
06065 3月16日 晴 良 （26中山2）第6日 第5競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走12時25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

48 ス ト ー ク ス 牡3鹿 56 横山 和生�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 468－ 42：19．0 25．6�
713 フェスティヴシー 牡3栗 56

53 ▲原田 和真臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 450＋ 22：19．21� 213．9�
12 アンプラグド 牡3芦 56 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 504＋ 42：19．3クビ 2．8�
35 モンドクラッセ 牡3鹿 56 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 B506－ 6 〃 クビ 2．3�
47 ウルトラバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 前川 正美 448－ 22：19．72� 6．7	
11 パルファイア 牡3栗 56 木幡 初広田畑 利彦氏 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 B466± 02：19．8クビ 64．5

510 マイネルミランダス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 456± 02：19．9� 31．5�
815 ボビンレース 牝3栗 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 472± 02：20．0� 25．1�
714 センショウゴールド 牡3黒鹿56 三浦 皇成齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 434＋ 22：20．21� 54．2
816 マイネグリンダ 牝3栗 54 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 42：20．73 235．4�
611 コマノアスリート 牡3鹿 56 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 B462± 02：20．8� 97．8�
612 キングラナキラ 牡3鹿 56 北村 宏司桑畑 �信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－142：20．9� 12．3�
36 ゾ ネ ブ ル ム 牡3鹿 56 蛯名 正義 �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 西村 和夫 488± 02：21．96 105．9�
24 サプライズレナ 牝3鹿 54 内田 博幸平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 454－ 62：22．32� 27．5�
23 カーライルシチー 牡3鹿 56 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか カタオカフアーム 442－ 2 〃 クビ 296．4�
59 スピンタリス 牡3鹿 56 津村 明秀伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 512 ―2：23．57 334．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，135，000円 複勝： 42，604，500円 枠連： 15，821，800円
馬連： 54，448，100円 馬単： 37，586，100円 ワイド： 26，915，400円
3連複： 77，154，100円 3連単： 135，916，100円 計： 416，581，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，560円 複 勝 � 540円 � 4，480円 � 160円 枠 連（4－7） 7，200円

馬 連 �� 195，070円 馬 単 �� 264，180円

ワ イ ド �� 35，280円 �� 880円 �� 12，240円

3 連 複 ��� 146，760円 3 連 単 ��� 1，453，720円

票 数

単勝票数 計 261350 的中 � 8061（6番人気）
複勝票数 計 426045 的中 � 17845（6番人気）� 1863（13番人気）� 101882（2番人気）
枠連票数 計 158218 的中 （4－7） 1623（20番人気）
馬連票数 計 544481 的中 �� 206（86番人気）
馬単票数 計 375861 的中 �� 105（148番人気）
ワイド票数 計 269154 的中 �� 182（85番人気）�� 8012（7番人気）�� 527（56番人気）
3連複票数 計 771541 的中 ��� 388（159番人気）
3連単票数 計1359161 的中 ��� 69（1101番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．2―13．1―13．3―13．6―13．2―12．6―12．2―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．2―37．4―50．5―1：03．8―1：17．4―1：30．6―1：43．2―1：55．4―2：07．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3
13－（1，7，11，15）（4，8）6（2，16）10（9，14）12（3，5）
13，7（1，8，11）15（4，6）16（10，2，14，5）－（9，12）3

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

勝馬の
紹 介

ス ト ー ク ス �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Storm Bird デビュー 2013．12．15 中山8着

2011．2．12生 牡3鹿 母 カツラヘネシー 母母 ア リ シ ー ナ 4戦1勝 賞金 5，750，000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 ダイワブレス号

06066 3月16日 晴 良 （26中山2）第6日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・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
1：58．0
1：56．1

良
良

22 シャドウダンサー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500＋ 82：04．0 1．9�
34 ショウナンラグーン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞�湖 レイクヴィラファーム 488＋ 2 〃 クビ 9．4�
712 サムソンズシエル 牡3鹿 56 田中 勝春有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 522＋ 6 〃 アタマ 18．5�
11 スパーブデイ 牡3鹿 56 内田 博幸藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 510－ 42：04．21� 27．5�
57 ストーリーセラー 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 504± 02：04．3クビ 9．6�
46 ヴァルコイネン 牡3芦 56 蛯名 正義吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 ハナ 6．5	
69 コスモレヴァータ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 444－102：04．4� 54．9

813 トップアート 牡3鹿 56 石橋 脩青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 アタマ 72．2�
814 キミノナハセンター 牡3鹿 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 22：04．5クビ 20．0�
711 テスタメント 牡3鹿 56 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 〃 アタマ 7．1
58 コスモディクシー 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472＋ 42：04．71	 297．4�
33 ウルパラクア 牡3鹿 56 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 クビ 82．3�
610 カ ッ テ 牝3黒鹿54 杉原 誠人田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 448－ 42：05．01
 378．2�
45 プリンスダム 牡3黒鹿56 小牧 太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478－122：05．21� 63．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，455，000円 複勝： 78，391，200円 枠連： 19，647，800円
馬連： 85，080，700円 馬単： 59，935，800円 ワイド： 41，702，300円
3連複： 102，763，900円 3連単： 205，447，900円 計： 639，424，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 220円 � 390円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 420円 �� 850円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 5，320円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 464550 的中 � 202584（1番人気）
複勝票数 計 783912 的中 � 304707（1番人気）� 71995（5番人気）� 33958（6番人気）
枠連票数 計 196478 的中 （2－3） 21446（3番人気）
馬連票数 計 850807 的中 �� 77045（4番人気）
馬単票数 計 599358 的中 �� 42244（3番人気）
ワイド票数 計 417023 的中 �� 27145（3番人気）�� 11920（9番人気）�� 4264（28番人気）
3連複票数 計1027639 的中 ��� 14267（21番人気）
3連単票数 計2054479 的中 ��� 10124（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．8―50．0―1：03．1―1：16．0―1：28．5―1：40．6―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
1，12（3，13）（2，9，14）（4，10）11（5，6，7）8・（1，12）（3，9，13）（14，7）（2，10，11）（4，8）6，5

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

勝馬の
紹 介

シャドウダンサー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．15 阪神1着

2011．3．11生 牡3黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 3戦2勝 賞金 18，084，000円


