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09001 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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

713 ペイシャボム 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 470 ―1：56．3 38．5�
36 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 534＋ 21：56．51� 1．8�
24 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 502－ 41：57．03 7．4�
816 ミ カ ー ド 牡3芦 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 458－ 61：57．42� 20．8�
510 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± 0 〃 ハナ 50．1	
12 ペイシャリル 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹北所 直人氏 青木 孝文 様似 清水スタッド 472＋ 21：57．61 29．4

815 キングファースト 牡3鹿 56 石橋 脩平口 信行氏 相沢 郁 浦河 大柳ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 19．7�
612 ヒトノワドリーム 牡3鹿 56 吉田 豊西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 21：57．7クビ 6．6�
35 ザ イ マ カ 牡3栗 56 藤岡 佑介山住 勲氏 伊藤 大士 伊達 高橋農場 478－ 21：57．91� 70．0
59 クインズチラゴー 牡3黒鹿56 武士沢友治亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 前田牧場 476－ 41：59．17 40．8�
714 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 426－102：00．710 243．2�
11 グランティエラ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 496 ―2：00．9� 105．4�
611 パルマノーヴァ 牡3栗 56 柴田 大知水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 494 ―2：01．21� 27．8�
23 ポッドダンテ 牡3鹿 56 津村 明秀小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか 下屋敷牧場 B474－ 42：01．83� 203．9�
47 オールドフレイム 牝3青鹿54 戸崎 圭太飯田 正剛氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 490 ―2：01．9� 19．3�
48 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 480＋ 2 （競走中止） 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，114，600円 複勝： 43，026，700円 枠連： 14，316，300円
馬連： 51，552，600円 馬単： 26，882，300円 ワイド： 35，324，700円
3連複： 78，472，700円 3連単： 93，452，500円 計： 368，142，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，850円 複 勝 � 700円 � 110円 � 190円 枠 連（3－7） 3，110円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 9，190円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，830円 �� 280円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 49，920円

票 数

単勝票数 計 251146 的中 � 5215（10番人気）
複勝票数 計 430267 的中 � 8875（12番人気）� 165378（1番人気）� 47491（3番人気）
枠連票数 計 143163 的中 （3－7） 3561（11番人気）
馬連票数 計 515526 的中 �� 12266（12番人気）
馬単票数 計 268823 的中 �� 2192（24番人気）
ワイド票数 計 353247 的中 �� 6510（14番人気）�� 2875（34番人気）�� 37372（2番人気）
3連複票数 計 784727 的中 ��� 9123（23番人気）
3連単票数 計 934525 的中 ��� 1357（127番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―13．6―13．9―12．9―12．4―12．6―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―39．1―53．0―1：05．9―1：18．3―1：30．9―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
4，10（2，13）16（7，14，15）3，12（5，9）6＝（1，11）・（4，13）（10，16）2，15，5（7，6）（14，9）（3，12）＝（1，11）

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

勝馬の
紹 介

ペイシャボム �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2014．3．8生 牡3鹿 母 ボ ム ガ ー ル 母母 ポニーガール 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 グロースアルティヒ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オールドフレイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年4月25日まで平地

競走に出走できない。
ポッドダンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月25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。
（非抽選馬） 2頭 ウインミストレス号・レイズアチアー号

09002 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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

12 ブ ラ ン シ ュ 牝3青鹿54 柴田 大知�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 438－ 61：13．4 2．5�
36 ブライトンピア 牡3栗 56 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－ 41：13．72 15．9�
23 エ ニ グ マ 牡3鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 500－ 4 〃 クビ 7．5�
612 ダイメイピット 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹宮本 昇氏 本間 忍 日高 横井 哲 406－201：13．91 63．7�
11 ジャルダンヴェール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 440 ― 〃 クビ 40．1�
816 デルマイヨマンテ 牡3栗 56 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 456－ 81：14．21� 102．2	
59 キタサングラシアス 牝3青鹿54 武士沢友治
大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 472－ 81：14．3クビ 27．6�
611 イデソヨヒトヲ 牝3鹿 54 西田雄一郎内田 玄祥氏 星野 忍 日高 高山牧場 424－ 4 〃 ハナ 305．2�
510 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 448＋ 21：14．61� 4．8
48 オシノイッテ 牡3栗 56 石川裕紀人西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 436＋ 21：14．81� 114．6�
47 ジュングレイド 牡3栗 56 大野 拓弥河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 446－ 6 〃 ハナ 8．0�
35 ニットウバーブラ 牝3黒鹿 54

52 △木幡 巧也藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 440 ―1：14．9� 72．5�
815 サンデトロイト 牡3青鹿56 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482 ―1：15．21� 124．8�
24 フジトキメキ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新ひだか 岡田 猛 446＋121：15．41 118．8�
714 ロックアードゴージ 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 高橋 祥泰 日高 原田牧場 456＋ 21：15．93 6．4�
713 ダイワオデッセイ 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 494 ―1：17．49 18．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，541，900円 複勝： 32，750，100円 枠連： 14，444，800円
馬連： 46，848，500円 馬単： 23，375，500円 ワイド： 31，335，000円
3連複： 61，823，800円 3連単： 74，940，300円 計： 309，059，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 330円 � 170円 枠 連（1－3） 1，690円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 640円 �� 350円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 12，800円

票 数

単勝票数 計 235419 的中 � 72625（1番人気）
複勝票数 計 327501 的中 � 87467（1番人気）� 18163（7番人気）� 48481（2番人気）
枠連票数 計 144448 的中 （1－3） 6617（8番人気）
馬連票数 計 468485 的中 �� 21069（5番人気）
馬単票数 計 233755 的中 �� 6075（9番人気）
ワイド票数 計 313350 的中 �� 12227（6番人気）�� 25157（3番人気）�� 5979（14番人気）
3連複票数 計 618238 的中 ��� 17546（7番人気）
3連単票数 計 749403 的中 ��� 4242（31番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．4―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ラ ン シ ュ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．6．25 東京13着

2014．3．12生 牝3青鹿 母 フレノカトリーヌ 母母 ムーンオブアラバマ 8戦1勝 賞金 10，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 サツキジョオウ号・トゥルーレジーナ号・ハシルヨマッテテ号・マイネルヘミニス号・ヤマニンイリザブル号

第３回 中山競馬 第１日



09003 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時05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

815 ネームユアポイズン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：50．7 3．2�
713 カガエクリプス 牡3黒鹿56 西田雄一郎香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 538＋121：51．02 375．4�
59 クインズゴールド 牝3鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 432－ 41：51．21� 5．8�
612 ア ロ ン ジ ェ 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 晴哉氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 472 ― 〃 ハナ 51．9�
35 メイグランデ 牝3青 54 田辺 裕信千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480＋ 81：51．3� 3．1�
11 ホーププラウド 牡3鹿 56 横山 典弘岡田 勇氏 柴田 政人 日高 千葉飯田牧場 458± 0 〃 クビ 12．4	
714 ハツラツニッコウ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 424＋ 41：51．4クビ 254．9

23 キャプテンワイルド 牡3芦 56 石川裕紀人佐藤 範夫氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 492＋141：51．61� 189．1�
816 ヘヴントゥナイト 牡3芦 56 内田 博幸 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 クビ 6．9�
510 コスモメイプル 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 464± 01：51．81� 12．6
24 ユキノエルドール 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 454± 0 〃 クビ 17．4�
48 ロードクラウド 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �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 484 ―1：51．9	 49．5�
12 スペシャルタレント 牝3鹿 54 藤岡 佑介櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 466－ 81：52．0クビ 46．3�
611 タカイチホワイト 牝3芦 54 平野 優髙橋 一郎氏 伊藤 大士 浦河 野表 俊一 434 ―1：52．31� 178．3�
36 アルバニアカフェ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史西川 光一氏 小島 太 様似 猿倉牧場 564 ― 〃 アタマ 115．8�
47 セレステアルスター 牝3青鹿54 武士沢友治�錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 422± 01：52．93� 179．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，013，000円 複勝： 35，763，400円 枠連： 17，426，200円
馬連： 51，103，100円 馬単： 26，490，800円 ワイド： 31，692，100円
3連複： 63，556，500円 3連単： 83，976，600円 計： 335，021，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 6，020円 � 250円 枠 連（7－8） 7，780円

馬 連 �� 94，740円 馬 単 �� 92，400円

ワ イ ド �� 28，190円 �� 640円 �� 22，660円

3 連 複 ��� 141，440円 3 連 単 ��� 936，660円

票 数

単勝票数 計 250130 的中 � 61203（2番人気）
複勝票数 計 357634 的中 � 68091（2番人気）� 1126（16番人気）� 37470（4番人気）
枠連票数 計 174262 的中 （7－8） 1734（17番人気）
馬連票数 計 511031 的中 �� 418（70番人気）
馬単票数 計 264908 的中 �� 215（107番人気）
ワイド票数 計 316921 的中 �� 278（84番人気）�� 13705（7番人気）�� 346（75番人気）
3連複票数 計 635565 的中 ��� 337（175番人気）
3連単票数 計 839766 的中 ��� 65（1011番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．4―12．6―12．0―12．3―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―37．6―50．2―1：02．2―1：14．5―1：26．7―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネームユアポイズン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mamool デビュー 2016．10．15 東京4着

2014．1．16生 牡3鹿 母 リップスポイズン 母母 Lips Plane 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 カガエクリプス号の騎手西田雄一郎は，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10，000円。（被害馬：5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。
（非抽選馬） 3頭 カシノポルカ号・ニシノリサイタル号・ユメノカヨヒヂ号

09004 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35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

714 サンアンカレッジ 牡3栗 56 二本柳 壮 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 476＋ 21：35．5 25．4�
510 ディーグランデ 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 456－ 41：35．71� 3．1�
36 パイルーチェ 牝3栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 460＋101：35．8� 13．6�
35 ゲートウェイアーチ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 久保田貴士 浦河 三嶋牧場 426± 01：36．01� 5．5�
59 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 41：36．1� 18．5	
611 アズレージョ 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 468－141：36．31� 11．4

48 フィールザサンダー 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 444＋ 2 〃 ハナ 3．3�
816 ザッツクール 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 アタマ 9．7�
713 メイショウユーコン 牝3黒鹿 54

52 △木幡 巧也松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 444＋ 6 〃 ハナ 151．7
11 ジャンティーユ 牝3栗 54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 444＋ 21：36．61� 231．3�
612 ショウナンアルマー 牝3青鹿54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 462－ 2 〃 クビ 32．1�
24 オモイデヲノセテ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 長谷川牧場 416－10 〃 ハナ 196．0�
47 ミ ナ ミ カ ゼ 牝3黒鹿54 北村 宏司�辻牧場 青木 孝文 浦河 辻 牧場 454＋ 6 〃 ハナ 59．3�
12 マイネルフォーマル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 見上牧場 450＋ 61：37．02� 261．9�
23 ジャポニウム 牝3黒鹿54 松岡 正海安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 三嶋牧場 482 ―1：37．1クビ 38．3�
815 デルマフユゲシキ 牝3鹿 54 吉田 豊浅沼 廣幸氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 448＋ 41：37．95 273．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，210，900円 複勝： 46，936，600円 枠連： 17，147，800円
馬連： 62，613，100円 馬単： 29，842，000円 ワイド： 43，064，400円
3連複： 84，296，800円 3連単： 104，042，800円 計： 422，154，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 550円 � 160円 � 340円 枠 連（5－7） 2，520円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 13，020円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 3，210円 �� 850円

3 連 複 ��� 13，900円 3 連 単 ��� 114，460円

票 数

単勝票数 計 342109 的中 � 10766（8番人気）
複勝票数 計 469366 的中 � 17986（8番人気）� 102093（2番人気）� 31883（6番人気）
枠連票数 計 171478 的中 （5－7） 5264（10番人気）
馬連票数 計 626131 的中 �� 11168（17番人気）
馬単票数 計 298420 的中 �� 1718（43番人気）
ワイド票数 計 430644 的中 �� 7006（17番人気）�� 3346（30番人気）�� 13557（7番人気）
3連複票数 計 842968 的中 ��� 4547（43番人気）
3連単票数 計1040428 的中 ��� 659（337番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．0―48．0―1：00．1―1：11．9―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンアンカレッジ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．7．2 福島7着

2014．5．5生 牡3栗 母 オンワードファニー 母母 オンワードノーブル 10戦1勝 賞金 12，700，000円



09005 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25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

77 アナザートゥルース 牡3栗 56 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 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：55．9 10．6�

22 サ ノ サ マ ー 牡3栗 56 M．デムーロ佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 466± 01：56．22 2．3�
33 ナンヨープルートー 牡3鹿 56 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 492＋ 21：56．41� 2．8�
66 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿56 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 444－ 21：56．5クビ 8．5�
11 スズカフリオーソ 牡3栗 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 460＋ 61：56．6� 29．4�
89 アポロユッキー 牝3鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 渋谷 一郎 496＋ 6 〃 クビ 24．7	
55 アルーフクライ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 
社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458± 01：56．7� 6．9�
88 ジェイケイライジン 牡3栗 56 内田 博幸小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 478－ 61：56．91� 39．7�
44 ダンツゴウユウ 牡3栗 56 吉田 隼人山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 444－ 21：57．0クビ 78．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，487，600円 複勝： 36，483，400円 枠連： 11，052，300円
馬連： 51，759，600円 馬単： 32，979，500円 ワイド： 32，959，900円
3連複： 67，491，700円 3連単： 126，996，600円 計： 392，210，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 190円 � 110円 � 120円 枠 連（2－7） 1，670円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 480円 �� 490円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 11，380円

票 数

単勝票数 計 324876 的中 � 24419（5番人気）
複勝票数 計 364834 的中 � 33800（5番人気）� 108067（1番人気）� 81528（2番人気）
枠連票数 計 110523 的中 （2－7） 5123（6番人気）
馬連票数 計 517596 的中 �� 24467（6番人気）
馬単票数 計 329795 的中 �� 6118（15番人気）
ワイド票数 計 329599 的中 �� 14687（6番人気）�� 14340（7番人気）�� 70017（1番人気）
3連複票数 計 674917 的中 ��� 48672（3番人気）
3連単票数 計1269966 的中 ��� 8085（31番人気）

ハロンタイム 13．5―12．7―13．7―14．0―12．7―12．6―12．2―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．2―39．9―53．9―1：06．6―1：19．2―1：31．4―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アナザートゥルース �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．3．5 中山1着

2014．3．20生 牡3栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 2戦2勝 賞金 13，200，000円
※出走取消馬 フェニックスマーク号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

09006 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走12時55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

612 ウインアンビション 牡4鹿 57 岩田 康誠�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 500－ 21：12．2 4．7�
24 � ユアザスター 牡4鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B504＋ 61：12．3	 116．6�
36 
� エーシンザピーク 牡7栗 57

55 △井上 敏樹本田 恒雄氏 南田美知雄 米
Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

B484－ 2 〃 クビ 33．9�
714 オージーアイドル 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 452± 01：12．4	 14．1�
47 グリーンバシリスク 牝4栗 55 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B454－ 2 〃 ハナ 23．4�
12 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 486－ 21：12．5クビ 2．4	
713 セイウンオセアン 牡5鹿 57 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 464± 01：12．6	 10．2

510 イ ア ペ ト ス 牡5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 494－ 2 〃 クビ 8．2�
23 サ マ ニ ー 牡4青鹿57 西田雄一郎井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 492－121：12．7	 126．2
815 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± 01：12．8クビ 24．9�
59 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 458－ 41：13．12 5．1�
35 サンダーバトル 牝4黒鹿 55

53 △木幡 巧也吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム B466± 01：13．3� 101．0�
816� ホ ザ ン ナ 牝5栗 55 嘉藤 貴行薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 498－ 61：13．62 362．6�
611 ゴールドエッグ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 B484－ 61：14．13 152．4�
11 
 ペガサスジュニア 牡6栗 57 武士沢友治鶴見 芳子氏 青木 孝文 米 Dr. Masa-

take Iida 528－ 6 （競走中止） 95．6�
（15頭）

48 カシノエイシ 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，966，900円 複勝： 44，326，200円 枠連： 19，376，300円
馬連： 63，448，700円 馬単： 31，170，900円 ワイド： 40，303，500円
3連複： 83，111，800円 3連単： 105，384，800円 計： 416，089，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 2，330円 � 700円 枠 連（2－6） 12，110円

馬 連 �� 28，970円 馬 単 �� 43，050円

ワ イ ド �� 7，280円 �� 2，570円 �� 20，670円

3 連 複 ��� 124，410円 3 連 単 ��� 583，230円

票 数

単勝票数 差引計 289669（返還計 53） 的中 � 48599（2番人気）
複勝票数 差引計 443262（返還計 95） 的中 � 68604（3番人気）� 4203（12番人気）� 15231（9番人気）
枠連票数 差引計 193763（返還計 5 ） 的中 （2－6） 1240（24番人気）
馬連票数 差引計 634487（返還計 325） 的中 �� 1697（43番人気）
馬単票数 差引計 311709（返還計 98） 的中 �� 543（78番人気）
ワイド票数 差引計 403035（返還計 224） 的中 �� 1422（43番人気）�� 4114（27番人気）�� 498（77番人気）
3連複票数 差引計 831118（返還計 929） 的中 ��� 501（175番人気）
3連単票数 差引計1053848（返還計 1019） 的中 ��� 131（843番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―12．0―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―46．1―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインアンビション �
�
父 ロッコウオロシ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．7．26 福島11着

2013．4．28生 牡4鹿 母 ソルティレージュ 母母 スペシャルアラート 11戦1勝 賞金 10，500，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔出走取消〕 カシノエイシ号は，事故のため出走取消。
〔競走中止〕 ペガサスジュニア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 カシノエイシ号の調教師二本柳俊一は，同馬が厩舎内に落ちていた煙草を摂取したおそれがあることから出走取消となっ

たことについて戒告。
〔鼻出血による出走制限〕 ペガサスジュニア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年4月25日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 1頭 サウスリュウセイ号



09007 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 サクレディーヴァ 牝4芦 55 横山 典弘 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：54．5 8．2�
815 ウェイアップハイ 牝4鹿 55 戸崎 圭太加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 458＋ 2 〃 アタマ 4．2�
713 ライムチャン 牝4鹿 55

53 △木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 482＋ 21：54．6クビ 28．2�
58 サ ン ヘ レ ナ 牝4鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 492± 01：54．91� 6．8�
610 ルーレットクイーン 牝4栗 55 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 434－ 2 〃 クビ 112．8�
611 リリカルホワイト 牝4芦 55 津村 明秀 	サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 4 〃 アタマ 8．8

712 コパノビジン 牝4鹿 55 M．デムーロ小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B466－ 21：55．32� 2．3�
59 ファンシーミューズ 牝6鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 492± 01：55．5� 41．3�
47 サンウィノナ 牝5鹿 55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 472－ 21：55．6� 59．1
46 � ゴールデンティアラ 牝4栗 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 460＋131：55．7クビ 35．0�
35 ハッピーサークル 牝5黒鹿55 内田 博幸西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 476± 01：56．33� 34．0�
23 � ミュークロール 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム B518± 01：56．4� 166．0�
34 カゼニモマケズ 牝5栗 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 444＋ 21：57．25 214．0�
22 ゴールデンレッグ 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 454± 01：58．37 264．1�
814 マイティーハニー 牝5芦 55 吉田 豊 	キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 472－181：58．62 15．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，525，200円 複勝： 47，886，400円 枠連： 19，915，900円
馬連： 73，856，500円 馬単： 34，574，500円 ワイド： 46，041，000円
3連複： 93，919，000円 3連単： 120，376，900円 計： 472，095，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 340円 � 180円 � 640円 枠 連（1－8） 2，010円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，970円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 16，320円 3 連 単 ��� 80，730円

票 数

単勝票数 計 355252 的中 � 34301（4番人気）
複勝票数 計 478864 的中 � 35097（5番人気）� 85138（2番人気）� 16082（7番人気）
枠連票数 計 199159 的中 （1－8） 7677（7番人気）
馬連票数 計 738565 的中 �� 23784（9番人気）
馬単票数 計 345745 的中 �� 5014（20番人気）
ワイド票数 計 460410 的中 �� 13053（9番人気）�� 3894（32番人気）�� 6313（19番人気）
3連複票数 計 939190 的中 ��� 4316（54番人気）
3連単票数 計1203769 的中 ��� 1081（248番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．3―13．1―12．2―11．9―12．3―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―38．6―51．7―1：03．9―1：15．8―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サクレディーヴァ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．11．23 京都3着

2013．2．6生 牝4芦 母 ラフェクレール 母母 アドマイヤマカディ 13戦2勝 賞金 22，763，000円

09008 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第8競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬および�
3�増，J・GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード3：40．8良

58 メイショウヒデタダ 牡8黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 484＋ 43：42．0 2．4�
22 ダノンゴールド �8黒鹿60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B536＋ 23：43．38 11．9�
33 シンキングダンサー 牡4栗 59 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 476－ 43：43．93� 7．9�
57 ワンダフルワールド 牡6栗 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 510－103：44．21	 4．0�
69 シゲルナガイワシ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 松永 康利 日高 船越牧場 466－ 43：44．52 85．0�
45 テイエムオペラドン 牡8鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 498＋183：44．6� 41．6	
814 ミヤジタイガ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 510－103：45．34 15．5

46 ウインヤード 牡6鹿 60 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470－ 23：45．51
 5．7�
11 ティリアンパープル 牝7鹿 58 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 482＋ 63：45．92� 103．0�
813 クラウンテイラー 牡5鹿 60 蓑島 靖典�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 448± 03：46．0� 217．2
711 スズカチャンプ 牡8鹿 60 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 490－203：46．1クビ 76．0�
712 カ ウ ウ ェ ラ 牡7青鹿60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 478＋ 83：46．84 46．8�
34 タニノタキシード �7黒鹿60 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 498＋163：47．97 18．8�
610 レッドヴィーヴォ �7黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460＋ 63：49．07 168．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，701，900円 複勝： 32，700，200円 枠連： 21，450，400円
馬連： 62，753，500円 馬単： 31，341，900円 ワイド： 34，842，000円
3連複： 84，995，900円 3連単： 120，336，300円 計： 417，122，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 260円 � 200円 枠 連（2－5） 830円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 530円 �� 390円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 9，900円

票 数

単勝票数 計 287019 的中 � 94834（1番人気）
複勝票数 計 327002 的中 � 82553（1番人気）� 26010（5番人気）� 37722（4番人気）
枠連票数 計 214504 的中 （2－5） 19839（4番人気）
馬連票数 計 627535 的中 �� 39375（4番人気）
馬単票数 計 313419 的中 �� 12612（6番人気）
ワイド票数 計 348420 的中 �� 16794（4番人気）�� 24336（3番人気）�� 7526（13番人気）
3連複票数 計 849959 的中 ��� 24800（7番人気）
3連単票数 計1203363 的中 ��� 8804（23番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 53．5－3F 40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒデタダ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．7．17 京都2着

2009．3．12生 牡8黒鹿 母 メイショウサマンサ 母母 スイートマーサ 障害：13戦4勝 賞金 74，081，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカプレスト号
（非抽選馬） 3頭 クラウンデピュティ号・トライアゲイン号・メイショウオヤシオ号



09009 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，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
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ルヴォワール 牝3青鹿54 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 522－ 42：04．3 1．5�
55 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 464＋ 22：04．51� 6．2�
66 ジュリエットベール 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 424－ 22：04．81� 8．2�
44 シャドウマリア 牝3栗 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 434－ 62：04．9� 4．4�
33 ビ ジ ョ ッ テ 牝3鹿 54 吉田 隼人古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 486－ 22：05．21� 23．3�
77 ワラッチャウヨネ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 418＋ 8 〃 クビ 27．5	
11 フ レ ー バ ー 牝3栗 54 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 82：05．51� 73．3�
（7頭）

売 得 金
単勝： 49，931，100円 複勝： 49，962，300円 枠連： 発売なし
馬連： 67，638，900円 馬単： 50，683，200円 ワイド： 29，331，700円
3連複： 69，890，600円 3連単： 233，489，800円 計： 550，927，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 240円 �� 410円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 499311 的中 � 259566（1番人気）
複勝票数 計 499623 的中 � 256047（1番人気）� 60513（3番人気）
馬連票数 計 676389 的中 �� 118896（2番人気）
馬単票数 計 506832 的中 �� 72752（2番人気）
ワイド票数 計 293317 的中 �� 43618（2番人気）�� 31649（3番人気）�� 15649（6番人気）
3連複票数 計 698906 的中 ��� 64700（3番人気）
3連単票数 計2334898 的中 ��� 93019（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．3―50．2―1：03．6―1：16．7―1：29．1―1：41．3―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．2
1
3
5，1，4－（2，7）（3，6）
5，1，4（3，2）7，6

2
4
5－1－4－2（3，7）6
5（1，4）2（3，6，7）

勝馬の
紹 介

ルヴォワール �

父 ハーツクライ �


母父 Green Tune デビュー 2017．1．8 中山1着

2014．1．22生 牝3青鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 2戦2勝 賞金 16，196，000円

09010 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第10競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
発走15時10分 （ダート・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 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
1：08．7
1：08．7

重
重

712 ショコラブラン 牡5芦 57 M．デムーロ �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：10．6 3．5�
610 チュラカーギー 牝4栗 55 戸崎 圭太瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 472－ 61：10．7� 10．0�
711	 ベ ッ ク 牡6栗 57 横山 典弘細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 506± 01：10．8� 13．3�
58 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± 01：10．9クビ 23．4	
22 ビービーサレンダー 牡4鹿 57 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 500± 01：11．11
 36．9

33 ドラゴンゲート 牡5栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 484－ 4 〃 クビ 6．0�
11 	 スティンライクビー 牡5青鹿57 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム B480－ 8 〃 アタマ 29．8�
69 ア ト ラ ン タ 牡5鹿 57 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 550＋ 21：11．52� 4．5
814 ブラインドサイド �8鹿 57 吉田 隼人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B498－ 6 〃 クビ 6．2�
46 ゲマインシャフト 牡7鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 504－ 41：11．6クビ 40．4�
45 ヒカリマサムネ 牡7栗 57 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464－ 4 〃 クビ 20．3�
57 シ ェ ア ー ド 牡4鹿 57 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 476± 01：11．7クビ 51．4�
34 クワドループル 牡5黒鹿57 蛯名 正義 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 502± 01：11．8� 20．2�
813 パイメイメイ 牝6鹿 55 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B498＋ 21：12．22� 160．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，895，500円 複勝： 85，922，100円 枠連： 41，181，500円
馬連： 152，951，700円 馬単： 59，788，100円 ワイド： 85，710，800円
3連複： 212，424，100円 3連単： 258，389，100円 計： 946，262，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 340円 � 300円 枠 連（6－7） 490円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 950円 �� 780円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 25，490円

票 数

単勝票数 計 498955 的中 � 111564（1番人気）
複勝票数 計 859221 的中 � 161324（1番人気）� 57770（6番人気）� 66617（5番人気）
枠連票数 計 411815 的中 （6－7） 64144（1番人気）
馬連票数 計1529517 的中 �� 57081（7番人気）
馬単票数 計 597881 的中 �� 12788（12番人気）
ワイド票数 計 857108 的中 �� 23519（9番人気）�� 28935（6番人気）�� 10024（27番人気）
3連複票数 計2124241 的中 ��� 25207（16番人気）
3連単票数 計2583891 的中 ��� 7348（58番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．4―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショコラブラン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．22 京都1着

2012．3．21生 牡5芦 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 21戦5勝 賞金 114，387，000円



09011 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第11競走 ��
��2，500�第65回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，28．3．26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，28．3．25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）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

713 シ ャ ケ ト ラ 牡4青鹿55 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 510－ 62：32．8 7．3�

611 ミライヘノツバサ 牡4芦 55 藤岡 佑介三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 500＋ 22：32．9� 34．9�
510 アドマイヤデウス 牡6栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 486－ 4 〃 アタマ 24．5�
59 レインボーライン 牡4鹿 55 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 448＋102：33．11	 5．1�
612 ゴールドアクター 牡6青鹿57 吉田 隼人居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 498± 02：33．2クビ 1．7�
36 ディーマジェスティ 牡4鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 488＋ 62：33．3
 6．7	
23 ヤマカツライデン 牡5黒鹿56 津村 明秀山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 524－122：33．51	 75．8

47 マイネルサージュ 牡5鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 62：33．6
 143．9�
48 ジュンヴァルカン 牡4鹿 55 内田 博幸河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 クビ 18．8�
35 ナスノセイカン 牡5鹿 56 横山 典弘須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 468－ 22：33．81 74．6�
714 ツクバアズマオー 牡6鹿 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：34．11� 48．2�
11 フェルメッツァ 牡6鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 62：34．52
 121．6�
12 レコンダイト 牡7黒鹿56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456± 02：34．6
 365．0�
815 トーセンレーヴ 牡9鹿 56 石川裕紀人島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 22：35．87 502．8�
816 マイネルメダリスト 牡9鹿 56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B492－ 42：36．75 652．7�
24 プランスペスカ 牡7鹿 56 江田 照男山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474－ 62：41．5大差 316．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 189，941，900円 複勝： 301，078，300円 枠連： 85，563，700円
馬連： 526，321，500円 馬単： 257，596，100円 ワイド： 290，508，900円
3連複： 835，618，000円 3連単： 1，532，387，800円 計： 4，019，016，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 280円 � 760円 � 570円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 6，370円 馬 単 �� 12，200円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，610円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 32，630円 3 連 単 ��� 167，310円

票 数

単勝票数 計1899419 的中 � 207232（4番人気）
複勝票数 計3010783 的中 � 323128（3番人気）� 96190（7番人気）� 131963（6番人気）
枠連票数 計 855637 的中 （6－7） 144148（2番人気）
馬連票数 計5263215 的中 �� 63981（15番人気）
馬単票数 計2575961 的中 �� 15831（29番人気）
ワイド票数 計2905089 的中 �� 42772（16番人気）�� 46857（15番人気）�� 20169（30番人気）
3連複票数 計8356180 的中 ��� 19203（68番人気）
3連単票数 計15323878 的中 ��� 6640（319番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．3―12．3―12．2―12．9―12．5―12．2―12．0―11．9―11．8―11．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．3―30．6―42．9―55．1―1：08．0―1：20．5―1：32．7―1：44．7―1：56．6―2：08．4―2：20．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ケ ト ラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．6．12 阪神1着

2013．3．17生 牡4青鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 6戦4勝 賞金 121，585，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アクションスター号・ショウナンバッハ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシャケトラ号は，天皇賞（春）（GⅠ）競走に優先出走できる。

09012 3月25日 晴 良 （29中山3）第1日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 ロードシャリオ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �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 480－ 61：53．7 3．8�
611 ク ラ シ コ 牡5鹿 57 M．デムーロ林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516＋ 81：53．91� 3．1�
712 ディアドナテロ 牡5黒鹿57 岩田 康誠ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B482± 01：54．0	 25．3�
58 ダイチトゥルース 牡6黒鹿57 柴田 大知 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 468－ 2 〃 クビ 44．6�
814 メイプルレインボー 牡5栗 57

54 ▲野中悠太郎節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 498± 01：54．53 18．3	
610 タマモアルム 牡4鹿 57 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 512－ 21：54．6アタマ 36．5

815 エグランティーナ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 534＋ 21：54．7
 6．9�
11 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 444＋ 41：54．8	 37．9�
47 エンクエントロス 牡5鹿 57

55 △木幡 巧也スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B502＋ 61：54．9
 18．2
23 ニシノオタケビ 牡5鹿 57

55 △井上 敏樹西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488＋ 61：55．0クビ 151．8�
46 チ ャ オ �6芦 57

54 ▲木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 B464＋ 61：55．1
 174．5�

713 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 472＋ 61：55．2クビ 4．2�
34 ポッドクヒオ 牝4栗 55 津村 明秀小川眞査雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 458＋281：55．51	 29．5�
59 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 内田 博幸ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 504－101：56．24 54．7�
35 � パブリックフレンド 牡5青 57 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 466－ 6 （競走中止） 123．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 77，115，700円 複勝： 102，992，200円 枠連： 44，075，000円
馬連： 187，774，400円 馬単： 80，444，200円 ワイド： 110，464，100円
3連複： 256，013，700円 3連単： 367，533，300円 計： 1，226，412，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 150円 � 400円 枠 連（2－6） 600円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，180円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 18，500円

票 数

単勝票数 計 771157 的中 � 159378（2番人気）
複勝票数 計1029922 的中 � 188254（2番人気）� 198552（1番人気）� 48513（7番人気）
枠連票数 計 440750 的中 （2－6） 56549（2番人気）
馬連票数 計1877744 的中 �� 222106（1番人気）
馬単票数 計 804442 的中 �� 41965（3番人気）
ワイド票数 計1104641 的中 �� 94046（1番人気）�� 22374（14番人気）�� 26032（10番人気）
3連複票数 計2560137 的中 ��� 43040（11番人気）
3連単票数 計3675333 的中 ��� 14397（41番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．2―13．3―12．7―12．5―12．4―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．9―51．2―1：03．9―1：16．4―1：28．8―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードシャリオ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2014．8．2 札幌5着

2012．3．17生 牡5鹿 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 18戦4勝 賞金 49，218，000円
〔競走中止〕 パブリックフレンド号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



（29中山3）第1日 3月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 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
厩務員出走奨励金

313，040，000円
14，480，000円
2，800，000円
37，290，000円
5，000，000円
68，376，000円
5，480，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
600，446，200円
859，827，900円
305，950，200円
1，398，622，100円
685，169，000円
811，578，100円
1，991，614，600円
3，221，306，800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 9，874，514，900円

総入場人員 22，042名 （有料入場人員 20，408名）
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