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０５０６１ ３月１１日 曇 不良 （２４中山２）第６日 第１競走 ��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４８ コンサートレディ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４６２± ０１：１２．０ ４．２�

３６ フレンチナデシコ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４１０＋ ４ 〃 クビ ９．７�

４７ スフィンクス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 ４３４－ ４１：１２．４２� １．７�
１１ メ カ マ ハ ロ 牝３鹿 ５４ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 平取 坂東牧場 ４６８± ０１：１２．６１ ８４．７�
６１２ ベストミニオン 牝３鹿 ５４ C．デムーロ 古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４４６± ０１：１２．８１� ７．０�

（伊）

２３ ムジャウハラート 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 ４６４＋ ４１：１２．９クビ １６．７�

３５ ミヤコライジング 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４３２－ ８１：１３．１１ ５４．９	
１２ ウィッシュガバナー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４３６－ ６１：１３．２� ８７．２

２４ ステラーケイト 牝３栗 ５４ 吉田 豊井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 パカパカ

ファーム ４５６－ ６１：１３．４１� ６６．８�
７１３ レインボーカムカム 牝３栗 ５４ 丸山 元気飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４４２＋ ２１：１３．５クビ １９３．３�
８１５ ヴ ァ ッ プ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B４５４± ０ 〃 アタマ ３０．７
５９ カシノペンダント 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４３４－１０１：１３．７１� ３４２．９�
５１０ カシノレインボー 牝３芦 ５４

５１ ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４４４－ ８ 〃 ハナ １５４．９�
７１４ コーラストウショウ 牝３栗 ５４ 木幡 初広トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８－ ２１：１６．０大差 ５７．７�
８１６ トレッビアーノ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥吉田 和美氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム ４３４＋１８１：２１．３大差 ２４７．１�
６１１ マンガンヒカル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 B４７２＋ ４ （競走中止） ３１９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１９２，５００円 複勝： ４８，８２２，６００円 枠連： １６，０１９，８００円

馬連： ５３，７７５，５００円 馬単： ４１，９６０，１００円 ワイド： ２４，６２０，１００円

３連複： ６８，６３８，５００円 ３連単： １３８，８８５，２００円 計： ４１４，９１４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（３－４） ５５０円

馬 連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，９９０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １７０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ８，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２２１９２５ 的中 � ４２４２０（２番人気）
複勝票数 計 ４８８２２６ 的中 � ７７９８８（２番人気）� ４１７４４（４番人気）� ２４５３４８（１番人気）
枠連票数 計 １６０１９８ 的中 （３－４） ２１８０６（３番人気）
馬連票数 計 ５３７７５５ 的中 �� ２０６６１（６番人気）
馬単票数 計 ４１９６０１ 的中 �� ７７７７（１２番人気）
ワイド票数 計 ２４６２０１ 的中 �� ９０９０（７番人気）�� ４８０１０（１番人気）�� １９５７７（３番人気）
３連複票数 計 ６８６３８５ 的中 ��� ６２１８８（２番人気）
３連単票数 計１３８８８５２ 的中 ��� １１４４０（２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．３―１１．２―１２．０―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．５―３３．７―４５．７―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンサートレディ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２０１１．１１．５ 東京７着

２００９．４．２３生 牝３鹿 母 ホクトガーランド 母母 ミステリアスダンサー ５戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔競走中止〕 マンガンヒカル号は，競走中に疾病〔左第１指骨開放骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレッビアーノ号は，平成２４年４月１１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミッドナイトリバー号
（非抽選馬） ３頭 アッティモ号・ゲンパチラヴダンス号・サクセスベルーナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０５０６２ ３月１１日 曇 不良 （２４中山２）第６日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４９０＋ ２１：５５．４ ２．９�

５１０ ハヤブサフィーバー 牡３栗 ５６ 内田 博幸武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８２＋ ２１：５５．５� ３．９�
６１２ ヤマノトライ 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 ５０８－ ６ 〃 クビ ６．０�

（大井）

１２ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 ４９２＋ ４１：５５．８１� １４．６�
２４ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４８４－ ２１：５５．９� ４．３�
１１ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０＋ ４１：５６．３２� ２７．８	
３６ インパルション 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４６０－ ８１：５６．５１� ５４．３

８１６ ト キ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３４＋ ２１：５６．６� ３６．９�
５９ ビーバックビート 牡３鹿 ５６ 武士沢友治廣崎 利洋氏 菊沢 隆徳 新冠 石田牧場 ５０８－ ８１：５７．３４ １２１．７�
４７ リンガスキッド 牡３栗 ５６ 田辺 裕信伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B４６４± ０１：５７．４� １０５．４
７１４ ゴールドルーキー 牡３栗 ５６ 木幡 初広居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４９８－ ８１：５８．１４ ２６０．２�
８１５ キシュウファイン 牝３芦 ５４ 丸山 元気木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 ４５８± ０１：５８．２� ２０７．９�
７１３ ジャングルスター 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５６６＋１１１：５９．０５ ３４３．４�
３５ テナシティー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４２：００．０６ ２０．１�
４８ トゥザパールスター 牝３黒鹿５４ 草野 太郎石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 野坂牧場 ３６６－ ２２：０１．６１０ ３７５．４�
６１１ サトノロードリー 牡３青鹿５６ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ５０２－ ２ （競走中止） ３５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３８８，７００円 複勝： ３３，５８３，５００円 枠連： １６，３６５，２００円

馬連： ５２，６７３，７００円 馬単： ３６，６５７，１００円 ワイド： ２２，２０６，１００円

３連複： ６４，８８７，０００円 ３連単： １１４，９５８，７００円 計： ３５９，７２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（２－５） ３４０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ３５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ３，８２０円

票 数

単勝票数 計 １８３８８７ 的中 � ５０１８１（１番人気）
複勝票数 計 ３３５８３５ 的中 � ７４０２２（１番人気）� ６１４４３（３番人気）� ５０２２２（４番人気）
枠連票数 計 １６３６５２ 的中 （２－５） ３５６５４（１番人気）
馬連票数 計 ５２６７３７ 的中 �� ６９６８３（２番人気）
馬単票数 計 ３６６５７１ 的中 �� ２６１４７（２番人気）
ワイド票数 計 ２２２０６１ 的中 �� ２８０４２（２番人気）�� １４８６３（４番人気）�� １２２９９（５番人気）
３連複票数 計 ６４８８７０ 的中 ��� ４９８７７（２番人気）
３連単票数 計１１４９５８７ 的中 ��� ２２２６３（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．７―３７．６―５０．９―１：０３．８―１：１６．６―１：２９．７―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．８
１
３
１０，１２，１５，４（５，６）７（３，８）（２，１３，１４，１６）－１，９－１１・（１０，１２）１５（４，３）（６，７）（２，５，１６，１１）－（１，１４，１３）－（８，９）

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

勝馬の
紹 介

ミヤビエスペランサ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２０１１．１１．２７ 東京８着

２００９．２．２８生 牡３鹿 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ ６戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔競走中止〕 サトノロードリー号は，競走中に疾病〔右第１趾骨開放骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥザパールスター号は，平成２４年４月１１日まで平地競走に出走できない。
※トゥザパールスター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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６日



０５０６３ ３月１１日 曇 不良 （２４中山２）第６日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ ミ ル テ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム ４２４－ ２１：１２．０ ２．６�
（大井）

６１２ タカオキセキ 牝３栗 ５４ 石神 深一�寺田工務店 田中 剛 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６６－ ２１：１２．１� ６．３�
４７ インディライト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２－ ２１：１２．８４ ８２．７�
８１５ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８４＋ ２１：１２．９� １００．５�
４８ ヴィグラスファイン 牡３栗 ５６ 武士沢友治井山 登氏 矢野 英一 新ひだか ヒサイファーム ４８６－ ４１：１３．１１� ３．６�
２３ アルドグリーン �３鹿 ５６ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河トラストスリーファーム ４３８－ ６１：１３．４１	 ７９．５�
３５ シ ム ー ン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成	ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４９４ ―１：１３．６１� ９．４

７１４ チアーズアゲン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４７０ ―１：１３．８１� ３４．８�
８１６ マ ン テ マ 牝３栗 ５４ C．デムーロ 池谷 誠一氏 栗田 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４１０－ ２１：１３．９クビ ３６．６�

（伊）

５１０ タ カ ミ ル 牡３芦 ５６ 横山 典弘村田 滋氏 石栗 龍彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４６６－ ８１：１４．１１� ７．０

１２ ヒ ト メ ボ レ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲原田 和真岩� 正志氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８０－ ２１：１４．２クビ ３３．７�

６１１ エンシェントデイズ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 中川 公成 新冠 イワミ牧場 ５００＋１４１：１４．９４ ６９．８�
１１ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４２６± ０１：１５．０� ６９．９�
２４ キタサンフジヤマ 牡３鹿 ５６ 草野 太郎	大野商事 嶋田 功 日高 古川 優 ４７４－１０１：１７．４大差 ２４４．４�
７１３ タマモレディ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B４３２－ ６１：１７．７１	 ４２．３�
３６ ドラゴントロフィー 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人窪田 芳郎氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B５２０± ０１：３７．９大差 ２２１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５８２，１００円 複勝： ３０，８４４，８００円 枠連： １６，２４３，８００円

馬連： ５２，０５５，１００円 馬単： ３７，５４２，０００円 ワイド： ２３，３１０，１００円

３連複： ６６，４２４，１００円 ３連単： １２０，５６４，８００円 計： ３６４，５６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １，１２０円 枠 連（５－６） ５６０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２，７７０円 �� ５，０４０円

３ 連 複 ��� １７，９８０円 ３ 連 単 ��� ４６，４００円

票 数

単勝票数 計 １７５８２１ 的中 � ５４５７７（１番人気）
複勝票数 計 ３０８４４８ 的中 � ７９０８０（１番人気）� ４０１２６（３番人気）� ４８４３（１２番人気）
枠連票数 計 １６２４３８ 的中 （５－６） ２１７５４（２番人気）
馬連票数 計 ５２０５５１ 的中 �� ４９２４０（２番人気）
馬単票数 計 ３７５４２０ 的中 �� ２０２７６（３番人気）
ワイド票数 計 ２３３１０１ 的中 �� １７２０３（３番人気）�� １９４９（２９番人気）�� １０５６（４６番人気）
３連複票数 計 ６６４２４１ 的中 ��� ２７２７（４９番人気）
３連単票数 計１２０５６４８ 的中 ��� １９１８（１３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．２―１２．３―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．８―４６．１―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ル テ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２０１１．７．２ 中山７着

２００９．２．９生 牝３栗 母 カモンマイハウス 母母 メイクアウイッシュ ７戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
〔その他〕 ドラゴントロフィー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタサンフジヤマ号・タマモレディ号は，平成２４年４月１１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） ５頭 コスモゴウテン号・ショウナンアタック号・ポップイン号・マイビビアーヌ号・ラヴィーズバード号
（非抽選馬） ４頭 アルマサント号・ドリームポルカ号・バグダッドカフェ号・プレミアムウォーズ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０５０６４ ３月１１日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２４中山２）第６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

２２ メジロアマギ 牝４栗 ５７ 蓑島 靖典岩� 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６６± ０３：１９．６ １８．５�

７１１ バックハウス 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ １．８�
５８ アイソトープ 牡７栗 ６０ 石神 深一 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ４８２－ ２３：１９．７� ９．０�
８１３ ダイバーシティ �７鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム B４５６－ ６３：２１．０８ ４．０�
４５ ゴーゴーシュンスケ 牡５栗 ６０ 草野 太郎藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４８０＋ ４３：２２．１７ ２１．１�
６９ � ハンドクラッピング 牡６栗 ６０ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４８２－１４３：２３．５９ ６２．６�
５７ テ ィ グ レ 牡４鹿 ５９ 金子 光希	ノースヒルズ 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０＋１２３：２５．８大差 ８０．７

３４ � キャラメルボイス 牝６栗 ５８ 小野寺祐太栗本 博晴氏 星野 忍 安平 ノーザンファーム ４３０－１５３：２６．２２� １８７．６�
８１４ アンシャンテルール 牝４黒鹿５７ 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３０－ ６３：２６．７３ １８８．４�
１１ � ティーケイラビット 牝４鹿 ５７ 平沢 健治喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６８－ ４３：２６．８� １２０．１
４６ ジャンピンジャック 牡４鹿 ５９ 大江原 圭佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４８０－ ８３：２７．４３� ９６．４�
３３ � スパイクウッド 牡７栗 ６０ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 戸田 博文 門別 新井 弘幸 ４８８－ １３：２７．８２� ５７．８�
６１０ バイナリースター 牝５鹿 ５８ 山本 康志 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ５３２＋ ６３：２９．７大差 ７．５�
７１２� スマートスパークル 牡６栗 ６０

５７ ▲高嶋 活士栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９２－ ２３：３８．７大差 ４８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５８５，９００円 複勝： ２１，３４４，８００円 枠連： １２，１５１，２００円

馬連： ３６，８９２，０００円 馬単： ３２，２０９，９００円 ワイド： １６，６５５，４００円

３連複： ５０，７３８，７００円 ３連単： １０１，０８６，６００円 計： ２８７，６６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（２－７） １，２９０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ４，６００円

ワ イ ド �� ５１０円 �� １，５１０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� ３３，４００円

票 数

単勝票数 計 １６５８５９ 的中 � ７０７０（５番人気）
複勝票数 計 ２１３４４８ 的中 � １５８９４（５番人気）� ９０１９０（１番人気）� ２２２９７（３番人気）
枠連票数 計 １２１５１２ 的中 （２－７） ６９５５（５番人気）
馬連票数 計 ３６８９２０ 的中 �� ２１３２１（４番人気）
馬単票数 計 ３２２０９９ 的中 �� ５１６９（１４番人気）
ワイド票数 計 １６６５５４ 的中 �� ８２１８（４番人気）�� ２４８５（２０番人気）�� １１３９８（３番人気）
３連複票数 計 ５０７３８７ 的中 ��� １３５５８（７番人気）
３連単票数 計１０１０８６６ 的中 ��� ２２３４（８４番人気）

上り １マイル １：５２．８ ４F ５５．４－３F ４１．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロアマギ �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．９．１２ 中山６着

２００８．４．１２生 牝４栗 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 障害：３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ゴーゴーシュンスケ号の騎手草野太郎は，１号障害飛越後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への進

路影響）



０５０６５ ３月１１日 晴 重 （２４中山２）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

３６ ロードラディアント 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４７２＋ ６１：３９．２ １１．６�

６１２ シベリアンスパーブ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４７６－１４１：３９．８３� ７．３�
７１３ マイネルスパイス 牡３鹿 ５６ C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４２２＋ ６１：４０．２２� ３．０�
（伊）

２４ デカントラップ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥池谷 誠一氏 栗田 徹 新ひだか 本桐牧場 ４７０＋１２１：４０．３クビ ３５．８�
８１５ ウインクルチャチャ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４７４－ ４１：４０．６１� １９．９�
４７ サトノヒーロー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０４＋１２ 〃 クビ ３．９�
１２ レディインラヴ 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３４－ ４ 〃 アタマ ６６．７	
８１６ ロンギングトゥユー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：４０．７� ７．４

４８ ムーンベックカフェ 牡３栗 ５６ 松岡 正海西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ２１：４０．９１� １０．２�
２３ 	 ヒシラストレディ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-
ichiro Abe ４２６± ０１：４１．１１� ５５．７�

５９ ジパングティアラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣大野 龍氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－ ８１：４１．３１� １２２．１
７１４ イマジンジョン 牡３青 ５６ 木幡 初広湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４８２ ―１：４１．４� １６２．６�
６１１ マイネマリアンヌ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ２１：４１．５クビ １５．３�
１１ ジョイフルワールド 牡３栗 ５６ 吉田 豊前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 佐竹 学 ４３４－ ８１：４１．７１� １５８．５�
３５ マ ド カ 牝３栗 ５４ 武士沢友治中田 和宏氏 木村 哲也 平取 有限会社中

田牧場 ４３８ ―１：４１．８� １３１．４�
５１０ ショウナンアゼリア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２０－１４１：４２．４３� ２４２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６８５，８００円 複勝： ３９，８４８，１００円 枠連： ２０，９０３，５００円

馬連： ６４，３５８，５００円 馬単： ４４，４５０，９００円 ワイド： ２７，６０８，４００円

３連複： ７６，６５２，７００円 ３連単： １２２，１２１，８００円 計： ４１９，６２９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３２０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（３－６） ２，８９０円

馬 連 �� ３，８５０円 馬 単 �� ８，８５０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ６３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ３，７４０円 ３ 連 単 ��� ３６，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２３６８５８ 的中 � １６１９１（６番人気）
複勝票数 計 ３９８４８１ 的中 � ２６４６５（７番人気）� ４１４９６（３番人気）� １０３０３２（１番人気）
枠連票数 計 ２０９０３５ 的中 （３－６） ５３４９（１１番人気）
馬連票数 計 ６４３５８５ 的中 �� １２３５０（１６番人気）
馬単票数 計 ４４４５０９ 的中 �� ３７０８（３４番人気）
ワイド票数 計 ２７６０８４ 的中 �� ５０１１（１６番人気）�� １０７７６（５番人気）�� １７４３８（３番人気）
３連複票数 計 ７６６５２７ 的中 ��� １５１２８（１２番人気）
３連単票数 計１２２１２１８ 的中 ��� ２４８０（１２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．３―４９．２―１：０２．５―１：１５．１―１：２６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．７

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードラディアント �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１１．６．１９ 中山５着

２００９．３．７生 牡３鹿 母 ハーバーキラリ 母母 ハーバーカレン ５戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
※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。
（非当選馬） ４頭 エアロッシュ号・クライマックス号・タマモスキップ号・ミッドコサージュ号
（非抽選馬） ２頭 イルマーレ号・エメラルポケット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０５０６６ ３月１１日 晴 重 （２４中山２）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１２ アサクサマジック 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４０ ―１：５７．３ ６．６�

４６ カハラビスティー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４９０ ―１：５７．４� ３．７�
６１０ スターノエル 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：５７．６１� ６．４�
２２ インスペード 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２ ―１：５８．２３� ４．１�
５８ アスタプロント 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：５８．７３ ８．４�
２３ アクセラレーター 牡３栗 ５６ 吉田 豊�ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２ ―１：５８．８� １３１．８	
３５ サクラオルフェウス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 ５２０ ― 〃 クビ ７．１

１１ リネンヴィヴィッド 牡３鹿 ５６ 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 ５０４ ―１：５９．０１� ３９．５�
８１５ シャインブレイザー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４８６ ― 〃 クビ １７．７�
３４ ジョビジョバ 牡３栗 ５６ 江田 照男伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 ４９２ ―１：５９．２１� １０７．４
４７ ビットバイビット 牝３鹿 ５４ 小林 淳一吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：５９．４１ ６９．５�
７１３ ジョウノバトラー 牡３青鹿５６ 鮫島 良太小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４８０ ―１：５９．６１� １４５．４�
６１１ ショウナンカーメル 牡３栗 ５６ 丸山 元気�湘南 古賀 史生 平取 高橋 幸男 ５０６ ―１：５９．９１� ３４．２�
５９ マ サ キ セ キ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介ディアレスト 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 ４７２ ―２：００．７５ １１９．３�
８１４ アキノアポロ 牡３芦 ５６ 石神 深一穐吉 正孝氏 田中 剛 青森 諏訪牧場 ５０２ ―２：０２．５大差 ５９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，０６７，６００円 複勝： ３１，６９３，９００円 枠連： １６，０３４，２００円

馬連： ５８，８７３，９００円 馬単： ３７，９８６，５００円 ワイド： ２２，５４０，９００円

３連複： ６６，５１６，６００円 ３連単： １１５，９１４，０００円 計： ３７３，６２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（４－７） ９７０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ８８０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，７８０円 ３ 連 単 ��� １４，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２４０６７６ 的中 � ２８９４７（４番人気）
複勝票数 計 ３１６９３９ 的中 � ３７０８６（４番人気）� ６０８８９（１番人気）� ３５０２４（５番人気）
枠連票数 計 １６０３４２ 的中 （４－７） １２２１７（３番人気）
馬連票数 計 ５８８７３９ 的中 �� ３４７９５（３番人気）
馬単票数 計 ３７９８６５ 的中 �� ９５２９（８番人気）
ワイド票数 計 ２２５４０９ 的中 �� １１５７２（２番人気）�� ６０５０（１３番人気）�� ９５２６（５番人気）
３連複票数 計 ６６５１６６ 的中 ��� １７７１８（６番人気）
３連単票数 計１１５９１４０ 的中 ��� ５８３８（３８番人気）

ハロンタイム １３．８―１２．８―１３．０―１３．９―１４．３―１３．７―１２．５―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．８―２６．６―３９．６―５３．５―１：０７．８―１：２１．５―１：３４．０―１：４５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３５．８
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アサクサマジック �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．２．１３生 牡３黒鹿 母 カラフルトーク 母母 シングライクトーク １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔制裁〕 アサクサマジック号の騎手杉原誠人は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番・１番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アキノアポロ号は，平成２４年４月１１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ラブジュリエット号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 アナンジュパス号・インパクトシチー号・カタクリズム号・セプタードアイル号・ネオシアリーズ号・ハラハラ号・

ファイナルフォーム号・ブリリアントピース号・ミッキーフラッシュ号



０５０６７ ３月１１日 晴 重 （２４中山２）第６日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

７８ マイネルカーミン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７４－ ２２：０８．７ １２．０�

８１１� キングクリチャン 牡３栗 ５６ 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７６－ ２２：０９．０１� ２４７．１�
７９ エアルプロン 牡３鹿 ５６ C．デムーロ �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９０－ ４２：０９．４２� ３．５�

（伊）

６６ スピルバーグ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 クビ １．７�
２２ マイネルスパーブ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム ４５８＋ ２２：０９．６１� １７．０�
３３ ア ー カ イ ブ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２２：０９．７� １０．１	
４４ 	 コスモワイルド 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 河津 裕昭 日高 白瀬 明 ４５８± ０２：１０．１２� ８６．１


（川崎） （大井）

６７ ディーエスライダー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド ４９６－ ２２：１０．３１
 １２．６�
５５ テイエムサイエンス 牡３黒鹿５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４２－ ４２：１０．８３ ３５８．８�
８１０ カイシュウタビビト 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 ４９２－ ２２：１１．０１
 ２６．８
１１ シンデンアラタ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４７８－ ４ 〃 ハナ ２１７．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，５１２，７００円 複勝： ６７，３２９，４００円 枠連： １７，７３８，７００円

馬連： ７４，０６８，８００円 馬単： ６０，３１８，５００円 ワイド： ２８，８８６，５００円

３連複： ７９，４３８，６００円 ３連単： ２１９，１８４，３００円 計： ５８１，４７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３１０円 � ４，５４０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ２，６６０円

馬 連 �� ７３，０８０円 馬 単 �� １７２，５４０円

ワ イ ド �� １２，８９０円 �� ５４０円 �� ８，５００円

３ 連 複 ��� ８２，４６０円 ３ 連 単 ��� ４９７，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３４５１２７ 的中 � ２２７７３（４番人気）
複勝票数 計 ６７３２９４ 的中 � ５８８９３（３番人気）� ３０３４（９番人気）� １０６１８６（２番人気）
枠連票数 計 １７７３８７ 的中 （７－８） ４９２７（９番人気）
馬連票数 計 ７４０６８８ 的中 �� ７４８（３６番人気）
馬単票数 計 ６０３１８５ 的中 �� ２５８（７１番人気）
ワイド票数 計 ２８８８６５ 的中 �� ５２４（３５番人気）�� １４６３１（５番人気）�� ７９７（３２番人気）
３連複票数 計 ７９４３８６ 的中 ��� ７１１（６９番人気）
３連単票数 計２１９１８４３ 的中 ��� ３２５（３６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．４―２５．９―４０．１―５４．３―１：０７．６―１：２０．８―１：３３．３―１：４５．１―１：５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．４
１
３
２，３，８，９，４，６，１（５，１０）（７，１１）
１１－２（８，３）（９，６）４（１，１０）７，５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルカーミン �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．９．３ 新潟１１着

２００９．３．８生 牡３黒鹿 母 スカーレットオハラ 母母 オレンジジャスミン ８戦２勝 賞金 １８，８２７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０５０６８ ３月１１日 晴 不良 （２４中山２）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

６８ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５６＋ ４１：５４．７ ８．８�

７９ ビービーバカラ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４６０－ ２ 〃 アタマ １３．２�
１１ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５５ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ２１：５４．８� ２．２�
５５ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 田辺 裕信吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：５５．０１� ４．０�
７１０� アドマイヤキャロル 牝５黒鹿５５ 北村 宏司近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：５５．３１� ４７．３�
５６ � ミスチフキッツ 牝４栗 ５５

５２ ▲原田 和真 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４４４＋ ８ 〃 ハナ ２１７．０�
３３ キトゥンブルー 牝４青鹿５５ 戸崎 圭太 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ８１：５５．５１� ９．６	
（大井）

４４ オークヴィル 牝４鹿 ５５ 福永 祐一下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４８６± ０１：５５．９２� ５．１

８１１ ホワイトアッシュ 牝４芦 ５５ 津村 明秀�グランド牧場 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ２９３．０�
８１２ ウィッシュアゲン 牝５鹿 ５５ 丸山 元気浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４５２－ ６１：５６．４３ １１１．３�
２２ ソルプリマベラ 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成小河 一氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４２８＋ ４１：５６．５クビ １２５．９�
６７ � ドクターブリーズ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４２６－ ８１：５７．０３ ２９７．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，７９５，０００円 複勝： ５１，５８１，０００円 枠連： １９，６４３，９００円

馬連： ８２，３２０，３００円 馬単： ５９，３６６，１００円 ワイド： ３０，７７１，９００円

３連複： ８６，９６９，４００円 ３連単： ２０１，９７９，１００円 計： ５６５，４２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � １１０円 枠 連（６－７） ２，５２０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ６，６００円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ３７０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� １８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３２７９５０ 的中 � ２９４５６（４番人気）
複勝票数 計 ５１５８１０ 的中 � ５９７３５（３番人気）� ３６２６２（６番人気）� １９３５０７（１番人気）
枠連票数 計 １９６４３９ 的中 （６－７） ５７６１（１０番人気）
馬連票数 計 ８２３２０３ 的中 �� １８０１０（１５番人気）
馬単票数 計 ５９３６６１ 的中 �� ６６４６（２７番人気）
ワイド票数 計 ３０７７１９ 的中 �� ８７４０（１２番人気）�� ２２１９２（３番人気）�� １７２５７（７番人気）
３連複票数 計 ８６９６９４ 的中 ��� ３０５３２（８番人気）
３連単票数 計２０１９７９１ 的中 ��� ８０５２（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．９―５０．１―１：０３．４―１：１６．６―１：２９．５―１：４２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラエメラルド �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 フオテイテン デビュー ２０１０．１２．２５ 中山９着

２００８．５．４生 牝４鹿 母 ナムラキャサリン 母母 フ ェ ナ １４戦２勝 賞金 ２２，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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。



０５０６９ ３月１１日 晴 不良 （２４中山２）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

りょうごく

両 国 特 別
発走１４時３５分 （ダート・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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５７ C．デムーロ 松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ２１：１０．４ ３．１�
（伊）

５９ ウッドシップ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４８４＋ ６１：１０．６１� ３７．８�
２４ � アーリーデイズ 	５鹿 ５７ 福永 祐一加藤 守氏 中竹 和也 米 George

Pruette ４６０－１４１：１０．７クビ ３．２�
１１ ケイアイクライム 牡５黒鹿５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５１８－ ４１：１０．８
 ２５．０�
２３ センジンジョー 牡５鹿 ５７ 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４５８－ ２１：１０．９
 １４．１�
７１３ ケンエンブレム 牡４鹿 ５７ 松岡 正海中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ２５．４�
６１１ トウカイチャーム 牡４栗 ５７ 田辺 裕信内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４８４－ ２１：１１．１１ １３．５	
３５ ケイアイマーズ 牡６鹿 ５７ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４７２－ ４ 〃 アタマ ７６．２


（大井）

４８ ドクトルジバゴ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４７８－ ２ 〃 クビ １５．１�
６１２ レッツゴーマークン 牡４栗 ５７ 武士沢友治魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム B４５２＋ ２１：１１．３１� ２２．０�
４７ クロフォード 牝５青 ５５ 内田 博幸 サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４ 〃 ハナ ７．２�
１２ モリトブイコール 	４栗 ５７ 大庭 和弥石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 ４７０＋ ２１：１１．４クビ ２４３．７�
７１４ シャインエフォート 牝６鹿 ５５ 三浦 皇成皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 ４８４＋１０１：１１．８２
 ２３５．６�
５１０ コ コ カ ラ 牡５栗 ５７ 木幡 初広ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ５０２＋１０ 〃 ハナ １２６．３�
８１５� ヴィルマール 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣吉田 和美氏 武藤 善則 豪 Paulyn Invest-

ments Pty Ltd ４７８－１０１：１１．９クビ ５１．８�
３６ カリステジア 牝４鹿 ５５ 丸山 元気岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ４７０－ ６１：１２．７５ １２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，６０７，１００円 複勝： ６５，３２２，３００円 枠連： ３７，９９８，３００円

馬連： １３３，７９０，０００円 馬単： ７８，２１７，５００円 ワイド： ５１，２８８，１００円

３連複： １５８，４９６，４００円 ３連単： ２６８，０１９，０００円 計： ８３２，７３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ７４０円 � １８０円 枠 連（５－８） ４，６００円

馬 連 �� ６，１１０円 馬 単 �� ９，１８０円

ワ イ ド �� ２，１９０円 �� ２７０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ７，１６０円 ３ 連 単 ��� ４７，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３９６０７１ 的中 � １０１０９６（１番人気）
複勝票数 計 ６５３２２３ 的中 � １５３２８９（１番人気）� １５８０５（１１番人気）� １０６３６７（２番人気）
枠連票数 計 ３７９９８３ 的中 （５－８） ６１０２（１８番人気）
馬連票数 計１３３７９００ 的中 �� １６１８１（２４番人気）
馬単票数 計 ７８２１７５ 的中 �� ６２９０（３１番人気）
ワイド票数 計 ５１２８８１ 的中 �� ５２０２（２９番人気）�� ５７０３５（１番人気）�� ４６３０（３３番人気）
３連複票数 計１５８４９６４ 的中 ��� １６３５０（２０番人気）
３連単票数 計２６８０１９０ 的中 ��� ４１６１（１３６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．１―１１．８―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．０―４５．８―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツチヤマ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．２７ 中山１５着

２００７．３．２３生 牡５鹿 母 カパルアベイ 母母 カ パ ル ア ２１戦４勝 賞金 ６８，９９９，０００円
※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） ２頭 アンジュヴォレ号・ディアアゲイン号
（非抽選馬） ７頭 ウエスタンハピネス号・キンショーユウジャ号・シャドウエレメント号・セイウンリファイン号・ダイワモービル号・

フジノタカワシ号・モエレデフィニット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

０５０７０ ３月１１日 晴 重 （２４中山２）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

こ ち

東風ステークス
発走１５時１０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

５５ ツクバホクトオー 牡６黒鹿５５ 三浦 皇成荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８０± ０１：３６．８ １６．９�

４４ ネオヴァンドーム 牡５鹿 ５５ 戸崎 圭太小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２－ ６１：３７．４３� ３．４�
（大井）

２２ ラインブラッド 牡６栗 ５６ 後藤 浩輝大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５００－１０１：３７．５� ３７．６�
６８ テイエムオオタカ 牡４鹿 ５６ 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ５０２＋３２１：３７．７１	 ３．９�
３３ ギンザボナンザ 牝５青 ５３ 柴田 善臣有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５６－ ６ 〃 クビ ６．０�
５６ 
 レジェトウショウ 牝６栗 ５３ 江田 照男トウショウ産業� 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 ４８６＋１０１：３７．８クビ ３３．４�
１１ アンシェルブルー 牝５黒鹿５３ 横山 典弘矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４６４＋ ８１：３７．９� ３．７	
８１２ ロビンフット 牡４青鹿５５ 吉田 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B５１４－ ２１：３８．５３� ９２．９

８１１ サワヤカラスカル 牝７鹿 ５４ 津村 明秀永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４４６－ ６ 〃 クビ ５６．５�
７９ ダイシングロウ 牡８黒鹿５６ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０８－１２１：３８．７１ １３．７�
７１０ ホッカイカンティ 牡７鹿 ５６ 武士沢友治北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５３０＋ ４１：３８．８� ２７．４�
６７ ヤマニンウイスカー 牡６青 ５６ 藤岡 佑介土井 肇氏 日吉 正和 新冠 錦岡牧場 ５０２± ０１：３９．２２� ８２．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３８，８０８，３００円 複勝： ５８，０６０，１００円 枠連： ２９，６６１，８００円

馬連： １４８，１９８，８００円 馬単： ８６，５７２，５００円 ワイド： ４７，６７２，４００円

３連複： １５９，５４５，１００円 ３連単： ３２９，１８１，７００円 計： ８９７，７００，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ３８０円 � １７０円 � ８３０円 枠 連（４－５） １，９４０円

馬 連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ７，８１０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ４，１４０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ２０，１４０円 ３ 連 単 ��� １４３，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３８８０８３ 的中 � １８１３４（６番人気）
複勝票数 計 ５８０６０１ 的中 � ３６１０２（６番人気）� １２３４１９（１番人気）� １４５８４（９番人気）
枠連票数 計 ２９６６１８ 的中 （４－５） １１２８９（１１番人気）
馬連票数 計１４８１９８８ 的中 �� ３６４２４（１１番人気）
馬単票数 計 ８６５７２５ 的中 �� ８１８１（２８番人気）
ワイド票数 計 ４７６７２４ 的中 �� １５５６８（８番人気）�� ２７２８（４０番人気）�� ７５７８（１８番人気）
３連複票数 計１５９５４５１ 的中 ��� ５８４８（６３番人気）
３連単票数 計３２９１８１７ 的中 ��� １６９８（３６３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１１．７―１２．１―１２．５―１２．０―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．３―３６．０―４８．１―１：００．６―１：１２．６―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２

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

勝馬の
紹 介

ツクバホクトオー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００８．７．１２ 福島２着

２００６．４．４生 牡６黒鹿 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル ３４戦４勝 賞金 １２９，３１３，０００円
※ギンザボナンザ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

２レース目



０５０７１ ３月１１日 晴 重 （２４中山２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第３０回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）

牝，４歳以上，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
ローレル競馬場賞（１着）

賞 品
本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６１２ レディアルバローザ 牝５鹿 ５４ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８２－ ８１：５０．６ １７．７�

４７ オールザットジャズ 牝４鹿 ５３ 藤岡 佑介市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４０－ ４１：５０．７� １６．０�
２４ エオリアンハープ 牝６栗 ５３ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：５０．８� ２６．３�
１１ マイネイサベル 牝４鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４５８－ ６１：５１．０１� ２８．４�
８１５ ホエールキャプチャ 牝４芦 ５５．５ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋１４ 〃 ハナ ４．４�
７１３ コスモネモシン 牝５青鹿５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４６８－ ８１：５１．１� ９．３	
５１０ ブロードストリート 牝６鹿 ５５ 鮫島 良太下河
行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５２－ ４１：５１．２クビ １８．７�
１２ ア カ ン サ ス 牝４青 ５３ 内田 博幸魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：５１．４１� ６．６�
３６ アプリコットフィズ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８ 〃 同着 ４．４
２３ カ ル マ ー ト 牝４黒鹿５２ 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ８１：５１．５� ６０．５�
７１４ ドナウブルー 牝４鹿 ５４ C．デムーロ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４２０－１６１：５１．７１� ７．７�

（伊）

８１６ パールシャドウ 牝６鹿 ５３ 武士沢友治飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：５２．０２ １１２．２�
４８ スピードリッパー 牝４栗 ５２ 北村 宏司吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６８＋１４１：５２．２１� ６９．６�
３５ イタリアンレッド 牝６鹿 ５６ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 石坂 正 千歳 社台ファーム ４７８－ ４ 〃 アタマ １５．３�
６１１ アニメイトバイオ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４９６＋２８１：５２．５２ ２１．８�
５９ ダンスファンタジア 牝４鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：５２．６� ５１．４�

（１６頭）

売 得 金
単勝： １５８，１４５，５００円 複勝： ２５２，４３９，７００円 枠連： １６４，２６８，８００円 馬連： ７７５，９３２，８００円 馬単： ３８４，９０３，４００円

ワイド： ２４２，７２２，８００円 ３連複： １，０８４，８１４，６００円 ３連単： １，９８１，７１３，０００円 ５重勝： ９４３，８４８，４００円 計： ５，９８８，７８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ５７０円 � ５４０円 � ６８０円 枠 連（４－６） ５，８２０円

馬 連 �� １２，７８０円 馬 単 �� ２９，１３０円

ワ イ ド �� ３，４１０円 �� ４，０８０円 �� ４，３００円

３ 連 複 ��� ８９，５３０円 ３ 連 単 ��� ６２６，３５０円

５ 重 勝
対象競走：阪神１０R／中山１０R／中京１１R／阪神１１R／中山１１R

キャリーオーバー なし����� ２３，２１８，６８０円

票 数

単勝票数 計１５８１４５５ 的中 � ７０４８０（８番人気）
複勝票数 計２５２４３９７ 的中 � １１７０２２（８番人気）� １２４５６２（７番人気）� ９６３８９（１０番人気）
枠連票数 計１６４２６８８ 的中 （４－６） ２０８４１（２６番人気）
馬連票数 計７７５９３２８ 的中 �� ４４８３３（４７番人気）
馬単票数 計３８４９０３４ 的中 �� ９７５４（１０４番人気）
ワイド票数 計２４２７２２８ 的中 �� １７５９０（４４番人気）�� １４６４６（５２番人気）�� １３８６５（５５番人気）
３連複票数 計１０８４８１４６ 的中 ��� ８９４３（２４６番人気）
３連単票数 計１９８１７１３０ 的中 ��� ２３３５（１５４４番人気）
５重勝票数 計９４３８４８４ 的中 ����� ３０

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．９―１２．７―１２．７―１２．８―１２．０―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．１―４８．８―１：０１．５―１：１４．３―１：２６．３―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．３
１
３
１２，１（３，９，１５）（２，１４）（６，８）（４，１６）（１０，１１）１３，５，７・（１２，１５）（１，９，８）（６，１４）（３，４，１６）（１３，１１）（２，１０）５，７

２
４

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

勝馬の
紹 介

レディアルバローザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tejano Run デビュー ２００９．１１．２１ 京都３着

２００７．４．２１生 牝５鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord ２３戦５勝 賞金 １８４，９３３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ギンザボナンザ号・クーデグレイス号・フラワーロック号・モーニングフェイス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０５０７２ ３月１１日 晴 重 （２４中山２）第６日 第１２競走 ��
��２，４００�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，４歳５６�５歳以上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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

５８ アイアムイチバン 牡５芦 ５７ 三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９６－ ２２：３４．０ １２．１�

７１２ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５６ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７６－ ８２：３４．２１� ５７．５�
８１３ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５６ 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５８－１０ 〃 クビ ４．０�
７１１ メイショウサリマン 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７０－ ８２：３４．３� １１．３�
１１ 	 フォンテーヌブロー 牡４黒鹿５６ 横山 典弘村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４９６± ０２：３４．４� ７．２�
８１４ キングオブフェイス 牡４栗 ５６ 戸崎 圭太西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ５１２－ ６２：３４．６１� ５０．７�

（大井）

３４ プロヴィデンス 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１４－ ４２：３５．０２� ２６．７	
３３ 	 ナムラボルカーン 牡４鹿 ５６ 内田 博幸�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 中島牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ４．７

４６ ロケットダイヴ 牡５鹿 ５７ C．デムーロ 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B４４４－ ２２：３６．３８ ４．８�

（伊）

６１０ セイカプレスト 牡６黒鹿５７ 丸山 元気久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７４－ ６ 〃 ハナ ２４５．３�
２２ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５６ 岩部 純二鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９０＋ ６ 〃 アタマ １２．８
４５ 	 エルドラゴン 牡４鹿 ５６ 津村 明秀ザ・チャンピオンズ 高木 登 新ひだか 田中 裕之 ５０６－ ４２：３７．０４ １１８．１�
５７ マイネルトレース 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 澤田 嘉隆 B４８４＋ ６２：３７．１クビ １６８．８�
６９ 	 イグゼキュティヴ 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 B５１４－ ２２：３８．５９ ９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６４，９８４，４００円 複勝： ９５，０６３，１００円 枠連： ４８，０１１，０００円

馬連： １９３，５５２，８００円 馬単： １０６，９１２，６００円 ワイド： ６９，５４４，５００円

３連複： ２２７，５００，９００円 ３連単： ４５５，５９０，７００円 計： １，２６１，１６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３７０円 � ８９０円 � ２００円 枠 連（５－７） ５，５３０円

馬 連 �� ２９，９３０円 馬 単 �� ４８，１７０円

ワ イ ド �� ６，８８０円 �� ９６０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� ３０，６１０円 ３ 連 単 ��� ２６７，４９０円

票 数

単勝票数 計 ６４９８４４ 的中 � ４２３８５（７番人気）
複勝票数 計 ９５０６３１ 的中 � ６５１９４（７番人気）� ２３５１３（１０番人気）� １５１４９８（２番人気）
枠連票数 計 ４８０１１０ 的中 （５－７） ６４１１（２６番人気）
馬連票数 計１９３５５２８ 的中 �� ４７７３（５４番人気）
馬単票数 計１０６９１２６ 的中 �� １６３８（９９番人気）
ワイド票数 計 ６９５４４５ 的中 �� ２４１５（５２番人気）�� １８６８４（１１番人気）�� ６３４７（３５番人気）
３連複票数 計２２７５００９ 的中 ��� ５４８６（９２番人気）
３連単票数 計４５５５９０７ 的中 ��� １２５７（６６７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．７―１２．３―１２．０―１３．２―１３．４―１３．３―１３．０―１２．６―１２．５―１３．３―１３．６

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―２４．８―３７．１―４９．１―１：０２．３―１：１５．７―１：２９．０―１：４２．０―１：５４．６―２：０７．１―２：２０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアムイチバン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２０ 中山１着

２００７．３．６生 牡５芦 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ ２２戦４勝 賞金 ４４，０５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（２４中山２）第６日 ３月１１日（日曜日） 曇後晴 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 １７４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

２４１，７９０，０００円
７，５６０，０００円
１，７５０，０００円
２１，８５０，０００円
５９，８５３，０００円
５，４７０，８００円
１，６７０，４００円

勝馬投票券売得金
４９１，３５５，６００円
７９５，９３３，３００円
４１５，０４０，２００円
１，７２６，４９２，２００円
１，００７，０９７，１００円
６０７，８２７，２００円
２，１９０，６２２，６００円
４，１６９，１９８，９００円
９４３，８４８，４００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
５ 重 勝
計 １２，３４７，４１５，５００円

総入場人員 ２５，６９７名 （有料入場人員 ２３，４７４名）


