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０８００１ ３月２４日 小雨 不良 （２４中山３）第１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）

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

５１０ 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 ４６４＋ ４１：１１．４ １．６�

７１４ ベルモントフェスタ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント
ファーム ５５６± ０１：１１．７２ ８．３�

１２ 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 B４６６＋ ２１：１２．０１� ３３．８�

８１６ 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 ４７０－ ２１：１２．２１� ６．２�
１１ 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 ５０６＋ ８１：１２．４１� ６．５�
５９ ボ ナ ン ザ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６８－ ６１：１２．５� ３０．０	
２３ セントシルバーツウ 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士太田銀一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４８６ ―１：１２．８１� ２４６．６

３６ エピクリオス �３鹿 ５６ 小林 淳一日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ５０６＋ ４１：１２．９� ７４．７�
４８ デルマビシャモン 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B４４０± ０ 〃 ハナ １９５．７�
８１５ フロイントシャフト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 本巣牧場 ４７８－１０１：１３．０� １８．８
７１３ プレミアムウォーズ 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４６０－ ６１：１３．２１ ３４２．７�
３５ キングユウヤ 牡３栗 ５６ 松岡 正海藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ５３２－ ２１：１３．３� １２７．４�
６１２ デ ー ヴ ィ ー 牝３鹿 ５４ 石神 深一�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 ４２６－ ４ 〃 アタマ １５８．９�
４７ パシステント 牡３栗 ５６ 木幡 初広井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４４８＋ ２１：１３．６１� ４４０．６�
２４ エーミングハイ 牡３栗 ５６ 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５０８ ―１：１４．２３� ５０．３�
６１１ クラウンウィロー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 法理牧場 ５２２ ―１：１５．０５ ２２８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９５８，６００円 複勝： ６２，８１５，５００円 枠連： １４，７４５，１００円

馬連： ４９，４６５，９００円 馬単： ３７，２３６，５００円 ワイド： ２２，９６２，６００円

３連複： ６４，０６５，３００円 ３連単： １２４，８８０，９００円 計： ３９６，１３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ６９０円 枠 連（５－７） ６８０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ８１０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� ４，６１０円 ３ 連 単 ��� １１，６００円

票 数

単勝票数 計 １９９５８６ 的中 � １０１７９９（１番人気）
複勝票数 計 ６２８１５５ 的中 � ３９６４４９（１番人気）� ３７３９４（４番人気）� ９１０４（７番人気）
枠連票数 計 １４７４５１ 的中 （５－７） １６１０５（３番人気）
馬連票数 計 ４９４６５９ 的中 �� ５４５２８（３番人気）
馬単票数 計 ３７２３６５ 的中 �� ２７７７３（３番人気）
ワイド票数 計 ２２９６２６ 的中 �� １８７９４（３番人気）�� ６７６２（９番人気）�� ２１６３（２４番人気）
３連複票数 計 ６４０６５３ 的中 ��� １０２６１（１４番人気）
３連単票数 計１２４８８０９ 的中 ��� ７９５０（３４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．５―１２．３―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３４．０―４６．３―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オオタニジムチョウ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．７．１０ 函館４着

２００９．４．１５生 牡３黒鹿 母 モードマニア 母母 イタリアンモダン ７戦１勝 賞金 １０，１００，０００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。
（非当選馬） ４頭 シュターケン号・タケデンサイレント号・チアーズアゲン号・トウショウテイスト号

０８００２ ３月２４日 小雨 不良 （２４中山３）第１日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ クリティカルヒット 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �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 ５１８－ ４１：５４．２ １．７�

４７ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：５４．９４ １６．７�
３５ ディアフリーダム 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 高橋 裕 日高 森永 直幸 ４９０± ０１：５５．０� ８．９�
８１５ 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 ５２４－ ４１：５５．２１ ３７．３�
４８ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４７０± ０１：５５．６２� １５８．０�
２３ 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 ５０２－ ２ 〃 アタマ ４５７．１�
７１３ トウカイマルシェ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４８６± ０１：５５．７� ４．０	
３６ エイブルトップガン 牝３栗 ５４ 木幡 初広中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ５７．０

５１０ 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 ４３２－ ２１：５６．８７ １１７．９�
２４ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 江田 照男菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：５７．０１ ４６３．５�
８１６ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 B４７８－ ４ 〃 アタマ ２８９．８
６１１ リアルアビリティー 牡３芦 ５６ 石神 深一�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ハクツ牧場 B４７４－ ４１：５７．７４ ６３７．４�
６１２ キネオアイアン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：５８．２３ ６．６�
１１ ビ ス ポ ー ク 牡３青鹿５６ 石橋 脩下河�美智子氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 ４５２－ ２１：５９．４７ ３００．５�
１２ ストロングシャリオ 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B４９６－ ４２：０１．４大差 １０６．５�

（１５頭）
７１４ モエレアンバサダー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気中村 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 中村 和夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，７０４，５００円 複勝： ３９，５７５，７００円 枠連： １１，２７９，５００円

馬連： ４２，０３５，６００円 馬単： ３５，７８２，２００円 ワイド： １９，７１４，７００円

３連複： ５６，２８７，５００円 ３連単： １０８，０７３，７００円 計： ３３３，４５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（４－５） ９５０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２７０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ７，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２０７０４５ 的中 � ９９２６０（１番人気）
複勝票数 計 ３９５７５７ 的中 � １９３１４７（１番人気）� ２３３１９（５番人気）� ３７８４４（４番人気）
枠連票数 計 １１２７９５ 的中 （４－５） ８７８１（４番人気）
馬連票数 計 ４２０３５６ 的中 �� ２７７８０（４番人気）
馬単票数 計 ３５７８２２ 的中 �� １７０４７（６番人気）
ワイド票数 計 １９７１４７ 的中 �� １１０２４（５番人気）�� ２０３２６（３番人気）�� ４５３６（１１番人気）
３連複票数 計 ５６２８７５ 的中 ��� ２０１６８（６番人気）
３連単票数 計１０８０７３７ 的中 ��� １０８９１（２０番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．２―１３．２―１３．４―１２．８―１２．５―１２．２―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．８―３８．０―５１．４―１：０４．２―１：１６．７―１：２８．９―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
１
３
１５（５，９）（８，１３）１０，６（１，１６）（４，１１）２，７，１２，３
７（１５，５，９）（８，１０，６，１３）－（１１，１６）１－４（３，１２）－２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリティカルヒット �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Exchange Rate デビュー ２０１２．２．１９ 東京６着

２００９．３．２生 牡３黒鹿 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 モエレアンバサダー号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビスポーク号・ストロングシャリオ号は，平成２４年４月２４日まで平地競走に出走できない。
※トラストネモフィラ号・リアルアビリティー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第３回 中山競馬 第１日



０８００３ ３月２４日 小雨 不良 （２４中山３）第１日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ トウカイアストロ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム ４８６＋ ２１：１２．１ ４．６�

１２ リバティーアゲイン 牡３青鹿５６ 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４７６－ ４１：１２．３１� ３．９�
４８ デルマエビス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４５０＋ ２１：１２．６２ ５．４�
５１０ インディライト 牡３鹿 ５６ 武 豊 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 ４６８－ ４１：１２．９１� ６．２�
４７ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５４ 石橋 脩岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４０－ ２１：１３．１１� １２．０�
７１４ 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 ５１４－１０ 〃 アタマ ７１．６�
３５ 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± ０１：１３．２� ８．７�
５９ アードバーク 牡３鹿 ５６ 木幡 初広石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４５６＋ ８１：１３．３� ２８２．５	
２３ リュウノスケ 牡３鹿 ５６ 横山 義行春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 ４３６± ０ 〃 クビ １６５．２

６１２ カシノグリーディ 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 ５０２－１０１：１３．５１� １２．３�
３６ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 小林 淳一柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８４± ０１：１３．６クビ １４．９�
７１３ ラブシャーク 牝３鹿 ５４ 草野 太郎増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４２６－ ２１：１３．８１� ４２８．５
２４ サムライクイーン 牝３栗 ５４ 北村 宏司�山際牧場 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４３８－ ８１：１３．９クビ ２８．０�
８１５ プリンシパル 牡３鹿 ５６ 丸山 元気�富川牧場 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４５８ ― 〃 アタマ ３７．４�
８１６ クリノハルダンジ 牡３青鹿５６ 大庭 和弥栗本 博晴氏 成島 英春 日高 横井 哲 ４６２－ ４１：１４．１１� ３１６．９�
６１１ カンタベリーママ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４００－ ２１：１４．４１� ２２５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２０２，４００円 複勝： ３１，２４７，９００円 枠連： １６，５６２，１００円

馬連： ４８，３８２，３００円 馬単： ３０，７４０，０００円 ワイド： ２０，３９３，８００円

３連複： ６１，９３４，６００円 ３連単： ９８，９１２，７００円 計： ３２４，３７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（１－１） ９９０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ４６０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ７，７３０円

票 数

単勝票数 計 １６２０２４ 的中 � ２７８２７（２番人気）
複勝票数 計 ３１２４７９ 的中 � ３５６３４（４番人気）� ６９０９７（１番人気）� ４２５１１（３番人気）
枠連票数 計 １６５６２１ 的中 （１－１） １２４４８（４番人気）
馬連票数 計 ４８３８２３ 的中 �� ３４６１３（２番人気）
馬単票数 計 ３０７４００ 的中 �� ９９９５（６番人気）
ワイド票数 計 ２０３９３８ 的中 �� １１１１９（２番人気）�� １１０７８（３番人気）�� １０６５５（４番人気）
３連複票数 計 ６１９３４６ 的中 ��� ２７８１１（１番人気）
３連単票数 計 ９８９１２７ 的中 ��� ９４５３（４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．８―１２．５―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．９―４７．４―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ １（２，５，９）（４，８）（１０，１４，１１）３（１２，６）１３－７－１６－１５ ４ １（２，５，９）８（４，１０）（３，１４）１２（１３，６）－（７，１１）－１６－１５

勝馬の
紹 介

トウカイアストロ �
�
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 ２０１１．７．２ 中山４着

２００９．２．２７生 牡３栗 母 トウカイルックス 母母 ボブズディレンマ ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００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。
（非当選馬） １頭 キャラメリゼ号

０８００４ ３月２４日 小雨 重 （２４中山３）第１日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

１１ サクラオードシエル 牝３青鹿５４ 武 豊�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 ４７４－ ６２：０６．８ ７．２�

５１０ 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 ４８８－ ２２：０７．２２� ２．８�
３６ スリリングレディ 牝３栗 ５４ 横山 典弘久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４２６＋ ２２：０７．３� １９．５�
５９ 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± ０２：０７．４� ２．８�
６１１ アナンジュパス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�G１レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６４ ―２：０７．６１ １２．３�
１２ ルミナスレッド 牝３鹿 ５４ 柴田 大知岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ６２：０７．７� １１０．２	
８１６ ミスユニバース 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４５４ ―２：０８．３３� ２１．５

２４ イブニングスカイ 牝３栗 ５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６＋ ６２：０８．４� １２．４�
７１３ セメイユドラフェ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６２：０８．９３ ３２．７�
２３ ジャングルヤマト 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４１２－ ２ 〃 ハナ ４７６．１
７１５ エメラルポケット 牝３鹿 ５４ 小林 淳一高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 坂本 春雄 ４３０± ０ 〃 ハナ ６０．８�
４８ ディアーフォンテン 牝３黒鹿５４ 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４０６－ ２２：０９．３２� ７１．９�
４７ ドクターハンチ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 ４３６－１０２：０９．５１� １３４．３�
３５ プリッキーヌー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４５０± ０２：０９．８２ ２０．８�
８１７ トウカイミリオン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治内村 正則氏 栗田 徹 平取 びらとり牧場 ４４０＋ ４２：０９．９� ３５１．１�
７１４ クリップザクロップ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �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 ４０２－ ２２：１０．２１� １４０．１�
８１８ カゼノエメラルド 牝３鹿 ５４ 江田 照男深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 岡田 隆志 ４４２－１０２：１０．６２� ４９９．４�
６１２ サ ホ ツ バ キ 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 競優牧場 ４１０＋ ８２：１０．９２ ４５０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，０５２，７００円 複勝： ３６，１２８，０００円 枠連： １７，４３９，１００円

馬連： ５２，５３２，３００円 馬単： ３８，１３８，５００円 ワイド： ２４，７３６，８００円

３連複： ６８，２５４，８００円 ３連単： １１５，７４２，２００円 計： ３７５，０２４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � ３８０円 枠 連（１－５） ４３０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １，７８０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ６，５３０円 ３ 連 単 ��� ３３，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２２０５２７ 的中 � ２４２１８（３番人気）
複勝票数 計 ３６１２８０ 的中 � ４２２７９（３番人気）� ８０４５７（２番人気）� １９６９７（５番人気）
枠連票数 計 １７４３９１ 的中 （１－５） ２９９５２（１番人気）
馬連票数 計 ５２５３２３ 的中 �� ３７８０８（３番人気）
馬単票数 計 ３８１３８５ 的中 �� １１６６９（７番人気）
ワイド票数 計 ２４７３６８ 的中 �� １４０３６（３番人気）�� ３２５１（１９番人気）�� ４９０３（１２番人気）
３連複票数 計 ６８２５４８ 的中 ��� ７７１８（１７番人気）
３連単票数 計１１５７４２２ 的中 ��� ２５６１（９２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．０―１３．６―１３．６―１３．０―１２．０―１２．４―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３７．４―５１．０―１：０４．６―１：１７．６―１：２９．６―１：４２．０―１：５４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．２
１
３

１，９，１８（４，１０）（６，１２）（３，５，８，１７）（７，１４，１５）－（１１，１３）－１６－２・（１，９）１８（４，１０，５）－（６，１４，１２）８（１５，１３）（２，１７）（３，１６）－（１１，７）
２
４
１，９，１８（４，１０）（６，１２）（５，８）１７（３，１４，１５）７，１３，１１－１６，２
１，９（４，１０）（６，１４，１８，５）（２，１５）（１２，１３）（８，１６）（３，１７）（１１，７）

勝馬の
紹 介

サクラオードシエル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．１．９ 中山１０着

２００９．３．８生 牝３青鹿 母 サクラプレステージ 母母 サクラクレアー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００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 トラストネモフィラ号



０８００５ ３月２４日 曇 重 （２４中山３）第１日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

７１４ ル ナ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４６６± ０１：３８．７ ９５．０�

４８ ユッカマウンテン 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６ 〃 ハナ ３．０�
１１ アミカブルナンバー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６ 〃 クビ ４．２�
５１０ ルミナススカイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４５２－１４１：３８．８クビ ４．７�
５９ ゴールウェイ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８＋１０１：３９．０１ １１２．４�
６１２ バサラヴォーグ 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 ４６４＋１２１：３９．１� ６．１�
２４ エストボヌール 牡３鹿 ５６ 江田 照男橋川 欣司氏 本間 忍 新冠 辻 和明 ４８０－ ２１：３９．７３� ２０８．２�
４７ バトルキトリ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ８９．８	
２３ プリンチペッサ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥
三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 ４１２± ０１：４０．０１� ３２．７�
８１５� コスモヴィネガー 牡３栗 ５４ 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新 Curraghmore

Stud Ltd ４９８－ ４１：４０．１� １３．８�
６１１ クライマックス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４４６± ０ 〃 クビ １７８．８
７１３ コスモリトス 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 坂本 勝美 浦河 栄進牧場 ４４２－１２１：４０．４１� ２７．０�
３６ フューワーズ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４８０＋１０ 〃 アタマ ６９．９�
８１６ マイネラヴリー 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新ひだか 泊 寿幸 ４３４＋ ２１：４０．７１� １２３．７�
３５ バトルビンチェーロ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一宮川 秋信氏 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 ５５０ ―１：４２．６大差 ４５．５�
１２ アポロパックマン 牡３黒鹿５６ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 むかわ 真壁 信一 ４９２＋２０１：４３．３４ １２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８６７，１００円 複勝： ３３，２７０，４００円 枠連： １５，４１１，６００円

馬連： ５２，７３３，６００円 馬単： ３４，７６５，３００円 ワイド： ２３，６０２，４００円

３連複： ６６，４３７，２００円 ３連単： １１１，６６１，１００円 計： ３５８，７４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，５００円 複 勝 � １，１５０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（４－７） ３，０３０円

馬 連 �� １３，７１０円 馬 単 �� ４３，２７０円

ワ イ ド �� ３，２３０円 �� ６，１７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １４，９００円 ３ 連 単 ��� ２５５，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２０８６７１ 的中 � １７３１（１２番人気）
複勝票数 計 ３３２７０４ 的中 � ５１８７（１１番人気）� ７０６０４（１番人気）� ５４４８６（２番人気）
枠連票数 計 １５４１１６ 的中 （４－７） ３７６６（１２番人気）
馬連票数 計 ５２７３３６ 的中 �� ２８４０（３２番人気）
馬単票数 計 ３４７６５３ 的中 �� ５９３（８７番人気）
ワイド票数 計 ２３６０２４ 的中 �� １６７１（２９番人気）�� ８６５（５５番人気）�� １９３３３（２番人気）
３連複票数 計 ６６４３７２ 的中 ��� ３２９１（４３番人気）
３連単票数 計１１１６６１１ 的中 ��� ３２３（５５２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１２．９―１３．１―１２．４―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．９―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．７

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ル ナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．１１ 中山７着

２００９．３．１５生 牡３芦 母 レッダンゴールド 母母 ホクトペンダント ７戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロパックマン号は，平成２４年４月２４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 ダイワベスパー号

０８００６ ３月２４日 小雨 不良 （２４中山３）第１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）

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

６８ グッドマイスター 牡３鹿 ５６ 内田 博幸久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：５２．０ ２．８�

６７ ドラゴンフォルテ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：５２．２１� ２．５�
７９ ハードロッカー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５３．２６ ７．５�
５６ セトブリッジ 牡３黒鹿５６ 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４８２－ ４１：５３．３クビ １８．６�
８１２ クレバーオーロラ 牝３芦 ５４ 田辺 裕信田� 正明氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 ４５６＋ ４１：５３．４� ８．９�
４４ ディアワイズマン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B４９８± ０１：５３．５� ２９．７�
５５ パーフェクトダイヤ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４７８－ ４１：５４．０３ １４．５	
８１１ キングザブルース 牡３栗 ５６ 石橋 脩西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ２６．０

２２ � ヤングエンパイア 牡３鹿 ５６ 石神 深一�ターフ・スポート田中 剛 浦河 中島牧場 ５０２－ ４１：５４．２１� ９８．６�
３３ ドリームバラード 牝３黒鹿５４ 丸山 元気ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B４３８＋ ２１：５５．３７ ９１．７
７１０ ツクバヤマノオー 牡３青 ５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２８± ０１：５６．４７ ３１．１�
１１ � カインドギフト 牝３栗 ５４ 江田 照男吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０－ ８１：５６．５クビ ２３３．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４５，８００円 複勝： ３７，１０９，２００円 枠連： １７，５４１，７００円

馬連： ５３，５４７，７００円 馬単： ３９，６０８，０００円 ワイド： ２３，５９４，６００円

３連複： ７１，１７８，０００円 ３連単： １４１，２５３，１００円 計： ４０６，７７８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（６－６） ２９０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ３７０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ２，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２２９４５８ 的中 � ６６０７６（２番人気）
複勝票数 計 ３７１０９２ 的中 � １００７２９（２番人気）� １０５７７６（１番人気）� ３８４５６（３番人気）
枠連票数 計 １７５４１７ 的中 （６－６） ４４９４０（１番人気）
馬連票数 計 ５３５４７７ 的中 �� １４７６１４（１番人気）
馬単票数 計 ３９６０８０ 的中 �� ４８４３５（２番人気）
ワイド票数 計 ２３５９４６ 的中 �� ６３４５５（１番人気）�� １２２７６（３番人気）�� １３２４４（２番人気）
３連複票数 計 ７１１７８０ 的中 ��� ９１４８５（１番人気）
３連単票数 計１４１２５３１ 的中 ��� ４２１３７（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．５―１２．９―１２．０―１２．４―１２．９―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３６．８―４９．７―１：０１．７―１：１４．１―１：２７．０―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドマイスター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．１１．６ 新潟３着

２００９．２．３生 牡３鹿 母 セニョラージェ 母母 Suavite ６戦２勝 賞金 １９，７２９，０００円
〔発走状況〕 ディアワイズマン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



０８００７ ３月２４日 小雨 不良 （２４中山３）第１日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （ダート・右）

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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４７ � コパノカーン 牡４栗 ５７ 石橋 脩小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 ５１６＋ ８１：５３．０ ２．３�

２２ シルクパルサー 牡５鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ８．６�

８１５� ドゥーアップ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５１６－１０１：５３．１� ８．５�
５９ コルノグランデ 牡４青鹿５７ 三浦 皇成吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 ハナ ５．８�
４６ � ラビットファレル 牝４栗 ５５

５２ ▲原田 和真喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５８－ ２１：５３．８４ １０６．６�
５８ ツクバキング 	５黒鹿５７ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－ ２１：５４．０１
 ８．５�
６１１ メイショウドレイク 牡７黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２６＋１２ 〃 クビ ２１．３	
７１２ コスモカンタービレ 牡５黒鹿５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５０２＋ ２１：５４．４２� ２２．０

３４ シルクエスティーム 牡４黒鹿５７ 小林 淳一有限会社シルク星野 忍 新冠 山岡ファーム ４７２＋ ２１：５４．５クビ ７４．９�
８１４ ロジッツェル 牡４栗 ５７ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５１０± ０１：５４．６� １２．２�
３５ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９４－ ２ 〃 ハナ １１４．７
６１０ コスモリゾルヴ 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６＋１６１：５４．９１� ３５．２�
２３ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５７ 江田 照男西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９２± ０１：５５．１１
 ２１．１�
１１ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４７８＋１０１：５５．７３� ９５．０�
７１３� オーミリベルター 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士岩� 僖澄氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 ４７４－ ６１：５５．８クビ ５９２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，９２８，４００円 複勝： ４０，０５２，６００円 枠連： ２０，１０９，３００円

馬連： ６３，７４１，８００円 馬単： ３９，９０２，６００円 ワイド： ２７，４１９，３００円

３連複： ７５，００９，２００円 ３連単： １３２，４８８，０００円 計： ４２４，６５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ２６０円 枠 連（２－４） ８１０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ５２０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� １４，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２５９２８４ 的中 � ９１０５９（１番人気）
複勝票数 計 ４００５２６ 的中 � １２０７３９（１番人気）� ４０４９２（３番人気）� ３１８３５（５番人気）
枠連票数 計 ２０１０９３ 的中 （２－４） １８４８８（３番人気）
馬連票数 計 ６３７４１８ 的中 �� ４５８７２（３番人気）
馬単票数 計 ３９９０２６ 的中 �� １６６０３（４番人気）
ワイド票数 計 ２７４１９３ 的中 �� １６３６２（２番人気）�� １３３１８（４番人気）�� ３９９７（１６番人気）
３連複票数 計 ７５００９２ 的中 ��� １６０７３（６番人気）
３連単票数 計１３２４８８０ 的中 ��� ６６４５（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３７．５―５０．６―１：０３．４―１：１５．９―１：２８．１―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�コパノカーン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ラ ム タ ラ

２００８．３．５生 牡４栗 母 シースシルエット 母母 ラスターゲイン ６戦１勝 賞金 １５，７００，０００円
初出走 JRA

※出走取消馬 アイティテイオー号（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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キャニオンシンザン号

０８００８ ３月２４日 小雨 重 （２４中山３）第１日 第８競走 ��３，３５０�ペガサスジャンプステークス
発走１４時００分 （芝・外）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬および�
３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード３：４０．８良

６８ マジェスティバイオ 牡５鹿 ６３ 柴田 大知バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ５１２＋ ６３：５１．５ ２．４�

５５ � 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 ５１４－ ６３：５２．３５ １３．８�

６７ エムエスワールド 牡９黒鹿６０ 高田 潤ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４８０－ ４３：５２．８３ ７．８�
８１１ コスモソユーズ 牡４栗 ５９ 平沢 健治 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ５００＋ ２３：５３．０１� ２８．４�
５６ トーセンオーパス �６鹿 ６０ 横山 義行島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２３：５３．１	 ５．０	
３３ ディアマイホース 牡６黒鹿６０ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５１６± ０３：５４．９大差 ２２．１

８１２ タガノバッチグー 牡６鹿 ６０ 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ２ 〃 ハナ ３．７�
２２ � エヒテンヴィーゼ 牡９鹿 ６０ 江田 勇亮真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４６０＋ ４３：５７．９大差 ２７８．３�
７９ トップシノワーズ 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 尾野 一義 ４６６＋ ６３：５８．５３� ７３．９
１１ キングジョイ 牡１０鹿 ６３ 西谷 誠松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５２０＋ ４３：５８．６� ２３．５�
７１０ コアレスアルダン �６鹿 ６０ 山本 康志小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４６６－１０４：００．５大差 ２１２．３�
４４ マーブルジーン 牡８黒鹿６０ 五十嵐雄祐下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４８８－ ６ （競走中止） ７４．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，４３４，７００円 複勝： ３１，７７０，３００円 枠連： １８，１７９，７００円

馬連： ６０，３６１，６００円 馬単： ４３，３８９，６００円 ワイド： ２３，４６６，６００円

３連複： ７８，３８９，３００円 ３連単： １６５，７４７，７００円 計： ４４５，７３９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � ２２０円 枠 連（５－６） ４００円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ３９０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� １９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２４４３４７ 的中 � ８３４２７（１番人気）
複勝票数 計 ３１７７０３ 的中 � ８１５３２（１番人気）� ２２４０８（５番人気）� ３４３９１（４番人気）
枠連票数 計 １８１７９７ 的中 （５－６） ３４２９６（２番人気）
馬連票数 計 ６０３６１６ 的中 �� ２４１８６（６番人気）
馬単票数 計 ４３３８９６ 的中 �� １１６２２（１０番人気）
ワイド票数 計 ２３４６６６ 的中 �� ９７２９（６番人気）�� １６２１３（４番人気）�� ３９７２（１７番人気）
３連複票数 計 ７８３８９３ 的中 ��� １３６９５（１６番人気）
３連単票数 計１６５７４７７ 的中 ��� ６１７５（６２番人気）

上り １マイル １：４８．０ ４F ５３．５－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジェスティバイオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．９ 札幌６着

２００７．３．９生 牡５鹿 母 ハイグレードバイオ 母母 ディシイペイティング 障害：１０戦５勝 賞金 １９２，９７６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 マーブルジーン号は，８号障害〔ハードル〕飛越後に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 グレイドケイ号の騎手石神深一は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 マーブルジーン号は，８号障害飛越後に外側に逃避したことについて障害調教再審査。



０８００９ ３月２４日 曇 重 （２４中山３）第１日 第９競走 ��２，０００�ミ モ ザ 賞
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

７９ ハ イ リ リ ー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成�G１レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４５０± ０２：０５．８ ３．５�

８１１ アイスフォーリス 牝３芦 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６０± ０ 〃 クビ ７．６�
７１０ セコンドピアット 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４５０± ０２：０５．９クビ ４．３�
６８ シャンボールフィズ 牝３鹿 ５４ 武 豊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４１８± ０２：０６．１１ ５．６�
３３ ウイングドウィール 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：０６．４１� ６．４�
５６ ティティカカ 牝３栗 ５４ 丸山 元気ディアレスト 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 ４９４＋ ２２：０６．７２ １６２．３	
８１２ エクソプラネット 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４１８＋ ４２：０６．８� ２１０．０

４４ ゴールデンナンバー 牝３栗 ５４ 大庭 和弥池谷 誠一氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４＋ ２２：０７．０１ ９．３�
１１ リ ン ト ス 牝３黒鹿５４ 内田 博幸林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４１２－１４２：０７．４２� １９．７�
２２ ジャストジョーイ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝�G１レーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４２８＋ ４２：０７．９３ ２１．３
５５ ダイワフェリス 牝３栗 ５４ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２２：０９．３９ １９．５�
６７ タマモチャチャチャ 牝３黒鹿５４ 江田 照男タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４２６－ ４２：１０．７９ １４１．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，４８３，８００円 複勝： ５５，６０７，４００円 枠連： ２３，０００，２００円

馬連： １０１，７０９，６００円 馬単： ５９，２２０，８００円 ワイド： ３４，１０１，２００円

３連複： １１４，４８３，３００円 ３連単： ２１８，３１０，３００円 計： ６４０，９１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（７－８） ７３０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ２５０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ８，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３４４８３８ 的中 � ７８２９７（１番人気）
複勝票数 計 ５５６０７４ 的中 � １１２２９８（２番人気）� ５９１１０（５番人気）� １１５０７３（１番人気）
枠連票数 計 ２３０００２ 的中 （７－８） ２３５３５（４番人気）
馬連票数 計１０１７０９６ 的中 �� ５５９９６（４番人気）
馬単票数 計 ５９２２０８ 的中 �� １８３５１（６番人気）
ワイド票数 計 ３４１０１２ 的中 �� １８６５７（３番人気）�� ３８２７１（１番人気）�� １３９４８（７番人気）
３連複票数 計１１４４８３３ 的中 ��� ５８２０８（３番人気）
３連単票数 計２１８３１０３ 的中 ��� １８７７７（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．９―３６．１―４８．７―１：０１．９―１：１５．７―１：２８．９―１：４１．４―１：５３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ハ イ リ リ ー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１０．１６ 東京１着

２００９．１．３０生 牝３栗 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア ６戦２勝 賞金 ２０，０５８，０００円

０８０１０ ３月２４日 曇 不良 （２４中山３）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

と ね が わ

利 根 川 特 別
発走１５時１０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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１０ ヒラボクマジック 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４９６± ０１：５１．６ ２．０�

８１４ 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 B５０４－ ２１：５１．７� ６．６�
２３ � コスモナダル 牡６黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４６２－ ２１：５１．９１� １５８．４�
７１３ ヴァルディヴィア 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６＋ ２１：５２．０クビ ２５．２�
５８ 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 ４７６＋ ４１：５２．１
 ２４８．９�
５９ 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± ０１：５２．３１� ５．７	
６１１� タケショウカヅチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５１６－ ６１：５２．５１ ２３．８

８１５ ジーガートップ 牡６栗 ５７ 武士沢友治�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ５２６＋１６ 〃 クビ １６３．３�
２２ テルミーホワイ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９０± ０１：５２．６
 １３．０�
１１ ソルモンターレ 牡６鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B４６０－ ６１：５２．８
 ４２．８
４６ カレンジェニオ 牡４栗 ５７ 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８０－ ６１：５３．４３� ６．７�
７１２ ダノンボルケーノ 牡５栗 ５７ 武 豊�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 ハナ １７．７�
３５ レオネプチューン 牡４鹿 ５７ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B４７０± ０１：５３．７２ ４１．９�
４７ サクラオールイン 牡９黒鹿５７ 小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４９０－ ４１：５４．０１
 ６０２．０�
３４ ユウターグローバル 牡６青鹿５７ 北村 宏司北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４５８－ ４１：５４．１� ２７５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，１０４，８００円 複勝： ６２，７１１，４００円 枠連： ２９，９６３，８００円

馬連： １３６，８５７，９００円 馬単： ７７，８４７，８００円 ワイド： ４６，６４６，６００円

３連複： １４５，３８９，８００円 ３連単： ２８７，１５３，５００円 計： ８２６，６７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １，８５０円 枠 連（６－８） ６３０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ３，６２０円 �� ６，３３０円

３ 連 複 ��� ２２，６００円 ３ 連 単 ��� ６４，０５０円

票 数

単勝票数 計 ４０１０４８ 的中 � １５９９３０（１番人気）
複勝票数 計 ６２７１１４ 的中 � １７０９５５（１番人気）� ７６６４８（４番人気）� ５７８７（１１番人気）
枠連票数 計 ２９９６３８ 的中 （６－８） ３５４９８（２番人気）
馬連票数 計１３６８５７９ 的中 �� １３８７８０（２番人気）
馬単票数 計 ７７８４７８ 的中 �� ５３８５７（２番人気）
ワイド票数 計 ４６６４６６ 的中 �� ３６７９５（２番人気）�� ２９５１（３８番人気）�� １６７２（４８番人気）
３連複票数 計１４５３８９８ 的中 ��� ４７４９（６７番人気）
３連単票数 計２８７１５３５ 的中 ��� ３３０９（２０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．１―４８．８―１：０１．５―１：１４．１―１：２６．７―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．５
１
３
１１（１，１４）（５，６，１３）（３，２）９－（４，１０）８，１５，７－１２
１１，１４（１，６，１３）５（３，２，９）（８，１０）（４，１５，１２）７

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクマジック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．１０ 中山１着

２００８．３．１９生 牡４黒鹿 母 マジックキス 母母 コランデアガール ７戦３勝 賞金 ３２，８５６，０００円



０８０１１ ３月２４日 曇 重 （２４中山３）第１日 第１１競走 ��
��２，５００�第６０回日 経 賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５５�５歳以上５６�，牝馬２�減，２３．３．２６以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，２３．３．２５以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，００８，０００円 ２８８，０００円 １４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

５８ ネ コ パ ン チ 牡６黒鹿５６ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４８０－ ２２：３７．４ １６７．１�

５７ ウインバリアシオン 牡４鹿 ５６ 武 豊�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５１４－ ８２：３８．０３� ６．３�
８１３ ルーラーシップ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０４± ０２：３８．１クビ １．４�
７１２ コスモロビン 牡４鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２６± ０２：３８．５２� ２０．３�
２２ ネヴァブション 牡９黒鹿５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８４－ ６２：３８．７１� ８４．０�
１１ サンテミリオン 牝５黒鹿５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６ 〃 クビ ９４．１	
７１１ ケイアイドウソジン 牡６鹿 ５６ 三浦 皇成 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ５０６± ０２：３８．８� ３４．７

６１０ フェイトフルウォー 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋ ２ 〃 クビ １２．９�
４５ マイネルキッツ 牡９栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B５０８± ０２：３９．０１� １７．３�
３３ スノークラッシャー 牡７栃栗５６ 丸山 元気堀江 貞幸氏 土田 稔 鵡川 上水牧場 ４５４＋ ４２：３９．１クビ ３０５．７
８１４ トーセンラー 牡４黒鹿５５ 内田 博幸島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３８－ ２ 〃 同着 １５．０�
４６ ユニバーサルバンク 牡４黒鹿５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４２：３９．６３ ９５．７�
３４ ア ク シ オ ン 牡９鹿 ５６ 石橋 脩中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５２６＋ ２２：４０．８７ ２９４．４�
６９ ヤングアットハート 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ５００－ ４２：４１．２２� ３２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３７，２１６，４００円 複勝： ３７１，２３５，０００円 枠連： ７４，１６９，４００円

馬連： ４１６，９８９，７００円 馬単： ３０１，１７７，３００円 ワイド： １５７，９７５，４００円

３連複： ５４２，８４９，８００円 ３連単： １，４１９，０９１，０００円 計： ３，４２０，７０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６，７１０円 複 勝 � １，５６０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（５－５） ２８，２６０円

馬 連 �� ４８，４８０円 馬 単 �� １６９，９４０円

ワ イ ド �� ８，９９０円 �� ３，８９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １９，４８０円 ３ 連 単 ��� ４５７，１４０円

票 数

単勝票数 計１３７２１６４ 的中 � ６４７１（１２番人気）
複勝票数 計３７１２３５０ 的中 � １７４９５（１２番人気）� ３１２８６０（２番人気）� ２５８３００６（１番人気）
枠連票数 計 ７４１６９４ 的中 （５－５） １９３７（２９番人気）
馬連票数 計４１６９８９７ 的中 �� ６３４８（５２番人気）
馬単票数 計３０１１７７３ 的中 �� １３０８（１１２番人気）
ワイド票数 計１５７９７５４ 的中 �� ３５３０（５６番人気）�� ８２５９（３５番人気）�� ２８８７７７（１番人気）
３連複票数 計５４２８４９８ 的中 ��� ２０５７２（４８番人気）
３連単票数 計１４１９０９１０ 的中 ��� ２２９１（５４５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．７―１２．３―１２．０―１２．０―１２．８―１３．１―１２．９―１２．９―１２．９―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．７―３１．０―４３．０―５５．０―１：０７．８―１：２０．９―１：３３．８―１：４６．７―１：５９．６―２：１２．１―２：２４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネ コ パ ン チ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．７．１９ 函館５着

２００６．３．２８生 牡６黒鹿 母 パ シ ェ ン テ 母母 オトメザトップ ４７戦５勝 賞金 １６４，４４４，０００円

０８０１２ ３月２４日 曇 不良 （２４中山３）第１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

４８ � アランルース �４栃栗５７ 武 豊�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４４２－ ４１：１１．０ １．６�

６１２	 セイウンオウサム 牡５芦 ５７ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.
Maguire ５２２＋ ２ 〃 クビ ５．８�

５９ 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 ４８４＋ ４１：１１．１
 １０．０�
１１ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１４－ ２１：１１．５２� ６．５�
４７ ポリティカルパワー 牡５青 ５７ 武士沢友治加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９４－ ８１：１２．１３� ２３．４�
２３ ダイヤヘルメス 牡４青鹿５７ 青木 芳之若菜 俊明氏 菊沢 隆徳 浦河 ダイヤモンドファーム ４９２－ ２ 〃 ハナ １２１．７�
８１５� イエスマイダーリン 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 浜本牧場 ５２２＋１２１：１２．３１ １５２．８	
７１３ 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 ４６４－ ４１：１２．４
 ５９．７

３６ スノウプリンス 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４７０－ ８１：１２．５� ７２．５�
３５ カプリースレディー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１６＋ １ 〃 クビ ２８７．７�
８１６ アイシークレット 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８６－ ２１：１２．６� １４．１
２４ キョウエイプラウド 牡４鹿 ５７ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ５０２＋ ２１：１２．９１
 １２５．２�
１２ � キャニオンルナ 牝５鹿 ５５ 丸山 元気�谷川牧場 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B５１４－ １１：１３．１１� ２８３．０�
６１１� ザハヤテオー 牡４黒鹿５７ 小林 淳一疾風組合 大和田 成 新冠 アラキフアーム ４４２＋ ８１：１３．４２ １４８．６�
７１４ ホリデイトウショウ 牝４鹿 ５５

５２ ▲原田 和真トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５４－ ４１：１３．６１� ４０．３�
５１０� プランシングレディ 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新冠 若林牧場 B５０４－ ６ （競走中止） １３４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，３８４，３００円 複勝： ７２，５２５，４００円 枠連： ３７，９６０，８００円

馬連： １４０，１２７，４００円 馬単： ９６，６０１，４００円 ワイド： ５４，０８４，１００円

３連複： １６１，１６８，２００円 ３連単： ３８５，４２５，９００円 計： １，０００，２７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（４－６） ３９０円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２７０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ２，６００円

票 数

単勝票数 計 ５２３８４３ 的中 � ２５８７１７（１番人気）
複勝票数 計 ７２５２５４ 的中 � ２６６９１３（１番人気）� １０６９２６（２番人気）� ７３６６４（４番人気）
枠連票数 計 ３７９６０８ 的中 （４－６） ７２８７３（１番人気）
馬連票数 計１４０１２７４ 的中 �� ２４９０７８（１番人気）
馬単票数 計 ９６６０１４ 的中 �� １２１０５１（１番人気）
ワイド票数 計 ５４０８４１ 的中 �� ８１４１２（１番人気）�� ５０６７６（３番人気）�� １９４０７（７番人気）
３連複票数 計１６１１６８２ 的中 ��� １２２２９０（２番人気）
３連単票数 計３８５４２５９ 的中 ��� １０９５５２（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１２．２―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．４―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アランルース �
�
父 マリエンバード �

�
母父 トワイニング

２００８．４．１生 �４栃栗 母 フローリッシュ 母母 カチウマキャシー １１戦１勝 賞金 １７，７５０，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 プランシングレディ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非当選馬） ２頭 クイポ号・シンビオシス号
（非抽選馬） １頭 アメージングミノル号



（２４中山３）第１日 ３月２４日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２７５，８４０，０００円
６，７００，０００円
２，８６０，０００円
２５，３３０，０００円
６１，５６１，０００円
５，４１８，４００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
４３７，２８３，５００円
８７４，０４８，８００円
２９６，３６２，３００円
１，２１８，４８５，４００円
８３４，４１０，０００円
４７８，６９８，１００円
１，５０５，４４７，０００円
３，３０８，７４０，１００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 ８，９５３，４７５，２００円

総入場人員 １９，８００名 （有料入場人員 １８，２４７名）


