（伊）

46 インプロヴァイズ 牡5青 57 福永 祐一 �シルクレーシング 堀 宣行 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋121：35．82 3．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，395，800円 複勝： 66，106，200円 枠連： 33，595，800円
馬連： 141，915，100円 馬単： 62，307，200円 ワイド： 63，225，300円
3連複： 168，989，800円 3連単： 235，985，600円 計： 817，520，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 310円 � 440円 � 400円 枠 連（5－7） 2，110円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 8，900円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，970円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 17，830円 3 連 単 ��� 95，580円

票 数

単勝票数 計 453958 的中 � 29624（5番人気）
複勝票数 計 661062 的中 � 59573（3番人気）� 38278（7番人気）� 43098（6番人気）
枠連票数 計 335958 的中 （5－7） 12320（11番人気）
馬連票数 計1419151 的中 �� 21889（20番人気）
馬単票数 計 623072 的中 �� 5248（34番人気）
ワイド票数 計 632253 的中 �� 11034（15番人気）�� 8270（26番人気）�� 6373（35番人気）
3連複票数 計1689898 的中 ��� 7108（74番人気）
3連単票数 計2359856 的中 ��� 1790（347番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．5―11．4―11．5―11．8―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．3―46．7―58．2―1：10．0―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．9

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

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

アルマディヴァン �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．12．15 中山3着

2010．4．12生 牝5栗 母 ゲームコンパイラ 母母 ストロークト 23戦5勝 賞金 91，564，000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。

06094 3月22日 晴 良 （27中山2）第8日 第10競走 ��
��1，200�千葉ステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，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

賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 1，050，000
1，050，000

円
円

付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード
中央レコード

1：08．7
1：08．7

重
重

36 シ ゲ ル カ ガ 牡4鹿 56 勝浦 正樹森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 510－ 61：11．0 7．5�
714� ナンチンノン 牡4栗 56 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 520－ 2 〃 ハナ 10．5�
713 エーシンビートロン 牡9黒鹿58 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 482－ 2 〃 クビ 18．7�
612 レーザーバレット 牡7鹿 57 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 480＋ 2 〃 ハナ 2．5�
11 	 サクラレグナム 牡6栗 56 内田 博幸�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 510＋ 81：11．1クビ 42．7�
35 メイショウノーベル 牡6栗 56 津村 明秀松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 500－12 〃 同着 5．4	
23 シセイオウジ 牡8栗 56 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464＋ 81：11．2
 30．4

48 ミヤジエルビス 牡5青鹿56 戸崎 圭太曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 484－ 8 〃 クビ 8．3�
24 キョウエイアシュラ 牡8鹿 57 松岡 正海田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 470± 01：11．51
 36．9�
59 ドレッドノート �7栗 56 木幡 初広日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 478－ 21：11．71� 78．7�
611 アドマイヤサガス 牡7青 58 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 532－ 2 〃 クビ 39．7�
815 カフェシュプリーム 牡6鹿 56 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 512－ 61：11．91� 21．6�
12 メイショウツチヤマ 牡8鹿 56 江田 照男松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 492－ 41：12．0クビ 250．8�
47 タイセイファントム 牡7鹿 57 三浦 皇成田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 456－ 8 〃 クビ 15．7�
510	 サクラインザスカイ 牡6栗 56 田辺 裕信�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 484－ 61：12．42 62．3�
816 アイラブリリ 牝6黒鹿54 D．バルジュー 飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 438－ 61：13．35 37．1�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，794，800円 複勝： 80，176，500円 枠連： 45，775，700円
馬連： 191，497，300円 馬単： 85，591，700円 ワイド： 79，817，100円
3連複： 223，805，800円 3連単： 350，581，000円 計： 1，109，039，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 380円 � 340円 � 440円 枠 連（3－7） 1，270円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 11，350円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 3，300円 �� 2，700円

3 連 複 ��� 41，630円 3 連 単 ��� 207，820円

票 数

単勝票数 計 517948 的中 � 54673（3番人気）
複勝票数 計 801765 的中 � 56270（5番人気）� 63783（4番人気）� 46185（7番人気）
枠連票数 計 457757 的中 （3－7） 27863（5番人気）
馬連票数 計1914973 的中 �� 20963（23番人気）
馬単票数 計 855917 的中 �� 5652（36番人気）
ワイド票数 計 798171 的中 �� 8843（21番人気）�� 6198（35番人気）�� 7623（29番人気）
3連複票数 計2238058 的中 ��� 4032（112番人気）
3連単票数 計3505810 的中 ��� 1223（538番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―11．9―12．0―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ゲ ル カ ガ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2013．8．4 小倉1着

2011．4．1生 牡4鹿 母 アレグレッツァ 母母 ト ミ ア ル コ 15戦5勝 賞金 95，776，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の28頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）28頭 アスコットシチー号・エアウルフ号・カネトシイナーシャ号・カハラビスティー号・コスモソーンパーク号・

コーリンベリー号・サウンドガガ号・サウンドリアーナ号・サマリーズ号・スーパームーン号・セイカプリコーン号・
ゼロス号・タイキパーシヴァル号・テイエムイナズマ号・テイエムタイホー号・ニシケンモノノフ号・
ニホンピロアンバー号・バーバラ号・ブランダムール号・プリムラブルガリス号・フリートストリート号・
ベルカント号・ポアゾンブラック号・マウントシャスタ号・マデイラ号・マルカバッケン号・モグモグパクパク号・
ルールプロスパー号

※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。

２レース目



06095 3月22日 晴 良 （27中山2）第8日 第11競走 ��
��1，800�第64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 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 840，000円 240，000円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

11 キタサンブラック 牡3鹿 56 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 504± 01：49．1 12．3�
56 リアルスティール 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 クビ 2．0�
68 ダノンプラチナ 牡3芦 56 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 472± 01：49．2� 3．5�
33 ベ ル ー フ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 61：49．41� 6．9�
710 ダノンメジャー 牡3栗 56 D．バルジュー �ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 478－ 41：49．5� 32．7	

（伊）

55 ブラックバゴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498－ 81：49．6� 8．1

67 ミュゼスルタン 牡3鹿 56 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 クビ 14．9�
811 フォワードカフェ 牡3黒鹿56 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 516± 01：49．81� 64．5�
22 マイネルシュバリエ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �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＋ 21：50．22	 141．6
79 マイネルサクセサー 牡3栗 56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 21：51．05 328．7�
44 タケデンタイガー 牡3栗 56 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 470－ 21：51．95 327．2�
812 ベストミックス 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 528－ 6 （競走中止） 82．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 251，270，900円 複勝： 241，910，400円 枠連： 115，452，400円 馬連： 681，257，100円 馬単： 382，926，200円
ワイド： 258，019，300円 3連複： 830，218，100円 3連単： 2，107，040，600円 5重勝： 777，971，800円 計： 5，646，066，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 220円 � 110円 � 140円 枠 連（1－5） 930円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 390円 �� 650円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 10，310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����� 491，940円

票 数

単勝票数 計2512709 的中 � 162153（5番人気）
複勝票数 計2419104 的中 � 192677（5番人気）� 713572（1番人気）� 460926（2番人気）
枠連票数 計1154524 的中 （1－5） 95611（4番人気）
馬連票数 計6812571 的中 �� 480843（4番人気）
馬単票数 計3829262 的中 �� 89068（12番人気）
ワイド票数 計2580193 的中 �� 155181（4番人気）�� 86388（9番人気）�� 422839（1番人気）
3連複票数 計8302181 的中 ��� 526917（3番人気）
3連単票数 計21070406 的中 ��� 148025（33番人気）
5重勝票数 計7779718 的中 ����� 1107

ハロンタイム 12．7―11．6―12．4―13．1―12．8―12．0―11．8―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．7―49．8―1：02．6―1：14．6―1：26．4―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．5
1
3
4－1，11，2（8，10）（6，12）（3，5）－9，7・（4，1，10）－11，8（3，2）（6，12）－（9，5）7

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

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡3鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 3戦3勝 賞金 66，040，000円
〔競走中止〕 ベストミックス号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりキタサンブラック号・リアルスティール号・ダノンプラチナ号は，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。

06096 3月22日 晴 良 （27中山2）第8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 10，500，000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

510 ゼンノヒストリエ 牡4黒鹿57 田辺 裕信大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 506＋ 21：11．7 7．2�
611 ジェネシスロック 牡5鹿 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 496－ 4 〃 ハナ 18．4�
713 ティップトップ 牝4鹿 55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 4 〃 ハナ 8．1�
612 マ リ カ 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 472＋ 4 〃 アタマ 7．9�
35 マ レ ー ナ 牝4黒鹿55 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋241：11．91 50．0�
714 ミステリートレイン 牡7鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 安平 ノーザンファーム 516－ 41：12．0� 5．8

12 	 アキノアッパー 牡5栗 57 D．バルジュー 穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 484＋ 61：12．21 4．2�

（伊）

48 サンマディソン 牝4鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 448－ 61：12．3
 48．7�
815 ド ナ リ サ 牝7鹿 55 江田 照男山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 470－10 〃 ハナ 126．8
23 ヒカリマサムネ 牡5栗 57 三浦 皇成	ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 462－ 41：12．4クビ 16．3�
59 エストゥペンド 牡4鹿 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 500－ 61：12．61� 26．8�
11 ジャコカッテ 牡4栗 57 蛯名 正義晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 496－ 41：12．7クビ 12．2�
816 ワイルドダラー 牡4青鹿57 川田 将雅 Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 492－ 81：13．02 7．9�
47 ル ミ ニ ズ ム 牡4黒鹿57 内田 博幸 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 41：13．1� 32．5�
24 タイキガラハッド 牡7栗 57

54 ▲石川裕紀人�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 524＋28 〃 ハナ 203．0�

36 ランドクイーン 牝5栗 55 柴山 雄一山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大
作ステーブル 470－ 21：13．95 92．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，784，300円 複勝： 116，488，700円 枠連： 73，548，900円
馬連： 299，634，400円 馬単： 101，843，800円 ワイド： 109，844，000円
3連複： 308，226，600円 3連単： 481，280，000円 計： 1，576，650，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 260円 � 530円 � 350円 枠 連（5－6） 1，800円

馬 連 �� 7，650円 馬 単 �� 12，280円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 1，570円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 19，200円 3 連 単 ��� 115，340円

票 数

単勝票数 計 857843 的中 � 94900（3番人気）
複勝票数 計1164887 的中 � 129807（3番人気）� 52462（9番人気）� 88129（7番人気）
枠連票数 計 735489 的中 （5－6） 31561（8番人気）
馬連票数 計2996344 的中 �� 32255（31番人気）
馬単票数 計1018438 的中 �� 6216（53番人気）
ワイド票数 計1098440 的中 �� 13129（30番人気）�� 18239（18番人気）�� 10451（35番人気）
3連複票数 計3082266 的中 ��� 12036（69番人気）
3連単票数 計4812800 的中 ��� 3025（439番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノヒストリエ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．28 東京9着

2011．5．6生 牡4黒鹿 母 ウインアズライト 母母 マジックショール 7戦3勝 賞金 25，600，000円
〔制裁〕 サンマディソン号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番・7

番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オーネットサクセス号・ハヤブサフィーバー号
（非抽選馬） 5頭 ゲマインシャフト号・スズヨストラ号・メイショウトキムネ号・ラインミーティア号・レッドジョーカー号
※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



（27中山2）第8日 3月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 178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

291，090，000円
2，080，000円
8，080，000円
2，160，000円
26，760，000円
68，851，500円
4，832，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
658，815，700円
825，817，400円
423，564，500円
1，855，855，500円
928，399，300円
782，269，300円
2，193，796，600円
4，169，172，200円
777，971，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，615，662，300円

総入場人員 27，083名 （有料入場人員 24，881名）



平成27年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，425頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

2，008，440，000円
12，480，000円
63，310，000円
14，040，000円
183，750，000円
3，000，000円
563，698，500円
39，897，200円
13，680，000円

勝馬投票券売得金
4，539，848，900円
6，250，109，500円
3，157，048，500円
13，335，603，800円
6，644，752，300円
5，668，021，400円
15，797，778，500円
27，806，457，800円
2，807，514，500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 86，007，135，200円

総入場延人員 173，363名 （有料入場延人員 156，303名）
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