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06001 2月27日 晴 稍重 （28中山2）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 ラインセイラ 牝3栗 54 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468＋ 61：57．9 3．6�
23 ファニーヒロイン 牝3栗 54 岩田 康誠青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486＋ 41：58．11� 2．2�
35 マ ー ヤ 牝3鹿 54 戸崎 圭太中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 444± 01：58．41� 3．8�
11 ハンキードーリ 牝3黒鹿54 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 458± 0 〃 クビ 41．3�
24 ジャンボスピリット 牝3栗 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 468＋181：58．71� 8．8�
510 ロトクレドール 牝3栗 54 勝浦 正樹國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 466＋101：58．8� 40．9	
815 ブライティアベル 牝3栗 54 江田 照男小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 456＋ 81：58．9クビ 177．4

59 キセキノムスメ 牝3青鹿54 木幡 初広�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 452－ 2 〃 クビ 95．1�
612 ピ コ ッ ト 牝3栗 54 武士沢友治ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 436＋ 21：59．32� 37．0
611 リフレクシブラヴ 牝3黒鹿54 大庭 和弥堀口 晴男氏 石栗 龍彦 浦河 高岸 順一 470－ 61：59．61� 116．1�
47 ミニョンレーヌ 牝3黒鹿54 石橋 脩�ターフ・スポート国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 41：59．7� 42．5�
36 ギブナッシンバック 牝3栗 54 蛯名 正義髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 456－ 41：59．8クビ 66．4�
48 ヒ ナ タ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎井山 登氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 470＋ 42：00．43� 264．8�
12 トーアホホエミ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹高山ランド� 和田 雄二 豊浦トーア牧場 382－ 82：00．61� 333．6�
816 マウシムトウショウ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488＋ 22：01．45 261．2�
714 ナムラリリー 牝3栗 54 嘉藤 貴行奈村 睦弘氏 大和田 成 新ひだか 伊藤 和明 464－102：02．03� 175．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，396，700円 複勝： 32，923，300円 枠連： 14，439，900円
馬連： 55，566，700円 馬単： 31，765，700円 ワイド： 31，199，600円
3連複： 78，040，700円 3連単： 112，314，100円 計： 380，646，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（2－7） 340円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 210円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 243967 的中 � 53281（2番人気）
複勝票数 計 329233 的中 � 68853（2番人気）� 111733（1番人気）� 56893（3番人気）
枠連票数 計 144399 的中 （2－7） 32601（1番人気）
馬連票数 計 555667 的中 �� 108365（1番人気）
馬単票数 計 317657 的中 �� 26196（3番人気）
ワイド票数 計 311996 的中 �� 52218（1番人気）�� 29324（3番人気）�� 36115（2番人気）
3連複票数 計 780407 的中 ��� 122389（1番人気）
3連単票数 計1123141 的中 ��� 29649（4番人気）

ハロンタイム 12．6―12．3―13．7―13．2―12．6―12．7―13．1―13．3―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．9―38．6―51．8―1：04．4―1：17．1―1：30．2―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．8
1
3
16（9，15）5（3，6，11，12）10（14，2，13）1－（7，8）4・（16，15）（5，9，10，13）3－12（11，1）－6，7，4，14＝2，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインセイラ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．2 新潟3着

2013．5．12生 牝3栗 母 ア ル テ シ ア 母母 バルドネキア 8戦1勝 賞金 11，300，000円
〔制裁〕 ラインセイラ号の騎手横山典弘は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

ファニーヒロイン号の騎手岩田康誠は，1コーナー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：6番）
ファニーヒロイン号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1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） 2頭 アツコ号・ウェアレイ号
（非抽選馬） 2頭 シアヌークビル号・レッドアルカナ号

06002 2月27日 晴 稍重 （28中山2）第1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

611 ラスカルグレイ 牡3芦 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 41：12．8 3．2�
612 ブレヴェスト 牡3黒鹿56 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 470－101：13．11� 10．8�
35 タケルアロー 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人森 保彦氏 加藤 征弘 日高 沖田牧場 B458－ 21：13．31� 9．1�
713 ジンクフィンガー 牡3鹿 56 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 464－ 4 〃 ハナ 22．4�
23 ヴァイスクリガー 牡3芦 56 柴田 善臣鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新ひだか 小倉 光博 430＋ 41：13．83 3．8�
12 ラブジェネラル 牡3芦 56 横山 典弘オールラブクラブ 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 472－ 41：13．9クビ 27．1�
714 ココロノキャンバス 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 400－ 2 〃 クビ 108．1	
815 ア イ ド ル 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 412－16 〃 アタマ 139．6

11 ノ ボ ド ラ ゴ 牡3鹿 56 吉田 豊�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 474－ 81：14．0クビ 51．4�
48 ドラゴンイモン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 480＋10 〃 クビ 149．4
24 ニシノユメオウ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 438－ 41：14．53 41．0�
47 ビレッジエンペラー 牡3栗 56 岩田 康誠村山 輝雄氏 牧 光二 新冠 川島牧場 500＋ 2 〃 ハナ 50．9�
510 ニットウダリア 牝3鹿 54 三浦 皇成藤井 謙氏 伊藤 大士 浦河 日東牧場 444± 01：14．71� 3．8�
59 マグナムバローズ 牡3栗 56 五十嵐雄祐猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか 増本牧場 510－141：14．91 210．6�
36 モンマルトル 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B450± 01：15．32� 23．6�
816 ホ ー ミ ー 牡3黒鹿56 武士沢友治小林竜太郎氏 中川 公成 新冠 スカイビーチステーブル 444－ 21：15．4� 153．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，692，800円 複勝： 37，293，900円 枠連： 15，652，100円
馬連： 56，816，200円 馬単： 29，154，000円 ワイド： 31，907，400円
3連複： 76，140，600円 3連単： 94，798，000円 計： 365，455，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 290円 � 290円 枠 連（6－6） 2，060円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 800円 �� 690円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 28，450円

票 数

単勝票数 計 236928 的中 � 58425（1番人気）
複勝票数 計 372939 的中 � 76474（1番人気）� 29295（4番人気）� 29227（5番人気）
枠連票数 計 156521 的中 （6－6） 5886（10番人気）
馬連票数 計 568162 的中 �� 20564（6番人気）
馬単票数 計 291540 的中 �� 6957（9番人気）
ワイド票数 計 319074 的中 �� 10421（7番人気）�� 12175（4番人気）�� 3475（23番人気）
3連複票数 計 761406 的中 ��� 7824（20番人気）
3連単票数 計 947980 的中 ��� 2415（79番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．2―12．4―13．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラスカルグレイ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．8．29 新潟10着

2013．5．8生 牡3芦 母 スマーティコジーン 母母 Lavish Gift 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アートオブグラン号・テアニン号・ティアップゼファー号・ヤマブキ号・ルナマティーノ号

第２回 中山競馬 第１日



06003 2月27日 晴 稍重 （28中山2）第1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

48 サンホッブズ 牡3鹿 56 蛯名 正義加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 472－ 21：56．0 1．8�
36 サ ラ セ ニ ア 牡3芦 56 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464－ 6 〃 クビ 3．0�
713 マ ッ ク ー ル 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 482－ 21：56．95 15．3�
12 リ ア リ ス ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム 492＋141：57．22 9．6�
47 ネ ク ス ト 牡3鹿 56 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 474＋ 6 〃 アタマ 47．1�
35 トーアシラヌイ 牡3青鹿56 武士沢友治高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 444± 01：57．41� 116．2	
510 アシャカクール 牝3栗 54 柴山 雄一吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 418－161：57．93 36．4

816 シゲルサメイワシ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 小野 次郎 浦河 大道牧場 434＋ 6 〃 クビ 167．3�
24 レ ギ オ ン 牡3鹿 56 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 高木 登 浦河 宮内牧場 504＋121：58．32� 15．6�
611 ダッシュビーム 牡3鹿 56 柴田 大知矢野 秀春氏 金成 貴史 新ひだか 真歌田中牧場 484－ 61：58．62 74．0
11 サンマルトゥーレ 牡3芦 56 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 458－ 61：59．34 190．2�
815 ウ ィ ス パ ー 牡3鹿 56 木幡 初広齊藤 直信氏 天間 昭一 日高 ノースガーデン B490－101：59．4クビ 47．1�
612 ノーブルポセイドン 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 506＋ 41：59．82� 78．2�
23 ウインラングロワ 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 増本牧場 430＋ 8 〃 ハナ 221．3�
714 ミヤギデュランダル �3栗 56 村田 一誠菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 490＋ 22：00．01� 197．5�
59 ポ ノ イ �3鹿 56

53 ▲井上 敏樹広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 502－102：03．3大差 86．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，871，500円 複勝： 89，228，400円 枠連： 13，934，000円
馬連： 54，496，600円 馬単： 35，799，100円 ワイド： 31，307，300円
3連複： 74，676，800円 3連単： 116，322，400円 計： 440，636，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（3－4） 200円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 130円 �� 310円 �� 400円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，420円

票 数

単勝票数 計 248715 的中 � 110475（1番人気）
複勝票数 計 892284 的中 � 618537（1番人気）� 129877（2番人気）� 30739（3番人気）
枠連票数 計 139340 的中 （3－4） 51767（1番人気）
馬連票数 計 544966 的中 �� 205448（1番人気）
馬単票数 計 357991 的中 �� 87079（1番人気）
ワイド票数 計 313073 的中 �� 81018（1番人気）�� 21356（2番人気）�� 15313（3番人気）
3連複票数 計 746768 的中 ��� 99501（1番人気）
3連単票数 計1163224 的中 ��� 59348（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．4―50．5―1：03．2―1：15．9―1：28．8―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F40．1
1
3
4（13，8）10（2，6，14）16－15，7（11，9）12（1，5）＝3・（4，13）8（2，6，10）－（16，14）7－（15，5）12，11－1－3－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンホッブズ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．27 東京7着

2013．4．7生 牡3鹿 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 8戦1勝 賞金 10，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポノイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月27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。
（非当選馬） 5頭 イエスウチダ号・カズノメガミ号・グランドスリジエ号・ティーメロー号・ブレスアロット号
（非抽選馬） 1頭 マイネルシュタット号

06004 2月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（28中山2）第1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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：10．2良・良

33 メイショウオヤシオ �4栗 59 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 468－ 43：15．0 2．3�
44 キーアイテム 牡5鹿 60 石神 深一北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 470＋ 83：15．1� 4．3�
812� エルインペレイター �6鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502＋ 43：16．16 3．9�
55 セイクリッドロード �7鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 520＋103：16．95 21．5�
68 モリトブイコール �8栗 60 高野 和馬石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 496＋143：17．21� 13．0�
22 マイネルポルトゥス 牡4鹿 59 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 486± 03：17．41	 30．3	
56 タイヨウロマン 牡5栗 60 金子 光希太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 474－ 23：17．72 10．9

67 リターンエース 牡4栗 59 五十嵐雄祐西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 448－ 23：18．76 23．4�
710 スワンボート 牡6鹿 60 鈴木 慶太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 486＋ 83：18．8� 76．2�
11 カ ケ ダ シ 牡6鹿 60 草野 太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 502－ 63：18．9� 55．2
811� トーセンオウジ 牡7栗 60 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか ヒサイファーム 494± 03：24．5大差 100．4�
79 � バシニアティヴ 牝6栗 58 大江原 圭石橋 英郎氏 高橋 義博 洞
湖 メジロ牧場 442＋103：28．4大差 139．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，625，600円 複勝： 24，178，300円 枠連： 12，573，700円
馬連： 39，546，500円 馬単： 26，462，100円 ワイド： 23，604，800円
3連複： 61，426，900円 3連単： 98，805，200円 計： 305，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（3－4） 530円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 210円 �� 170円 �� 280円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，880円

票 数

単勝票数 計 186256 的中 � 63194（1番人気）
複勝票数 計 241783 的中 � 77134（1番人気）� 38990（3番人気）� 46199（2番人気）
枠連票数 計 125737 的中 （3－4） 18366（2番人気）
馬連票数 計 395465 的中 �� 56213（2番人気）
馬単票数 計 264621 的中 �� 22369（2番人気）
ワイド票数 計 236048 的中 �� 28471（2番人気）�� 38039（1番人気）�� 19125（3番人気）
3連複票数 計 614269 的中 ��� 90240（1番人気）
3連単票数 計 988052 的中 ��� 38058（2番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 53．1－3F 40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→
」
1
�
12－（3，4）－10－6，2，5（1，7）8＝（9，11）・（12，4）＝3（6，8）5－10－2－7，1＝（9，11）

�
�

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

勝馬の
紹 介

メイショウオヤシオ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Kris S. デビュー 2014．8．2 小倉1着

2012．3．31生 �4栗 母 メイショウガーベラ 母母 クールドフランス 障害：7戦1勝 賞金 18，100，000円
〔制裁〕 メイショウオヤシオ号の騎手白浜雄造は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



06005 2月27日 晴 良 （28中山2）第1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
1：57．8
1：56．1

良
良

612 シークザフューチャ 牝3栗 54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 430 ―2：04．0 4．4�
35 ツ ボ ミ 牝3黒鹿54 柴田 善臣石川 達絵氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 486 ―2：04．21� 5．2�
815 ピーチプリンセス 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 442 ―2：05．05 64．0�
47 キューノキセキ 牡3栗 56 吉田 豊�ジェイアール 戸田 博文 日高 オリオンファーム 474 ―2：05．21� 14．9�
23 	 ミスドバウィ 牝3鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker 474 ―2：05．3
 2．6�
816 カシマペパーミント 牝3黒鹿54 松岡 正海松浦 一久氏 奥村 武 茨城 栗山 道郎 470 ―2：05．4クビ 23．7	
714 グラシアール 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 432 ― 〃 クビ 7．9

24 ディヴェルテンテ 牡3鹿 56 大庭 和弥�宮内牧場 池上 昌弘 日高 神島 芳仁 470 ―2：05．61� 127．6�
510 ハナズレガシー 牝3栗 54 柴田 大知広尾レース� 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 462 ―2：05．81� 65．6
36 オーテンバール 牝3鹿 54 柴山 雄一和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 470 ―2：05．9� 26．0�
611 ヴィレッジダンサー 牝3鹿 54 村田 一誠�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 B484 ―2：06．0クビ 98．9�
11 ハーディーレディー 牝3鹿 54 勝浦 正樹渡邊 隆氏 土田 稔 新冠 森 牧場 444 ―2：06．21� 37．1�
48 サンマルデュラン 牡3鹿 56 内田 博幸相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 476 ―2：06．3� 20．6�
12 ホワイトホイール 牡3黒鹿56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 522 ―2：06．51� 39．7�
713 ピースワンハーツ 牝3青鹿54 三浦 皇成長谷川成利氏 古賀 慎明 新ひだか 佐藤 陽一 410 ― 〃 アタマ 55．3�
59 ビ ダ ン シ 牡3黒鹿56 田中 勝春田中 春美氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 468 ―2：07．03 80．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，770，600円 複勝： 30，525，400円 枠連： 17，413，100円
馬連： 51，852，100円 馬単： 28，387，700円 ワイド： 28，322，400円
3連複： 63，802，800円 3連単： 78，369，900円 計： 323，444，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 210円 � 1，210円 枠 連（3－6） 930円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 560円 �� 4，450円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 29，440円 3 連 単 ��� 113，400円

票 数

単勝票数 計 247706 的中 � 44497（2番人気）
複勝票数 計 305254 的中 � 45239（2番人気）� 41791（3番人気）� 5004（12番人気）
枠連票数 計 174131 的中 （3－6） 14465（3番人気）
馬連票数 計 518521 的中 �� 33031（3番人気）
馬単票数 計 283877 的中 �� 8621（6番人気）
ワイド票数 計 283224 的中 �� 14104（4番人気）�� 1571（45番人気）�� 1591（43番人気）
3連複票数 計 638028 的中 ��� 1625（82番人気）
3連単票数 計 783699 的中 ��� 501（313番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．9―12．9―13．3―12．6―12．7―12．2―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．3―50．2―1：03．5―1：16．1―1：28．8―1：41．0―1：52．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．2
1
3

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

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

シークザフューチャ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2013．3．14生 牝3栗 母 シーリーコート 母母 シ ー リ ー ル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ピーチプリンセス号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ピーチプリンセス号は，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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アップタウンガール号・クラストリック号・ダノンアイドル号・ヌーヴェルダンス号・バンダムザミステリ号・

ピッレウス号・フェルクレール号・ベルラヴォーロ号・マイネルラディカル号・ユキノハーモニー号・
レッドイグニス号

06006 2月27日 晴 良 （28中山2）第1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）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

815 テ オ ド ー ル 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528－ 81：35．5 1．8�
35 プレシャスギフト 牝3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 武井 亮 平取 坂東牧場 430 ―1：35．71� 41．7�
47 イチゴアミーラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 436－ 21：35．91� 6．2�
59 ヨ イ ミ ヤ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 408＋ 21：36．0クビ 15．2�
714 スワンナプーム 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 石田 英機 456± 01：36．1� 18．8�
36 ヘラルドスクエア 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人	G1レーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 402± 01：36．31� 56．2

510 ハ ン ナ 牝3鹿 54 江田 照男坂本 肇氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム 400± 01：36．62 14．4�
48 キセキノケイフ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 根本 康広 新ひだか 松田牧場 468± 0 〃 ハナ 12．0�

816 アデレードヒル 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 458± 01：36．81� 19．6
11 	 ラ ー リ オ 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 和美氏 田村 康仁 米 Roger S.

Braugh Jr. 538－ 81：36．9
 6．5�
23 ホワイトシャドウ 牡3芦 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 池上 昌和 日高 藤本ファーム 450＋ 81：37．32� 64．5�
713 カシノマオウ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 466＋18 〃 ハナ 524．6�
24 ハイドランジア 牝3鹿 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 428 ―1：37．72� 325．2�
611 コ イ シ グ レ 牝3栗 54 松岡 正海吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 448＋181：37．91 511．9�
612 シュガーラブ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 448－ 41：38．11� 625．2�
12 ハ イ ギ ア 牡3栗 56 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか キヨタケ牧場 B476－ 61：42．7大差 482．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，234，700円 複勝： 71，839，300円 枠連： 21，724，500円
馬連： 78，513，900円 馬単： 43，865，000円 ワイド： 43，480，000円
3連複： 93，499，100円 3連単： 138，063，100円 計： 525，219，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 740円 � 160円 枠 連（3－8） 1，770円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 240円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 7，140円 3 連 単 ��� 33，000円

票 数

単勝票数 計 342347 的中 � 149962（1番人気）
複勝票数 計 718393 的中 � 373851（1番人気）� 10255（11番人気）� 79790（2番人気）
枠連票数 計 217245 的中 （3－8） 9483（8番人気）
馬連票数 計 785139 的中 �� 12519（16番人気）
馬単票数 計 438650 的中 �� 5281（20番人気）
ワイド票数 計 434800 的中 �� 6928（17番人気）�� 57606（1番人気）�� 2772（35番人気）
3連複票数 計 934991 的中 ��� 9811（27番人気）
3連単票数 計1380631 的中 ��� 3033（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．7―48．7―1：00．8―1：12．4―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

テ オ ド ー ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．27 東京9着

2013．5．6生 牡3鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 6戦1勝 賞金 11，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイギア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年4月27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 サムライ号・ジュリアス号・スズオーフェン号・マイネルセイヴァー号・ラルゴランド号



06007 2月27日 晴 良 （28中山2）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時30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
1：43．9

良
良

813 ゲ ッ カ コ ウ 牝3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 450± 01：48．6 10．5�

812 フ ィ ビ ュ ラ 牝3芦 54 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：48．81� 6．1�
68 クィーンズベスト 牝3鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：48．9� 1．5�
45 リ セ エ ン ヌ 牝3青鹿54 蛯名 正義吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 414－ 2 〃 クビ 7．9�
11 ルミナスティアラ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 444－121：49．21� 16．8	
22 ホッコーモモタン 牝3黒鹿54 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 408－ 21：49．41 32．5

69 クラウニングフレア 牝3鹿 54 岩田 康誠清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 442＋ 2 〃 クビ 92．1�
44 ペッシュカネル 牝3栗 54 嘉藤 貴行清水 敏氏 田中 清隆 浦河 バンブー牧場 428－ 41：49．5� 494．1�
710 カナスヌーマ 牝3鹿 54 大野 拓弥石瀬 浩三氏 奥平 雅士 浦河 杵臼牧場 496－ 2 〃 ハナ 9．8
33 ピンクアゲート 牝3鹿 54 内田 博幸ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 456± 01：49．6クビ 145．7�
57 ペイシャマリヤ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 442± 01：49．81� 133．3�
56 コウセイオリーヴ 牝3鹿 54 田中 勝春杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 438－ 81：49．9クビ 86．8�
711� ミ ス ユ ー 牝3黒鹿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 448＋241：50．21� 152．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，926，900円 複勝： 145，464，100円 枠連： 21，400，900円
馬連： 90，641，700円 馬単： 53，186，400円 ワイド： 46，944，200円
3連複： 102，378，500円 3連単： 188，913，400円 計： 691，856，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 160円 � 120円 � 110円 枠 連（8－8） 2，680円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 560円 �� 240円 �� 200円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 13，450円

票 数

単勝票数 計 429269 的中 � 32567（5番人気）
複勝票数 計1454641 的中 � 68561（3番人気）� 111673（2番人気）� 1067162（1番人気）
枠連票数 計 214009 的中 （8－8） 6186（8番人気）
馬連票数 計 906417 的中 �� 26286（7番人気）
馬単票数 計 531864 的中 �� 6560（17番人気）
ワイド票数 計 469442 的中 �� 17571（7番人気）�� 51681（2番人気）�� 68234（1番人気）
3連複票数 計1023785 的中 ��� 89076（1番人気）
3連単票数 計1889134 的中 ��� 10181（46番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．5―13．0―12．0―11．8―11．7―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．6―49．6―1：01．6―1：13．4―1：25．1―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
・（2，8）（1，11）（5，12）3（10，13）4－7－（9，6）
13（8，12）2（1，5，11）（3，10）（4，7）（9，6）

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

勝馬の
紹 介

ゲ ッ カ コ ウ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．25 福島1着

2013．2．27生 牝3黒鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 7戦2勝 賞金 22，166，000円

06008 2月27日 晴 稍重 （28中山2）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 サクラヴァローレ 牡5鹿 57 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 伊藤 敏明 514＋ 21：12．3 3．6�
36 ファインダッシュ 牡4黒鹿57 横山 典弘井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B510± 01：12．4� 6．0�
11 カ ネ ー タ 牡4黒鹿 57

56 ☆石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 510± 01：12．71� 6．0�
714� アサクサレーサー 牡5黒鹿57 岩田 康誠田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 クビ 4．0�
48 ダイメイリシャール 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 502－ 41：12．8クビ 8．5�
713 エストゥペンド 牡5鹿 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 516± 0 〃 アタマ 8．1	
12 スナッチアキス 牝4鹿 55 大野 拓弥西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 422－ 8 〃 アタマ 27．3

23 � サイモングレゴリー 牡4黒鹿57 吉田 豊澤田 昭紀氏 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 494－181：13．11� 178．1�
24 トーセンスティング 牡5鹿 57 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 536＋ 6 〃 クビ 76．3
510 ヨイチナデシコ 牝4鹿 55 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 496－ 41：13．52� 70．8�
816 パルパルパピヨン 牝4鹿 55 石橋 脩堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 B484＋ 21：13．82 32．2�
612 サトノコスミック 牡4黒鹿57 内田 博幸里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム B464＋ 61：13．9� 216．4�
59 ハナズプルメリア 牝4黒鹿55 村田 一誠M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 410＋ 21：14．0クビ 402．0�
35 タイセイストーム 牡4青鹿57 三浦 皇成田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 492＋121：14．1� 29．4�
815 レ ベ ニ ュ ー 牡4黒鹿57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 464－121：14．41� 73．1�
611 ヒカリピオニー 牡4栗 57 松岡 正海�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 494－121：16．6大差 129．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，306，800円 複勝： 49，839，400円 枠連： 26，887，700円
馬連： 80，990，600円 馬単： 36，032，600円 ワイド： 42，653，700円
3連複： 95，578，100円 3連単： 124，315，100円 計： 486，604，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 200円 � 200円 枠 連（3－4） 680円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 490円 �� 480円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 303068 的中 � 66510（1番人気）
複勝票数 計 498394 的中 � 100013（1番人気）� 60496（4番人気）� 58271（5番人気）
枠連票数 計 268877 的中 （3－4） 30323（2番人気）
馬連票数 計 809906 的中 �� 57389（2番人気）
馬単票数 計 360326 的中 �� 13517（3番人気）
ワイド票数 計 426537 的中 �� 22693（4番人気）�� 23165（2番人気）�� 13557（14番人気）
3連複票数 計 955781 的中 ��� 32333（5番人気）
3連単票数 計1243151 的中 ��� 10728（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．2―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラヴァローレ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 アーミジャー デビュー 2013．12．23 阪神4着

2011．4．14生 牡5鹿 母 サクラスイートキス 母母 サクラメグミ 11戦2勝 賞金 21，000，000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〕 ヒカリピオニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年3月27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。
（非当選馬） 1頭 マルターズレーン号
（非抽選馬） 4頭 カゼノトビラ号・スズカオーショウ号・ツウローゼズ号・ヒカリセット号



06009 2月27日 晴 良 （28中山2）第1日 第9競走 ��
��2，200�

す い せ ん

水 仙 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

44 ア ル カ サ ル 牡3青鹿56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 522－ 42：13．8 4．0�
812 ヒプノティスト 牡3栗 56 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 B470－ 42：14．22� 2．0�
57 キンショーユキヒメ 牝3芦 54 戸崎 圭太礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 496－ 42：14．41� 4．7�
711 ド ン チ ャ ブ 牡3鹿 56 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 462－ 42：14．61� 105．3�
45 シャインレッド 牡3鹿 56 石川裕紀人了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 ハナ 13．8	
710 ダイワリアクション 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510＋ 22：14．7� 90．9

813 ウインクルサルーテ 牝3鹿 54 秋山真一郎�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 408－ 62：15．12� 14．9�
11 ナンヨーファミユ 牡3鹿 56 岩田 康誠中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 478＋18 〃 ハナ 45．3�
69 シ ト ロ ン 牝3鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 436＋ 22：15．2クビ 174．8
56 マイネルアトゥー 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 2 〃 クビ 16．4�
68 コスモプロテア 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 42：15．94 21．5�
22 メイプルキング 牡3鹿 56 大野 拓弥節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 460＋ 22：16．85 64．3�
33 ノーザンエンブレム 牝3黒鹿54 木幡 初広田頭 勇貴氏 石毛 善彦 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：18．8大差 594．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，136，500円 複勝： 70，476，200円 枠連： 28，936，700円
馬連： 116，411，000円 馬単： 58，801，800円 ワイド： 55，175，900円
3連複： 135，470，800円 3連単： 222，216，700円 計： 735，625，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 320円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 220円 �� 390円 �� 200円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，520円

票 数

単勝票数 計 481365 的中 � 94914（2番人気）
複勝票数 計 704762 的中 � 89629（3番人気）� 297546（1番人気）� 103189（2番人気）
枠連票数 計 289367 的中 （4－8） 69198（1番人気）
馬連票数 計1164110 的中 �� 166051（2番人気）
馬単票数 計 588018 的中 �� 36665（3番人気）
ワイド票数 計 551759 的中 �� 66014（2番人気）�� 30900（3番人気）�� 77384（1番人気）
3連複票数 計1354708 的中 ��� 128413（1番人気）
3連単票数 計2222167 的中 ��� 35616（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．2―12．5―12．7―12．9―12．9―12．1―12．0―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．1―35．3―47．8―1：00．5―1：13．4―1：26．3―1：38．4―1：50．4―2：01．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ア ル カ サ ル �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．12．12 中山1着

2013．3．3生 牡3青鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 2戦2勝 賞金 17，273，000円

06010 2月27日 晴 良 （28中山2）第1日 第10競走 ��
��1，200�アクアマリンステークス

発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，27．2．28以降28．2．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 ローズミラクル 牡6青鹿55 三浦 皇成 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 552＋121：08．7 4．9�
714 プレイズエターナル 牡6黒鹿57 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－14 〃 クビ 7．0�
59 アドマイヤゴッド 牡4鹿 55 横山 典弘近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496＋ 4 〃 ハナ 12．2�
48 ユキノアイオロス �8鹿 54 内田 博幸井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 476－ 61：08．91� 26．9�
23 ナイトフォックス 牡4鹿 54 田中 勝春石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 0 〃 クビ 8．1�
35 クリノコマチ 牝5栗 51 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 41：09．0	 130．4	
611 トーセンラーク 牝4栗 51 吉田 豊島川 
哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 492＋ 21：09．1	 12．0�
47 タガノザイオン 牡9鹿 54 石橋 脩八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 2 〃 ハナ 45．2�
815 アブマーシュ 牝7鹿 52 柴田 善臣伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 500＋12 〃 ハナ 57．6
816
 イエスイットイズ 牡7鹿 53 中谷 雄太薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 524－ 81：09．31� 46．2�
713 カービングパス 牝4鹿 53 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋ 8 〃 ハナ 5．2�
24 カシノワルツ 牝6黒鹿53 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B462＋ 8 〃 クビ 52．4�
11 サ ン シ カ ゴ 牡5栗 54 田辺 裕信加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 480－ 21：09．4クビ 24．0�
612 ペイシャフェリス 牝5鹿 55 蛯名 正義北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 460＋ 61：09．61	 5．3�
36 アンブリカル 牝4青鹿51 井上 敏樹上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 436± 01：10．45 74．5�
12 コスタアレグレ 牡6栗 55 岩田 康誠安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 484＋ 21：11．35 15．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，035，000円 複勝： 77，663，900円 枠連： 44，633，200円
馬連： 156，786，400円 馬単： 61，093，200円 ワイド： 74，315，300円
3連複： 193，919，900円 3連単： 250，098，000円 計： 906，544，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 230円 � 330円 枠 連（5－7） 530円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，120円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 6，140円 3 連 単 ��� 25，950円

票 数

単勝票数 計 480350 的中 � 76974（1番人気）
複勝票数 計 776639 的中 � 131672（1番人気）� 85698（4番人気）� 52148（6番人気）
枠連票数 計 446332 的中 （5－7） 64263（1番人気）
馬連票数 計1567864 的中 �� 73976（3番人気）
馬単票数 計 610932 的中 �� 16680（4番人気）
ワイド票数 計 743153 的中 �� 28137（4番人気）�� 16979（10番人気）�� 12006（20番人気）
3連複票数 計1939199 的中 ��� 23653（13番人気）
3連単票数 計2500980 的中 ��� 6985（41番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．2―11．4―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―34．7―46．1―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．0
3 ・（2，5）（10，12）（1，3，4，11，13）（6，9，15）8（7，16）14 4 ・（2，5，10）（1，3，12，13）（4，11，15）（6，8）（7，16，9，14）

勝馬の
紹 介

ローズミラクル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2013．2．16 東京5着

2010．5．1生 牡6青鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 17戦3勝 賞金 61，892，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 ローズミラクル号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：5番・8
番・1番・7番）

※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 インスペード号・ヴァイサーリッター号・モンマックス号



06011 2月27日 晴 稍重 （28中山2）第1日 第11競走 ��
��1，800�

そ う ぶ

総武ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 バスタータイプ 牡4鹿 55 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 522－ 61：51．9 3．7�
35 � イッシンドウタイ 牡7鹿 58 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 520－ 2 〃 クビ 18．7�
610 サンマルデューク 牡7黒鹿58 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 512± 01：52．32	 9．0�
611 モズライジン 牡4芦 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 474＋ 41：52．4	 6．4�
22 バ ン ズ ー ム 牡5鹿 56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋ 61：52．5	 4．9	
814 ショウナンアポロン 牡6鹿 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 古賀 史生 洞
湖 メジロ牧場 518＋ 41：52．6	 31．8

713� アメリカンウィナー 牡7青鹿56 柴田 善臣吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 514＋181：52．7クビ 176．9�
46 � ゴールデンバローズ 牡4栗 55 戸崎 圭太猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 520＋ 41：52．8	 5．9�
58 プ ロ ト コ ル 牡5栗 56 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B546＋201：52．9	 12．8
34 キープインタッチ 牡6鹿 56 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 アタマ 68．5�
47 キングノヨアケ 牡4黒鹿55 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 498± 0 〃 アタマ 22．3�
712 ヒラボクマジック 牡8黒鹿56 蛯名 正義�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 516＋ 21：53．43 15．3�
59 サージェントバッジ 牡4黒鹿55 柴山 雄一大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500＋ 4 〃 クビ 22．4�
11 メイショウソラーレ 牡6鹿 56 石橋 脩松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 494－ 61：53．5	 153．7�
23 クリノヒマラヤオー 牡6黒鹿56 大野 拓弥栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 488＋ 21：56．2大差 204．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 92，057，300円 複勝： 139，080，800円 枠連： 76，102，500円
馬連： 348，973，100円 馬単： 133，825，700円 ワイド： 134，178，700円
3連複： 449，214，500円 3連単： 630，254，500円 計： 2，003，687，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 470円 � 310円 枠 連（3－8） 2，960円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 940円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 14，180円 3 連 単 ��� 57，290円

票 数

単勝票数 計 920573 的中 � 197144（1番人気）
複勝票数 計1390808 的中 � 236419（2番人気）� 65572（8番人気）� 110085（5番人気）
枠連票数 計 761025 的中 （3－8） 19869（16番人気）
馬連票数 計3489731 的中 �� 62818（17番人気）
馬単票数 計1338257 的中 �� 15650（27番人気）
ワイド票数 計1341787 的中 �� 22469（18番人気）�� 37945（9番人気）�� 11103（39番人気）
3連複票数 計4492145 的中 ��� 23755（55番人気）
3連単票数 計6302545 的中 ��� 7975（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．4―48．9―1：01．4―1：13．8―1：26．1―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バスタータイプ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．12．13 阪神2着

2012．4．29生 牡4鹿 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 12戦5勝 賞金 85，287，000円

06012 2月27日 晴 稍重 （28中山2）第1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

816 サンマディソン 牝5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 464± 01：11．9 72．9�
612 タッチシタイ 牡6栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 502＋ 2 〃 クビ 3．9�
815 ショコラブラン 牡4芦 57 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 ハナ 3．2�
12 セクシーボーイ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 21：12．22 33．0�
35 ファンデルワールス �7鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 502＋ 21：12．3クビ 16．9	
11 トウケイタイガー 牡5黒鹿57 松岡 正海木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 下村 繁正 486－ 4 〃 アタマ 4．5

36 タンブルブルータス 牡7鹿 57 大野 拓弥ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 498－ 6 〃 ハナ 128．3�
714 カシノインカローズ 牝7鹿 55 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 B474＋ 61：12．61� 156．3�
510 マンドレイク 牡6黒鹿57 勝浦 正樹�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 498－ 2 〃 ハナ 192．3
23 ラピダメンテ �5栗 57 蛯名 正義 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 21：12．7� 15．2�
59 クリノダイスーシー 牡4鹿 57 石橋 脩栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 厚賀古川牧場 504－ 81：12．8� 92．2�
713 タケルラグーン 牡4鹿 57 内田 博幸森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 484＋ 4 〃 ハナ 8．3�
611 トウショウデュエル 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 512－101：13．01� 146．8�
48 ワインシャワー 牡4黒鹿57 吉田 豊 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 488－101：13．31� 9．8�
24 プロファウンド �5鹿 57

54 ▲井上 敏樹 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B502－ 21：13．51	 22．5�

（15頭）
47 
 ビービーボイジャー 牡6栗 57 江田 照男�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 66，500，300円 複勝： 98，225，000円 枠連： 41，794，100円
馬連： 211，480，800円 馬単： 80，255，000円 ワイド： 94，537，900円
3連複： 225，306，800円 3連単： 348，423，900円 計： 1，166，523，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，290円 複 勝 � 920円 � 150円 � 140円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 17，400円 馬 単 �� 41，650円

ワ イ ド �� 3，930円 �� 3，100円 �� 270円

3 連 複 ��� 11，100円 3 連 単 ��� 152，260円

票 数

単勝票数 差引計 665003（返還計 112） 的中 � 7293（10番人気）
複勝票数 差引計 982250（返還計 146） 的中 � 17413（10番人気）� 187850（2番人気）� 223608（1番人気）
枠連票数 差引計 417941（返還計 9 ） 的中 （6－8） 62726（1番人気）
馬連票数 差引計2114808（返還計 1124） 的中 �� 10023（34番人気）
馬単票数 差引計 802550（返還計 325） 的中 �� 1445（87番人気）
ワイド票数 差引計 945379（返還計 511） 的中 �� 5520（36番人気）�� 7035（31番人気）�� 108607（1番人気）
3連複票数 差引計2253068（返還計 2396） 的中 ��� 15219（35番人気）
3連単票数 差引計3484239（返還計 3484） 的中 ��� 1659（384番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．3―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマディソン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．13 東京2着

2011．3．24生 牝5鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 20戦4勝 賞金 40，621，000円
〔出走取消〕 ビービーボイジャー号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※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 シークレットアーム号・トーセンミッション号・マイネルエスパス号



（28中山2）第1日 2月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

207，190，000円
8，480，000円
1，350，000円
21，130，000円
72，071，000円
5，378，400円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
478，554，700円
866，738，000円
335，492，400円
1，342，075，600円
618，628，300円
637，627，200円
1，649，455，500円
2，402，894，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，331，466，000円

総入場人員 17，858名 （有料入場人員 15，099名）
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