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09013 3月27日 曇 良 （28中山3）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 モンサンアルナイル 牡3栗 56
53 ▲木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B502＋101：56．6 7．2�

510 ナポレオンズワード 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 486－ 8 〃 アタマ 3．0�

714 セイカエドミザカ 牡3栗 56
55 ☆石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 466－ 41：57．23� 3．6�

11 グレートエンパイア 牡3鹿 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 日高 高柳 隆男 476－ 61：58．15 26．1�
611 フジマサスペシャル 牡3鹿 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B498－ 4 〃 アタマ 11．5�
713 ダノンアイドル 牡3鹿 56 内田 博幸�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488＋ 21：58．2クビ 11．4	
47 プレイヤード 牡3鹿 56 江田 照男前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 510± 01：58．41� 9．4

816 パーソナルブルー 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 458－ 21：58．82� 268．4�

612 トラストナイト 牡3黒鹿56 吉田 豊菅波 雅巳氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 486＋ 1 〃 クビ 11．5�
35 テキサスハート 牡3鹿 56 武士沢友治佐藤 範夫氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 488＋141：58．9クビ 111．1
24 ニシノディアマン 牡3鹿 56 吉田 隼人西村 亮二氏 武井 亮 新冠 森永 聡 478＋ 21：59．0� 295．8�
36 デルマキンシロウ 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 530± 01：59．42� 254．5�
12 ディーエスレヴュー 牡3栗 56 黛 弘人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 大道牧場 468± 01：59．61� 379．5�
48 シンボリアース 牡3黒鹿56 嶋田 純次シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 丸幸小林牧場 444＋ 42：00．66 280．7�
23 ソーアメージング 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 506－ 22：00．7クビ 18．7�
815 サンマルメーカー 牡3鹿 56 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 496＋ 42：01．33� 29．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，456，600円 複勝： 29，334，900円 枠連： 14，070，000円
馬連： 53，858，100円 馬単： 26，404，200円 ワイド： 28，456，200円
3連複： 69，762，800円 3連単： 87，834，900円 計： 328，177，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 120円 � 120円 枠 連（5－5） 1，520円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 580円 �� 570円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 9，620円

票 数

単勝票数 計 184566 的中 � 20358（3番人気）
複勝票数 計 293349 的中 � 27366（4番人気）� 71134（1番人気）� 68351（2番人気）
枠連票数 計 140700 的中 （5－5） 7150（6番人気）
馬連票数 計 538581 的中 �� 28534（4番人気）
馬単票数 計 264042 的中 �� 7044（7番人気）
ワイド票数 計 284562 的中 �� 11168（6番人気）�� 11249（5番人気）�� 43641（1番人気）
3連複票数 計 697628 的中 ��� 32613（3番人気）
3連単票数 計 878349 的中 ��� 6618（19番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．6―12．9―13．2―13．0―13．2―13．2―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．2―50．1―1：03．3―1：16．3―1：29．5―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンサンアルナイル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．8．9 札幌5着

2013．2．10生 牡3栗 母 マイティーボタン 母母 スルーザシーズン 3戦1勝 賞金 5，700，000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 ハヤブサミカリン号

09014 3月27日 曇 良 （28中山3）第2日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時20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

612 ビレッジエンパイア 牡3鹿 56 柴田 大知村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 B476－ 41：13．1 20．5�
611 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 B454－ 4 〃 クビ 3．9�
713 セレノグラフィー 牡3黒鹿56 柴山 雄一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 496－121：13．2クビ 8．6�
12 キョウエイラヴ 牝3鹿 54 吉田 隼人田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 466－10 〃 クビ 5．3�
24 ラッキーガナドール 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 502＋ 61：13．3クビ 16．8�

23 コントロールタワー 牡3鹿 56
54 △伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 B436± 0 〃 クビ 20．3�

47 ミ デ ィ 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 440－ 21：13．4クビ 7．4	

36 イ ル メ リ オ 牝3鹿 54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 大島牧場 444＋121：13．5� 275．8

510 アルマラナキラ 牡3栗 56 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 486＋ 61：13．6� 13．5�
815 サンデリアーナ 牝3鹿 54 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 8 〃 アタマ 6．2�
714 サ マ ニ ー 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 巧也井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 492－101：13．7クビ 23．5
816 ラ マ レ 牡3栗 56 大庭 和弥ライオンレースホース� 池上 昌弘 浦河 浦河日成牧場 472－ 61：13．8� 233．5�
35 セイユウボーイ 牡3栗 56 江田 照男星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか ヒサイファーム 466－ 61：14．43� 13．4�
59 テイエムクック 牡3黒鹿56 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 450－ 41：14．5� 27．1�
48 サニーリスペクト 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹堀口 晴男氏 蛯名 利弘 浦河 丸村村下
ファーム 466－121：14．6� 374．6�

11 テセラグッドノーズ 牝3鹿 54 西田雄一郎木村 直樹氏 天間 昭一 浦河 中神牧場 434 ―1：14．81 200．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，308，700円 複勝： 33，999，800円 枠連： 12，345，500円
馬連： 57，505，800円 馬単： 26，146，200円 ワイド： 29，821，100円
3連複： 73，181，100円 3連単： 84，905，900円 計： 339，214，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 430円 � 160円 � 220円 枠 連（6－6） 2，880円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，330円 �� 560円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 50，910円

票 数

単勝票数 計 213087 的中 � 8283（10番人気）
複勝票数 計 339998 的中 � 16441（8番人気）� 67774（1番人気）� 38888（4番人気）
枠連票数 計 123455 的中 （6－6） 3312（16番人気）
馬連票数 計 575058 的中 �� 14267（12番人気）
馬単票数 計 261462 的中 �� 3511（21番人気）
ワイド票数 計 298211 的中 �� 9370（6番人気）�� 3108（35番人気）�� 14354（2番人気）
3連複票数 計 731811 的中 ��� 7060（22番人気）
3連単票数 計 849059 的中 ��� 1209（166番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―11．7―12．8―12．7―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―33．7―46．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビレッジエンパイア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．4 福島7着

2013．3．14生 牡3鹿 母 レディアモーレ 母母 エンドイットダーリン 7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 イグナイトマインド号・タンゴファイヤー号・ドラゴンイモン号・フッカツノノロシ号・プリンシアラッテオ号

第３回 中山競馬 第２日



09015 3月27日 曇 良 （28中山3）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時50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
1：44．9
1：43．9

良
良

510 ギャラントグリフ 牡3黒鹿 56
53 ▲木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 日高 鹿戸 正幸 506－101：49．9 10．8�

815 ダンスパープル 牝3鹿 54 内田 博幸髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社
吉田ファーム 454＋ 81：50．32� 30．0�

714 ドーノデルソーレ 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：50．51� 5．8�
816 ルーレットクイーン 牝3栗 54 吉田 隼人黒川 哲美氏 武井 亮 浦河 昭和牧場 430＋ 4 〃 クビ 6．6�
47 	 ネオヴェルザンディ 牝3鹿 54 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore

Farm LLC 452－ 21：50．71� 3．4�
23 ルクナバード 牡3鹿 56

54 △伴 啓太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 452－ 41：50．91� 27．3	
24 ウィンイモン 牝3栗 54

52 △井上 敏樹井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 436＋101：51．0
 368．3

713 マルターズフェスタ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 472－ 41：51．1クビ 26．0�
36 コイセヨダンシ 牡3黒鹿56 田中 勝春丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 38．6�
612 クラウンディバイダ 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 468＋ 4 〃 クビ 2．7�
12 キングスナップ 牡3栗 56 吉井 友彦村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 472± 01：51．31� 900．9�

（笠松）

48 シゲルムツゴロウ 牡3黒鹿56 松岡 正海森中 蕃氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 442± 01：51．62 498．8�
611 サトノジュノー 牝3黒鹿54 柴田 善臣里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 458＋ 61：51．7クビ 128．1�
35 バカラボナセーラ 牝3鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 竹内 正洋 浦河 昭和牧場 430－10 〃 アタマ 218．2�
11 マイネルサングリア 牡3青鹿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 482＋ 41：52．02 50．3�
59 タケデンローズ 牝3栗 54 的場 勇人武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 472－ 61：52．42� 764．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，057，200円 複勝： 44，548，500円 枠連： 16，010，900円
馬連： 64，079，200円 馬単： 34，352，900円 ワイド： 35，335，200円
3連複： 83，457，300円 3連単： 112，266，500円 計： 419，107，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 310円 � 740円 � 200円 枠 連（5－8） 3，490円

馬 連 �� 15，610円 馬 単 �� 25，110円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 830円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 27，020円 3 連 単 ��� 199，490円

票 数

単勝票数 計 290572 的中 � 21357（5番人気）
複勝票数 計 445485 的中 � 37717（5番人気）� 13037（7番人気）� 67399（3番人気）
枠連票数 計 160109 的中 （5－8） 3549（10番人気）
馬連票数 計 640792 的中 �� 3181（29番人気）
馬単票数 計 343529 的中 �� 1026（50番人気）
ワイド票数 計 353352 的中 �� 2183（31番人気）�� 11456（9番人気）�� 3586（22番人気）
3連複票数 計 834573 的中 ��� 2316（56番人気）
3連単票数 計1122665 的中 ��� 408（370番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．0―49．7―1：02．3―1：14．3―1：26．3―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ギャラントグリフ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．12．6 中山2着

2013．4．8生 牡3黒鹿 母 ビコーガイア 母母 ビコーキャッツ 4戦1勝 賞金 8，550，000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。
（非当選馬） 1頭 アポロオスカー号
（非抽選馬） 4頭 クインズクオーツ号・ニシノソレイユ号・ピッレウス号・ベニバナルートイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09016 3月27日 曇 良 （28中山3）第2日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時20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

11 ファータグリーン 牝3鹿 54 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 414－ 22：15．8 1．5�
714 レ ジ ェ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 56．6�
818 ラ ペ ル ト ワ 牝3青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 498－ 22：15．9クビ 37．7�
510 プライムセラー 牡3栗 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 クビ 7．5�
816 パルクフェルメ 牡3栗 56

55 ☆石川裕紀人保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 464－ 42：16．11� 15．3	
47 スギノグローアップ 牡3鹿 56 吉田 豊杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B484＋ 42：16．31� 71．6

35 レッドアルソード 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470＋ 42：16．4� 7．2�
612 コウキチョウサン 牡3鹿 56 内田 博幸�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 434－ 82：16．82� 15．9�
23 ロイヤルジレンマ 牡3鹿 56 蛯名 正義吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 14．9
59 マイネルヴァッサー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 22：16．9クビ 104．2�
715 レベルフラッグ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 480－ 22：17．11� 51．9�
12 リワードデュラン 牡3鹿 56 武士沢友治宮崎忠比古氏 勢司 和浩 浦河 有限会社

リワード 484－ 22：17．73� 299．4�
611 アタンドリール 牡3黒鹿56 津村 明秀落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 新冠橋本牧場 442± 02：18．23 169．1�
36 カンテラガール 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 418－102：18．94 167．9�
24 ショウナンガスト 牡3黒鹿56 田中 勝春国本 哲秀氏 武市 康男 日高 田端牧場 B450－122：19．0	 271．0�
817 ラブイズアート 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 三輪牧場 486＋ 62：19．42� 566．8�
48 プリンセスポケット 牝3栗 54 吉田 隼人井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 450－ 62：19．72 95．1�
713 ブラックスパーク 牡3青鹿56 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 中館牧場 B446－ 22：21．310 715．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，104，800円 複勝： 82，926，000円 枠連： 17，151，000円
馬連： 59，481，400円 馬単： 39，154，500円 ワイド： 37，437，800円
3連複： 86，249，600円 3連単： 128，399，700円 計： 481，904，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，000円 � 610円 枠 連（1－7） 1，830円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 990円 �� 18，270円

3 連 複 ��� 38，180円 3 連 単 ��� 105，540円

票 数

単勝票数 計 311048 的中 � 165482（1番人気）
複勝票数 計 829260 的中 � 537983（1番人気）� 7768（9番人気）� 13418（8番人気）
枠連票数 計 171510 的中 （1－7） 7227（6番人気）
馬連票数 計 594814 的中 �� 10103（14番人気）
馬単票数 計 391545 的中 �� 5425（13番人気）
ワイド票数 計 374378 的中 �� 4597（20番人気）�� 10065（9番人気）�� 510（73番人気）
3連複票数 計 862496 的中 ��� 1694（74番人気）
3連単票数 計1283997 的中 ��� 882（239番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．7―13．2―12．9―12．8―12．6―12．0―11．7―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．0―36．7―49．9―1：02．8―1：15．6―1：28．2―1：40．2―1：51．9―2：03．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6
1
3
8，10（2，12）（5，15，13）（3，16）（7，18）17（11，14，1）9，6，4・（8，10，12，16）1（2，5，15）（18，9）3（11，7）（17，13，14）4－6

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

勝馬の
紹 介

ファータグリーン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島3着

2013．4．23生 牝3鹿 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー 9戦1勝 賞金 14，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックスパーク号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アメンボ号・ウインブルースカイ号



09017 3月27日 曇 良 （28中山3）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 マイネルビクトリー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 460－ 41：55．0 58．9�

713 ラテールプロミーズ 牡3青鹿56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 514－ 21：55．1� 10．8�
612 アポロナイスジャブ 牡3栗 56 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 434± 01：55．2� 69．7�
59 イーストオブザサン 牡3黒鹿56 吉田 隼人三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 466－ 21：55．83� 3．2�
12 コパノビジン 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 456± 0 〃 アタマ 45．0�
24 ナンヨーファミユ 牡3鹿 56 柴田 善臣中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466－121：56．11� 13．1	
47 ダイリュウハヤテ 牡3鹿 56 武士沢友治大野 龍氏 古賀 史生 新ひだか 木田牧場 512± 01：56．2クビ 44．7

815 ロッジポールパイン 牡3青鹿56 丸山 元気大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 530＋14 〃 クビ 206．2�
510 プッシュアゲン 牡3栗 56 吉井 友彦浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 488± 01：56．52 223．6�

（笠松）

36 シフォンカール 牝3芦 54 蛯名 正義 シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 452－ 81：56．6クビ 17．4�
611 ファンドレイザー 牡3鹿 56 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520± 0 〃 アタマ 2．3�
23 ポ ロ ス 牝3鹿 54 西村 太一ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 448＋ 2 〃 クビ 415．4�
48 メジャースターダム 牡3栗 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 566－ 2 〃 同着 7．0�
714 アリオンダンス 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子島川 �哉氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 454＋ 21：56．81 32．2�
35 スパツィアーレ 牝3黒鹿54 内田 博幸原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 480－ 81：58．410 28．8�
816� パーソナルマキ 牡3栗 56 的場 勇人槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 480－ 21：59．14 385．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，271，000円 複勝： 51，570，100円 枠連： 19，947，900円
馬連： 76，847，400円 馬単： 40，445，800円 ワイド： 45，646，700円
3連複： 100，845，100円 3連単： 137，596，400円 計： 507，170，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，890円 複 勝 � 980円 � 300円 � 1，440円 枠 連（1－7） 7，670円

馬 連 �� 26，010円 馬 単 �� 62，410円

ワ イ ド �� 5，370円 �� 19，490円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 247，160円 3 連 単 ��� 1，995，140円

票 数

単勝票数 計 342710 的中 � 4649（11番人気）
複勝票数 計 515701 的中 � 13051（10番人気）� 52064（3番人気）� 8612（12番人気）
枠連票数 計 199479 的中 （1－7） 2014（22番人気）
馬連票数 計 768474 的中 �� 2289（46番人気）
馬単票数 計 404458 的中 �� 486（105番人気）
ワイド票数 計 456467 的中 �� 2205（38番人気）�� 601（73番人気）�� 1808（48番人気）
3連複票数 計1008451 的中 ��� 306（250番人気）
3連単票数 計1375964 的中 ��� 50（1536番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．8―12．8―12．5―12．8―12．7―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．4―50．2―1：02．7―1：15．5―1：28．2―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルビクトリー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．11．1 福島8着

2013．4．29生 牡3鹿 母 メジャービクトリー 母母 シルキーマニッシュ 6戦2勝 賞金 13，300，000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 カズノテイオー号・ピットボス号・プラチナダリア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09018 3月27日 曇 良 （28中山3）第2日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時40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

611 ネバーリグレット 牡3芦 56 田辺 裕信�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：08．8 3．6�
48 ストーミーシー 牡3栗 56 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 518－ 41：09．01� 9．3�
24 カキツバタチグサ 牡3鹿 56 吉田 隼人芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 508＋ 21：09．21� 18．3�
714 ガイアトウショウ 牝3栗 54

51 ▲木幡 巧也トウショウ産業� 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 452－ 81：09．3� 24．5�
816 マイネルパッセ 牡3栗 56 津村 明秀 �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 450＋ 81：09．4� 24．1	
510 フリームーヴメント 牡3栗 56 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 450＋ 61：09．5クビ 12．6

612 パ ブ ロ 牡3青鹿 56

55 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 8．7�
23 ミキノドラマー 牡3鹿 56 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 478－ 2 〃 ハナ 109．5�
36 	 ポートレイト 牝3黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 420＋ 2 〃 ハナ 8．2
815 グリーンバシリスク 牝3栗 54

52 △井上 敏樹石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 456－12 〃 クビ 144．8�
713 コスモアルコン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 帰山 清貴 506＋ 41：09．6クビ 16．9�
59 ストライクショット 牝3鹿 54 内田 博幸�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486± 01：09．81 8．3�
35 ダノンキャップ 牡3栗 56 杉原 誠人�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518＋ 2 〃 ハナ 6．8�
11 ロードインスパイア 牡3青鹿56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 450－ 2 〃 クビ 16．9�
47 
 リックカグラ 牡3栗 56 吉井 友彦山邉 浩氏 森山 英雄 新ひだか 荒木 貴宏 464－ 41：10．01� 208．6�

（笠松） （笠松）

12 マカーオーン 牡3鹿 56 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 �川 啓一 470－ 41：10．1� 79．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，605，200円 複勝： 52，151，600円 枠連： 25，136，800円
馬連： 78，012，500円 馬単： 37，007，500円 ワイド： 44，576，800円
3連複： 99，019，200円 3連単： 116，484，600円 計： 483，994，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 300円 � 520円 枠 連（4－6） 1，720円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，830円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，250円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 20，530円 3 連 単 ��� 75，740円

票 数

単勝票数 計 316052 的中 � 69098（1番人気）
複勝票数 計 521516 的中 � 102541（1番人気）� 41652（5番人気）� 21536（11番人気）
枠連票数 計 251368 的中 （4－6） 11287（7番人気）
馬連票数 計 780125 的中 �� 30368（5番人気）
馬単票数 計 370075 的中 �� 7231（9番人気）
ワイド票数 計 445768 的中 �� 12376（6番人気）�� 5057（30番人気）�� 2911（56番人気）
3連複票数 計 990192 的中 ��� 3617（76番人気）
3連単票数 計1164846 的中 ��� 1115（243番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―45．8―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 1，13（4，14，15）6（8，16）（5，12）3（9，10）（2，11）－7 4 ・（1，13）（14，15）4（6，8）16（3，5，12，11）（9，10）2－7

勝馬の
紹 介

ネバーリグレット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fly Till Dawn デビュー 2015．10．31 東京1着

2013．4．15生 牡3芦 母 グッドゲーム 母母 Boom Bird 4戦2勝 賞金 17，820，000円
〔発走状況〕 ロードインスパイア号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻6分遅延。
※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 コパノマリーン号・ファジーネーブル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



09019 3月27日 曇 良 （28中山3）第2日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時10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

59 ノワールギャルソン 牡4黒鹿57 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 448± 01：54．8 4．9�
815 マイネルライヒ 牡4鹿 57 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 528－101：55．86 5．7�
35 � コスモカウピリ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 492－ 21：56．01	 10．6�
612 オアフライダー 牡6鹿 57

54 ▲木幡 巧也 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム B492－ 4 〃 ハナ 61．7�
713� モ シ モ シ 牝6黒鹿55 吉井 友彦小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 420－ 2 〃 クビ 125．5	

（笠松）

714 ポ ン ト ス 牡4鹿 57 西田雄一郎�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B462－ 41：56．1アタマ 33．0

510 レッドグルック 牡5鹿 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 490－ 81：56．2
 10．5�
611 フジゴウカイ 牡4黒鹿57 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 486± 01：56．3
 23．3�
12 � フローレンスオーロ 牡4鹿 57 三浦 皇成平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 492－ 61：56．51
 35．4
48 ツクバイーメーカー 牡4鹿 57 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新冠 ムラカミファーム 514± 01：56．92
 3．1�
47 チ ェ ー ザ レ 牡5黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 514± 01：57．21
 110．9�
24 トーホウスマート 牡6栗 57

55 △井上 敏樹東豊物産� 武藤 善則 浦河 有限会社
吉田ファーム 472＋101：58．15 13．3�

816 ウップスアデイジイ 牡4鹿 57 丸山 元気平賀 久枝氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 526－ 81：58．2
 228．7�
36 デ ン セ ツ 牡5鹿 57 内田 博幸�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 506＋161：58．3
 15．0�
11 � クリノダイシャリン 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 504－ 2 〃 クビ 11．9�
23 � オーバーチュア 牡5鹿 57 嘉藤 貴行西村 專次氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 442＋ 22：00．8大差 368．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，194，900円 複勝： 41，553，000円 枠連： 21，377，400円
馬連： 74，476，000円 馬単： 33，171，300円 ワイド： 40，295，800円
3連複： 90，217，900円 3連単： 111，350，700円 計： 441，637，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 180円 � 210円 枠 連（5－8） 1，000円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 590円 �� 800円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 18，560円

票 数

単勝票数 計 291949 的中 � 46953（2番人気）
複勝票数 計 415530 的中 � 68652（2番人気）� 58925（3番人気）� 46733（4番人気）
枠連票数 計 213774 的中 （5－8） 16506（4番人気）
馬連票数 計 744760 的中 �� 35639（5番人気）
馬単票数 計 331713 的中 �� 8319（7番人気）
ワイド票数 計 402958 的中 �� 17820（4番人気）�� 12686（7番人気）�� 13141（6番人気）
3連複票数 計 902179 的中 ��� 16487（7番人気）
3連単票数 計1113507 的中 ��� 4348（34番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―12．9―12．6―12．6―13．1―13．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．0―49．9―1：02．5―1：15．1―1：28．2―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ノワールギャルソン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．11．15 東京2着

2012．5．6生 牡4黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 14戦2勝 賞金 18，650，000円
〔制裁〕 ノワールギャルソン号の騎手吉田豊は，3コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・12

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーバーチュア号は，「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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09020 3月27日 曇 良 （28中山3）第2日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時40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

59 アミーキティア 牝4栗 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466－ 41：11．1 2．1�

58 ドリームジェダイ 牡7栗 57
54 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 486＋ 21：12．05 33．9�

610 ヴェイルドスケール 牡4鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B536－ 4 〃 アタマ 17．9�
611 デルマオソマツ 牡5黒鹿57 田中 勝春浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 470－ 41：12．32 36．8�
47 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 492－ 41：12．4� 63．7	
11 カシノキングダム 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 B474＋ 4 〃 ハナ 162．9

35 ア サ マ 牡4黒鹿57 内田 博幸江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488－ 2 〃 ハナ 7．0�
814 ダイチヴュルデ 牡5鹿 57 柴田 大知 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456± 0 〃 ハナ 6．6�
22 ナミノリゴリラ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 472＋ 81：12．61� 46．4
46 ヴェアリアスサマー 牡5栗 57

54 ▲藤田菜七子小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 520＋ 21：12．91� 3．7�
34 サンアルパイン 牡4鹿 57 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 500－ 2 〃 ハナ 17．9�
23 カゼニモマケズ 牝4栗 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 442± 01：13．0� 228．3�
815	 ナ ウ シ カ 牝5鹿 55 吉井 友彦平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 424＋ 21：13．42� 239．9�

（笠松）

712 コマアルカンシエル 牡4鹿 57
55 △井上 敏樹 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 460＋ 41：13．5� 164．6�

713	 スティールブルグ 牡4鹿 57 西田雄一郎栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 498＋ 61：14．03 442．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，559，800円 複勝： 51，217，600円 枠連： 23，548，500円
馬連： 98，482，600円 馬単： 47，295，400円 ワイド： 45，555，500円
3連複： 115，388，500円 3連単： 170，148，800円 計： 591，196，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 540円 � 290円 枠 連（5－5） 3，470円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 970円 �� 620円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 32，260円

票 数

単勝票数 計 395598 的中 � 146410（1番人気）
複勝票数 計 512176 的中 � 169154（1番人気）� 16707（8番人気）� 36291（5番人気）
枠連票数 計 235485 的中 （5－5） 5249（11番人気）
馬連票数 計 984826 的中 �� 23549（10番人気）
馬単票数 計 472954 的中 �� 7128（20番人気）
ワイド票数 計 455555 的中 �� 12159（10番人気）�� 19668（5番人気）�� 3318（32番人気）
3連複票数 計1153885 的中 ��� 10569（29番人気）
3連単票数 計1701488 的中 ��� 3823（107番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．1―12．0―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．4―45．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アミーキティア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．10．13 東京1着

2012．3．27生 牝4栗 母 パノラマビューティ 母母 ミュゲルージュ 12戦2勝 賞金 26，220，000円
〔制裁〕 ヨイチナデシコ号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 モリトハリウッド号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



曇 良 競走 ミ モ ザ 賞
（芝・右）

牝，
賞 品

本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード
中央レコード

良
良

パールコード 青鹿 内田 博幸 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム

ジ ェ ラ シ ー 栗 田辺 裕信近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム

シャクンタラー 栗 三浦 皇成 シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム

ヨシノザクラ 蛯名 正義前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ

バレエダンサー 鹿 黛 弘人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場

パラノーマル 栗 柴田 大知 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 〃 アタマ

トモジャクール 黒鹿 田中 勝春吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信

ミ ス ユ ー 黒鹿 江田 照男 グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場

カグラグレイス 黒鹿 菅原 隆一島川 哉氏 池上 昌和 日高 シンボリ牧場 大差

レッドリュンヌ 栗 石川裕紀人 東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム （競走除外）

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 差引計 （返還計 ） 的中
複勝票数 差引計 （返還計 ） 的中
枠連票数 差引計 （返還計 ） 的中
馬連票数 差引計 （返還計 ） 的中
馬単票数 差引計 （返還計 ） 的中
ワイド票数 差引計 （返還計 ） 的中

差引計 （返還計 ） 的中
差引計 （返還計 ） 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・
・ － ・

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パールコード 父 ヴィクトワールピサ 母父 Lost Code
母 マジックコード 母母 Beautiful Pet

〔競走除外〕 レッドリュンヌ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。
発走時刻6分遅延。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 レッドリュンヌ号は，
発走調教再審査。

曇 良 競走
じょうそう

常総ステークス
（芝・右）

ハンデキャップ
賞 品

本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード
中央レコード

良
良

アデイインザライフ 鹿 田辺 裕信池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム

ストレンジクォーク 鹿 蛯名 正義 キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 〃 ハナ

エアアンセム 黒鹿 三浦 皇成 ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 〃 クビ

バーディーイーグル 鹿 吉田 豊里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 〃 アタマ

マイネルイルミナル 鹿 柴田 大知 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場

ダイワレジェンド 栗 石川裕紀人大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム

タブレットピーシー 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム

ダイヤモンドダンス 鹿 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 〃 ハナ

ロードエフォール 黒鹿 丸田 恭介 ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 〃 クビ

キングカラカウア 黒鹿 柴山 雄一窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 クビ

レッドルーファス 栗 杉原 誠人 東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles
H. Wacker

ブラインドサイド 鹿 田中 勝春諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム

ロジメジャー 黒鹿 江田 照男久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 〃 クビ

グレイレジェンド 吉田 隼人小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

・

勝馬の
紹 介

アデイインザライフ 父 ディープインパクト 母父 サクラバクシンオー
母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ

１レース目



09023 3月27日 晴 良 （28中山3）第2日 第11競走 ��
��1，800�第23回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，27．3．28以降28．3．21まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

24 ショウナンアポロン 牡6鹿 54 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 510－ 81：52．7 20．4�
23 バスタータイプ 牡4鹿 56 内田 博幸村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 藤原牧場 526＋ 41：52．8� 2．6�
48 ドコフクカゼ 牡6黒鹿56．5 石川裕紀人國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 518－ 61：52．9� 5．5�
47 	 イッシンドウタイ 牡7鹿 56．5 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 518－ 21：53．0クビ 6．7�
714 クリノスターオー 牡6青 58 三浦 皇成栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 538＋ 21：53．21
 7．6�
510 キープインタッチ 牡6鹿 54 吉田 豊村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B512± 01：53．3� 66．5	
12 ヒラボクプリンス 牡6鹿 54 丸山 元気
平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 500－ 61：53．4クビ 219．6�
816 トウショウフリーク 牡9鹿 56 柴山 雄一トウショウ産業
 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494－ 2 〃 ハナ 55．0�
713 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 470＋ 3 〃 ハナ 14．7
611 キ ク ノ ソ ル 牡6鹿 55 柴田 善臣菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 510± 01：53．5� 68．4�
59 サンマルデューク 牡7黒鹿56．5 蛯名 正義相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 508－ 41：53．6クビ 7．1�
815 マイネルバウンス 牡7栗 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 498＋ 41：54．02� 35．4�
35 マイネルクロップ 牡6芦 57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 512－ 1 〃 ハナ 19．2�
612 ソ ロ ル 牡6黒鹿57．5 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 504＋141：54．1� 53．4�
11 キングヒーロー 牡7黒鹿54 田中 勝春伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 502－121：54．52� 139．0�

（15頭）
36 グランドシチー 牡9鹿 57 津村 明秀 
友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 97，189，200円 複勝： 131，318，900円 枠連： 90，899，600円
馬連： 419，408，200円 馬単： 178，840，100円 ワイド： 160，108，600円
3連複： 603，439，200円 3連単： 928，244，500円 計： 2，609，448，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 370円 � 130円 � 170円 枠 連（2－2） 3，080円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 8，490円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，990円 �� 360円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 50，080円

票 数

単勝票数 差引計 971892（返還計 33） 的中 � 38073（8番人気）
複勝票数 差引計1313189（返還計 257） 的中 � 64721（7番人気）� 353149（1番人気）� 188510（2番人気）
枠連票数 差引計 908996（返還計 14） 的中 （2－2） 22845（12番人気）
馬連票数 差引計4194082（返還計 1053） 的中 �� 105971（11番人気）
馬単票数 差引計1788401（返還計 359） 的中 �� 15797（30番人気）
ワイド票数 差引計1601086（返還計 493） 的中 �� 40548（11番人気）�� 19083（23番人気）�� 126585（1番人気）
3連複票数 差引計6034392（返還計 2018） 的中 ��� 80099（15番人気）
3連単票数 差引計9282445（返還計 2336） 的中 ��� 13438（157番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．1―51．0―1：03．3―1：15．4―1：27．6―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアポロン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．7．1 福島9着

2010．4．26生 牡6鹿 母 メジロアルドラ 母母 メジロロベルタ 40戦5勝 賞金 132，697，000円
〔出走取消〕 グランドシチー号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ショウナンアポロン号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 アメリカンウィナー号

09024 3月27日 晴 良 （28中山3）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 ラブミークン 牡4栗 57 柴田 大知小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 484－ 21：11．5 22．9�
48 シゲルハダカマツリ 牡4鹿 57 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B540－ 4 〃 ハナ 4．9�
816 ベストリーダー 牝5栗 55

53 △井上 敏樹 �社台レースホース中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 6 〃 クビ 87．5�

815 オメガハイヌーン 牡4鹿 57 柴田 善臣原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B474－ 41：11．71	 28．4�
510 クロムレック 牡6栗 57 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 534－ 41：11．8
 2．6�
59 � アヴェーヌモン 牡4鹿 57 中谷 雄太加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 530－ 41：11．9� 12．4	
35 イ ア ペ ト ス 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 486－ 2 〃 アタマ 42．3

611 カシノインカローズ 牝7鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 B466－ 81：12．0クビ 106．5�
24 タケルラグーン 牡4鹿 57 柴山 雄一森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 484± 0 〃 クビ 9．6�
714 クリノダイスーシー 牡4鹿 57 三浦 皇成栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 500－ 41：12．1クビ 51．7
12  ルージュロワイヤル 牝4鹿 55 丸田 恭介 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 476－121：12．31	 194．7�
713 トーセンミッション 牡4栗 57 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 B516＋ 21：12．83 35．1�
612 レヴァンタール �7鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 456＋ 21：13．01	 202．3�
11 ワインシャワー 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド B492＋ 4 〃 ハナ 17．3�
36 � シ ャ ラ ク 牡5鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 516－ 21：13．1� 5．0�
23 ディスティンダリア 牝4鹿 55

54 ☆石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド B462－ 81：13．2� 19．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，789，300円 複勝： 74，325，300円 枠連： 46，022，800円
馬連： 209，981，500円 馬単： 77，516，500円 ワイド： 84，292，500円
3連複： 243，856，100円 3連単： 355，836，900円 計： 1，149，620，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 560円 � 190円 � 1，590円 枠 連（4－4） 7，460円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 14，960円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 25，460円 �� 7，880円

3 連 複 ��� 212，410円 3 連 単 ��� 1，074，920円

票 数

単勝票数 計 577893 的中 � 20161（8番人気）
複勝票数 計 743253 的中 � 31460（9番人気）� 133155（2番人気）� 9999（14番人気）
枠連票数 計 460228 的中 （4－4） 4778（23番人気）
馬連票数 計2099815 的中 �� 25916（21番人気）
馬単票数 計 775165 的中 �� 3885（48番人気）
ワイド票数 計 842925 的中 �� 11827（19番人気）�� 842（99番人気）�� 2737（65番人気）
3連複票数 計2438561 的中 ��� 861（298番人気）
3連単票数 計3558369 的中 ��� 240（1572番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．4―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．7―45．9―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミークン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カリズマティック デビュー 2014．6．22 函館5着

2012．3．24生 牡4栗 母 オ ボ ロ ヅ キ 母母 アイチェックユー 22戦2勝 賞金 29，490，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 アキノアッパー号

４レース目



（28中山3）第2日 3月27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
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

235，710，000円
2，530，000円
6，300，000円
1，590，000円
26，080，000円
73，390，500円
5，013，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
485，352，700円
723，309，500円
337，414，900円
1，433，383，100円
669，549，700円
659，582，500円
1，844，960，700円
2，746，950，000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 8，900，503，100円

総入場人員 25，600名 （有料入場人員 23，329名）
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