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06025 3月2日 晴 不良 （25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）

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

713 ハートアンドハート 牝3青鹿54 田中 勝春村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 464＋ 21：57．9 31．8�
816 フュージリア 牡3青鹿56 横山 典弘吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 4 〃 ハナ 1．8�
35 ネコイッチョクセン 牡3黒鹿56 内田 博幸桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 土田 和男 B480＋ 21：58．11� 14．4�
36 ゴールデンパピオン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 斎藤 誠 新冠 隆栄牧場 508± 01：58．41� 8．0�
24 ガ チ 牡3黒鹿56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 522－ 6 〃 ハナ 3．7	
611 レ ア ン デ ル 牡3栗 56 江田 照男山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 476－ 41：58．71� 30．2

815 ヤギリハーツ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 472＋ 21：59．23 342．6�
612 ジオメトリー 牡3栗 56 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 484－ 8 〃 アタマ 27．2�
59 デルマカマイタチ 牡3黒鹿56 石橋 脩浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B488＋ 21：59．3� 29．5
11 ウインファイア 牡3鹿 56 D．バルジュー �ウイン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 62：00．68 200．6�

（伊）

714 ダンシングビート 牡3栗 56
53 ▲杉原 誠人杉山 忠国氏 松山 将樹 新ひだか 明治牧場 488＋ 42：00．7� 528．4�

47 マイネルワーシップ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 22：00．91� 400．7�

510 ドリームアース 牡3鹿 56 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 486－ 42：01．11 318．0�

48 フジマサグランプリ 牡3黒鹿56 柴山 雄一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B504－ 22：02．69 227．0�
23 タイセイホーク 牡3鹿 56 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 競優牧場 500＋ 4 〃 ハナ 16．3�
12 リキノナンブビジン 牝3栗 54 平野 優佐藤 力治氏 矢野 照正 青森 ワールドファーム 424－ 62：07．9大差 517．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，557，700円 複勝： 56，243，000円 枠連： 15，500，200円
馬連： 50，583，100円 馬単： 42，196，100円 ワイド： 24，394，400円
3連複： 66，417，500円 3連単： 123，521，400円 計： 406，413，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 490円 � 110円 � 330円 枠 連（7－8） 1，510円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，650円 �� 380円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 47，090円

票 数

単勝票数 計 275577 的中 � 6839（9番人気）
複勝票数 計 562430 的中 � 14376（7番人気）� 320200（1番人気）� 23651（4番人気）
枠連票数 計 155002 的中 （7－8） 7582（6番人気）
馬連票数 計 505831 的中 �� 21911（6番人気）
馬単票数 計 421961 的中 �� 4680（18番人気）
ワイド票数 計 243944 的中 �� 8710（8番人気）�� 2060（26番人気）�� 17656（3番人気）
3連複票数 計 664175 的中 ��� 10185（17番人気）
3連単票数 計1235214 的中 ��� 1936（129番人気）

ハロンタイム 13．2―12．6―14．1―14．2―13．2―12．0―12．5―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．8―39．9―54．1―1：07．3―1：19．3―1：31．8―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハートアンドハート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．12．8 中山11着

2010．5．1生 牝3青鹿 母 ハートサムデイ 母母 メイクアウイッシュ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 ネコイッチョクセン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 デルマカマイタチ号の騎手石橋脩は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リキノナンブビジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月2日まで平地

競走に出走できない。
※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。

06026 3月2日 晴 不良 （25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

59 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：12．4 2．9�
714 イーグルカッター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 478＋ 4 〃 クビ 9．2�
713 コアレスキング 牡3鹿 56 中谷 雄太小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 516＋241：12．5クビ 20．8�
35 マルスシチー 牡3黒鹿56 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 446－ 81：12．6� 28．3�
611 ショウナンバグース 牡3黒鹿56 柴田 善臣国本 哲秀氏 田中 剛 日高 滝本 健二 448－ 61：12．92 5．7�
11 トミケンプレミオ 牡3鹿 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 494－ 41：13．0クビ 2．9	
612 アルファメール 牡3栗 56 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 488＋ 21：13．1� 26．8

36 ブラックポセイドン 牡3黒鹿56 石橋 脩田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか マークリ牧場 B496－ 21：13．2� 10．9�
815	 ハントヴェルカー 牡3鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 田中 剛 米

Gabriel Duignan, Rich-
ard Strappe, Bradley
TB’s & Cherokee Equine

508－ 41：13．51� 38．5�
510 ジェファーソン 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次髙橋 文枝氏 水野 貴広 浦河 日田牧場 478＋ 41：13．92� 68．5
816 クォンタムビット 牡3栗 56 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 61：14．32� 150．3�
24 ギ ン ヤ ン マ 牡3黒鹿 56

53 ▲杉原 誠人村島 昭男氏 金成 貴史 新冠 カミイスタット 498－141：14．83 115．4�
12 トップトライ 牡3黒鹿56 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム 462－ 8 〃 ハナ 120．5�
23 ポッドシャイン 牡3黒鹿56 北村 宏司小川眞査雄氏 黒岩 陽一 新ひだか タガミファーム 492＋ 8 〃 クビ 174．6�
48 ドヴァラパーラ 牡3栗 56 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 444＋ 41：15．75 364．3�
47 ギルガードール 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠牧畠 清久氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター 420－ 21：16．55 731．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，265，100円 複勝： 36，944，700円 枠連： 14，594，300円
馬連： 54，056，200円 馬単： 37，107，600円 ワイド： 25，243，000円
3連複： 67，220，100円 3連単： 110，267，500円 計： 366，698，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 250円 � 400円 枠 連（5－7） 990円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 440円 �� 720円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 18，320円

票 数

単勝票数 計 212651 的中 � 58189（2番人気）
複勝票数 計 369447 的中 � 101370（1番人気）� 34767（4番人気）� 18408（6番人気）
枠連票数 計 145943 的中 （5－7） 10896（5番人気）
馬連票数 計 540562 的中 �� 35318（4番人気）
馬単票数 計 371076 的中 �� 15259（4番人気）
ワイド票数 計 252430 的中 �� 15492（4番人気）�� 8590（8番人気）�� 3198（19番人気）
3連複票数 計 672201 的中 ��� 9613（14番人気）
3連単票数 計1102675 的中 ��� 4442（42番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．4―12．4―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．9―46．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ バ イ ロ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2012．10．28 東京11着

2010．5．5生 牡3鹿 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン 6戦1勝 賞金 8，850，000円
〔制裁〕 ジョバイロ号の騎手蛯名正義は，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。（被害馬：15番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギルガードール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月2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） 3頭 アインディアマント号・アスキットキング号・キャニオンティアモ号
（非抽選馬） 1頭 フライングマオ号

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月2日 晴 不良 （25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）

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

23 オメガインベガス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 494＋121：55．1 3．7�
35 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 54 木幡 初広�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム 440－ 61：57．6大差 199．7�
59 アルマネアン 牝3黒鹿54 吉田 豊コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 田湯牧場 450－ 61：57．7� 7．6�
510 フォルテシモ 牝3鹿 54 蛯名 正義窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 442－ 21：57．91� 29．7�
11 ファストソング 牝3栗 54 石橋 脩田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 488＋ 81：58．53� 11．1�
47 レオソルシエール 牝3鹿 54 内田 博幸田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 474± 0 〃 クビ 20．0	
713 タマモマイヒメ 牝3鹿 54 田辺 裕信タマモ
 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B460－ 4 〃 アタマ 2．5�
816 ウイントレジャー 牝3栗 54

52 △嶋田 純次
ウイン 大竹 正博 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 61：58．6クビ 64．4�
36 ロ ジ ヒ ッ ト 牝3鹿 54 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 井高牧場 446＋ 41：58．7� 10．9
611 ボーラキアーラ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474－121：58．8� 21．9�
815 ウエスタンアタック 牝3鹿 54 柴田 善臣 
ウエスタンファーム 根本 康広 新冠 競優牧場 446－ 2 〃 クビ 30．3�
612 サイモンパルフェ 牝3黒鹿54 G．ブノワ 澤田 昭紀氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 462－121：59．75 20．8�

（仏）

714 ポエティックターン 牝3鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 62：00．33� 112．2�

12 サラダガール 牝3栗 54 嘉藤 貴行西村 和夫氏 蛯名 利弘 新ひだか 中田 浩美 424± 02：00．4� 234．5�
24 ミスワイキキ 牝3栗 54 川田 将雅加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442－ 42：01．35 47．8�
48 ナゲットシーニュ 牝3黒鹿54 柴山 雄一竹本いずみ氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 442＋102：06．5大差 393．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，139，400円 複勝： 46，312，000円 枠連： 16，436，400円
馬連： 57，262，100円 馬単： 40，132，900円 ワイド： 27，589，300円
3連複： 73，979，800円 3連単： 120，020，300円 計： 406，872，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 220円 � 4，350円 � 190円 枠 連（2－3） 1，930円

馬 連 �� 54，050円 馬 単 �� 41，780円

ワ イ ド �� 11，090円 �� 640円 �� 15，110円

3 連 複 ��� 111，200円 3 連 単 ��� 540，100円

票 数

単勝票数 計 251394 的中 � 54655（2番人気）
複勝票数 計 463120 的中 � 62505（3番人気）� 2038（14番人気）� 76474（2番人気）
枠連票数 計 164364 的中 （2－3） 6308（7番人気）
馬連票数 計 572621 的中 �� 782（70番人気）
馬単票数 計 401329 的中 �� 709（99番人気）
ワイド票数 計 275893 的中 �� 588（66番人気）�� 11600（5番人気）�� 431（77番人気）
3連複票数 計 739798 的中 ��� 491（195番人気）
3連単票数 計1200203 的中 ��� 164（999番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．8―13．0―12．6―12．3―13．3―13．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．4―50．4―1：03．0―1：15．3―1：28．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

オメガインベガス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．9．2 新潟8着

2010．4．13生 牝3黒鹿 母 ベガスナイト 母母 Words of War 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポエティックターン号・サラダガール号・ミスワイキキ号・ナゲットシーニュ号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，平成25年4月2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 シェーンフレール号・プレジール号
※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。

06028 3月2日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（25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

710 フリーダムシチー 牡4栗 59 草野 太郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 456＋ 23：13．6 6．0�
811 トーセンマグナム 牡4鹿 59 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B464± 0 〃 クビ 5．7�
68 � セイカペガサス 牡6黒鹿60 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 480＋ 8 〃 アタマ 98．3�
812 シ グ ナ リ オ 牡9栗 60 横山 義行小林 昌志氏 成島 英春 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 03：15．5大差 1．6�
56 ユニバーサルアゲン 牡5鹿 60 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 452＋ 43：18．1大差 19．5	
11 � フォレストリーダー 牡5栗 60 江田 勇亮小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 496＋103：18．41� 71．9

67 ペイトリッツデイ 牡4鹿 59 蓑島 靖典髙瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 504± 03：20．3大差 52．1�
22 ビービーマイセン 牡4青鹿59 山本 康志�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 484＋183：20．4クビ 53．7
33 ビッグプレゼンター 牡4鹿 59 高野 和馬西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 乾 皆雄 466－ 43：20．72 118．6�
44 ヘイセイレジェンド 牡5鹿 60 鈴木 慶太松岡 研司氏 大和田 成 新ひだか マツケン農場 506－ 23：23．8大差 198．9�
55 � ノンパッサーレ 牡5黒鹿60 石神 深一佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム 496＋ 23：24．22� 13．4�
79 ツクバキング 	6黒鹿60 浜野谷憲尚荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 6 （競走中止） 17．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，315，900円 複勝： 35，953，000円 枠連： 12，993，100円
馬連： 31，486，300円 馬単： 29，520，100円 ワイド： 16，642，100円
3連複： 42，876，000円 3連単： 101，928，800円 計： 286，715，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 320円 � 320円 � 3，930円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 560円 �� 6，410円 �� 5，810円

3 連 複 ��� 36，420円 3 連 単 ��� 155，750円

票 数

単勝票数 計 153159 的中 � 20331（3番人気）
複勝票数 計 359530 的中 � 32019（3番人気）� 32306（2番人気）� 2030（10番人気）
枠連票数 計 129931 的中 （7－8） 42652（1番人気）
馬連票数 計 314863 的中 �� 15158（6番人気）
馬単票数 計 295201 的中 �� 7100（9番人気）
ワイド票数 計 166421 的中 �� 8084（5番人気）�� 610（36番人気）�� 674（35番人気）
3連複票数 計 428760 的中 ��� 869（63番人気）
3連単票数 計1019288 的中 ��� 483（253番人気）
上り 1マイル 1：48．4 4F 54．6－3F 41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

フリーダムシチー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．8．14 新潟3着

2009．2．12生 牡4栗 母 ア ス ー ル 母母 ア ロ ー ム 障害：3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔競走中止〕 ツクバキング号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



06029 3月2日 晴 稍重 （25中山2）第3日 第5競走 ��
��2，200�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
2：10．1
2：10．0

良
良

59 ビアンカシェボン 牝3青鹿54 G．ブノワ P.S．スライ氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502－ 42：16．5 15．5�
（仏）

815 ダイメイハルオ 牡3芦 56 田辺 裕信宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか グランド牧場 436－ 82：17．13� 7．8�
23 シンボリパソドブレ 牡3鹿 56 戸崎 圭太シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 490＋ 2 〃 クビ 7．0�
11 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 456＋ 42：17．31� 1．5�
816 サイレンスバード 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 480± 02：17．83 22．4�
48 プリンサプル 牡3鹿 56 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 櫛桁牧場 486－ 82：17．9� 34．3	
612 モンプレジール 牡3鹿 56 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 462－ 42：18．0� 41．5

510 レリックマイヤー 牝3鹿 54 内田 博幸水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 458－ 62：18．32 32．7�
12 コスモアンカー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 454± 02：18．61� 21．6�
47 ダイメイホーム 牡3栗 56 武士沢友治宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 476－102：18．7クビ 401．9
611 マイネルムーン 牡3鹿 56 D．バルジュー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 444± 0 〃 クビ 73．7�

（伊）

24 エクセルギー 牝3鹿 54 村田 一誠野島 春男氏 南田美知雄 日高 野島牧場 418－ 62：19．01� 470．2�
36 ビッグダージリン 牝3鹿 54 石橋 脩関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 458－ 22：19．42� 32．4�
35 ピースワントゥルー 牡3鹿 56 三浦 皇成長谷川成利氏 大竹 正博 厚真 大川牧場 496－ 42：19．5� 49．5�
714 グラスルーツ 牡3栗 56 柴山 雄一丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B470－ 62：20．24 416．2�
713 カズチョウサン 	3鹿 56 松岡 正海�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 462－ 82：20．94 259．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，669，700円 複勝： 53，867，900円 枠連： 17，712，800円
馬連： 57，450，000円 馬単： 43，748，700円 ワイド： 27，575，400円
3連複： 71，322，500円 3連単： 129，459，700円 計： 427，806，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 420円 � 290円 � 300円 枠 連（5－8） 1，640円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 8，920円

ワ イ ド �� 890円 �� 970円 �� 670円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 58，690円

票 数

単勝票数 計 266697 的中 � 13560（4番人気）
複勝票数 計 538679 的中 � 32070（4番人気）� 51579（2番人気）� 49060（3番人気）
枠連票数 計 177128 的中 （5－8） 8019（7番人気）
馬連票数 計 574500 的中 �� 12337（12番人気）
馬単票数 計 437487 的中 �� 3620（25番人気）
ワイド票数 計 275754 的中 �� 7602（9番人気）�� 6946（11番人気）�� 10439（5番人気）
3連複票数 計 713225 的中 ��� 7479（24番人気）
3連単票数 計1294597 的中 ��� 1628（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．3―36．5―48．8―1：01．3―1：13．8―1：26．4―1：38．7―1：51．1―2：03．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．8
1
3
6－9（1，12）16（2，11）4，10（8，15）（3，7）（5，14）13・（6，9）1（2，12）（11，16）－（4，10，15）－（8，3）7－（5，13）－14

2
4

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

勝馬の
紹 介

ビアンカシェボン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．22 中山5着

2010．2．19生 牝3青鹿 母 ミルズウィスパー 母母 レツツキツス 3戦1勝 賞金 5，700，000円
※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） 1頭 ベストフォンテン号
（非抽選馬） 2頭 グリーティングワン号・セプテンバー号
※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。

06030 3月2日 晴 重 （25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

815 プリティウイッチ 牝3鹿 54 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 474 ―1：13．5 1．6�
36 キタサンミカヅキ 牡3鹿 56 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 518 ―1：14．35 15．8�
714 ウ シ ュ マ ル 牡3鹿 56 津村 明秀日下部勝德氏 松山 将樹 平取 スガタ牧場 514 ―1：14．61� 59．1�
47 ブラックジュエル 牝3黒鹿54 北村 宏司�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 460 ―1：14．7� 11．4�
12 ビナクイーン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 山勝牧場 448 ―1：14．8� 7．4�
35 プレドマンシュ 牝3鹿 54 吉田 豊 �社台レースホース池上 昌弘 新冠 追分ファーム 508 ―1：14．9� 12．9	
816 マネタイザー 牡3栗 56 江田 照男臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 日優牧場 458 ―1：15．32� 13．3

24 クリノハンニバル 牡3鹿 56 木幡 初広栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 武田牧場 440 ―1：15．4� 69．5�

（クリノサクラジマ）

23 ディアザリアー 牝3鹿 54 田辺 裕信髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 474 ― 〃 ハナ 50．0�
11 トーアコロチャン 牝3栗 54 的場 勇人高山ランド 柴田 政人 豊浦トーア牧場 452 ―1：15．5クビ 223．0�
48 トッテモイイオンナ 牝3栗 54

52 △嶋田 純次田頭 勇貴氏 矢野 英一 新冠 的場牧場 416 ― 〃 クビ 71．0�
713 キョウエイナイト 	3栗 56 石神 深一田中 晴夫氏 中川 公成 浦河トラストスリーファーム 442 ―1：15．6クビ 47．5�
510 ノンブルドール 牝3黒鹿54 松岡 正海吉田 好雄氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 438 ―1：15．91� 41．7�
611 ルミノハレブタイ 牝3栗 54 田中 勝春尾上 松壽氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 448 ―1：16．11 22．4�
612 フレンドリーアテナ 牝3栗 54 岩部 純二増山 武志氏 萱野 浩二 浦河 谷口牧場 414 ― 〃 クビ 38．6�
59 リネンコゾウ 	3黒鹿56 嘉藤 貴行戸山 光男氏 南田美知雄 青森 長谷地 義正 452 ―1：17．48 297．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，845，600円 複勝： 33，596，800円 枠連： 19，259，300円
馬連： 50，028，800円 馬単： 36，546，400円 ワイド： 23，435，900円
3連複： 59，746，700円 3連単： 98，220，900円 計： 347，680，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 120円 � 310円 � 1，050円 枠 連（3－8） 420円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，100円 �� 5，430円

3 連 複 ��� 19，800円 3 連 単 ��� 58，040円

票 数

単勝票数 計 268456 的中 � 135187（1番人気）
複勝票数 計 335968 的中 � 124948（1番人気）� 22304（6番人気）� 5210（13番人気）
枠連票数 計 192593 的中 （3－8） 34224（1番人気）
馬連票数 計 500288 的中 �� 36387（5番人気）
馬単票数 計 365464 的中 �� 18480（5番人気）
ワイド票数 計 234359 的中 �� 10718（5番人気）�� 2682（25番人気）�� 1011（53番人気）
3連複票数 計 597467 的中 ��� 2227（70番人気）
3連単票数 計 982209 的中 ��� 1249（168番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．7―13．1―13．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．5―47．6―1：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F39．0
3 ・（12，16）（4，7）－（2，15）（3，11）－8－（1，5）14，13，6，10，9 4 ・（12，16，7）（4，15）－（3，2，11）－8（1，5）14－6－13－（9，10）

勝馬の
紹 介

プリティウイッチ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2010．4．24生 牝3鹿 母 ス コ ー ル イ 母母 Premier Playmate 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アイティアジュデ号・アキノアッパー号・イチゴダマシイ号・インデマンド号・キスミーソフトリー号・

キネオローズ号・クラウンビュレット号・コミュニティ号・サウスエンペラー号・サクラベリー号・
ショウナンヤマト号・スペクトルカラー号・ダイアゴナルクロス号・トーアルパン号・ハイキートーン号・
メリアブーケ号



06031 3月2日 晴 重 （25中山2）第3日 第7競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

56 クロムレック 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 508－ 21：11．5 2．3�
710� エ ジ ル 牝3栗 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 米

White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

502＋ 8 〃 ハナ 10．6�
68 ホワイトポピー 牝3芦 54 吉田 豊楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 418＋ 21：12．24 8．2�
55 ジョージジョージ 牡3栗 56 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 450－ 2 〃 クビ 17．0�
11 プリティーキャロル 牝3芦 54

51 ▲杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 446－ 6 〃 ハナ 66．6�
811 キネオリリー 牝3栗 54 蛯名 正義ジャパンフードビジネス	 牧 光二 安平 ノーザンファーム 502－ 61：12．83� 21．4

79 アイムオンファイア 牝3栗 54 三浦 皇成小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 2 〃 クビ 17．5�
812 ベ ラ ベ ラ 牡3栗 56 嘉藤 貴行中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム 450＋ 61：13．01� 135．3�
67 キクノブレイン 牡3黒鹿56 川田 将雅菊池 五郎氏 野中 賢二 浦河 松田 憲一 468－101：13．1クビ 2．9
33 ラッキーマイラブ 牝3鹿 54 横山 典弘�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 464± 01：14．16 17．8�
44 バンテアイスレイ 牝3鹿 54 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 真歌田中牧場 424－ 41：14．2クビ 465．8�
22 ランパスキャット 牡3黒鹿56 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 504＋14 〃 クビ 68．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，744，300円 複勝： 51，480，400円 枠連： 20，338，900円
馬連： 76，669，200円 馬単： 51，877，600円 ワイド： 33，735，600円
3連複： 92，091，400円 3連単： 176，939，400円 計： 535，876，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 220円 � 180円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 470円 �� 320円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 327443 的中 � 114314（1番人気）
複勝票数 計 514804 的中 � 137972（1番人気）� 49762（4番人気）� 73178（3番人気）
枠連票数 計 203389 的中 （5－7） 19984（3番人気）
馬連票数 計 766692 的中 �� 52502（3番人気）
馬単票数 計 518776 的中 �� 26103（4番人気）
ワイド票数 計 337356 的中 �� 17535（4番人気）�� 28046（2番人気）�� 12139（6番人気）
3連複票数 計 920914 的中 ��� 32740（6番人気）
3連単票数 計1769394 的中 ��� 15981（21番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―10．9―12．1―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．1―45．2―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロムレック �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Dynaformer デビュー 2012．6．10 東京4着

2010．3．29生 牡3栗 母 ル シ ル ク 母母 Queue 6戦2勝 賞金 15，100，000円

06032 3月2日 晴 重 （25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

33 テラノコブラ 牡5栗 57 川田 将雅寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 22：38．2 20．4�
44 クリノハナミチ 牡4栗 56 内田 博幸栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 500± 0 〃 クビ 3．1�
78 ステップアヘッド 牡4鹿 56 蛯名 正義松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 516± 02：38．73 3．3�
22 アプリコーゼ 牡4黒鹿56 吉田 豊 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 520＋ 42：39．12� 8．6�
66 リネンタキシード 牡6青鹿57 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B532＋ 6 〃 ハナ 7．0�
55 マイネルティンラン 牡5栗 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 12：39．2クビ 47．7

11 ウォーターデューク 牡5鹿 57 戸崎 圭太山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 444± 0 〃 クビ 5．2�
810 サンデースイセイ 牝5鹿 55

53 △嶋田 純次浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B484－ 62：39．62� 18．3�
89 アルフェロア 牡4青鹿56 三浦 皇成吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490± 02：39．7クビ 21．7
77 リアルファッション 牝4芦 54 中谷 雄太有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 454－102：42．0大差 122．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，846，800円 複勝： 43，422，100円 枠連： 14，767，000円
馬連： 63，913，800円 馬単： 43，639，800円 ワイド： 26，463，100円
3連複： 74，322，800円 3連単： 150，963，400円 計： 441，338，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 460円 � 130円 � 140円 枠 連（3－4） 4，310円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 8，070円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，090円 �� 220円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 29，000円

票 数

単勝票数 計 238468 的中 � 9252（7番人気）
複勝票数 計 434221 的中 � 15284（7番人気）� 118759（1番人気）� 89993（2番人気）
枠連票数 計 147670 的中 （3－4） 2533（15番人気）
馬連票数 計 639138 的中 �� 15457（12番人気）
馬単票数 計 436398 的中 �� 3991（30番人気）
ワイド票数 計 264631 的中 �� 7345（10番人気）�� 5264（15番人気）�� 36524（1番人気）
3連複票数 計 743228 的中 ��� 18447（11番人気）
3連単票数 計1509634 的中 ��� 3842（99番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―13．5―13．6―14．4―14．2―13．5―12．6―11．8―12．4―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．7―39．2―52．8―1：07．2―1：21．4―1：34．9―1：47．5―1：59．3―2：11．7―2：24．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テラノコブラ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．1．5 中山1着

2008．2．3生 牡5栗 母 マルカパール 母母 ディスコホール 12戦2勝 賞金 14，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 テラノコブラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 テラノコブラ号は，発走調教再審査。



06033 3月2日 晴 良 （25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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

710 オメガキングティー 牡3鹿 56 内田 博幸原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452± 01：35．3 11．0�
79 シンデレラボーイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 490－12 〃 ハナ 3．4�
67 タガノトネール �3鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－10 〃 アタマ 29．9�
68 ブリリアントアスク 牝3鹿 54 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 428± 0 〃 ハナ 44．4�
55 	 アステールネオ 牝3栗 54 石崎 隆之鈴木 伸昭氏 佐藤 賢二 新ひだか 静内山田牧場 462± 01：35．51
 17．2�

（船橋） （船橋）

811 エデンロック 牡3鹿 56 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 2．9�
33 トーセンパワフル 牡3鹿 56 D．バルジュー 島川 	哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 502－ 61：35．6クビ 3．9


（伊）

44 ダイワフェーム 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 454－ 61：36．02
 11．4�
22 レオハイタッチ 牡3鹿 56 江田 照男田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 484＋ 21：36．1クビ 96．1�
812 エフティシリウス 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454± 01：36．31
 27．5
11 トルークマクト 牡3鹿 56 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 440－ 81：36．4クビ 54．8�
56 ハクサンレガシー 牡3青鹿56 柴田 善臣河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 446－ 41：36．72 119．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，297，800円 複勝： 53，861，200円 枠連： 23，404，300円
馬連： 98，273，900円 馬単： 63，108，000円 ワイド： 36，597，600円
3連複： 114，731，300円 3連単： 230，522，900円 計： 656，797，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 300円 � 180円 � 590円 枠 連（7－7） 1，620円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，860円

ワ イ ド �� 750円 �� 3，200円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 13，900円 3 連 単 ��� 86，940円

票 数

単勝票数 計 362978 的中 � 26009（4番人気）
複勝票数 計 538612 的中 � 45705（5番人気）� 99183（3番人気）� 19779（8番人気）
枠連票数 計 234043 的中 （7－7） 10690（6番人気）
馬連票数 計 982739 的中 �� 40132（6番人気）
馬単票数 計 631080 的中 �� 9594（18番人気）
ワイド票数 計 365976 的中 �� 12646（7番人気）�� 2726（32番人気）�� 4911（22番人気）
3連複票数 計1147313 的中 ��� 6094（42番人気）
3連単票数 計2305229 的中 ��� 1957（243番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．9―12．1―12．3―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．9―46．8―58．9―1：11．2―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オメガキングティー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．8．11 新潟7着

2010．1．26生 牡3鹿 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ ー 4戦2勝 賞金 15，537，000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。

06034 3月2日 晴 良 （25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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

22 カ フ ナ 牡5黒鹿57 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484－ 61：48．0 2．3�

79 ソウルフルヴォイス 牝6鹿 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 464＋ 21：48．1� 4．9�
66 アロマカフェ 牡6黒鹿57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 478－ 4 〃 ハナ 8．6�
67 	 サクラボールド 牡6栗 57 北村 宏司�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 482＋ 41：48．31
 11．2�
810 アドマイヤブルー 牡4鹿 57 D．バルジュー 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 クビ 5．2�

（伊）

811 ケイアイエレガント 牝4黒鹿55 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B520＋ 41：48．62 37．7	
78 ニシノジャブラニ 牡5鹿 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 496＋ 6 〃 ハナ 7．6

33 ユキノハリケーン 牡9鹿 57 武士沢友治馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 498－ 41：49．02� 44．3�
55 ハッピーパレード 牝7黒鹿55 小牧 太馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム B460－ 61：49．95 55．6�
44 モーニングフェイス 牝6栗 55 田辺 裕信井高 義光氏 大和田 成 新ひだか 井高牧場 514＋ 21：50．85 111．2
11 	 サンマルエミネム 牡7鹿 57 G．ブノワ 相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 512＋261：50．9� 293．9�
（仏）

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，526，600円 複勝： 68，103，100円 枠連： 27，440，900円
馬連： 119，761，600円 馬単： 73，773，900円 ワイド： 42，394，300円
3連複： 133，938，000円 3連単： 284，285，400円 計： 789，223，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（2－7） 340円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 395266 的中 � 139384（1番人気）
複勝票数 計 681031 的中 � 183967（1番人気）� 146475（2番人気）� 75978（4番人気）
枠連票数 計 274409 的中 （2－7） 61055（1番人気）
馬連票数 計1197616 的中 �� 158968（1番人気）
馬単票数 計 737739 的中 �� 64298（1番人気）
ワイド票数 計 423943 的中 �� 52257（1番人気）�� 24912（7番人気）�� 25327（6番人気）
3連複票数 計1339380 的中 ��� 95295（2番人気）
3連単票数 計2842854 的中 ��� 57595（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．3―47．7―59．1―1：10．7―1：22．9―1：35．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ フ ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．3 中山4着

2008．2．28生 牡5黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 18戦5勝 賞金 99，399，000円
※出走取消馬 トーセンジャガー号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06035 3月2日 晴 良 （25中山2）第3日 第11競走 ��
��1，200�第8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，24．3．3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，24．3．2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 623，000円 178，000円 89，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

48 サクラゴスペル 牡5黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 484－ 21：08．5 4．3�
35 ダッシャーゴーゴー 牡6鹿 56 川田 将雅芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 536－ 61：08．6� 2．0�
713 ツルマルレオン 牡5鹿 56 戸崎 圭太鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 510－ 41：08．81	 21．5�
510
 ポアゾンブラック 牡4青鹿56 江田 照男村上 憲政氏 本田 優 日高 出口牧場 518± 01：09．01� 118．1�
59 ア フ ォ ー ド 牡5鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 466－ 8 〃 アタマ 75．0�
36 ニシノビークイック 牡4栗 56 田辺 裕信西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 488± 01：09．1� 60．2	
12 ケイアイアストン 牡8鹿 56 蛯名 正義亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 488－ 21：09．31	 178．0

24 セイクレットレーヴ 牡4鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 474＋ 21：09．4� 26．0�
23 ハクサンムーン 牡4栗 56 石橋 脩河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 470＋ 8 〃 アタマ 9．3�
11 フォーエバーマーク 牝5鹿 54 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 512＋ 61：09．5� 53．4
47 アドマイヤセプター 牝5栗 54 D．バルジュー 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 462－141：09．6� 10．1�

（伊）

815 ラフレーズカフェ 牝4青鹿54 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 アタマ 16．9�
611 エーシンホワイティ 牡6鹿 56 小牧 太�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 504－ 41：09．81	 20．4�
714 サクラアドニス 牡5黒鹿56 松岡 正海�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 458－ 41：09．9クビ 55．5�
612 サドンストーム 牡4栗 56 津村 明秀 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470－ 81：10．43 45．9�
816 エーシンヒットマン 牡5栗 56 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 494＋141：10．61	 117．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 123，798，400円 複勝： 173，810，000円 枠連： 96，064，400円
馬連： 430，534，300円 馬単： 236，764，600円 ワイド： 156，671，900円
3連複： 630，486，000円 3連単： 1，191，304，400円 計： 3，039，434，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 120円 � 350円 枠 連（3－4） 330円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，490円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 13，000円

票 数

単勝票数 計1237984 的中 � 229604（2番人気）
複勝票数 計1738100 的中 � 292761（2番人気）� 572421（1番人気）� 83191（7番人気）
枠連票数 計 960644 的中 （3－4） 215666（1番人気）
馬連票数 計4305343 的中 �� 578665（1番人気）
馬単票数 計2367646 的中 �� 135573（2番人気）
ワイド票数 計1566719 的中 �� 180525（1番人気）�� 22894（16番人気）�� 50760（6番人気）
3連複票数 計6304860 的中 ��� 150347（5番人気）
3連単票数 計11913044 的中 ��� 67669（21番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．8―11．5―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．1―44．6―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラゴスペル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2011．1．29 東京1着

2008．4．4生 牡5黒鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス 15戦7勝 賞金 132，544，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アンシェルブルー号・ガンダーラ号・キングレオポルド号・ストロングガルーダ号・トシギャングスター号・

ヒットジャポット号・マコトナワラタナ号・メイショウデイム号・モンストール号・レオンビスティー号・
レジェトウショウ号・レッドデイヴィス号

※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。

06036 3月2日 晴 重 （25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

611� ドゥーアップ 牡5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 B516－121：54．2 15．8�
47 ヒラボクマジック 牡5黒鹿57 横山 典弘�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 500－ 81：54．52 2．2�
816 スターノエル 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 474－ 41：54．82 3．3�
612 アーサーバローズ 牡4栗 57 小牧 太猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 454－221：55．0	 39．3�
815 ヤマタケディガー 牡7栗 57 武士沢友治山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 462± 01：55．1
 19．9	
48 ナムラグーテン 牡5栗 57 内田 博幸奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 496＋ 6 〃 ハナ 8．6

510 ミヤビエスペランサ 牡4鹿 57 川田 将雅村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 504± 01：55．2	 46．3�
59 アントウェルペン 牡5鹿 57 田辺 裕信青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B502＋ 61：55．4	 16．7�
35 コスモシャンハイ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 498－ 6 〃 アタマ 47．6
36 ゴールドロジャー 牡5黒鹿57 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 494－ 21：55．82
 166．7�
713 エクストラセック 牡6栗 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 530＋301：56．97 86．6�
11 パ ン ジ ャ 牡5青鹿 57

55 △嶋田 純次深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B520－ 21：57．0
 38．1�
23 � アメリカンダイナー �4鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

470－ 41：57．1
 38．0�
12 タイセイワイルド 牡6鹿 57 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 482＋20 〃 クビ 25．4�
24 � コパノカーン 牡5栗 57 柴田 大知小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 536＋241：57．2
 61．7�
714 カズノタイショウ 牡6栗 57 江田 照男鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム B476－ 6 〃 ハナ 335．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，297，800円 複勝： 81，869，300円 枠連： 48，344，400円
馬連： 154，925，400円 馬単： 94，664，700円 ワイド： 66，287，600円
3連複： 199，726，300円 3連単： 387，229，300円 計： 1，085，344，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 290円 � 120円 � 140円 枠 連（4－6） 930円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，000円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 17，890円

票 数

単勝票数 計 522978 的中 � 26157（4番人気）
複勝票数 計 818693 的中 � 47679（5番人気）� 252560（1番人気）� 157436（2番人気）
枠連票数 計 483444 的中 （4－6） 38367（3番人気）
馬連票数 計1549254 的中 �� 73415（4番人気）
馬単票数 計 946647 的中 �� 13921（13番人気）
ワイド票数 計 662876 的中 �� 30651（3番人気）�� 13651（10番人気）�� 110142（1番人気）
3連複票数 計1997263 的中 ��� 92285（3番人気）
3連単票数 計3872293 的中 ��� 15980（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．3―49．7―1：01．9―1：14．1―1：27．0―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F40．1
1
3
9（3，12）（4，16）（2，14，13，11）5－（1，6，10）＝7（8，15）
9－12（3，16）11（4，13）14（5，10）2－（6，7，15）－（1，8）

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

勝馬の
紹 介

�ドゥーアップ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 タイキシャトル

2008．4．5生 牡5鹿 母 ア ジ タ ー ト 母母 ファンザブリーズ 16戦2勝 賞金 26，680，000円
初出走 JRA



（25中山2）第3日 3月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 169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

232，200，000円
8，460，000円
1，690，000円
20，970，000円
62，113，000円
5，244，400円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
451，305，100円
735，463，500円
326，856，000円
1，244，944，700円
793，080，400円
507，030，200円
1，626，858，400円
3，104，663，400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
計 8，790，201，700円

総入場人員 18，882名 （有料入場人員 16，994名）
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