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06025 3月4日 晴 稍重 （29中山2）第3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

612 ビ ジ ョ ッ テ 牝3鹿 54 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 488＋ 81：56．3 2．5�
11 エ ナ ホ ー プ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 486＋ 21：56．62 7．0�
714 ナムラアヴィ 牝3栗 54 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 472－ 21：56．92 10．5�
59 アルゴロオジエ 牝3黒鹿54 大野 拓弥 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 日高 三城牧場 494＋101：57．21� 29．3�
815 ナ オ ト ラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一吉川 朋宏氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 426－ 2 〃 クビ 3．9�
35 マースチェル 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 21：57．94 22．0	
23 ルーナデラセーラー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 468－10 〃 クビ 40．0

510 ラインアストロ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 450－101：58．0クビ 12．7�
24 イ セ エ ビ 牝3鹿 54 笹川 翼芳賀 克也氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 452－181：58．1� 52．5�

（大井）

47 ジュブリーユ 牝3芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 486± 01：58．2� 14．9
48 シチテンハッキ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 442－ 61：58．3� 22．3�
816 コウユーモエルコイ 牝3黒鹿54 平野 優加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 462＋ 41：58．4� 375．8�
36 メイキャロル 牝3鹿 54 石川裕紀人千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 460－ 61：58．71� 82．3�
12 ヤクマンブルース 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子�向別牧場 根本 康広 新冠 川上牧場 452－ 61：58．8� 49．4�
611 エリーヒストリー 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 476－ 61：59．54 129．2�
713 シュティーア 牝3青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 富田 恭司 450－ 21：59．6� 65．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，103，000円 複勝： 42，059，400円 枠連： 14，424，100円
馬連： 57，983，000円 馬単： 29，170，000円 ワイド： 37，933，400円
3連複： 85，377，000円 3連単： 99，527，500円 計： 390，577，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 170円 � 200円 枠 連（1－6） 730円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 350円 �� 390円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 6，720円

票 数

単勝票数 計 241030 的中 � 74876（1番人気）
複勝票数 計 420594 的中 � 143640（1番人気）� 50631（3番人気）� 38798（4番人気）
枠連票数 計 144241 的中 （1－6） 15136（2番人気）
馬連票数 計 579830 的中 �� 58820（2番人気）
馬単票数 計 291700 的中 �� 17546（2番人気）
ワイド票数 計 379334 的中 �� 29802（2番人気）�� 25622（3番人気）�� 8330（12番人気）
3連複票数 計 853770 的中 ��� 34546（4番人気）
3連単票数 計 995275 的中 ��� 10725（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．5―50．1―1：03．6―1：16．7―1：30．1―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビ ジ ョ ッ テ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．10．2 中山3着

2014．4．20生 牝3鹿 母 ダイワチャーム 母母 エグズマキー 6戦1勝 賞金 10，600，000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 ヒカリダイヤグラム号
※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。

06026 3月4日 晴 稍重 （29中山2）第3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

510 ノーフィアー 牡3栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 482－ 61：12．4 6．8�
611� ブランメジェール 牝3芦 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 472＋ 6 〃 アタマ 1．9�

24 シルバーストーン 牡3芦 56 柴山 雄一峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 492± 01：13．14 16．4�
59 キャプテンハウテン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 486± 01：13．31� 162．2�
11 ミッキースプリング 牡3鹿 56 蛯名 正義野田みづき氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 480－181：13．5	 32．6�
47 アンチャーテッド 牡3鹿 56 石川裕紀人吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 432－101：13．6	 9．0	
48 マヤノオラティオ 牝3黒鹿54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 470 ― 〃 ハナ 190．3

23 � クロースリーニット 牡3鹿 56 戸崎 圭太飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 534＋161：13．7
 3．9�
714 アワードウイナー 牡3鹿 56 津村 明秀�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 504－ 41：13．8
 20．4�
816 ア ク ト レ ス 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎井山 登氏 竹内 正洋 新冠 シンユウフアーム 446＋ 21：14．11	 34．6
36 シ ュ ラ ブ 牡3鹿 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 厚真 大川牧場 482－ 81：14．2クビ 146．3�
713 ミーヤリープリー 牝3鹿 54 笹川 翼臺 佳彦氏 武市 康男 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 406 ― 〃 クビ 102．3�
（大井）

35 シセイハクト 牝3黒鹿54 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ
ファーム 450－ 41：14．3クビ 69．7�

12 レディーフランソワ 牝3鹿 54
51 ▲菊沢 一樹植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 494＋ 6 〃 クビ 257．3�

815 ルチアーノカフェ 牡3黒鹿56 西田雄一郎西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 478＋ 21：14．4
 128．7�
612 ニ シ キ エ 牡3鹿 56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 436 ―1：15．03
 255．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，177，300円 複勝： 54，827，800円 枠連： 18，178，600円
馬連： 65，100，100円 馬単： 35，480，300円 ワイド： 40，351，200円
3連複： 83，575，700円 3連単： 120，980，100円 計： 446，671，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 160円 � 110円 � 240円 枠 連（5－6） 570円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，110円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 10，260円

票 数

単勝票数 計 281773 的中 � 32978（3番人気）
複勝票数 計 548278 的中 � 63843（2番人気）� 256485（1番人気）� 32462（5番人気）
枠連票数 計 181786 的中 （5－6） 24633（3番人気）
馬連票数 計 651001 的中 �� 78523（3番人気）
馬単票数 計 354803 的中 �� 15166（6番人気）
ワイド票数 計 403512 的中 �� 41011（3番人気）�� 8291（13番人気）�� 22835（4番人気）
3連複票数 計 835757 的中 ��� 38415（5番人気）
3連単票数 計1209801 的中 ��� 8543（32番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．4―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．7―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーフィアー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．12．3 中山4着

2014．5．30生 牡3栗 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アンヌ号・キープスマイル号・ストロングボー号・デルマキミノナハ号・ドゥマイモンシェリ号・ヨッテケ号・

ルア号
（非抽選馬） 3頭 エンセラダス号・ビーハッピー号・メリークン号
※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。

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月4日 晴 稍重 （29中山2）第3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

815 マサキノテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 山岡牧場 512－101：56．0 3．0�
35 ポップアップスター 牡3青鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 532－101：56．53 9．1�
47 アイヅヒリュウ 牡3鹿 56 柴山 雄一真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 486± 01：56．71� 4．1�
612 グッドフェローズ 牡3栗 56 石川裕紀人石川 眞実氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 506－ 21：56．91� 27．4�
36 グロースアルティヒ 牡3鹿 56 内田 博幸白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 478＋ 2 〃 アタマ 8．0�
59 プロムナード 牡3黒鹿56 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 61：57．43 3．5	
816 カシノワンパンチ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 464－ 41：57．72 36．5

11 シ ュ タ ル ク 牡3鹿 56 笹川 翼篠田くみ子氏 大竹 正博 日高 高山 博 470－ 41：58．12� 135．4�

（大井）

713 マイネルヘミニス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452－121：58．2� 29．2

611 ユメノカヨヒヂ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠 パカパカ
ファーム 466＋ 41：58．83� 424．8�

23 オ ー ル イ ン 牡3鹿 56
53 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 446＋ 81：59．86 26．9�

24 ナンヨーサターン 牡3鹿 56 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 新ひだか 平野牧場 410± 01：59．9� 80．5�
510 セ イ ギ 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 478± 02：01．17 383．0�
48 クロノスドリーム 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史田島 孝司氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 B476± 02：01．2クビ 198．8�
12 シゲルバッファロー 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 514－142：01．41� 302．4�
714 キャピトルヒル 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 森 牧場 456＋ 22：02．14 160．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，800，900円 複勝： 33，496，500円 枠連： 15，441，200円
馬連： 57，750，300円 馬単： 29，570，000円 ワイド： 33，871，300円
3連複： 78，189，900円 3連単： 98，794，500円 計： 371，914，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 220円 � 130円 枠 連（3－8） 620円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 570円 �� 330円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 12，800円

票 数

単勝票数 計 248009 的中 � 64194（1番人気）
複勝票数 計 334965 的中 � 60950（3番人気）� 30848（5番人気）� 74949（1番人気）
枠連票数 計 154412 的中 （3－8） 19116（2番人気）
馬連票数 計 577503 的中 �� 27389（6番人気）
馬単票数 計 295700 的中 �� 7616（10番人気）
ワイド票数 計 338713 的中 �� 14663（5番人気）�� 28887（3番人気）�� 12275（9番人気）
3連複票数 計 781899 的中 ��� 25325（7番人気）
3連単票数 計 987945 的中 ��� 5595（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―37．2―50．7―1：03．6―1：16．8―1：30．0―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサキノテソーロ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Old Trieste デビュー 2016．11．12 東京6着

2014．3．5生 牡3栗 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔その他〕 シゲルバッファロー号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症。なお，同馬は予後不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイギ号・クロノスドリーム号・キャピトルヒル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年4月4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 レイズアチアー号
※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。

06028 3月4日 曇 稍重 （29中山2）第3日 第4競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

35 トライデントミノル 牡3栗 56 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 446 ―1：14．1 9．2�
36 ハニーポット 牝3栗 54 蛯名 正義平田 修氏 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 436 ―1：14．31� 12．8�
47 カ ラ ー ラ 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448 ―1：14．62 20．6�
12 スターカプリーヌ 牝3栗 54 木幡 初広�髙昭牧場 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 486 ―1：15．02� 102．2�
611 ダイヤインザラフ 牝3黒鹿54 田中 勝春 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 志尚 418 ―1：15．1� 2．7	
816 ウバトーバン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 448 ―1：15．31� 6．8

510 ディアジュジュマン 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎ディアレストクラブ� 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 B474 ― 〃 アタマ 43．8�
23 ミ コ タ マ 牝3黒鹿54 岩部 純二古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル 442 ―1：15．4クビ 146．8�
815 レアリティバイオ 牡3鹿 56 大野 拓弥バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 520 ―1：15．5	 32．8
59 ブルーネーベル 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 414 ―1：15．81	 49．1�

713 ケンブルース 牝3鹿 54 武士沢友治中西 宏彰氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 442 ―1：16．11	 120．2�

714 ヴェンチュラガール 牝3黒鹿54 田辺 裕信武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 420 ― 〃 ハナ 5．2�
48 デルマコイシグレ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 436 ―1：16．42 117．4�
11 ゲ キ テ キ 牡3栃栗56 石橋 脩 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 青森 今川 満良 456 ―1：16．61� 11．5�
612 タイセイラブリー 牝3鹿 54 吉田 豊田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 柏木 一則 482 ―1：17．13 9．3�
24 キ ャ ル フ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 478 ―1：17．52� 64．6�

（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，672，400円 複勝： 34，185，000円 枠連： 18，573，500円
馬連： 50，471，000円 馬単： 26，994，900円 ワイド： 31，626，900円
3連複： 61，982，500円 3連単： 77，114，800円 計： 326，621，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 320円 � 400円 � 440円 枠 連（3－3） 5，880円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 9，710円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，070円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 22，720円 3 連 単 ��� 105，880円

票 数

単勝票数 計 256724 的中 � 22243（4番人気）
複勝票数 計 341850 的中 � 29689（4番人気）� 21934（7番人気）� 19712（8番人気）
枠連票数 計 185735 的中 （3－3） 2445（18番人気）
馬連票数 計 504710 的中 �� 7611（20番人気）
馬単票数 計 269949 的中 �� 2084（37番人気）
ワイド票数 計 316269 的中 �� 5005（22番人気）�� 3936（26番人気）�� 2998（32番人気）
3連複票数 計 619825 的中 ��� 2046（65番人気）
3連単票数 計 771148 的中 ��� 528（326番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．8―12．6―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．4―48．0―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トライデントミノル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Gone West 初出走

2014．3．25生 牡3栗 母 アンジェラスキッス 母母 River Fairy 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 レアリティバイオ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 イツモアリガトウ号・カッパエーリダニ号・ガンバリヤ号・キンイロジャッカル号・コウセイキャサリン号・

コンピレーション号・サウンドスカイメサ号・サンコロンバス号・サーブルエトワール号・シャトーファイター号・
スプリングアゲン号・セシルシャイン号・チアダンサー号・テイクマイチャンス号・パルクールダンサー号・
フレンドリーナイト号・ヤマニンベルベーヌ号・ローズピンク号

※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。



06029 3月4日 曇 良 （29中山2）第3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

815 ニシノオラクル 牡3栗 56
53 ▲菊沢 一樹西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446－ 42：03．3 16．3�
12 メイプルストロング 牡3鹿 56 柴田 善臣節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 506－ 42：03．51� 11．8�
612 スターライトブルー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 62：03．71 1．2�
47 ミサトウオッカ 牝3栗 54 勝浦 正樹戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 452－ 42：04．02 87．8�
816 パ サ デ ナ 牡3青鹿56 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 526－ 42：04．1� 63．7�
24 ブルースカイハーツ 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 444＋12 〃 アタマ 12．9	
714 ケイツールピー 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史楠本 勝美氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 416－ 62：04．42 214．9

35 ドリームオブユー 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 弘司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 486－ 82：04．5クビ 33．7�
11 ニシノリサイタル 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 480－ 2 〃 クビ 31．7�
510 フ ァ ウ ス ト 牡3鹿 56 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 458＋ 4 〃 アタマ 248．8
59 ベストプライド 牡3黒鹿56 田辺 裕信堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 432－ 42：04．92� 11．6�
23 エクセルビーム 牡3栗 56 西田雄一郎谷川 正純氏 伊藤 伸一 むかわ 上水牧場 464－ 22：05．75 200．8�
713 クリノカエサル 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 木村牧場 478＋ 82：06．02 178．1�
611 ドラゴンボート 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 道見牧場 504－ 62：06．31� 103．9�
48 テイエムシャッフル 牡3黒鹿56 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 帰山 清貴 514－ 82：07．04 115．1�
36 セイカポコアポコ 牡3黒鹿56 武士沢友治久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 446＋ 22：07．74 189．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，665，000円 複勝： 114，330，900円 枠連： 16，776，500円
馬連： 55，487，200円 馬単： 43，693，600円 ワイド： 36，309，500円
3連複： 70，548，700円 3連単： 146，375，200円 計： 516，186，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 160円 � 170円 � 110円 枠 連（1－8） 3，120円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 740円 �� 250円 �� 250円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 21，450円

票 数

単勝票数 計 326650 的中 � 15962（5番人気）
複勝票数 計1143309 的中 � 44873（3番人気）� 43769（4番人気）� 904746（1番人気）
枠連票数 計 167765 的中 （1－8） 4158（8番人気）
馬連票数 計 554872 的中 �� 9188（10番人気）
馬単票数 計 436936 的中 �� 2579（25番人気）
ワイド票数 計 363095 的中 �� 10527（8番人気）�� 40863（2番人気）�� 38817（3番人気）
3連複票数 計 705487 的中 ��� 57868（2番人気）
3連単票数 計1463752 的中 ��� 4947（59番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．9―12．2―12．6―12．5―13．1―12．9―12．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―35．8―48．0―1：00．6―1：13．1―1：26．2―1：39．1―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．1
1
3
14－7－15，8－（2，16）－（1，3，12）（5，13）4（10，11）（6，9）
14＝7＝15（16，12）8（2，1，4）（10，5）（13，9）3（6，11）

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

勝馬の
紹 介

ニシノオラクル �
�
父 コンデュイット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．11．5 東京6着

2014．5．4生 牡3栗 母 ニシノミラクル 母母 アラビックソング 6戦1勝 賞金 5，750，000円

06030 3月4日 曇 稍重 （29中山2）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00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

44 パレスハングリー 牝3黒鹿54 田中 勝春西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 460－ 61：53．6 15．7�
66 サ ノ サ マ ー 牡3栗 56 勝浦 正樹佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 466＋ 21：53．91� 8．9�
88 ビービーガウディ 牡3栗 56 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 470＋ 21：54．0� 3．6�
11 ブライトンロック 牡3黒鹿56 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 21：54．1� 3．5�
22 ショウブニデル 牡3青鹿56 戸崎 圭太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 484－ 6 〃 アタマ 8．5�
77 ヤマトワイルド 牡3鹿 56 柴山 雄一醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 81：54．41� 14．8	
89 アスターゴールド 牡3栗 56 津村 明秀加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 484－ 2 〃 ハナ 3．9

55 アイアムノーブル 牡3鹿 56 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 470－ 41：55．14 18．3�
33 ウォルプタス 牝3青鹿54 石川裕紀人本間 充氏 和田正一郎 日高 本間牧場 434＋ 41：56．37 33．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，484，900円 複勝： 41，051，300円 枠連： 14，533，000円
馬連： 66，742，200円 馬単： 34，415，000円 ワイド： 37，233，500円
3連複： 77，326，900円 3連単： 125，800，000円 計： 427，586，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 330円 � 250円 � 170円 枠 連（4－6） 5，570円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 10，530円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 980円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 48，590円

票 数

単勝票数 計 304849 的中 � 15494（7番人気）
複勝票数 計 410513 的中 � 27465（7番人気）� 39561（5番人気）� 76974（2番人気）
枠連票数 計 145330 的中 （4－6） 2019（16番人気）
馬連票数 計 667422 的中 �� 10611（22番人気）
馬単票数 計 344150 的中 �� 2451（46番人気）
ワイド票数 計 372335 的中 �� 6816（21番人気）�� 9692（15番人気）�� 13549（10番人気）
3連複票数 計 773269 的中 ��� 9362（27番人気）
3連単票数 計1258000 的中 ��� 1877（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．9―49．9―1：02．6―1：15．4―1：27．9―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．2
1
3
4－9（2，8）1－3－（6，5）7
4，9（8，1）2，3－6－7，5

2
4
4－9（2，8）1－3，6－5，7
4（9，1）（2，8）－3－6，7，5

勝馬の
紹 介

パレスハングリー 
�
父 トランセンド 

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．8．6 新潟11着

2014．4．11生 牝3黒鹿 母 スタミナスピード 母母 マジックオナー 11戦2勝 賞金 19，300，000円



06031 3月4日 曇 稍重 （29中山2）第3日 第7競走 ��
��1，200�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，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

48 ダイワエキスパート 牡5芦 57 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋ 41：12．7 6．7�
59 イ ザ 牡4鹿 57 勝浦 正樹松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 488－10 〃 ハナ 4．2�
36 ジュンザワールド 牡4鹿 57 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 528－ 2 〃 ハナ 3．5�
11 オレオールカフェ 牡4黒鹿57 田辺 裕信西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 462＋ 81：12．8� 13．0�
510 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 468＋ 21：13．22	 4．8�
24 
� エーシンザピーク 牡7栗 57

54 ▲野中悠太郎本田 恒雄氏 南田美知雄 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

B486± 01：13．3	 21．9�
35 � ブラッシングスター 牡5栗 57

54 ▲武藤 雅藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 508－121：13．51� 157．5	
714 セ ル メ ー ル 牡5鹿 57 石橋 脩前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 81：13．6クビ 16．1

816 ココスタイル 牡5芦 57 柴田 善臣林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 530＋ 2 〃 クビ 15．8�
23 パーソナルブルー 牡4鹿 57 内田 博幸 �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 474－ 21：13．7クビ 13．7
815 リネンソング 牡4黒鹿57 津村 明秀戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 476＋ 6 〃 クビ 134．5�
47 ア ロ ヒ 牡4栗 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 今 牧場 494－ 81：13．91 126．3�
713 サンダーバトル 牝4黒鹿55 田中 勝春吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 466－ 41：14．0� 117．4�
612� ジャンセンノ 牡4栗 57 柴山 雄一浅野 正敏氏 浅野洋一郎 平取 清水牧場 474＋ 21：15．27 212．3�
611 サンシャインベビー 牝4黒鹿55 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 470－101：15．4� 76．4�
12 � ホ ザ ン ナ 牝5栗 55 大野 拓弥薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 504＋161：16．14 98．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，469，200円 複勝： 44，622，100円 枠連： 22，326，400円
馬連： 73，520，300円 馬単： 33，855，900円 ワイド： 43，248，400円
3連複： 90，243，200円 3連単： 112，558，600円 計： 450，844，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 170円 � 150円 枠 連（4－5） 870円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 730円 �� 760円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 12，860円

票 数

単勝票数 計 304692 的中 � 36359（4番人気）
複勝票数 計 446221 的中 � 39983（4番人気）� 72954（3番人気）� 83634（1番人気）
枠連票数 計 223264 的中 （4－5） 19693（3番人気）
馬連票数 計 735203 的中 �� 36499（4番人気）
馬単票数 計 338559 的中 �� 7648（11番人気）
ワイド票数 計 432484 的中 �� 14634（4番人気）�� 13855（5番人気）�� 33012（2番人気）
3連複票数 計 902432 的中 ��� 31723（2番人気）
3連単票数 計1125586 的中 ��� 6342（21番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．6―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．2―47．8―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワエキスパート �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．16 新潟2着

2012．2．25生 牡5芦 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ ー 18戦3勝 賞金 33，180，000円
※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 ステラルーチェ号・スマイルハッピー号
（非抽選馬） 2頭 カキツバタチグサ号・ゴールドエッグ号

06032 3月4日 曇 稍重 （29中山2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

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
1：48．5
1：47．8

重
重

59 メリーウィドウ 牝6鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 516＋ 21：53．8 14．3�
35 フィールザプリティ 牝5黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 466－ 2 〃 クビ 3．4�
612 エグランティーナ 牝5黒鹿55 柴山 雄一村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 532－ 41：53．9� 15．0�
510 トウカイフィーバー 牝4黒鹿55 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 440＋ 21：54．1� 172．3�
48 ア ッ キ ー 牝4鹿 55 A．シュタルケ 佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458＋ 61：54．31� 25．4�

（独）

11 クラウンロマン 牝4芦 55
52 ▲横山 武史矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 454＋ 41：54．72� 52．3	

47 ブライトリビング 牝4芦 55 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 41：54．8� 5．5


12 コートシャルマン 牝5鹿 55 松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 450－ 61：54．9クビ 24．2�
816 ス ピ ナ ッ チ 牝6黒鹿55 吉田 豊橋元 勇氣氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 492＋ 41：55．0� 15．3�
714 アルセナーレ 牝4鹿 55 横山 典弘 ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 504－ 4 〃 ハナ 10．8�
815 アームズレングス 牝4鹿 55 大野 拓弥諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 3．0�
36 ラインセイラ 牝4栗 55

52 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472± 01：55．2� 115．2�
24 リベルタンゴ 牝5栗 55

52 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B536＋ 6 〃 クビ 86．6�
23 ノーブルスノー 牝4芦 55 蛯名 正義吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 478＋ 41：55．41� 65．4�
611 イデアオブクィーン 牝6芦 55

53 △井上 敏樹益田 修一氏 中舘 英二 浦河 大道牧場 424－ 21：55．71� 271．6�
713 ヴ ィ ス ビ ー 牝6黒鹿55 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 500＋161：57．29 129．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，669，400円 複勝： 56，367，400円 枠連： 25，169，700円
馬連： 92，587，600円 馬単： 41，412，800円 ワイド： 52，883，500円
3連複： 115，966，900円 3連単： 142，643，000円 計： 565，700，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 300円 � 150円 � 300円 枠 連（3－5） 2，120円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，920円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 44，480円

票 数

単勝票数 計 386694 的中 � 21485（5番人気）
複勝票数 計 563674 的中 � 42993（5番人気）� 120321（2番人気）� 43249（4番人気）
枠連票数 計 251697 的中 （3－5） 9173（7番人気）
馬連票数 計 925876 的中 �� 34342（6番人気）
馬単票数 計 414128 的中 �� 5779（21番人気）
ワイド票数 計 528835 的中 �� 19982（5番人気）�� 6776（24番人気）�� 17064（7番人気）
3連複票数 計1159669 的中 ��� 14079（21番人気）
3連単票数 計1426430 的中 ��� 2325（143番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―37．0―50．1―1：03．1―1：15．5―1：28．2―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メリーウィドウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．9．8 中山4着

2011．3．21生 牝6鹿 母 ウエディングメリー 母母 ジュエルダンサー 36戦4勝 賞金 68，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プリンシアコメータ号
（非抽選馬） 2頭 ツインキャンドル号・マーブルケーキ号
※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。



06033 3月4日 曇 良 （29中山2）第3日 第9競走 ��
��1，600�

お う ば い

黄 梅 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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 ハローユニコーン 牝3鹿 54 田辺 裕信 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 434－ 81：37．2 7．7�

77 サレンティーナ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 4 〃 クビ 2．6�

22 � ゴールドハット 牡3黒鹿56 内田 博幸合同会社小林英一
ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 408－101：37．3	 2．5�
88 � トリリオネア 牡3鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 452－ 61：37．4クビ 4．0�
33 グラスルアー 牡3青鹿56 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 466－ 81：37．61
 37．2	
44 アーリーサプライズ 牡3青鹿56 A．シュタルケ 岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 494－ 21：38．13 26．3


（独）

66 クインズコースト 牡3鹿 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 大滝 康晴 464－ 6 〃 クビ 42．6�
55 マイネルエパティカ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 41：38．31
 41．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 40，981，900円 複勝： 37，556，900円 枠連： 発売なし
馬連： 85，636，600円 馬単： 48，267，900円 ワイド： 36，194，200円
3連複： 86，155，100円 3連単： 229，875，900円 計： 564，668，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 260円 �� 280円 �� 150円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 5，370円

票 数

単勝票数 計 409819 的中 � 42262（4番人気）
複勝票数 計 375569 的中 � 47475（4番人気）� 127833（1番人気）� 91641（2番人気）
馬連票数 計 856366 的中 �� 73114（4番人気）
馬単票数 計 482679 的中 �� 16748（9番人気）
ワイド票数 計 361942 的中 �� 31308（4番人気）�� 28694（5番人気）�� 74812（1番人気）
3連複票数 計 861551 的中 ��� 126808（2番人気）
3連単票数 計2298759 的中 ��� 30986（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．7―38．4―50．4―1：02．3―1：14．3―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

3 4，8（3，7）（5，2）1，6
2
4
4，8（3，5）（2，7）－1，6
4，8（3，7，2）（5，1）－6

勝馬の
紹 介

ハローユニコーン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 パントレセレブル デビュー 2016．7．24 函館4着

2014．3．17生 牝3鹿 母 サンタローズ 母母 ユキノローズ 7戦2勝 賞金 21，496，000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。

06034 3月4日 曇 良 （29中山2）第3日 第10競走 ��
��1，800�スピカステークス

発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 3，650，000
3，650，000

円
円 1，820，000円

付 加 賞 224，000円 64，000円 16，000
16，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

89 ワンブレスアウェイ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 41：49．0 3．2�

66 マイネオーラム 牝6鹿 55 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 41：49．21� 15．0�
（独）

11 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿55 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 480＋ 61：49．41� 10．7�

33 スモークフリー 牡5芦 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 538＋ 4 〃 同着 6．6�
78 アーバンキッド 牡4鹿 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 484＋ 4 〃 ハナ 7．1	
22 カレンリスベット 牝6黒鹿55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500＋14 〃 ハナ 23．7

77 ショウナンマルシェ 	6青鹿57 柴山 雄一国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：49．5
 52．7�
44 トーセンマタコイヤ 牡6青鹿57 大野 拓弥島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476－ 41：49．6� 2．5
55 トミケンスラーヴァ 牡7鹿 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 514＋ 2 〃 クビ 47．6�
810� ダイヤモンドダンス 牡8鹿 57 田辺 裕信坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 516＋ 41：50．23
 42．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，577，700円 複勝： 76，368，800円 枠連： 23，276，700円
馬連： 140，552，300円 馬単： 66，484，200円 ワイド： 68，567，300円
3連複： 170，173，900円 3連単： 302，521，800円 計： 903，522，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 220円 �
�

220円
170円 枠 連（6－8） 2，130円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 410円 ��
��

390円
270円

��
��

730円
730円

3 連 複 ���
���

3，030円
2，010円 3 連 単 ���

���
11，540円
8，200円

票 数

単勝票数 計 555777 的中 � 136899（2番人気）
複勝票数 計 763688 的中 �

�
146442
90141

（2番人気）
（3番人気）

� 57032（5番人気）� 55863（6番人気）

枠連票数 計 232767 的中 （6－8） 8440（9番人気）
馬連票数 計1405523 的中 �� 49350（9番人気）
馬単票数 計 664842 的中 �� 15814（14番人気）
ワイド票数 計 685673 的中 ��

��
25940
13284

（9番人気）
（14番人気）

��
��

27123
13227

（8番人気）
（15番人気）

�� 44327（4番人気）

3連複票数 計1701739 的中 ��� 20899（21番人気）��� 31892（14番人気）
3連単票数 計3025218 的中 ��� 9489（75番人気）��� 13388（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．4―38．2―50．8―1：02．5―1：14．5―1：26．3―1：37．4

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

2
4
8，9（7，6）10，1（2，4）5，3
1（9，6）（8，2，10）4（7，5）3

勝馬の
紹 介

ワンブレスアウェイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．10．10 東京1着

2013．4．9生 牝4黒鹿 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 11戦4勝 賞金 72，389，000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。



06035 3月4日 曇 良 （29中山2）第3日 第11競走 ��
��1，200�第12回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，28．3．5以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，28．3．4以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

59 � メラグラーナ 牝5鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates
Park Pty Ltd 514－ 81：08．3 2．3�

12 ナックビーナス 牝4青鹿54 石川裕紀人小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 518± 01：08．4	 7．9�
24 ク リ ス マ ス 牝6黒鹿54 勝浦 正樹 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 460－ 6 〃 アタマ 8．4�
23 ブレイブスマッシュ 牡4鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 498± 0 〃 ハナ 5．6�
714 ブラヴィッシモ 牡5鹿 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B498－ 21：08．61 14．5	
35 バクシンテイオー 牡8鹿 56 A．シュタルケ 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 41：08．7	 31．9


（独）

611 コスモドーム 牡6鹿 56 松岡 正海 �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 516－ 4 〃 ハナ 19．8�
510 スノードラゴン 牡9芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 514＋ 4 〃 クビ 14．6
11 ペイシャフェリス 牝6鹿 54 内田 博幸北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 460± 01：08．8クビ 101．7�
816 アースソニック 牡8鹿 56 石橋 脩前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 496－ 4 〃 同着 60．0�
47 トウショウピスト 牡5鹿 56 吉田 豊トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488－ 6 〃 ハナ 34．4�
48 レッドアリオン 牡7鹿 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 えりも エクセルマネジメント B486± 01：09．01
 18．9�
612 ラインハート 牝6鹿 54 蛯名 正義大塚 亮一氏 上原 博之 平取 坂東牧場 B470－ 61：09．21
 163．0�
36 ウインムート 牡4青鹿56 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 41：09．62	 17．9�
815� ブレイズアトレイル 牡8芦 56 笹川 翼前田 敏文氏 山田 信大 安平 ノーザンファーム 512＋161：10．02	 352．3�

（船橋） （大井）

713 フレイムヘイロー �9栗 56 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 484－ 41：11．59 388．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 127，344，500円 複勝： 179，160，200円 枠連： 85，098，100円
馬連： 448，657，200円 馬単： 190，885，300円 ワイド： 215，330，200円
3連複： 723，043，600円 3連単： 1，083，126，300円 計： 3，052，645，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 220円 枠 連（1－5） 730円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 350円 �� 460円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計1273445 的中 � 442064（1番人気）
複勝票数 計1791602 的中 � 487604（1番人気）� 185901（3番人気）� 176218（4番人気）
枠連票数 計 850981 的中 （1－5） 89278（2番人気）
馬連票数 計4486572 的中 �� 418310（1番人気）
馬単票数 計1908853 的中 �� 122563（1番人気）
ワイド票数 計2153302 的中 �� 167602（1番人気）�� 119048（3番人気）�� 67031（7番人気）
3連複票数 計7230436 的中 ��� 279729（2番人気）
3連単票数 計10831263 的中 ��� 146607（2番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―10．9―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．6―45．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メラグラーナ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Secret Savings デビュー 2015．3．8 阪神1着

2012．8．21生 牝5鹿 母 Ghaliah 母母 Elated Lady 15戦7勝 賞金 129，713，000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 マイネルエテルネル号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメラグラーナ号は，高松宮記念（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または施行団体名を表示している。

06036 3月4日 曇 稍重 （29中山2）第3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

12 ヒカリブランデー 牡6鹿 57 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 486－ 61：11．4 2．9�
816 カ ネ ー タ 牡5黒鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 516± 01：11．61� 7．9�
11 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 534－ 2 〃 アタマ 45．6�
24 ファンデルワールス 	8鹿 57 西田雄一郎 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 500± 01：11．8
 72．1�
714 ケ イ マ 牡4鹿 57 松岡 正海石川 幸司氏 牧田 和弥 新ひだか 徳本 幸雄 B488－ 21：11．9� 9．0	
36 � サウンドジャンゴ 牡5鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B526＋ 21：12．0� 4．1

59 シゲルテングダイ 牡4栗 57

54 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム B492－ 21：12．31
 73．9�
35 ミキノグランプリ 牡6栗 57 津村 明秀谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 472－ 21：12．4� 21．8�
47 ノーブルヴィーナス 牝5黒鹿55 A．シュタルケ 吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 446＋ 61：12．5� 19．9

（独）

611 ワ ン ボ ー イ 牡5栗 57 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 500＋ 21：12．81
 16．3�
612 イワヌガハナ 	5黒鹿 57

54 ▲横山 武史國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 480－ 61：13．11
 44．9�
510� オ ホ ー ツ ク 牡5芦 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move B550－ 2 〃 クビ 10．3�
23 デピュティプライム 牡4栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484－ 6 〃 ハナ 39．4�
815 ギ ン ゴ ー 牡4鹿 57 柴山 雄一�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 492± 01：13．2クビ 38．2�
713 ユアマイラブ 牡4鹿 57 内田 博幸ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：13．3
 19．1�
48 チュウワベイビー 牝6芦 55 大野 拓弥中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 472－101：19．1大差 142．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，056，300円 複勝： 109，921，700円 枠連： 58，934，900円
馬連： 218，637，700円 馬単： 89，862，200円 ワイド： 120，776，300円
3連複： 308，339，000円 3連単： 421，454，100円 計： 1，401，982，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 210円 � 970円 枠 連（1－8） 980円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，410円 �� 5，610円

3 連 複 ��� 18，020円 3 連 単 ��� 64，830円

票 数

単勝票数 計 740563 的中 � 200528（1番人気）
複勝票数 計1099217 的中 � 257029（1番人気）� 134355（3番人気）� 20455（13番人気）
枠連票数 計 589349 的中 （1－8） 46321（3番人気）
馬連票数 計2186377 的中 �� 134707（2番人気）
馬単票数 計 898622 的中 �� 33624（3番人気）
ワイド票数 計1207763 的中 �� 80902（2番人気）�� 12264（25番人気）�� 5176（58番人気）
3連複票数 計3083390 的中 ��� 12828（55番人気）
3連単票数 計4214541 的中 ��� 4713（180番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．8―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．5―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカリブランデー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ヒカリバオー デビュー 2013．12．21 中山5着

2011．3．7生 牡6鹿 母 ヒカリブラッシア 母母 ノブリースーパー 25戦4勝 賞金 63，706，000円
・・・〔その他〕 チュウワベイビー号は，発走直後に発馬機に接触した際，左あぶみ革が切損したため，「タイムオーバーによる出走制限」

の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オルフィーク号
（非抽選馬） 1頭 シゲルヒラマサ号
※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。



（29中山2）第3日 3月4日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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
厩務員出走奨励金

248，390，000円
2，530，000円
14，400，000円
1，410，000円
29，550，000円
68，727，500円
4，718，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
533，002，500円
823，948，000円
312，732，700円
1，413，125，500円
670，092，100円
754，325，700円
1，950，922，400円
2，960，771，800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
計 9，418，920，700円

総入場人員 20，072名 （有料入場人員 18，488名）
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