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０５０４９ ３月１０日 雨 不良 （２４中山２）第５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

４６ ブルーメリディアン 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４４４＋ ４１：５５．７ ７．０�

１１ スパークオンアイス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B４７４＋ ２ 〃 ハナ １．８�
６１１ サイレントクロップ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０４－ ６１：５５．８� ５．０�
８１５ ルーチェデルソーレ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気星野 祐介氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋ ４１：５６．５４ ９５．７�
５９ ア ナ ン タ ン 牝３栗 ５４ 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４１８－ ２１：５６．７１� １１７．２�
８１４ ミスエコパワー 牝３栃栗５４ 田中 勝春吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４５４－ ６１：５６．９１� ２０．０�
２２ アンゲルスノーヴス 牝３芦 ５４ 内田 博幸吉田 哲哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：５７．０クビ ９．９	
３５ グラスリベラル 牝３栗 ５４ 吉田 隼人半沢
 牧 光二 新ひだか 見上牧場 ４７２－ ２１：５７．３１� ７３．９�
２３ ミルクトゥース 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太三宅 勝俊氏 中川 公成 浦河 金成吉田牧場 ４８６＋ ８１：５７．６２ ６０．９�

（大井）

３４ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太
ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４８４＋１２ 〃 ハナ ９．１
７１３ スカイアート 牝３栗 ５４ 石橋 脩
大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム B４５４－ ２１：５７．７� ２３６．０�
５８ ダイワスパーク 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新冠 パカパカ

ファーム ４０４－ ６１：５８．３３� ４９．９�
７１２ シャコウプリンセス 牝３鹿 ５４ 江田 照男大崎 幸路氏 岩戸 孝樹 日高 大江牧場 ４６２－２４１：５８．７２� １２８．０�
６１０ デルマキシボジン 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム ４５２－ ４１：５９．７６ ３５７．１�
４７ ル ク ー ル 牝３栗 ５４ 木幡 初広齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 吉田 又治 ４３０－ ８２：０１．６大差 ２１７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，２５６，４００円 複勝： ４０，０６４，９００円 枠連： １１，７４８，２００円

馬連： ４４，３６４，６００円 馬単： ３５，１６１，１００円 ワイド： １９，７７０，２００円

３連複： ６０，６２３，７００円 ３連単： １１５，１４１，２００円 計： ３４６，１３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－４） ５６０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ３９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ６，１９０円

票 数

単勝票数 計 １９２５６４ 的中 � ２１７６２（３番人気）
複勝票数 計 ４００６４９ 的中 � ３９０９５（４番人気）� １９６１３０（１番人気）� ４７４２９（２番人気）
枠連票数 計 １１７４８２ 的中 （１－４） １５５４６（２番人気）
馬連票数 計 ４４３６４６ 的中 �� ５５９６７（２番人気）
馬単票数 計 ３５１６１１ 的中 �� １６０２４（６番人気）
ワイド票数 計 １９７７０２ 的中 �� １９１９５（２番人気）�� １０９８３（５番人気）�� ２９８２９（１番人気）
３連複票数 計 ６０６２３７ 的中 ��� ５６４５２（１番人気）
３連単票数 計１１５１４１２ 的中 ��� １３７４６（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３７．１―５０．０―１：０２．５―１：１５．０―１：２８．２―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーメリディアン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２０１２．２．１１ 東京２着

２００９．５．７生 牝３黒鹿 母 カズサヒロイン 母母 タケノアロー ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔発走状況〕 アナンタン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルクール号は，平成２４年４月１０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 グレイグース号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０５０５０ ３月１０日 雨 不良 （２４中山２）第５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

７１３ カシノアポロン 牡３鹿 ５６
５３ ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４８０－ ６１：１２．２ ５．２�

５１０ リバティーアゲイン 牡３青鹿５６ 吉田 隼人阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４８０－ ４１：１２．８３� ９．３�
６１１ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４５０± ０１：１２．９� １６．５�
４８ ダイワロード 牡３栗 ５６ 柴田 大知大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４８２－１４１：１３．０� ９．７�
３５ ミヤビガーリッシュ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 大成牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ３．８�
５９ ブラックモア 牡３黒鹿５６ 吉田 豊宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４４４＋ ２１：１３．１� ６９．２�
６１２ ドラゴンネスト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春窪田 康志氏 高柳 瑞樹 様似 �村 伸一 ４５６－ ２１：１３．２クビ １３．１�
７１４ トウショウテイスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠トウショウ産業	 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ９９．５

１１ タイタンフォンテン 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４６６－１０１：１３．３� ９２．３�
４７ ジャッドマックス 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太�樽さゆり氏 伊藤 伸一 新ひだか 大滝 康晴 ４６６－ ２１：１３．５１ ４．６�

（大井）

３６ ガッテンラヴ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広本間 充氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６８－１０１：１４．０３ ４３．２
２４ タケデンサプライズ 牡３青鹿５６ 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４７８＋ ６１：１４．１クビ ８３．４�
１２ ディーエスデュラン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６２± ０１：１４．３１� １９６．０�
２３ ステイナイン 牝３青鹿５４ 丸山 元気鈴木 伸昭氏 相沢 郁 新冠 的場牧場 ４１６－ ４１：１４．８３ １６．８�
８１５ コスモテイクハート 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 むかわ 東振牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ９５．２�
８１６ ピ ー ナ ツ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 B４９４－ ２１：１５．６５ １０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７０７，３００円 複勝： ３３，２３６，８００円 枠連： １６，１９６，５００円

馬連： ４８，４４０，８００円 馬単： ３５，６４０，５００円 ワイド： ２２，３９６，１００円

３連複： ６３，５９１，３００円 ３連単： ９６，００９，０００円 計： ３３３，２１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � ３６０円 枠 連（５－７） １，８２０円

馬 連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� １，０１０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ５，４９０円 ３ 連 単 ��� ２５，９００円

票 数

単勝票数 計 １７７０７３ 的中 � ２７３２７（３番人気）
複勝票数 計 ３３２３６８ 的中 � ５５６６０（２番人気）� ３７７１９（４番人気）� ２１１３４（８番人気）
枠連票数 計 １６１９６５ 的中 （５－７） ６５８２（１０番人気）
馬連票数 計 ４８４４０８ 的中 �� １７９１４（６番人気）
馬単票数 計 ３５６４０５ 的中 �� ６９０４（９番人気）
ワイド票数 計 ２２３９６１ 的中 �� ７６４５（６番人気）�� ５４４５（１３番人気）�� ４７２５（１８番人気）
３連複票数 計 ６３５９１３ 的中 ��� ８５５４（１６番人気）
３連単票数 計 ９６００９０ 的中 ��� ２７３６（６４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．８―１２．４―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．７―４７．１―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノアポロン �
�
父 サムライハート �

�
母父 ワカオライデン デビュー ２０１１．７．３１ 小倉５着

２００９．１．２１生 牡３鹿 母 ビ ビ 母母 シュンレイカ ９戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １０時４０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） ２頭 イデアシュリュー号・デルマホテイ号
（非抽選馬） ２頭 シャイニングモア号・フロイントシャフト号
※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５日



０５０５１ ３月１０日 雨 不良 （２４中山２）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

８１５ オータムカラー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８＋ ２１：５４．７ １４．７�

７１３ クリティカルヒット 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 千葉 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２２－ ６１：５４．８� ４．２�

１１ ディアスピリトゥス 牡３鹿 ５６ 江田 照男�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 B４５８－ ２１：５５．０１� ６０．９�
５１０ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４７２± ０１：５５．１クビ ２．５�
３６ ベニノツルギ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信�紅谷 中川 公成 日高 大沢育成牧場 ４５６－ ２１：５５．３１� ２９．２�
３５ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４７４＋１２１：５５．５１� ３０．９	
２３ サクラウィンビート 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ５１４－ ２１：５６．１３� １２．８

４８ セイントチャンス 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド ４８６＋ ２１：５６．２� １０．７�

（大井）

８１６ トーセンアゲイン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８６＋ ６１：５６．８３� ２５４．４
７１４ ライフハッカー 牡３栗 ５６ 石神 深一橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４７６－ ４１：５７．０１ ５２５．７�
５９ グリーンボウル 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人玉腰 勇吉氏 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 ４３２－１０１：５７．１� ２６３．７�
６１２ コウズシャイン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 ５００－ ６１：５８．２７ ５２２．２�
２４ モジュラーフォーム 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 むかわ 上水牧場 ５１２－ ４１：５９．１５ ４．０�
１２ ダイワキャピタル 牝３栗 ５４ 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか フジワラフアーム ４７６－ ４１：５９．２� １１９．２�
６１１ マイネルギガス 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ５２０－ ４２：１１．４大差 ３５．５�

（１５頭）
４７ コトノクリチャン 牝３栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ４５０± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，０１１，４００円 複勝： ３４，１４２，６００円 枠連： １３，３８０，３００円

馬連： ５０，８２３，１００円 馬単： ３３，８１５，３００円 ワイド： ２１，９４５，２００円

３連複： ６３，１１１，５００円 ３連単： １０８，３８４，６００円 計： ３４５，６１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ５３０円 � ２４０円 � ６５０円 枠 連（７－８） ３，３００円

馬 連 �� ３，２５０円 馬 単 �� ８，８９０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ７，０１０円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ８１，１５０円 ３ 連 単 ��� ３９０，１９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２００１１４（返還計 ３３３） 的中 � １０７３１（６番人気）
複勝票数 差引計 ３４１４２６（返還計 ９８６） 的中 � １６０００（６番人気）� ４５３９３（３番人気）� １２４５９（８番人気）
枠連票数 差引計 １３３８０３（返還計 １１３） 的中 （７－８） ２９９８（１２番人気）
馬連票数 差引計 ５０８２３１（返還計 ２８３１） 的中 �� １１５６０（１４番人気）
馬単票数 差引計 ３３８１５３（返還計 ２１４８） 的中 �� ２８０９（３２番人気）
ワイド票数 差引計 ２１９４５２（返還計 １５７１） 的中 �� ４７９９（１６番人気）�� ７５０（４６番人気）�� ２５１７（２４番人気）
３連複票数 差引計 ６３１１１５（返還計 ６７９５） 的中 ��� ５７４（１２３番人気）
３連単票数 差引計１０８３８４６（返還計 １３１３１） 的中 ��� ２０５（６５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．４―５０．７―１：０３．４―１：１５．７―１：２８．５―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３９．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オータムカラー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１２．２．１１ 東京７着

２００９．３．１９生 牝３栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走除外〕 コトノクリチャン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルギガス号は，平成２４年４月１０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ダブルピース号・トゥザパールスター号
※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。

０５０５２ ３月１０日 雨 不良 （２４中山２）第５日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５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

４８ ナムラハヤテ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 ４６６ ―１：１１．６ ３．８�

６１１ デプロマトウショウ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４０ ― 〃 クビ ９．９�
７１４ オ フ シ ョ ア 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：１２．４５ ７．４�

（大井）

１２ ヘイハチスカイ 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 ４６０ ―１：１２．５� １７．４�
８１６ ドントブリンク 牡３鹿 ５６ 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 茨城 株式会社

セルダム ４８８ ―１：１３．３５ ２．７�
３５ ケイジーヒロイン 牝３黒鹿５４ 木幡 初広鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４５８ ― 〃 クビ ６９．６�
８１５ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 岩部 純二武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４６０ ―１：１３．９３� ５１．１	
２４ レッドマリー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠元岡 治貴氏 小島 茂之 新ひだか 上村 清志 ４６０ ―１：１４．０クビ ７．０

４７ ラブソングフォナナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩藤井 謙氏 浅野洋一郎 浦河 日東牧場 ４５４ ― 〃 クビ ９３．０�
２３ オウシュウウィーク 牝３鹿 ５４ 丸山 元気西村 專次氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 ４５２ ―１：１４．４２� ２２．３�
５１０ ナ ム ー ン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治奈村 睦弘氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 ４５８ ― 〃 ハナ １０４．５
５９ ガーディアンギフト 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム ５０６ ―１：１４．８２� １８．７�

７１３ ゴ ウ イ モ ン 牝３鹿 ５４ 石神 深一井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 ４２４ ―１：１５．４３� １９４．０�
６１２ トーセンワンダー 牝３青鹿５４ 横山 義行島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ５００ ―１：１７．２大差 １４７．７�
１１ ハローキューチャン 牝３鹿 ５４ 千葉 直人 M・K・Kクラブ組合 南田美知雄 青森 山内牧場 ４００ ―１：１７．７３ ２０４．６�
３６ アポロズスピアー �３黒鹿５６ 大庭 和弥中村 浩章氏 土田 稔 様似 清水スタッド ４５８ ―１：１９．７大差 ４４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２６６，５００円 複勝： １７，８２７，１００円 枠連： １１，３６４，０００円

馬連： ３７，１７７，０００円 馬単： ２４，９４４，６００円 ワイド： １３，９４２，４００円

３連複： ４１，８４９，２００円 ３連単： ６８，５９３，７００円 計： ２２８，９６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ２４０円 � ２１０円 枠 連（４－６） １，５６０円

馬 連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ５６０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� １７，９９０円

票 数

単勝票数 計 １３２６６５ 的中 � ２７５４３（２番人気）
複勝票数 計 １７８２７１ 的中 � ３４３７２（２番人気）� １８０１８（５番人気）� ２２４５９（３番人気）
枠連票数 計 １１３６４０ 的中 （４－６） ５３９９（７番人気）
馬連票数 計 ３７１７７０ 的中 �� １８２０８（７番人気）
馬単票数 計 ２４９４４６ 的中 �� ７０１８（９番人気）
ワイド票数 計 １３９４２４ 的中 �� ５０３３（７番人気）�� ６３７７（６番人気）�� ３６９４（９番人気）
３連複票数 計 ４１８４９２ 的中 ��� ８５３１（１２番人気）
３連単票数 計 ６８５９３７ 的中 ��� ２８１５（４１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１２．２―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．８―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．０
３ １６，８－（２，１１）－５－（４，１０）－（３，１４）－（７，１５）－（９，１２）－１３＝１，６ ４ ・（１６，８）－（２，１１）－５－（４，１０）１４，３，７，１５－９＝（１２，１３）＝１＝６

勝馬の
紹 介

ナムラハヤテ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

２００９．３．２５生 牡３黒鹿 母 トリプルリーチ 母母 トリプルワウ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンワンダー号・ハローキューチャン号・アポロズスピアー号は，平成２４年４月１０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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 オウシュウジャパン号・クレオパトラノユメ号・コップヒヤザケ号・サーストンマイアミ号・スポーツコート号・

バレージュ号・ピオニエトウショウ号・ビップパティエンス号・メジャーコード号
※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。



０５０５３ ３月１０日 雨 不良 （２４中山２）第５日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２５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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

７１４ ロジサンデー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４７０＋ ４２：１０．０ ３．８�

４７ ロンギングダンサー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 クビ ２．３�
４８ ダイワアクシス 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：１０．２１� ８．４�

（大井）

６１２ ジ ル ニ ト ラ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋ ６２：１０．６２� １３．２�
５９ トミケンオウドウ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７２＋ ４２：１１．１３ １０．４�
８１５ クリップザクロップ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４０４－ ４２：１１．３１ ３３６．９�
５１０ ジェノアチャリス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ １１．８

１１ マイネルカブト 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド B４７２＋ ２２：１１．４� １３．３�
３５ スノースケイプ 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �ワイ・アール・シー 松山 将樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４８６－ ２２：１２．０３� ４８．３�
１２ クレバーエンペラー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田 正明氏 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４８４ ―２：１２．３１� １４７．９�
２４ シ ャ ド ウ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 田中 裕之 ４４４－ ８２：１２．６１� ４４．２�
２３ ルーマードダイヤ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５６＋１６２：１２．８１� １１０．７�
６１１ チ ン グ ル マ 牝３栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠内藤 好江氏 矢野 照正 青森 オオタ牧場 ４８８＋ ６２：１４．０７ ２１４．１�
７１３ マウントセンス 牡３鹿 ５６ 池崎 祐介中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 的場牧場 ４２８＋ ８２：１４．２� ２６４．４�
３６ ヒシサマウマ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気阿部雅一郎氏 牧 光二 新冠 カミイスタット ４６０－ ２２：１５．０５ ２８．２�
８１６ ティルトザキルト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣	ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５２４＋１０２：１６．３８ １３６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０９６，１００円 複勝： ４０，７７２，９００円 枠連： １６，９６０，８００円

馬連： ５９，４９３，３００円 馬単： ３８，１８６，１００円 ワイド： ２７，１３９，５００円

３連複： ７２，９７８，５００円 ３連単： １２３，４４１，５００円 計： ４０４，０６８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（４－７） ３３０円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ５３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２５０９６１ 的中 � ５２５３１（２番人気）
複勝票数 計 ４０７７２９ 的中 � ８７２６０（２番人気）� １０９８０２（１番人気）� ３４１４３（４番人気）
枠連票数 計 １６９６０８ 的中 （４－７） ３８４７３（１番人気）
馬連票数 計 ５９４９３３ 的中 �� １０６３７８（１番人気）
馬単票数 計 ３８１８６１ 的中 �� ２６９８５（２番人気）
ワイド票数 計 ２７１３９５ 的中 �� ４２２１７（１番人気）�� １１０９２（６番人気）�� １４６３６（２番人気）
３連複票数 計 ７２９７８５ 的中 ��� ４１２７７（３番人気）
３連単票数 計１２３４４１５ 的中 ��� １５００２（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．５―３７．３―５０．９―１：０４．７―１：１７．９―１：３１．１―１：４４．１―１：５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３８．９
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジサンデー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．３０ 東京７着

２００９．２．２７生 牡３鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル ６戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティルトザキルト号は，平成２４年４月１０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 タニノハービービー号・ドクターハンチ号・ハンサムボーイ号
※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。

０５０５４ ３月１０日 雨 不良 （２４中山２）第５日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３６ グランラファル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４８２ ―１：５７．３ ２２．５�

６１２ サ ル ゴ ン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０ ― 〃 クビ ５．８�
８１５ ヴィガネッラ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 清水 英克 安平 ノーザンファーム ５２０ ―１：５７．４� １７．４�
７１３ ラッセルフット 牡３栗 ５６ 津村 明秀桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 ５０６ ―１：５７．６１� １２．４�
２３ エンギロティタ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 日高 モリナガファーム ４８０ ―１：５７．８１ ２．５�
１１ トーセンアスカ 牡３栗 ５６ 内田 博幸島川 	哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６６ ― 〃 クビ １１．２

５１０ ベルガリオン 牡３青鹿５６ 石橋 脩 �社台レースホース二ノ宮敬宇 平取 追分ファーム ４９４ ―１：５８．４３� １４．５�
３５ オマエニホレタ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 朝野 勝洋 ５３０ ―１：５８．５クビ ７６．８�
８１６ マウントゼンノエ 牡３鹿 ５６ 池崎 祐介中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３６ ―１：５８．７１� ３１１．４
２４ ガーンディーヴァ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５３６ ―１：５９．０１� ５．３�
４８ イッコーハルカ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春子安 一光氏 藤原 辰雄 日高 有限会社

飯田牧場 ４４８ ―１：５９．３２ ４５．２�
１２ フューチャータイム 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太渡邉千鶴子氏 松山 康久 新ひだか 大典牧場 ４８６ ―１：５９．９３� ２８．７�

（大井）

６１１ ナ ヴ ァ ル 牡３黒鹿５６ 柴田 大知コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 神垣 道弘 ４６８ ―２：００．２１� １１０．６�
７１４ ヘ ル ゲ ル プ 牡３栗 ５６ 小野寺祐太�樽さゆり氏 土田 稔 新ひだか 友田牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ３２３．７�
４７ ツクバライジンオー 牡３栗 ５６ 中谷 雄太荻原 昭二氏 高橋 祥泰 日高 中原牧場 ４６８ ―２：００．３� ２６．８�
５９ 	 アスターチャーリー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司加藤 久枝氏 中竹 和也 米 T. F. Van-

Meter ５２８ ―２：０９．１大差 ２６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７８５，７００円 複勝： ２８，７９４，９００円 枠連： １７，３１３，５００円

馬連： ４８，４５４，１００円 馬単： ３６，２０４，６００円 ワイド： １９，８９７，２００円

３連複： ６２，０７９，０００円 ３連単： ９０，８０２，３００円 計： ３２４，３３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２５０円 複 勝 � ５１０円 � ２３０円 � ４８０円 枠 連（３－６） ３，１８０円

馬 連 �� ３，６４０円 馬 単 �� ７，３５０円

ワ イ ド �� １，５２０円 �� ３，９７０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ２１，１６０円 ３ 連 単 ��� １４６，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２０７８５７ 的中 � ７２８０（８番人気）
複勝票数 計 ２８７９４９ 的中 � １３５８７（８番人気）� ３８８０４（３番人気）� １４７３３（６番人気）
枠連票数 計 １７３１３５ 的中 （３－６） ４０２７（１２番人気）
馬連票数 計 ４８４５４１ 的中 �� ９８４３（１５番人気）
馬単票数 計 ３６２０４６ 的中 �� ３６３９（３５番人気）
ワイド票数 計 １９８９７２ 的中 �� ３２５３（１６番人気）�� １２０５（４６番人気）�� ３８２２（１５番人気）
３連複票数 計 ６２０７９０ 的中 ��� ２１６６（７０番人気）
３連単票数 計 ９０８０２３ 的中 ��� ４５６（４７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．８―３９．３―５３．２―１：０６．４―１：１８．９―１：３１．６―１：４４．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランラファル �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス 初出走

２００９．５．２２生 牡３栗 母 ユウジンカザン 母母 ロングチアーズ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターチャーリー号は，平成２４年４月１０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） ７頭 キネオタイガー号・ケイアイホクト号・サクラテイオー号・サーストンアリオン号・スマートブライト号・

ニシノゴウヒメ号・ベルウッドテンプウ号
※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。



０５０５５ ３月１０日 雨 不良 （２４中山２）第５日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時２５分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ マ ス イ デ ア 牝３黒鹿５４ 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 ４２４＋ ４１：１２．８ １１．２�

５９ � ウィナーズマックス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B４６６＋ ６ 〃 クビ ３２．１�
１２ サウスビクトル 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ９．３�
１１ ディアジーローズ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 新ひだか タイヘイ牧場 B４３０± ０１：１３．０１� ３．３�
７１３ コスモアクセス 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ４１：１３．３１� ５．４�
８１５ ビップヴィットリオ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－１０ 〃 ハナ ８５．９�
４８ アイアムネフライト 牝３栗 ５４ 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４ 〃 ハナ ６．３	
２４ ビッグプレゼンター 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 ４６０＋ ６１：１３．４クビ ４８．０

５１０ クールユリア 牝３鹿 ５４ 武士沢友治川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 ４６６＋ ２１：１３．６１� ８４．４�
３５ エクスクライム 牡３栗 ５６ 丸山 元気前原 敏行氏 牧 光二 日高 長谷川牧場 ４４６－ ４１：１３．７クビ １１．７�
７１４ ダイワカリエンテ 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２ 〃 アタマ ８．５
２３ ノボピュアリティ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７２－ ２１：１４．３３	 ４９．４�
８１６ ケ ビ ン ド ゥ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 ４５６－ ２１：１４．４� ９．７�
３６ 
 ゴールデンウルフ 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太神谷 裕継氏 朝倉 実 浦河 イーストファーム ４１８－ ３１：１５．０３	 １１３．０�

（大井） （大井）

６１１� ドーリーガール 牝３栗 ５４ 吉田 隼人モナコ商事� 松山 将樹 新ひだか 中橋 正 ４２８＋１４１：１５．１	 ３３５．０�
６１２� コパノワーニング 牡３芦 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ５４８－ ４１：１５．３� １８６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７７８，７００円 複勝： ４０，８６８，６００円 枠連： ２５，３９３，９００円

馬連： ６５，８０５，９００円 馬単： ３７，４６７，１００円 ワイド： ２５，３３０，８００円

３連複： ８０，０５９，６００円 ３連単： １２１，６５４，３００円 計： ４２１，３５８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ３７０円 � ６６０円 � ３１０円 枠 連（４－５） ５，１１０円

馬 連 �� １４，２６０円 馬 単 �� ２１，６６０円

ワ イ ド �� ３，５２０円 �� １，５１０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� ２９，１８０円 ３ 連 単 ��� １４９，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２４７７８７ 的中 � １７４６８（７番人気）
複勝票数 計 ４０８６８６ 的中 � ２９５４７（７番人気）� １４９６３（９番人気）� ３６９７９（５番人気）
枠連票数 計 ２５３９３９ 的中 （４－５） ３６６９（１９番人気）
馬連票数 計 ６５８０５９ 的中 �� ３４０８（４２番人気）
馬単票数 計 ３７４６７１ 的中 �� １２７７（７０番人気）
ワイド票数 計 ２５３３０８ 的中 �� １７５４（４０番人気）�� ４２１９（２５番人気）�� ２１０１（３３番人気）
３連複票数 計 ８００５９６ 的中 ��� ２０２５（８４番人気）
３連単票数 計１２１６５４３ 的中 ��� ６０２（４５４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１２．０―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．８―４６．８―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．０
３ ５（６，１３）１（２，１６，１４）－（８，１０，７，１１）４，１５，３，９－１２ ４ ５（１，６，１３）（２，１６，１４）７（８，１０）（４，１５）（９，１１）３＝１２

勝馬の
紹 介

マ ス イ デ ア �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．６．２５ 中山７着

２００９．１．１５生 牝３黒鹿 母 リンデンルレーブ 母母 リンデンリリー ９戦２勝 賞金 １５，５２７，０００円
※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。

０５０５６ ３月１０日 雨 不良 （２４中山２）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１４時００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３５ サトノインスパイア 牡３栗 ５６ 岩田 康誠里見 治氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ２１：１０．３ ６．４�

３６ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１０± ０１：１０．４� ２．６�
５１０� ダブルスター 牡３栗 ５６ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８４－ ４１：１１．２５ ４．１�
１１ エバーローズ 牝３栗 ５４ 江田 照男 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４５２－ ４１：１１．４１� ８１．４�
５９ ヒヅグータス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４６２＋ ６１：１１．５� １５６．３�
４８ サンセルマン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４５０－ ２１：１１．７１� ８２．７	
６１１ ヘンリーフォンテン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４６６－ ２１：１１．８� ２８．３

７１４ ジョーオリオン 牡３栗 ５６ 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４６４＋１４ 〃 ハナ ６．６�
１２ トウショウブーム 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０６＋ ２１：１２．０１� １８．１�
８１６ ヒカルヨコハマ 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 ４８４± ０ 〃 クビ １４．２
４７ コウヨウゼウス 牡３芦 ５６ 松岡 正海寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４８２＋１８１：１２．１� ６１．６�
２３ サーストンデンバー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ４８８± ０１：１２．３１ １７９．５�

（大井）

７１３ ドリームリーグ 牡３栗 ５６ 柴田 大知セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５１４＋ ２１：１２．４� ４６．６�
２４ スズノライジン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５０４－ ４ 〃 ハナ ８２．２�
８１５� フクノツール 牡３鹿 ５６ 千葉 直人小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４８４＋ ２１：１２．７２ ６３４．９�
６１２ プリサイスファイン 牡３青鹿５６ 木幡 初広井山 登氏 矢野 照正 新ひだか シンボリ牧場 ４８０－ ８１：１４．３１０ １４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，２５５，５００円 複勝： ５６，６４４，１００円 枠連： ２５，９９３，９００円

馬連： ８８，８０６，７００円 馬単： ５１，１５７，０００円 ワイド： ３５，１７９，５００円

３連複： ９４，８４６，８００円 ３連単： １６７，０８４，７００円 計： ５５５，９６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（３－３） １，１２０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ３８０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，２６０円 ３ 連 単 ��� ７，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３６２５５５ 的中 � ４４９７１（３番人気）
複勝票数 計 ５６６４４１ 的中 � ７２３３５（３番人気）� １１５２１７（２番人気）� １２６５０２（１番人気）
枠連票数 計 ２５９９３９ 的中 （３－３） １７２５６（５番人気）
馬連票数 計 ８８８０６７ 的中 �� ６４３３６（２番人気）
馬単票数 計 ５１１５７０ 的中 �� １６３７３（７番人気）
ワイド票数 計 ３５１７９５ 的中 �� １６８３３（４番人気）�� ２２７８５（２番人気）�� ３６６３１（１番人気）
３連複票数 計 ９４８４６８ 的中 ��� ５５８３２（１番人気）
３連単票数 計１６７０８４７ 的中 ��� １５７１９（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．２―１１．８―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３４．０―４５．８―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．３
３ ５（６，９）（１，２）（１２，１４）（１０，１１）８，７（４，１３）１６－（３，１５） ４ ・（５，６）９（１，２）１４，１０（８，１１）１２，７（４，１６，１３）－３，１５

勝馬の
紹 介

サトノインスパイア �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．７．３ 函館７着

２００９．３．１生 牡３栗 母 ラグジャリークラス 母母 Gourmet Girl ４戦２勝 賞金 １２，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔その他〕 プリサイスファイン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プリサイスファイン号は，平成２４年４月１０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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 キンシツーストン号・ジアッロ号・ジャーフライト号・スターゲイジング号・タンブルブルータス号・ドルモン号・

ナイスゴールド号・ハタノアブソルート号・ピアチェーレ号・マックスガイ号
※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。



０５０５７ ３月１０日 曇 不良 （２４中山２）第５日 第９競走 ��
��２，０００�

た て や ま

館 山 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

６６ アドマイヤラクティ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２２：０８．９ ２．０�

３３ サトノエンペラー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２２：０９．１１� ５．１�
５５ ナンデヤネン 牡５青 ５７ 吉田 隼人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４９０± ０２：０９．４１� ６．８�
１１ バウンシングライト 牡７栗 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 クビ ７．２�
２２ 	 セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 丸山 元気久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９０＋ ４２：０９．５
 １３６．６�
４４ マイネルグート 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �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 ４９６＋ ２２：０９．６クビ １０．３	
８９ オメガブレイン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７０＋１４ 〃 クビ １６．９

８８ ラッキーバニラ 牡５青鹿５７ 田辺 裕信吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B５０２－ ２２：０９．７クビ １７．２�
７７ リキアイクロフネ 牡５鹿 ５７ 江田 照男高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６６＋ ４２：１０．７６ １９．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３６，０６４，６００円 複勝： ４９，３６９，１００円 枠連： １８，８９７，３００円

馬連： ８７，２４４，０００円 馬単： ５９，９８６，２００円 ワイド： ３１，８２４，３００円

３連複： ９３，２５８，５００円 ３連単： ２３０，７２６，８００円 計： ６０７，３７０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（３－６） ５２０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ２，４９０円

票 数

単勝票数 計 ３６０６４６ 的中 � １４４８２３（１番人気）
複勝票数 計 ４９３６９１ 的中 � １４６４１８（１番人気）� ８９０５５（２番人気）� ６６２９２（３番人気）
枠連票数 計 １８８９７３ 的中 （３－６） ２６９８９（１番人気）
馬連票数 計 ８７２４４０ 的中 �� １２８３５５（１番人気）
馬単票数 計 ５９９８６２ 的中 �� ５６８９９（１番人気）
ワイド票数 計 ３１８２４３ 的中 �� ４５８２９（１番人気）�� ２７２９４（２番人気）�� １８２６５（５番人気）
３連複票数 計 ９３２５８５ 的中 ��� ８８７４６（１番人気）
３連単票数 計２３０７２６８ 的中 ��� ６８５２０（１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１３．６―１３．８―１３．１―１２．９―１３．０―１２．２―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．９―３８．５―５２．３―１：０５．４―１：１８．３―１：３１．３―１：４３．５―１：５５．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤラクティ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１１．１４ 京都２着

２００８．２．２０生 牡４鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド １１戦３勝 賞金 ５０，４３４，０００円

０５０５８ ３月１０日 曇 不良 （２４中山２）第５日 第１０競走 ��
��２，５００�サンシャインステークス

発走１５時１０分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．３．１２以降２４．３．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

６８ エーシンミラージュ 牡４鹿 ５５ 岩田 康誠�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５２２－ ４２：４１．４ ４．０�

２２ セタガヤフラッグ 牡９鹿 ５３ 江田 照男千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６８－ ２２：４１．９３ ５３．３�
５６ エナージバイオ 牡７栗 ５３ 吉田 隼人バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ５０．３�
６９ タニノエポレット 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９６－１４２：４２．１１� ６．１�
７１０ ブルースターキング 牡６黒鹿５２ 丸山 元気 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７２－ ８２：４２．２� ３１．２�
１１ ヴァーゲンザイル 牡４黒鹿５５ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：４２．７３ ５．２	
８１２ フミノヤマビコ 牡５鹿 ５６ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７４－ ２２：４３．２３ ９．４

８１３ ヴァンダライズ 牡５栗 ５５ 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７０－ ２２：４３．４１� １４．４�
３３ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６８－ ４ 〃 ハナ ２２．１�
４５ スーサングレート 牡４栗 ５５ 松岡 正海林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B５０４± ０２：４３．８２� ３．４
５７ シ グ ナ リ オ 牡８栗 ５５ 武士沢友治小林 昌志氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ２２：４４．０� １８３．７�
７１１ タガノファントム 牡８栗 ５４ 石橋 脩八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８－１２２：４４．１� ７３．４�
４４ モーニングフェイス 牝５栗 ５３ 内田 博幸井高 義光氏 大和田 成 新ひだか 井高牧場 ５１８－ ２２：４４．７３� １９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，８０８，９００円 複勝： ６８，１２１，５００円 枠連： ３４，０１２，９００円

馬連： １４１，５４２，５００円 馬単： ７５，７０１，７００円 ワイド： ４７，７８４，１００円

３連複： １５６，００８，２００円 ３連単： ２９１，１６０，０００円 計： ８５３，１３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � １，０５０円 � ９５０円 枠 連（２－６） ７，５８０円

馬 連 �� １６，４６０円 馬 単 �� ２４，９１０円

ワ イ ド �� ４，２１０円 �� ２，７５０円 �� １２，０３０円

３ 連 複 ��� １１９，９４０円 ３ 連 単 ��� ５９０，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３８８０８９ 的中 � ７７１７２（２番人気）
複勝票数 計 ６８１２１５ 的中 � １１６１９５（３番人気）� １４６８８（１１番人気）� １６３０８（１０番人気）
枠連票数 計 ３４０１２９ 的中 （２－６） ３３１５（２０番人気）
馬連票数 計１４１５４２５ 的中 �� ６３５０（４３番人気）
馬単票数 計 ７５７０１７ 的中 �� ２２４３（６９番人気）
ワイド票数 計 ４７７８４１ 的中 �� ２７９５（４４番人気）�� ４３２０（２９番人気）�� ９６７（６７番人気）
３連複票数 計１５６００８２ 的中 ��� ９６０（１８３番人気）
３連単票数 計２９１１６００ 的中 ��� ３６４（９２３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．８―１２．３―１２．５―１２．９―１３．６―１３．４―１３．４―１３．２―１２．８―１２．８―１２．９―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．９―３１．２―４３．７―５６．６―１：１０．２―１：２３．６―１：３７．０―１：５０．２―２：０３．０―２：１５．８―２：２８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→	→�」 上り４F５１．２―３F３８．４
１
�
５－１２＝（１，３）－（２，１３）－４－８（６，９）（７，１１）－１０
５－１２，２，３－１（６，１３）４，９，８，１１，７，１０

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

勝馬の
紹 介

エーシンミラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．２ 阪神６着

２００８．５．３生 牡４鹿 母 エイシンワンシャン 母母 エイシンテネシー １５戦４勝 賞金 ５４，１１６，０００円
〔発走状況〕 コスタパルメーラ号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻３分遅延。
※モーニングフェイス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
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０５０５９ ３月１０日 曇 不良 （２４中山２）第５日 第１１競走 ��１，６００�アネモネステークス
発走１５時４５分 （芝・右・外）（桜花賞トライアル）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

７１３ パララサルー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�G１レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ２１：３９．６ ４．０�

５１０ マイネエポナ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４３４± ０１：３９．８１� ２３．１�

５９ クッカーニャ 牝３青鹿５４ 武士沢友治 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４５０－ ８１：３９．９クビ １２２．２�
８１５ セコンドピアット 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：４０．１１� ２７．２�
３５ トーセンベニザクラ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３８－ ４１：４０．３１� ５．１	
４８ チェリーメドゥーサ 牝３青鹿５４ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４３２± ０１：４０．４� ５．９

１１ タガノキャンドル 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４ 〃 クビ ７．５�
６１２ エクセラントカーヴ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１２－ ４１：４０．５� １０．６�
２４ ラフレーズカフェ 牝３青鹿５４ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：４０．６� ２４．１
２３ メイブリーズ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ２１：４０．７� １７．３�
１２ ガーネットチャーム 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４２０＋ ４ 〃 ハナ １４．５�
７１４� エミーズパラダイス 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：４０．８� １６．３�

（船橋） （大井）

３６ フレイムコード 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 ４４６－ ８１：４０．９クビ １８．５�
６１１ ト ル サ ー ド 牝３栗 ５４ 丸山 元気有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ４１：４１．３２� ９２．０�
８１６ フィールザラブ 牝３栗 ５４ 横山 典弘櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４１６－ ６１：４１．４� １８６．２�
４７ ハッピーシャワー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７８± ０１：４３．１大差 ３２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８９，２６３，５００円 複勝： １４９，６５０，０００円 枠連： ８９，０９５，７００円

馬連： ４０３，６０９，５００円 馬単： １９２，２２１，０００円 ワイド： １２２，１２９，４００円

３連複： ４９９，０４６，６００円 ３連単： ８７７，０２５，６００円 計： ２，４２２，０４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ６５０円 � ２，７８０円 枠 連（５－７） ３，８１０円

馬 連 �� ５，５９０円 馬 単 �� ８，７００円

ワ イ ド �� ２，０５０円 �� ９，８２０円 �� １８，１００円

３ 連 複 ��� ２２０，２８０円 ３ 連 単 ��� １，０６１，０６０円

票 数

単勝票数 計 ８９２６３５ 的中 � １７６２８０（１番人気）
複勝票数 計１４９６５００ 的中 � ２６９５００（１番人気）� ５４６０４（１１番人気）� １１４９９（１５番人気）
枠連票数 計 ８９０９５７ 的中 （５－７） １７２７２（１８番人気）
馬連票数 計４０３６０９５ 的中 �� ５３３５３（２４番人気）
馬単票数 計１９２２２１０ 的中 �� １６３１８（３４番人気）
ワイド票数 計１２２１２９４ 的中 �� １４９６８（２６番人気）�� ３０３４（８２番人気）�� １６４０（９５番人気）
３連複票数 計４９９０４６６ 的中 ��� １６７２（３４０番人気）
３連単票数 計８７７０２５６ 的中 ��� ６１０（１８０７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．９―４８．６―１：０１．４―１：１３．９―１：２６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２

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

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

パララサルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Stuka デビュー ２０１１．９．１９ 札幌２着

２００９．１．１９生 牝３鹿 母 タンタスエルテ 母母 Trapial ４戦３勝 賞金 ３７，０９１，０００円
〔発走状況〕 エクセラントカーヴ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エクセラントカーヴ号は，平成２４年３月１１日から平成２４年４月１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 クラウディーハート号・コリーヌ号・ブランダムール号・モエレフルール号・リントス号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりパララサルー号・マイネエポナ号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

０５０６０ ３月１０日 曇 不良 （２４中山２）第５日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１２ エイコオウイング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７０－ ２１：１０．３ ３．３�

３５ デイブレイク 牡４鹿 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８０－ ６１：１１．０４ １０１．９�
６１２ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ ５．７�
５１０ プリティーマッハ 牡４芦 ５７ 蛯名 正義越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４５２－ ２１：１１．３２ １８．３�
７１３ メイスンファースト 牡７鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８８± ０１：１１．５１� １０９．１�
８１６� エリザベートアスク 牝４栗 ５５ 大庭 和弥廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７６＋ ８１：１１．６	 １１９．５�
４７ � ク イ ポ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信	錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５５８＋ ２１：１１．７クビ １７３．５

７１４� ラビットファレル 牝４栗 ５５ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６０－ ６ 〃 クビ ７９．６�
８１５ トーセントレジャー 牡４鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４９０± ０１：１１．９
 ５．１
５９ シルクミライ 牝５黒鹿５５ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４７４＋ ４ 〃 クビ １４．７�
３６ ヒ シ ョ ウ �４栗 ５７ 内田 博幸岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４５０± ０１：１２．１１	 ７．０�
２３ キタサンハヤブサ 牡４芦 ５７ 三浦 皇成�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 B５３８＋ ４１：１２．４１
 ３１．７�
４８ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４６８－ ４１：１２．５	 ６．６�
２４ パ シ ャ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治�出口牧場 佐藤 全弘 日高 出口牧場 ４００＋ ２ 〃 アタマ １３７．４�
６１１ アイシークレット 牝５鹿 ５５ 戸崎 圭太吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８８－ ４１：１２．９２	 １８．３�

（大井）

１１ キングスウィープ 牡６青鹿５７ 松岡 正海増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４７２＋ ２１：１３．５３	 ４２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，１１９，７００円 複勝： ７３，０７２，０００円 枠連： ３９，２０５，０００円

馬連： １４０，４１９，１００円 馬単： ７４，７２０，２００円 ワイド： ５２，２８５，６００円

３連複： １５６，２０４，１００円 ３連単： ２９７，３５０，８００円 計： ８８０，３７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � １，４７０円 � ２００円 枠 連（１－３） １，０６０円

馬 連 �� １４，６２０円 馬 単 �� １７，６８０円

ワ イ ド �� ３，９４０円 �� ４１０円 �� ５，３６０円

３ 連 複 ��� ２２，３３０円 ３ 連 単 ��� １３７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ４７１１９７ 的中 � １１４９５２（１番人気）
複勝票数 計 ７３０７２０ 的中 � １４９９１４（１番人気）� ９１２４（１２番人気）� １０６３４０（３番人気）
枠連票数 計 ３９２０５０ 的中 （１－３） ２７３４９（４番人気）
馬連票数 計１４０４１９１ 的中 �� ７０９３（３９番人気）
馬単票数 計 ７４７２０２ 的中 �� ３１２０（５７番人気）
ワイド票数 計 ５２２８５６ 的中 �� ３０６６（３９番人気）�� ３５８９８（１番人気）�� ２２４２（４８番人気）
３連複票数 計１５６２０４１ 的中 ��� ５１６４（６８番人気）
３連単票数 計２９７３５０８ 的中 ��� １６０１（３９４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．３―１１．０―１１．９―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．６―３３．６―４５．５―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．７
３ ・（１，７）（２，３，１５）（５，６，８，１３）－（１１，１４）１６（４，９）１２－１０ ４ ７，２，１（５，３）（６，１５，１３）（１１，１４，８）－（４，９，１６）１２－１０

勝馬の
紹 介

エイコオウイング �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１０．１１．１３ 東京８着

２００８．５．１２生 牝４鹿 母 ホクトブルーバード 母母 ホクトフローラ １５戦２勝 賞金 ２８，４４０，０００円
〔制裁〕 トーセントレジャー号の騎手高嶋活士は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１２番・１１番・１０番・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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ダイゴロー号・ファーマレッド号
（非抽選馬） ３頭 クリンゲルベルガー号・ニシノフェミニン号・プランシングレディ号
※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。



（２４中山２）第５日 ３月１０日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９６，７２０，０００円
４，１６０，０００円
９，４６０，０００円
１，３５０，０００円
１７，６１０，０００円
６１，０１５，５００円
４，６８０，０００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
３８８，４１４，３００円
６３２，５６４，５００円
３１９，５６２，０００円
１，２１６，１８０，６００円
６９５，２０５，４００円
４３９，６２４，３００円
１，４４３，６５７，０００円
２，５８７，３７４，５００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 ７，７２２，５８２，６００円

総入場人員 １４，３９５名 （有料入場人員 １３，００７名）


