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０５０２５ ３月３日 晴 不良 （２４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

４８ メビュースラブ 牝３栗 ５４ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 ５０２－ ４１：５５．５ ４．３�

１２ レットイットスノー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 クビ ３．９�
７１４ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７２－ ２１：５５．６クビ ３．６�
５９ マリーアルーア 牝３栗 ５４ 北村 宏司伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４７４－ ２１：５５．８１� ９４．８�
６１１ コウギョウグリン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４４４－ ４１：５５．９クビ １２．８�
８１５ ダンスオンザルーフ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０－ ６ 〃 クビ ５．０�
１１ ヤマニンパニエ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４７０－１６１：５６．３２� ２０．７	
２３ ベルモントピース 牝３鹿 ５４ 石神 深一 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４７０－ ６１：５６．５� １８．０

５１０ リアルファッション 牝３芦 ５４ 的場 勇人有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：５６．８２ １３１．７�
３５ ビックタイム 牝３栗 ５４ 津村 明秀永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか 白井 吉美 B４１２± ０１：５７．１１� １２８．７�
８１６ エンムハチナナ 牝３栃栗５４ 木幡 初広宮田 直也氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４７２－ ２１：５７．６３ １９．１
７１３ スマイルキャッチャ 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人 �フジワラ・ファーム 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４３８－ ２１：５８．２３� ４０１．９�
３６ シンチノクリチャン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介栗本 博晴氏 新開 幸一 平取 コアレススタッド ４２２± ０１：５９．０５ １４８．０�
６１２ マリーズデイ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３８＋ ２１：５９．６３� ２８０．７�
４７ ニシノフノス 牝３黒鹿５４ 江田 照男西山 茂行氏 牧 光二 新ひだか 本桐牧場 ４７０＋ ６２：０１．２１０ １２８．２�
２４ トキメキローズ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４５２＋１８２：０１．４� １３４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５９４，２００円 複勝： ３６，８０４，５００円 枠連： １３，９３４，９００円

馬連： ４９，００７，５００円 馬単： ３２，８４９，６００円 ワイド： ２２，７１７，７００円

３連複： ６７，０６２，２００円 ３連単： １０５，７９２，４００円 計： ３４５，７６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（１－４） ７７０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ５，１３０円

票 数

単勝票数 計 １７５９４２ 的中 � ３２８７３（３番人気）
複勝票数 計 ３６８０４５ 的中 � ５３４０７（３番人気）� ７６８８６（２番人気）� ９４１５８（１番人気）
枠連票数 計 １３９３４９ 的中 （１－４） １３４６９（５番人気）
馬連票数 計 ４９００７５ 的中 �� ４４２１５（４番人気）
馬単票数 計 ３２８４９６ 的中 �� １３６２８（８番人気）
ワイド票数 計 ２２７１７７ 的中 �� １３５７４（５番人気）�� ２０３３３（２番人気）�� ２４６９０（１番人気）
３連複票数 計 ６７０６２２ 的中 ��� ６３４３２（１番人気）
３連単票数 計１０５７９２４ 的中 ��� １５２４４（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．８―５０．１―１：０３．３―１：１６．５―１：２９．４―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．０
１
３
１４（９，１６）（８，１５）－（７，２）（１，４，１１）（３，１２，１３）－（５，６）－１０
１４（１６，１５）９（８，２）（１，１１）（７，４）（３，１０）（１２，１３）５，６

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

勝馬の
紹 介

メビュースラブ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２０１２．２．５ 東京２着

２００９．４．５生 牝３栗 母 スーパーリターン 母母 ノースキャロル ３戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔騎手変更〕 マリーアルーア号の騎手今野忠成は，落馬負傷のため北村宏司に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノフノス号・トキメキローズ号は，平成２４年４月３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 サラファン号・ダイワキャピタル号

０５０２６ ３月３日 晴 不良 （２４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

３５ エクスプローラー 牡３青 ５６ 松岡 正海薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム B４９８－１０１：１１．２ ７．４�

２３ オオタニジムチョウ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム ４６０－ ４１：１１．４１� ６．９�
５１０ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２＋ ２１：１１．５� ２．５�
５９ ズ ー ム イ ン 牡３栗 ５６ 丸山 元気島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 ４９８－ ５１：１１．７１� ３６．４�
２４ エレガントタイム 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 ４１４－ ４１：１１．８� ２０．３�
７１４ クレバーアポロ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 むかわ 上水牧場 ４７２＋ ２１：１２．０１� ３．２�
８１５ オサキニシツレイ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４３４＋１１１：１２．７４ ６２．４	
１２ ダイワビガー 牡３黒鹿５６ 柴田 大知大城 敬三氏 田中 清隆 新冠 パカパカ

ファーム ４３６－１４１：１２．９１� ２４７．６

８１６ サトノライトニング 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋ ８ 〃 ハナ ７．６�
４７ エリモブリーズ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４４８ ―１：１３．１� １２５．３�
４８ キャラメリゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ２４３．８
６１２ フクノゴールド 牡３鹿 ５６ 江田 照男福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４６± ０１：１３．４２ ２９４．８�
３６ カンタベリーママ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４０２＋ ６１：１３．８２� ５７．３�
６１１ クリノハルダンジ 牡３青鹿５６ 横山 義行栗本 博晴氏 成島 英春 日高 横井 哲 ４６６＋１０１：１３．９� ４９７．６�
１１ リネンピーク 牝３鹿 ５４ 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム ４４２＋ ４１：１４．６４ ３０５．２�
７１３ キョウワスピリッツ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 ４７２＋ ２１：２０．６大差 ４４６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８２５，３００円 複勝： ３７，０８０，１００円 枠連： １３，７８９，６００円

馬連： ４６，０３８，６００円 馬単： ３４，２４７，２００円 ワイド： ２２，０８０，９００円

３連複： ５９，２８７，４００円 ３連単： １０６，６９９，８００円 計： ３３９，０４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（２－３） １，１１０円

馬 連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ４，３４０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ３４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� １４，４８０円

票 数

単勝票数 計 １９８２５３ 的中 � ２１２３８（４番人気）
複勝票数 計 ３７０８０１ 的中 � ４４６８３（４番人気）� ４６４４０（３番人気）� １１２９２０（１番人気）
枠連票数 計 １３７８９６ 的中 （２－３） ９２１１（６番人気）
馬連票数 計 ４６０３８６ 的中 �� １５２８３（９番人気）
馬単票数 計 ３４２４７２ 的中 �� ５８２８（１７番人気）
ワイド票数 計 ２２０８０９ 的中 �� ７９６６（８番人気）�� １７０８３（３番人気）�� １７３３８（２番人気）
３連複票数 計 ５９２８７４ 的中 ��� ２７１６８（５番人気）
３連単票数 計１０６６９９８ 的中 ��� ５４４１（４２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１２．０―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．１―４６．１―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．１
３ ・（５，９，１４）（２，１０）－４，１２（６，３，１５）－１６（１，１１）－８－７＝１３ ４ ・（５，９，１４）（２，１０）－（４，３）－１２（６，１５，１６）－１（１１，８）－７＝１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エクスプローラー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１１．１０．２３ 東京５着

２００９．２．２５生 牡３青 母 リードザウェイ 母母 プレイズポーラ ５戦１勝 賞金 ６，９５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョウワスピリッツ号は，平成２４年４月３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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 インディライト号・カシノモンスター号・カシノレインボー号・ジャッドマックス号
（非抽選馬） ３頭 タカミル号・ミヤコライジング号・ラヴィーズバード号

第２回 中山競馬 第３日



０５０２７ ３月３日 晴 不良 （２４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

５１０� イ ジ ゲ ン 牡３芦 ５６ 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia
Pavlish ４７８－ ６１：５２．８ １．７�

５９ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６１：５３．５４ ３．８�
４８ フレンドフィーバー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 南部 功 ４４８± ０１：５３．８２ １１．１�
７１３ バレンタインパパ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 日高 田端牧場 ４８８－ ６１：５４．７５ ２０．９�
１１ � サウンドメジャー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介増田 雄一氏 小笠 倫弘 米 Celbridge

Estates Ltd. ４７４＋ ４１：５４．８クビ ４１．７�
２４ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５２８－ ２１：５５．１１� ７３．２�
８１５ サ リ エ ン テ �３栗 ５６ 木幡 初広モナコ商事	 坂本 勝美 浦河 
桁牧場 B４５８＋ ４１：５５．５２	 ５９．９�
３５ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 	啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４６２－ ６ 〃 クビ ５６．０�
８１６ アドリアーネ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治石川 一義氏 保田 一隆 新ひだか ダイイチ牧場 ４１８－１０１：５５．６クビ ３６７．９
１２ オメガロードショー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成原 
子氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム ４９６ ― 〃 ハナ ３９．６�
６１１ デルマエビス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４４８± ０１：５５．８１� １３．７�
２３ トウカイライト 牡３栗 ５６ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 浦河 谷川牧場 ４４４－ ４１：５６．１１� ８１．１�
６１２ プライドサクセス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 山田 昇史 ４９６－ ４１：５６．４１� ２８．７�
３６ タイガーゲート 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝栗坂 崇氏 根本 康広 新ひだか キヨタケ牧場 ５１２－ ６１：５６．５	 ３５．６�
４７ ビロードボイス 牡３芦 ５６ 川須 栄彦松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ２００．２�
７１４ ヨシールストーム 牡３栗 ５６ 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 畑端牧場 ５０４ ―１：５７．４５ １３８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４０５，９００円 複勝： ３９，７０６，１００円 枠連： １８，３９１，８００円

馬連： ５２，３４３，９００円 馬単： ４１，４４２，５００円 ワイド： ２５，７３６，０００円

３連複： ６６，１７３，１００円 ３連単： １２６，０６１，２００円 計： ３９２，２６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（５－５） ３２０円

馬 連 �� ３１０円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３６０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２２４０５９ 的中 � １０６３０３（１番人気）
複勝票数 計 ３９７０６１ 的中 � １７０４５０（１番人気）� ７６１１８（２番人気）� ３４５５８（３番人気）
枠連票数 計 １８３９１８ 的中 （５－５） ４２４６２（１番人気）
馬連票数 計 ５２３４３９ 的中 �� １２６２２２（１番人気）
馬単票数 計 ４１４４２５ 的中 �� ６９２８９（１番人気）
ワイド票数 計 ２５７３６０ 的中 �� ５４８５２（１番人気）�� １５２０４（２番人気）�� １１６６７（５番人気）
３連複票数 計 ６６１７３１ 的中 ��� ５６７０９（１番人気）
３連単票数 計１２６０６１２ 的中 ��� ４６５０６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．２―５０．７―１：０３．３―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

�イ ジ ゲ ン �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１２．１．５ 中山３着

２００９．４．２８生 牡３芦 母 Cosmic Wish 母母 Cosmic Fire ２戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔騎手変更〕 ヨシールストーム号の騎手今野忠成は，落馬負傷のため松岡正海に変更。
〔発走状況〕 イジゲン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ジャングルスター号
（非抽選馬） １頭 ディアスピリトゥス号

０５０２８ ３月３日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２４中山２）第３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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

１１ � グレイドケイ 牡４黒鹿５９ 石神 深一江川 伸夫氏 矢野 照正 米 B. Wayne
Hughes ５２０－ ６３：１７．０ １．９�

６９ メジロサンノウ 牡４黒鹿５９ 大江原 圭岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２± ０３：１７．１� ８．５�
２２ シャトルベクター 牡４青鹿５９ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ５１２－ ８３：１９．６大差 ７５．８�
６１０ アカウンタビリティ 牡４黒鹿５９ 山本 康志池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ５１２＋ ２３：２０．５５ ５３．６�
８１３� ボタニカルアート 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６４＋ ２３：２０．７� ６．６�
８１４ フォレストリーダー 牡４栗 ５９ 五十嵐雄祐小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 B４９０＋ ２３：２３．９大差 １７．６�
３４ メジロテンニョ 牝４鹿 ５７ ▲高嶋 活士岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４９８＋ ６３：２４．２２ １１４．４	
４６ � パラダイムシフト 牡５黒鹿６０ 穂苅 寿彦池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-

oughbreds LLC ４５２± ０３：２６．８大差 ３．６

７１１ クリノダイヤモンド 牝４芦 ５７ 平沢 健治栗本 博晴氏 成島 英春 日高 永村 侑 ４９６－ ６３：２６．９� ２１６．７�
５８ イーグルフォンテン 牝４鹿 ５７ 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４６４＋ ６３：２７．１１� １６８．３�
７１２� ワンダーキング 牡６鹿 ６０ 大庭 和弥山本 信行氏 阿部 新生 浦河 出口 宜己 ４９６＋ ２３：２７．７３� ３１．７
５７ ヘイセイレジェンド 牡４鹿 ５９ 小野寺祐太松岡 研司氏 大和田 成 新ひだか マツケン農場 ４７８－１０３：２８．０１� １６１．０�
４５ グラスサミット 牡５芦 ６０ 金子 光希半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５３８＋２８３：３０．２大差 ３８．０�
３３ � ガリンペイロ 牡５鹿 ６０ 池崎 祐介内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 競優牧場 ４８０－ ８ （競走中止） ２６１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７０８，３００円 複勝： １９，１９３，５００円 枠連： １２，８９８，０００円

馬連： ３４，２０８，２００円 馬単： ２８，９５７，０００円 ワイド： １４，２４４，５００円

３連複： ４４，９７７，７００円 ３連単： ９１，３９１，３００円 計： ２６０，５７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ９９０円 枠 連（１－６） ５００円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １，１００円 �� ２，０５０円

３ 連 複 ��� ６，２１０円 ３ 連 単 ��� １３，９３０円

票 数

単勝票数 計 １４７０８３ 的中 � ６２６７９（１番人気）
複勝票数 計 １９１９３５ 的中 � ６４９７６（１番人気）� ２４５５４（４番人気）� ３０４７（９番人気）
枠連票数 計 １２８９８０ 的中 （１－６） １９３８２（３番人気）
馬連票数 計 ３４２０８２ 的中 �� ４３７１３（２番人気）
馬単票数 計 ２８９５７０ 的中 �� ２９５０２（２番人気）
ワイド票数 計 １４２４４５ 的中 �� １４９８３（２番人気）�� ２９５７（１２番人気）�� １５３２（２１番人気）
３連複票数 計 ４４９７７７ 的中 ��� ５３４７（１８番人気）
３連単票数 計 ９１３９１３ 的中 ��� ４８４３（４０番人気）

上り １マイル １：５１．０ ４F ５３．０－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�グレイドケイ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Red Ransom デビュー ２０１０．１０．１６ 東京２着

２００８．４．２８生 牡４黒鹿 母 Lucinda K 母母 Bold Crown 障害：２戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 ガリンペイロ号は，２周目４号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ボタニカルアート号の騎手横山義行は，前検量について注意義務を怠り戒告。

グレイドケイ号の騎手石神深一は，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３０，０００円。（９番への進路影
響）

※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 ゴーゴーシュンスケ号



０５０２９ ３月３日 晴 重 （２４中山２）第３日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３６ ダイワズーム 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：５３．０ ２．６�

３５ ローズノーブル 牝３青 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ３９２－ ４１：５３．２１� ３．９�
２４ ガ ン セ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ６．４�
６１１ タニセンヴォイス 牝３栗 ５４ 松岡 正海染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５０＋ ２１：５３．７３ ９．８�
２３ マイネヒメル 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－ ８１：５４．２３ ２９．８�
１２ ルミナスレッド 牝３鹿 ５４ 小林 淳一岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４８２－ ８ 〃 クビ ２２９．５	
５９ ラグジュリア 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４６８＋ ６１：５４．４１� ２４．９

７１３ クシャトリア 牝３青 ５４ 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ ４６．９�
７１４ ウィケットキーパー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４＋１０ 〃 同着 １９．８�
４８ ラムシーダー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 ４８４－ ８１：５４．５クビ １８．６
５１０ ピースオブアイ 牝３栗 ５４ 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４６４＋１０１：５４．８１� ８．６�
４７ エルザブラバント 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦佐々木雄二氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム ４４２－ ８１：５５．０１� ２２９．８�
６１２ サムライクイーン 牝３栗 ５４ 田中 勝春�山際牧場 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４４６＋１６１：５５．３２ １７９．９�
８１６ フラッパーロード 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士魚住 啓市氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム ４３６＋２６１：５５．４� １１９．５�
８１５ カネトシコミット 牝３鹿 ５４ 的場 勇人兼松 利男氏 牧 光二 浦河 浦河小林牧場 ３９８－２８１：５６．２５ ４１０．２�
１１ エルトウショウ 牝３栗 ５４ 川田 将雅トウショウ産業� 戸田 博文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０ ―１：５７．０５ １５５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，２７７，２００円 複勝： ４５，８１７，１００円 枠連： １７，３１２，０００円

馬連： ５４，５９１，５００円 馬単： ３６，７９８，８００円 ワイド： ２５，６１７，３００円

３連複： ７０，５９７，３００円 ３連単： １２０，６０３，２００円 計： ３９３，６１４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（３－３） ５１０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２２２７７２ 的中 � ７００７４（１番人気）
複勝票数 計 ４５８１７１ 的中 � １４２７４４（１番人気）� ８６１７９（２番人気）� ５７７４０（３番人気）
枠連票数 計 １７３１２０ 的中 （３－３） ２５１３８（３番人気）
馬連票数 計 ５４５９１５ 的中 �� ７５６６２（１番人気）
馬単票数 計 ３６７９８８ 的中 �� ３０４５４（１番人気）
ワイド票数 計 ２５６１７３ 的中 �� ３２８６８（１番人気）�� ２０７３２（３番人気）�� １０７５７（５番人気）
３連複票数 計 ７０５９７３ 的中 ��� ６０１９３（１番人気）
３連単票数 計１２０６０３２ 的中 ��� ３０５７１（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．７―１３．１―１３．１―１２．９―１２．８―１１．９―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．４―３８．５―５１．６―１：０４．５―１：１７．３―１：２９．２―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワズーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー ２０１１．１０．８ 東京４着

２００９．２．８生 牝３栗 母 フォルナリーナ 母母 プレイヤーホイール ７戦１勝 賞金 １４，１５０，０００円
〔発走状況〕 クシャトリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 スリリングレディ号・トウカイサンゴ号・ミッドコサージュ号

０５０３０ ３月３日 晴 不良 （２４中山２）第３日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１２ � アンディタード 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 米 Mr. & Mrs. C.
W. McNeely III ４８０ ―１：１１．１ ２．６�

２４ ショウナンワヒネ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�湘南 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８６ ―１：１２．１６ ３．７�
６１２ トリッキーダンス 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 鳥井牧場 ５２８ ― 〃 クビ ７．８�
４８ ディーズプリンセス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７４ ―１：１２．８４ １５．７�
５９ マニッシュスマイル 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 服部 牧場 ４７８ ―１：１３．４３� ４１．１�
５１０ キングユウヤ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ５３４ ―１：１４．７８ ４５．１	
６１１ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 ５２４ ―１：１４．８� １５１．１

７１４ エトランゼシチー 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 ４３２ ―１：１４．９クビ １４．２�
３６ シルクフュージョン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一有限会社シルク古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８ ―１：１５．１１� ７．０�
４７ レディシェーバー 牝３芦 ５４ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ３８０ ―１：１５．２クビ ８１．９
８１６ モンサンアリエル 牝３栃栗５４ 的場 勇人山下 新一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 ４６０ ―１：１５．３	 ７１．９�
２３ パーデュラブル 牝３栗 ５４ 石橋 脩吉田 哲哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：１５．４クビ ７２．４�
８１５ カナルグランデ 牝３栗 ５４ 小野寺祐太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 二本柳俊一 新冠 競優牧場 ５０６ ―１：１５．７１	 ３９７．０�
３５ リネンロイヤル 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４２６ ―１：１５．８� １８２．６�
７１３ リブストロング 牡３芦 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４６４ ―１：１５．９� １４５．２�
１１ ツァボライト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介青山 洋一氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム ５１８ ―１：１６．２２ １１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２４８，９００円 複勝： ３０，７９３，０００円 枠連： １５，５２１，４００円

馬連： ４９，２０６，９００円 馬単： ３２，２９３，９００円 ワイド： ２０，８５１，６００円

３連複： ５７，１５０，３００円 ３連単： ９１，４６３，４００円 計： ３１７，５２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（１－２） ４７０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ３６０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ３，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２０２４８９ 的中 � ６２５１４（１番人気）
複勝票数 計 ３０７９３０ 的中 � ７６８０４（１番人気）� ５７０４４（２番人気）� ３６９５４（３番人気）
枠連票数 計 １５５２１４ 的中 （１－２） ２４８００（１番人気）
馬連票数 計 ４９２０６９ 的中 �� ５７４４２（１番人気）
馬単票数 計 ３２２９３９ 的中 �� ２２４６５（１番人気）
ワイド票数 計 ２０８５１６ 的中 �� ２３６１７（１番人気）�� １４１４６（２番人気）�� ８７５８（５番人気）
３連複票数 計 ５７１５０３ 的中 ��� ３５３４０（１番人気）
３連単票数 計 ９１４６３４ 的中 ��� １７１７５（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１２．２―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．４―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンディタード �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００９．２．１３生 牝３黒鹿 母 Social Director 母母 Health Farm １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔騎手変更〕 キングユウヤ号の騎手今野忠成は，落馬負傷のため川須栄彦に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツァボライト号は，平成２４年４月３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２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２４頭 アポロズスピアー号・インパクトシチー号・オウシュウウィーク号・オウシュウジャパン号・オフショア号・

ガーディアンギフト号・クレオパトラノユメ号・ケイジーヒロイン号・ゴウイモン号・サルゴン号・
スポーツコート号・タケデンサイレント号・ツヴァイハンダー号・ドントブリンク号・ナムラハヤテ号・ナムーン号・
バレージュ号・ピオニエトウショウ号・ビットバイビット号・ビップパティエンス号・ヒロノシラユキ号・
ヘイハチスカイ号・ベルガリオン号・メジャーコード号



０５０３１ ３月３日 晴 不良 （２４中山２）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７９ サウスパシフィック 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ５０２＋ ４１：５３．６ ４．７�

７８ シュガーヒル 牡３芦 ５６ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２１：５３．８１ ２．５�

６６ � イッシンドウタイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８４＋ ２１：５３．９� １２．５�
４４ ピグマリオン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４６２± ０１：５４．２１� ２．４�
２２ � パ ン タ レ イ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信伊達 泰明氏 林 隆之 日高 サンシャイン

牧場 ５２６－ ２ 〃 ハナ ２５．２�
（川崎）

１１ ディアワイズマン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B４９８－ ２１：５４．８３� ５１．３	
６７ シンボリスウィフト 牡３黒鹿５６ 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４６６－１２１：５５．３３ ４３．３

５５ クレバーバラード 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝田� 正明氏 岩戸 孝樹 浦河 川越ファーム ４８０－ ４１：５６．３６ ４６．８�
３３ � フクノツール 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １７６．１
８１０ ティティカカ 牝３栗 ５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 ４９２＋ ２１：５６．６２ ８５．６�
８１１ マイネルハーシェル 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム B４７０－ ２１：５８．１９ ４３．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，８３１，８００円 複勝： ４８，５０１，４００円 枠連： １９，４５８，４００円

馬連： ６７，７１２，８００円 馬単： ４９，９０１，６００円 ワイド： ２７，８４０，１００円

３連複： ７６，００２，４００円 ３連単： １６８，５３５，７００円 計： ４８５，７８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（７－７） ６２０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ６７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� ８，５００円

票 数

単勝票数 計 ２７８３１８ 的中 � ４６７４２（３番人気）
複勝票数 計 ４８５０１４ 的中 � ６４９４９（３番人気）� １８０８４３（１番人気）� ３９０５２（４番人気）
枠連票数 計 １９４５８４ 的中 （７－７） ２３２１５（２番人気）
馬連票数 計 ６７７１２８ 的中 �� ７７５５４（３番人気）
馬単票数 計 ４９９０１６ 的中 �� ２６１０５（５番人気）
ワイド票数 計 ２７８４０１ 的中 �� ３３５８２（２番人気）�� ９１９０（６番人気）�� １３５２５（５番人気）
３連複票数 計 ７６００２４ 的中 ��� ３３６３７（３番人気）
３連単票数 計１６８５３５７ 的中 ��� １４６４４（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３７．８―５０．５―１：０２．７―１：１５．６―１：２８．１―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
１
３

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

・（８，９）－２，４（１，１０）（６，７）１１－３，５・（８，９）－（２，４）（６，１）（７，５）－３，１０，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サウスパシフィック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１１．９．１８ 中山５着

２００９．４．５生 牡３鹿 母 フィジーガール 母母 ツ バ キ ヒ メ ７戦２勝 賞金 １６，５５０，０００円
〔騎手変更〕 パンタレイ号の騎手今野忠成は，落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※ディアワイズマン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０５０３２ ３月３日 晴 不良 （２４中山２）第３日 第８競走 ��
��２，４００�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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

１１ ゲットハッピー 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４６２－ ８２：３５．５ ２．０�

５５ タイソンバローズ 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４６２－ ４ 〃 クビ １９．５�

３３ ウエスタンブラボー 牡５青鹿５７ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７６± ０２：３５．７１ ３７．６�
４４ ローレルキングダム 牡４栗 ５６ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４８４＋ ４２：３５．９１ ５．２�
７７ バンダムミラージュ 牡４黒鹿５６ 北村 宏司山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 B４８８－ ８２：３６．０� ３．４�
８９ ビレッジブライト 牡５栗 ５７ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４８６－１４２：３６．１� ９３．６	
８８ 	 エイコオレジェンド 牡５黒鹿５７ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４８６＋ ６２：３６．３１ ２０．５

６６ ラ グ ナ ロ ク 
６黒鹿５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４９０± ０２：３６．５１� １３．４�
２２ ニ ー ロ 牡４黒鹿５６ 松岡 正海平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５５４± ０ 〃 クビ １７．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，４５７，５００円 複勝： ４４，１０４，７００円 枠連： １３，９２４，６００円

馬連： ６２，５０４，９００円 馬単： ４７，７５７，９００円 ワイド： ２７，４１５，０００円

３連複： ７２，７０４，４００円 ３連単： １６８，７６２，０００円 計： ４６３，６３１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � ３９０円 枠 連（１－５） １，２４０円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド �� ５００円 �� ６３０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ５，８１０円 ３ 連 単 ��� ２１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２６４５７５ 的中 � １０６１７１（１番人気）
複勝票数 計 ４４１０４７ 的中 � １５４６３１（１番人気）� ２７６９９（５番人気）� ２０９４８（８番人気）
枠連票数 計 １３９２４６ 的中 （１－５） ８３００（７番人気）
馬連票数 計 ６２５０４９ 的中 �� ３５７５８（６番人気）
馬単票数 計 ４７７５７９ 的中 �� ２０７７４（６番人気）
ワイド票数 計 ２７４１５０ 的中 �� １４３７１（６番人気）�� １０９８５（８番人気）�� ３２９２（２３番人気）
３連複票数 計 ７２７０４４ 的中 ��� ９２４９（２３番人気）
３連単票数 計１６８７６２０ 的中 ��� ５７４４（７８番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１２．３―１２．８―１３．７―１４．１―１４．１―１３．２―１２．７―１２．５―１２．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．６―３６．９―４９．７―１：０３．４―１：１７．５―１：３１．６―１：４４．８―１：５７．５―２：１０．０―２：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５０．７―３F３８．０
１
�
１－５＝９，６，８，３－２，４，７
１，５－（９，６）８，３－２，４，７

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

勝馬の
紹 介

ゲットハッピー 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．８．１ 函館１着

２００８．３．４生 牡４黒鹿 母 ラクシャリーラス 母母 セントリーラス １１戦２勝 賞金 ２０，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



０５０３３ ３月３日 晴 重 （２４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 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

２２ ホーカーテンペスト 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４１：３８．１ １５．８�

１１ エ ネ ア ド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８± ０ 〃 ハナ ２．２�

４４ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５４ 柴田 善臣 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 ４４４＋ ２ 〃 クビ ２．７�

４５ キネオピューマ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム ４４６－１０１：３８．２� ６．７�

６８ トップスカーレット 牝３栗 ５４ 石橋 脩林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：３８．４１� ３６．０�
８１２ ステージナーヴ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２８＋ ４１：３８．５� ２０．０	
６９ マイネルコランダム 牡３青鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム ４４８－ ２１：３８．６クビ １６．７

７１１ ウインサーガ 	３黒鹿５６ 松岡 正海�ウイン 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 ４５６± ０１：３８．７� １８．０�
８１３ ハッシュドトーン 牝３青鹿５４ 川須 栄彦 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：３８．８クビ ２３１．６�
５６ エムアイチャンドラ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 ４６０＋１６ 〃 クビ ９９．４
３３ 
 カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４７６± ０１：３９．２２� ２５７．４�
７１０ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４２± ０１：４０．２６ ９２．２�

（１２頭）
５７ ジヴェルニー 牡３栃栗５６ 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３６，８４０，５００円 複勝： ４９，７１６，５００円 枠連： ２７，８０５，０００円

馬連： ９７，９６１，０００円 馬単： ７０，７０４，０００円 ワイド： ３５，９５１，０００円

３連複： １０５，５５３，８００円 ３連単： ２４３，４４１，１００円 計： ６６７，９７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（１－２） １，２７０円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ５６０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� １３，７６０円

票 数

単勝票数 差引計 ３６８４０５（返還計 ２６７） 的中 � １８４２７（４番人気）
複勝票数 差引計 ４９７１６５（返還計 ２２２） 的中 � ３５３２４（４番人気）� １５６５４５（１番人気）� １１６５９１（２番人気）
枠連票数 差引計 ２７８０５０（返還計 ２ ） 的中 （１－２） １６１８４（５番人気）
馬連票数 差引計 ９７９６１０（返還計 １１３７） 的中 �� ５５６８０（４番人気）
馬単票数 差引計 ７０７０４０（返還計 ７５３） 的中 �� １２８９４（１４番人気）
ワイド票数 差引計 ３５９５１０（返還計 ３４９） 的中 �� ２７９１６（２番人気）�� １２９３５（１０番人気）�� ６８１９３（１番人気）
３連複票数 差引計１０５５５３８（返還計 ２７３７） 的中 ��� ６７２５６（３番人気）
３連単票数 差引計２４３４４１１（返還計 ６５７５） 的中 ��� １３０６１（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．７―３７．０―４９．８―１：０２．６―１：１４．７―１：２６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

ホーカーテンペスト �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Halling デビュー ２０１１．７．２３ 函館５着

２００９．４．１１生 牡３栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight ７戦２勝 賞金 １６，０５０，０００円
〔出走取消〕 ジヴェルニー号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

０５０３４ ３月３日 晴 重 （２４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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ サトノタイガー 牡４黒鹿５７ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５０．８ ３．６�

３３ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７４－ ２ 〃 アタマ ３５．６�
８１１ タムロスカイ 牡５栗 ５７ 内田 博幸谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４８８－ ６１：５１．０１� ４．８�
８１０ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５７ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ２３．２�
６６ チュウワプリンス 牡６黒鹿５７ 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０± ０１：５１．２１� ３０．９�
６７ アロマカフェ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８０－ ８１：５１．３クビ ５．５�
７９ マコトギャラクシー 牡５栃栗５７ 三浦 皇成尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ５．１�
７８ ケニアブラック 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４７２± ０１：５１．４� ３．９	
４４ 	 アロマンシェス 牡８鹿 ５７ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７６± ０１：５１．５� ５９．６

２２ アイアンルック 牡６鹿 ５７ 石橋 脩池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５４０－１０１：５２．２４ ７７．３�
５５ ゲットフルマークス 
６鹿 ５７ 武士沢友治�ジェイアール 戸田 博文 浦河 梅田牧場 ４８０＋ ２１：５２．５２ １９０．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３９，９９４，３００円 複勝： ７１，０３１，７００円 枠連： ２９，３２１，８００円

馬連： １３０，４３３，１００円 馬単： ７５，０４９，３００円 ワイド： ４１，４４８，３００円

３連複： １３３，４２７，７００円 ３連単： ２８１，１２９，７００円 計： ８０１，８３５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ６５０円 � １７０円 枠 連（１－３） ４，４４０円

馬 連 �� ５，１１０円 馬 単 �� ７，９１０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ４００円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ６，９４０円 ３ 連 単 ��� ４９，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３９９９４３ 的中 � ８７８５９（１番人気）
複勝票数 計 ７１０３１７ 的中 � １２９６５９（２番人気）� ２１００２（８番人気）� １２４１０４（３番人気）
枠連票数 計 ２９３２１８ 的中 （１－３） ４８８０（９番人気）
馬連票数 計１３０４３３１ 的中 �� １８８６９（１８番人気）
馬単票数 計 ７５０４９３ 的中 �� ７００６（２８番人気）
ワイド票数 計 ４１４４８３ 的中 �� ６７５０（１６番人気）�� ２８２５９（５番人気）�� ５７４９（１９番人気）
３連複票数 計１３３４２７７ 的中 ��� １４２０２（２４番人気）
３連単票数 計２８１１２９７ 的中 ��� ４１５７（１６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．９―３７．５―５０．２―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．１―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノタイガー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１１ 札幌１１着

２００８．４．１５生 牡４黒鹿 母 ファビラスターン 母母 カッティングエッジ １４戦４勝 賞金 ６５，４１７，０００円
〔制裁〕 タムロスカイ号の騎手内田博幸は，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３０，０００円。（６番・４番への進路

影響）



０５０３５ ３月３日 晴 重 （２４中山２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�第７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，２３．３．５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，２３．３．４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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ ワンカラット 牝６黒鹿５４ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５２２－１８１：０９．２ ２６．９�

５９ グランプリエンゼル 牝６栃栗５４ 三浦 皇成北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５４－１０１：０９．３� １３．５�
３６ ベイリングボーイ 牡８栗 ５６ 石橋 脩冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ８１：０９．４クビ ３１６．９�
７１３ カレンチャン 牝５芦 ５６ 池添 謙一鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４８２＋ ３ 〃 クビ ２．４�
１１ ジョーカプチーノ 牡６芦 ５７ 内田 博幸上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ５２２－１６１：０９．５� ８．７�
２４ ツルマルレオン 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 ５０６－１６１：０９．７１� １３．６�
７１４ エーシンダックマン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９２－ ８ 〃 クビ ８．７	
８１５ シャウトライン 牡８青鹿５６ 丸山 元気
協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B５０６＋ ２ 〃 ハナ ３８９．０�
２３ ダッシャーゴーゴー 牡５鹿 ５６ 横山 典弘�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５３０－ ２１：０９．８クビ ４．２
５１０ エーシンヴァーゴウ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４５８－１２１：０９．９� １３．８�
６１２ アポロフェニックス 牡７黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９８＋ ２１：１０．０クビ ７０．８�
４８ ダイワナイト 牡５栗 ５６ 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５２４－ ６１：１０．２１� １２７．１�
３５ ブルーミンバー 牝７鹿 ５４ 川須 栄彦諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２１：１０．３� １６．０�
４７ スペシャルハート 牡７栗 ５６ 蛯名 正義芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ５０６＋１２１：１０．５１	 ８９．７�
８１６ アイルラヴァゲイン 牡１０鹿 ５６ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ３１：１０．９２	 ４４２．３�
６１１ フレンチカクタス 牝４黒鹿５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 ５１０－ ４１：１１．１１� ９８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２０，５４３，２００円 複勝： １８７，７８５，８００円 枠連： １０２，５８９，６００円

馬連： ４７６，５９９，３００円 馬単： ２４５，５９１，９００円 ワイド： １６６，３５４，６００円

３連複： ６３４，３０１，９００円 ３連単： １，２４０，８１０，５００円 計： ３，１７４，５７６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６９０円 複 勝 � ５８０円 � ４４０円 � ４，３４０円 枠 連（１－５） １，８２０円

馬 連 �� １３，７３０円 馬 単 �� ３３，１８０円

ワ イ ド �� ３，３１０円 �� ３１，０６０円 �� １７，１３０円

３ 連 複 ��� ３８９，４５０円 ３ 連 単 ��� ２，６６１，９８０円

票 数

単勝票数 計１２０５４３２ 的中 � ３５４１７（９番人気）
複勝票数 計１８７７８５８ 的中 � ８７００６（９番人気）� １２２９７６（７番人気）� １０２９９（１４番人気）
枠連票数 計１０２５８９６ 的中 （１－５） ４１７９５（８番人気）
馬連票数 計４７６５９９３ 的中 �� ２５６２２（３９番人気）
馬単票数 計２４５５９１９ 的中 �� ５４６４（８０番人気）
ワイド票数 計１６６３５４６ 的中 �� １２５３９（３５番人気）�� １３０８（９４番人気）�� ２３７７（７９番人気）
３連複票数 計６３４３０１９ 的中 ��� １２０２（３３３番人気）
３連単票数 計１２４０８１０５ 的中 ��� ３４４（１８９６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．４―１１．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４４．８―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．８
３ １４（７，１５）（３，１０，１３）５（２，９，１２）８（１，４，１１，１６）－６ ４ ・（１４，１５）（７，３）１０（２，５，１３）９（１，８，４，１２）１６（６，１１）

勝馬の
紹 介

ワンカラット �
�
父 Falbrav �

�
母父 Pistolet Bleu デビュー ２００８．８．１０ 小倉１着

２００６．４．３生 牝６黒鹿 母 バルドウィナ 母母 Balioka ２６戦５勝 賞金 ２６７，２５６，０００円
〔制裁〕 エーシンダックマン号の騎手川田将雅は，３コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（５番・３番への

進路影響）
※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。
（非抽選馬） ６頭 アンシェルブルー号・トップカミング号・マイネルクラリティ号・マルカベンチャー号・レジェトウショウ号・

ロビンフット号

０５０３６ ３月３日 晴 重 （２４中山２）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３３ アントウェルペン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B５０２＋１８１：５１．８ １５．７�

８１３ ジ ャ ン ナ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－ ４ 〃 クビ ５．３�
１１ ディアビリーヴ 牡５青鹿５７ 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B５０６－ ２１：５１．９� ６．９�
３４ ゴールドアカデミー 牡６栗 ５７ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４９６± ０１：５２．１１� ４９．９�
８１４ ドリームアライブ 	６黒鹿５７ 丸山 元気前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３８＋ ２１：５２．３１
 ８．９�
２２ ハリマノワタリドリ 牡６栗 ５７ 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８２－ ２１：５２．４クビ ６７．４�
７１１ タイキジャガー 牡６鹿 ５７ 川田 将雅�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ２１：５２．８２
 ３２．５	
６９ ゴールドロジャー 牡４黒鹿５７ 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９０± ０１：５２．９クビ １６．２

５７ ブレイクチャンス 牡５鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５０２－ ６ 〃 クビ ２１．６�
６１０ ローンウルフ 	７栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７２－ ４１：５３．１� ９６．３�
７１２ ブルーソックス 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B４８８－ ６１：５３．２
 ３．８
４６ � エアイグアス 牡６黒鹿５７ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４９４± ０１：５３．５１� ４．０�
５８ ディアフォルティス 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 ４６８－ ２１：５３．９２
 ７８．４�
４５ トーホウアレス 牡６黒鹿５７ 田辺 裕信東豊物産� 高柳 瑞樹 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７４－１０１：５５．０７ ２２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，９５８，６００円 複勝： ７６，４７３，７００円 枠連： ４２，９９１，２００円

馬連： １４０，５０３，０００円 馬単： ７８，３７２，６００円 ワイド： ５４，０８２，３００円

３連複： １６９，４８３，０００円 ３連単： ３１６，０３８，３００円 計： ９２３，９０２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ４９０円 � ２００円 � ２９０円 枠 連（３－８） １，７４０円

馬 連 �� ４，３９０円 馬 単 �� ９，８００円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� １，２９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １０，５４０円 ３ 連 単 ��� ８０，７７０円

票 数

単勝票数 計 ４５９５８６ 的中 � ２３２０８（６番人気）
複勝票数 計 ７６４７３７ 的中 � ３５６８４（７番人気）� １１８９０１（３番人気）� ７０１２７（５番人気）
枠連票数 計 ４２９９１２ 的中 （３－８） １８３１９（８番人気）
馬連票数 計１４０５０３０ 的中 �� ２３６５３（１６番人気）
馬単票数 計 ７８３７２６ 的中 �� ５９０３（３９番人気）
ワイド票数 計 ５４０８２３ 的中 �� ８２７０（１９番人気）�� １０１３８（１５番人気）�� ２１５８７（４番人気）
３連複票数 計１６９４８３０ 的中 ��� １１８７０（３４番人気）
３連単票数 計３１６０３８３ 的中 ��� ２８８８（２７３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．３―１２．８―１２．２―１２．３―１２．５―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．６―４９．４―１：０１．６―１：１３．９―１：２６．４―１：３８．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

アントウェルペン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２０１０．９．５ 新潟５着

２００８．４．３０生 牡４鹿 母 サンディシフター 母母 Tide １３戦３勝 賞金 ３１，６００，０００円



（２４中山２）第３日 ３月３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

２３１，０４０，０００円
５，４９０，０００円
１，６６０，０００円
２０，８７０，０００円
５５，８５２，０００円
５，２８８，８００円
１，６０３，２００円

勝馬投票券売得金
４１４，６８５，７００円
６８７，００８，１００円
３２７，９３８，３００円

１，２６１，１１０，７００円
７７３，９６６，３００円
４８４，３３９，３００円

１，５５６，７２１，２００円
３，０６０，７２８，６００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 ８，５６６，４９８，２００円

総入場人員 ２０，６１７名 （有料入場人員 １８，７５３名）


