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06061 3月10日 晴 良 （25中山2）第6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

12 フリークエンシー 牡3黒鹿 56
54 △嶋田 純次山上 和良氏 堀井 雅広 新ひだか 松田 一夫 540± 01：56．3 2．3�

36 セプテントリオ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 61：57．15 7．8�

11 オリオンザスター 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 506± 01：57．2� 11．4�
714 カフェシリウス 牡3鹿 56 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新冠 須崎牧場 490－ 61：57．41� 8．1�
816 メ イ ラ ー ド 牡3栗 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474± 01：57．71� 156．8�
47 ポッドフェローズ 牡3鹿 56 石橋 脩小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 484± 01：58．33� 15．0	
611 ヤマニンビルトゥズ 牡3鹿 56 江田 照男土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 494± 01：58．61� 8．1

48 トウショウブロンコ 牡3黒鹿56 柴田 大知トウショウ産業� 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 478－ 81：58．7� 25．0�
612 スキルアップ 牡3黒鹿56 柴田 善臣石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド 490－101：59．44 124．0
59 ニコットサンキュー 牡3栗 56 丸田 恭介南 �幸氏 大和田 成 浦河 久保 昇 506＋ 6 〃 ハナ 67．0�
510 ベルグレイヴィア 牡3鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 41：59．5� 44．2�
815 ゴールドピューマ 牡3栗 56 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 484－ 61：59．71� 24．8�
24 ロードラファエル 牡3鹿 56 C．デムーロ �ロードホースクラブ 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 474± 02：01．19 7．6�

（伊）

713 セイウンコダシ 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 B456± 02：01．41� 258．5�

23 グランドアゲン 牡3鹿 56 木幡 初広浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 454－ 62：03．2大差 49．1�

35 リワードサイオン 牡3栗 56 横山 典弘宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 480－ 62：04．05 111．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，601，500円 複勝： 42，280，700円 枠連： 15，496，500円
馬連： 56，499，500円 馬単： 37，317，500円 ワイド： 27，896，100円
3連複： 78，974，200円 3連単： 121，882，600円 計： 402，948，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 210円 � 240円 枠 連（1－3） 620円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 400円 �� 430円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 8，750円

票 数

単勝票数 計 226015 的中 � 78429（1番人気）
複勝票数 計 422807 的中 � 145107（1番人気）� 41966（3番人気）� 34361（5番人気）
枠連票数 計 154965 的中 （1－3） 18539（1番人気）
馬連票数 計 564995 的中 �� 45359（3番人気）
馬単票数 計 373175 的中 �� 19954（3番人気）
ワイド票数 計 278961 的中 �� 18425（2番人気）�� 16549（4番人気）�� 6137（14番人気）
3連複票数 計 789742 的中 ��� 23452（5番人気）
3連単票数 計1218826 的中 ��� 10290（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．5―13．1―13．2―13．7―13．5―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．5―49．6―1：02．8―1：16．5―1：30．0―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F39．8
1
3
2（3，13）（1，4，5）11－8（6，10）－12，14－（9，16）7－15
2（3，10）（1，4）（11，13）6（8，14）12（16，5）－7，15－9

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フリークエンシー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 タイキブリザード デビュー 2013．1．26 東京2着

2010．3．2生 牡3黒鹿 母 ソラノチャーマー 母母 プライヴェイトスリッパー 3戦1勝 賞金 8，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンコダシ号・グランドアゲン号・リワードサイオン号は，「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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミヤビワンド号
※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。

06062 3月10日 晴 良 （25中山2）第6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

48 アビリティラヴ 牡3鹿 56 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 466－101：13．5 1．5�
815 メイショウトラクマ 牡3黒鹿56 内田 博幸松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 512－ 21：13．71� 6．3�
714 ナムラキンボシ 牡3鹿 56 蛯名 正義奈村 信重氏 高木 登 日高 沖田牧場 490＋ 81：13．8クビ 29．7�
510 ヴァンドランス 牝3栗 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 458－ 21：14．22� 64．9�
12 レッドキュラス 牝3鹿 54 松岡 正海手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 434－12 〃 クビ 122．2�
816 クレバーリキヤー 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 浦河 中神牧場 472＋101：14．73 11．8	
713 ペリドットムーン 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 4 〃 ハナ 30．5


24 � グランソルシエール 牝3鹿 54 江田 照男�Basic 畠山 吉宏 米 IEAH and
Alan Pesch 520－ 61：15．02 480．4�

611 シンパサイザー 牡3芦 56 C．デムーロ 水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 436＋ 41：15．21	 24．4�
（伊）

47 ゴッドガーデン 牝3栗 54
51 ▲伴 啓太柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 416－14 〃 ハナ 424．3

11 ケイツーアレス 牡3黒鹿56 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 青森 谷川 博勝 464＋ 41：15．73 647．8�
612 アスキットキング 牡3鹿 56 石橋 脩中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 438± 01：15．91	 33．6�
59 ウインエスペランサ 牡3芦 56 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 492＋10 〃 ハナ 231．4�
36 ムーンリンガス 牡3青 56 丸田 恭介伊藤 巖氏 高橋 裕 茨城 栗山牧場 456＋141：16．0クビ 52．1�
23 オ シ ダ シ 牡3鹿 56 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 494± 01：16．42� 554．9�
35 � アンフォーギビング 牝3鹿 54 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Eagle

Holdings 514＋ 41：17．03� 7．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，417，000円 複勝： 95，629，800円 枠連： 18，914，400円
馬連： 58，246，000円 馬単： 49，106，000円 ワイド： 27，950，200円
3連複： 73，123，400円 3連単： 146，160，500円 計： 499，547，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 380円 枠 連（4－8） 230円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 180円 �� 610円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 5，150円

票 数

単勝票数 計 304170 的中 � 168130（1番人気）
複勝票数 計 956298 的中 � 661494（1番人気）� 91963（2番人気）� 20153（6番人気）
枠連票数 計 189144 的中 （4－8） 61360（1番人気）
馬連票数 計 582460 的中 �� 113431（1番人気）
馬単票数 計 491060 的中 �� 72351（1番人気）
ワイド票数 計 279502 的中 �� 52792（1番人気）�� 9811（7番人気）�� 6179（11番人気）
3連複票数 計 731234 的中 ��� 26891（7番人気）
3連単票数 計1461605 的中 ��� 20951（8番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．6―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―47．6―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アビリティラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2013．1．19 中山2着

2010．2．28生 牡3鹿 母 ジ ル ニ ー ナ 母母 サクラメグミ 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 アンフォーギビング号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グラマラスグロウ号・セプテンバーローズ号
※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。

第２回 中山競馬 第６日



06063 3月10日 晴 良 （25中山2）第6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

47 オメガラヴィータ 牝3栗 54 内田 博幸原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 460－ 61：57．4 1．8�
59 ニュートロンスター 牝3青鹿 54

52 △嶋田 純次山上 和良氏 堀井 雅広 日高 高山牧場 474＋ 2 〃 クビ 126．9�
815 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B520＋ 41：57．61� 7．0�
611 ティアサンシャイン 牝3青鹿54 C．デムーロ 岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 488－ 21：58．02� 16．7�
（伊）

713 アンジェラスベル 牝3鹿 54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 468＋ 81：58．63� 24．5�
714 ラ グ ー ン 牝3栗 54

52 △杉原 誠人桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 444－121：59．34 25．1�
48 シェーンフレール 牝3鹿 54 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 434－161：59．4クビ 83．1	
816 プ レ ジ ー ル 牝3黒鹿54 田辺 裕信
日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 444－ 4 〃 クビ 19．2�
12 ハルカナルブルー 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 448－ 81：59．5� 6．3
11 メイプルミルク 牝3栗 54 松岡 正海節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 452＋ 21：59．6� 14．5�
510 マキノクィーン 牝3鹿 54 蛯名 正義島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 484＋ 61：59．81� 35．8�
36 プレシャスデイズ 牝3栗 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 418－ 62：00．01� 18．3�
612 ピークタイム 牝3栗 54 柴田 善臣 
社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 482－ 62：00．74 104．7�
23 ヴァンビーナ 牝3青鹿54 江田 照男村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 472－ 82：01．12� 92．4�
35 フロイデトート 牝3鹿 54 田中 博康苅部康太郎氏 小桧山 悟 新ひだか 原口牧場 412＋ 22：04．0大差 380．1�
24 ナンヨーノエミー 牝3鹿 54 丸田 恭介中村 德也氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 466－ 82：04．63� 172．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，946，500円 複勝： 45，501，100円 枠連： 17，159，500円
馬連： 52，276，000円 馬単： 41，878，500円 ワイド： 26，269，400円
3連複： 71，160，300円 3連単： 127，655，700円 計： 403，847，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 1，810円 � 190円 枠 連（4－5） 2，500円

馬 連 �� 7，900円 馬 単 �� 11，860円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 290円 �� 10，540円

3 連 複 ��� 22，650円 3 連 単 ��� 130，130円

票 数

単勝票数 計 219465 的中 � 98732（1番人気）
複勝票数 計 455011 的中 � 187848（1番人気）� 3459（11番人気）� 51492（3番人気）
枠連票数 計 171595 的中 （4－5） 5070（9番人気）
馬連票数 計 522760 的中 �� 4889（22番人気）
馬単票数 計 418785 的中 �� 2606（31番人気）
ワイド票数 計 262694 的中 �� 2394（24番人気）�� 27594（1番人気）�� 546（57番人気）
3連複票数 計 711603 的中 ��� 2319（59番人気）
3連単票数 計1276557 的中 ��� 724（313番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．0―36．5―49．7―1：02．9―1：16．7―1：30．2―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．5―3F40．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

オメガラヴィータ �
�
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 2012．10．28 東京5着

2010．5．2生 牝3栗 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 5戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロイデトート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月10日まで平地競走

に出走できない。
ナンヨーノエミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レイヌドネージュ号
※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。

06064 3月10日 晴 良 （25中山2）第6日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40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

34 � ストーミングスター 牡3鹿 56 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 61：13．8 3．2�
45 メイショウユキチ 牡3鹿 56 津村 明秀松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 482＋ 41：14．01� 1．9�
58 ジャングルターザン 牡3鹿 56 蛯名 正義�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 446－ 21：14．63� 6．5�
46 オリオンザプラズマ 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 462－ 21：14．92 17．0�
712 バ ヤ ル 牝3鹿 54 村田 一誠杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 426－ 21：15．43 24．0	
22 � プロティアン 牡3鹿 56 石橋 脩�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 B468－ 2 〃 ハナ 34．9

813 ツクバリンカーン 牡3芦 56 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 514－ 61：15．5� 29．1�
711� マンボマーチ 牝3青鹿54 木幡 初広栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 438－10 〃 クビ 351．3�
814 ベルウッドシーマ 牡3黒鹿56 三浦 皇成鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 504＋ 21：15．71� 41．0
69 � モルフェハッピー 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 454＋ 81：15．8� 432．6�
57 � ヘンゲンジザイ 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人髙橋 仁氏 大江原 哲 日高 沖田牧場 498＋101：16．22� 226．5�
610 ティンホイッスル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 450± 01：16．3クビ 145．7�
33 モンサンスピカ 牝3鹿 54 的場 勇人山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 464± 0 〃 ハナ 52．2�
11 ア ウ ト イ ン 牝3芦 54

52 △嶋田 純次阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 386－16 （競走中止） 35．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，143，300円 複勝： 67，885，200円 枠連： 16，060，400円
馬連： 57，494，700円 馬単： 47，898，000円 ワイド： 28，240，900円
3連複： 80，577，300円 3連単： 158，808，400円 計： 482，108，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（3－4） 230円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 150円 �� 330円 �� 200円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，540円

票 数

単勝票数 計 251433 的中 � 62939（2番人気）
複勝票数 計 678852 的中 � 103663（2番人気）� 406335（1番人気）� 54467（3番人気）
枠連票数 計 160604 的中 （3－4） 52250（1番人気）
馬連票数 計 574947 的中 �� 170750（1番人気）
馬単票数 計 478980 的中 �� 59901（2番人気）
ワイド票数 計 282409 的中 �� 62230（1番人気）�� 16736（3番人気）�� 33953（2番人気）
3連複票数 計 805773 的中 ��� 115944（1番人気）
3連単票数 計1588084 的中 ��� 46178（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．3―12．9―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．5―48．4―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ストーミングスター �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Southern Halo

2010．3．31生 牡3鹿 母 ナ ナ ツ ボ シ 母母 Quant 2戦1勝 賞金 8，800，000円
地方デビュー 2012．6．20 門別

〔競走中止〕 アウトイン号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



06065 3月10日 晴 良 （25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
1：30．7
1：30．7

良
良

36 ヒカルハノハノ 牡3黒鹿56 横山 典弘高橋 光氏 古賀 史生 登別 青藍牧場 484－ 61：37．5 2．8�
713 クロイゼリンチャン 牝3鹿 54 蛯名 正義 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 434－ 41：37．82 4．7�
11 アンブリッジ 牡3鹿 56 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460－161：38．01� 2．9�
24 ハッピーシーショア 牝3鹿 54 木幡 初広道永 幸治氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 クビ 27．1�
815 エアセノーテ 牡3栗 56 内田 博幸 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 500－ 81：38．32 7．1�
612 マルティオス 牝3鹿 54 吉田 豊藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント 444－ 4 〃 ハナ 145．8	
816 チョコタクン 牡3鹿 56 江田 照男ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 30．8

12 ショウナンカリーノ 牝3鹿 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 420－121：38．61� 17．9�
59 ヤマニングランバル 牡3栗 56 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 420－ 21：38．7	 277．4�
714 リワードランフォス 
3鹿 56 嘉藤 貴行宮﨑 冴子氏 田中 清隆 新ひだか 田湯牧場 424－ 21：38．91� 211．2
35 ボンジュールリリー 牝3芦 54 藤岡 康太田中善次郎氏 小野 次郎 浦河 荻伏服部牧場 444－10 〃 クビ 74．6�
611 サマーカエラ 牝3栗 54 北村 宏司セゾンレースホース� 高橋 祥泰 安平 追分ファーム 412－161：39．43 48．9�
23 リッチエモーション 牝3栗 54 武士沢友治橋川 欣司氏 本間 忍 日高 日西牧場 442－ 41：40．99 194．8�
510 ウインギャラント 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 468＋141：41．75 72．8�

（14頭）
47 ド ミ ン ゴ 牡3鹿 56 三浦 皇成千田 幸信氏 田中 剛 新冠 アラキフアーム ― （出走取消）

48 テイエムトップガン 牡3栗 56 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 土田農場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，753，600円 複勝： 31，506，100円 枠連： 13，986，700円
馬連： 50，441，800円 馬単： 37，857，600円 ワイド： 22，737，600円
3連複： 63，754，300円 3連単： 127，437，000円 計： 369，474，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（3－7） 650円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 230円 �� 160円 �� 250円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 2，910円

票 数

単勝票数 計 217536 的中 � 62692（1番人気）
複勝票数 計 315061 的中 � 85464（1番人気）� 56368（3番人気）� 76772（2番人気）
枠連票数 計 139867 的中 （3－7） 15898（3番人気）
馬連票数 計 504418 的中 �� 54993（3番人気）
馬単票数 計 378576 的中 �� 22874（4番人気）
ワイド票数 計 227376 的中 �� 22153（2番人気）�� 44678（1番人気）�� 20413（3番人気）
3連複票数 計 637543 的中 ��� 102692（1番人気）
3連単票数 計1274370 的中 ��� 32338（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．7―49．6―1：02．4―1：14．8―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ヒカルハノハノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．12．1 中山7着

2010．4．9生 牡3黒鹿 母 ヒカルリクエスト 母母 グレースランド 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔出走取消〕 ドミンゴ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

テイエムトップガン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔その他〕 ウインギャラント号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アングリア号・ツクバナデシコ号

06066 3月10日 晴 良 （25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

11 ニシノヘリオス 牡3青鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 日高 メイプルファーム 486 ―1：51．7 2．9�
22 ユキアカリノマチ 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 502 ―1：51．8� 32．0�
58 アトラスバローズ 牡3栗 56 蛯名 正義猪熊 広次氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474 ―1：52．11� 15．1�
57 トーセンジャステス 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 548 ― 〃 クビ 3．6�
34 エターナルスター 牝3栗 54 松岡 正海下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 476 ― 〃 ハナ 7．4	
69 フィールフリーリー 牝3栗 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478 ―1：52．2� 4．8

712 ハイファンタジー 牝3栗 54 C．デムーロ �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440 ―1：52．41� 20．0�

（伊）

46 リ ノ ワ ー ル 牝3青鹿 54
52 △嶋田 純次 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 450 ― 〃 クビ 72．0�
33 タカライーグル 牡3鹿 56 村田 一誠村山 義男氏 北出 成人 新冠 大栄牧場 482 ―1：52．5	 85．3�
813 ヤマニンレジーナ 牝3鹿 54 江田 照男土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 416 ―1：52．71� 37．6�
711 プラチナレイン 牝3黒鹿54 吉田 豊 クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 494 ― 〃 ハナ 18．0�

（ケイアイアリエス）

814 ペ タ ラ 牝3栗 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 462 ― 〃 ハナ 73．8�

45 ユウリスタート 牡3青 56
54 △杉原 誠人アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 460 ―1：54．7大差 63．5�

610 セカンドレディ 牝3鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 根本 康広 日高 有限会社
飯田牧場 448 ―1：55．65 320．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，713，500円 複勝： 33，690，400円 枠連： 15，704，200円
馬連： 53，572，900円 馬単： 38，841，200円 ワイド： 22，867，800円
3連複： 63，104，900円 3連単： 116，924，500円 計： 370，419，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 640円 � 310円 枠 連（1－2） 4，540円

馬 連 �� 5，370円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 710円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 18，390円 3 連 単 ��� 94，830円

票 数

単勝票数 計 257135 的中 � 72239（1番人気）
複勝票数 計 336904 的中 � 82396（1番人気）� 10522（8番人気）� 25601（5番人気）
枠連票数 計 157042 的中 （1－2） 2555（17番人気）
馬連票数 計 535729 的中 �� 7376（17番人気）
馬単票数 計 388412 的中 �� 3536（25番人気）
ワイド票数 計 228678 的中 �� 3353（17番人気）�� 8457（7番人気）�� 1273（40番人気）
3連複票数 計 631049 的中 ��� 2533（52番人気）
3連単票数 計1169245 的中 ��� 910（239番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．9―51．2―1：03．8―1：16．3―1：28．6―1：40．0

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノヘリオス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2010．2．19生 牡3青鹿 母 キャッスルブラウン 母母 Hiroo Garden 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※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。



06067 3月10日 晴 良 （25中山2）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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 トーセントレジャー 牡5鹿 57 松岡 正海島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 502± 01：13．7 4．8�
12 セイントチャンス 牡4鹿 57 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 478＋ 21：14．12� 16．4�
816 シャインブレイザー 牡4黒鹿57 三浦 皇成杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 488＋121：14．31� 15．4�
36 クラウンリバー 牝5鹿 55 武士沢友治矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 494＋ 81：14．4� 33．6�
611 ナムラビーム 牝4芦 55 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 460＋121：14．82� 16．6�
24 トウカイチャーム 牡5栗 57 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 472－ 8 〃 アタマ 2．6	
815 モンサンジュピター 牡4栗 57 木幡 初広山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 有限会社武岡牧場 504＋ 41：15．01 7．8

11 ト ル サ ー ド 牝4栗 55

53 △嶋田 純次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 B462－ 61：15．32 140．5�

47 ツクバヴァンクール 牡4鹿 57
55 △杉原 誠人細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 446－ 61：15．4� 33．9�

59 レッツマンボウ 牝5栗 55 嘉藤 貴行ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 486＋ 8 〃 ハナ 103．2�
612	 カンタベリーママ 牝4鹿 55 柴田 大知峰 哲馬氏 蛯名 利弘 新ひだか 藤吉牧場 410－ 21：15．82� 279．5�
713 ミ ル テ 牝4栗 55 江田 照男長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム 432± 0 〃 アタマ 67．7�
510 ベルモントキーラ 牝5青鹿55 石橋 脩 ベルモントファーム勢司 和浩 新冠 ベルモント

ファーム 482＋ 81：15．9クビ 19．3�
23 	 トウカイチェッカー 
4鹿 57 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 444＋ 21：16．53� 247．2�
714 フォースライト 牝4黒鹿 55

52 ▲山崎 亮誠吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 472－ 6 〃 クビ 5．3�
35 	 ラッシュトウショウ 牝5栗 55

52 ▲伴 啓太トウショウ産業� 小野 次郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 414＋ 21：16．82 153．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，400，700円 複勝： 38，963，800円 枠連： 19，265，000円
馬連： 66，920，900円 馬単： 43，513，900円 ワイド： 29，982，700円
3連複： 85，027，800円 3連単： 144，417，000円 計： 452，491，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 300円 � 410円 枠 連（1－4） 2，730円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，300円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 12，260円 3 連 単 ��� 54，860円

票 数

単勝票数 計 244007 的中 � 40312（2番人気）
複勝票数 計 389638 的中 � 63095（2番人気）� 32945（4番人気）� 21935（6番人気）
枠連票数 計 192650 的中 （1－4） 5226（12番人気）
馬連票数 計 669209 的中 �� 14943（13番人気）
馬単票数 計 435139 的中 �� 6118（18番人気）
ワイド票数 計 299827 的中 �� 7044（11番人気）�� 5723（16番人気）�� 2742（29番人気）
3連複票数 計 850278 的中 ��� 5119（44番人気）
3連単票数 計1444170 的中 ��� 1943（168番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―12．6―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．8―48．4―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセントレジャー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Gulch デビュー 2010．10．23 福島13着

2008．4．23生 牡5鹿 母 ヴェルサーチ 母母 Linden Walk 24戦2勝 賞金 32，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヒヅグータス号・フランスギャル号

06068 3月10日 曇 良 （25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）
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

59 レッドジャクソン 牡4鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 550－ 41：56．4 9．8�
46 ゲルマンシチー 牡5青 57 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 474－ 2 〃 アタマ 3．2�
35 レッドブルピサ 牡4鹿 57 三浦 皇成市川 義美氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 524－ 81：56．82� 8．1�
611 リバティーアゲイン 牡4青鹿57 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 490－ 41：57．01	 6．4�
713 アルジェンタム 牡5栗 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 クビ 7．1�
23 ピタゴラスコンマ 牡4鹿 57 横山 典弘髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 510－ 41：57．21	 7．2	
11 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57 吉田 豊栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 454－ 2 〃 クビ 128．6

58 ダーズンローズ 
5青 57 武士沢友治 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476－ 61：57．62� 14．5�
814 デルマエビス 牡4鹿 57 石橋 脩浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 470＋ 61：57．7� 16．1
815� ナンヨーヤシマ 牡4青鹿57 津村 明秀中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 506－ 61：57．91	 163．2�
34 リンガスクリフ 牡5栗 57 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 500± 01：58．0� 10．6�
47 � ラッキースター 牡5鹿 57

55 △嶋田 純次副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 486－151：58．53 173．7�
22 ゴールドゲッター 牡4鹿 57 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B518－121：59．03 46．0�
610� サンデンマックス 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 500－ 2 〃 クビ 76．1�
712� テンエイアドニス 牡5鹿 57

55 △杉原 誠人熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
天栄牧場 426－102：01．7大差 433．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，683，800円 複勝： 51，887，600円 枠連： 24，161，600円
馬連： 88，377，600円 馬単： 53，124，200円 ワイド： 36，421，700円
3連複： 104，979，200円 3連単： 171，388，300円 計： 560，024，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 250円 � 150円 � 240円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，320円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 24，740円

票 数

単勝票数 計 296838 的中 � 24009（6番人気）
複勝票数 計 518876 的中 � 47797（5番人気）� 115610（1番人気）� 50731（4番人気）
枠連票数 計 241616 的中 （4－5） 20150（2番人気）
馬連票数 計 883776 的中 �� 52527（1番人気）
馬単票数 計 531242 的中 �� 12920（8番人気）
ワイド票数 計 364217 的中 �� 15053（5番人気）�� 6539（22番人気）�� 13781（6番人気）
3連複票数 計1049792 的中 ��� 19510（14番人気）
3連単票数 計1713883 的中 ��� 5114（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―38．4―52．2―1：04．8―1：17．2―1：29．9―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．2
1
3
・（2，5）（3，9）（4，10）6，11，14，13，7（1，12）－8－15・（2，5，9，14）（4，10）3，13，6，11，1－8，7＝12，15

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

勝馬の
紹 介

レッドジャクソン �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．1．28 東京5着

2009．3．28生 牡4鹿 母 ブライアンマリア 母母 ホッポウマリア 7戦2勝 賞金 12，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンエイアドニス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月10日まで平地

競走に出走できない。



06069 3月10日 曇 良 （25中山2）第6日 第9競走 ��
��2，000�

やまざくら

山 桜 賞
発走14時35分 （芝・右）
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

55 ミエノワンダー 牡3鹿 56 松岡 正海里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500± 02：02．3 3．5�
33 ジャイアントリープ 牡3芦 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム 500－ 62：02．62 6．4�
22 シャイニーリーヴァ 牡3鹿 56 C．デムーロ 小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 456－ 42：02．81� 3．8�

（伊）

77 テイエムブシドー 牡3鹿 56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 444－ 62：02．9クビ 5．7�
44 マクベスバローズ 牡3黒鹿56 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464－ 22：03．0� 10．1�
66 ダイビングボード 牡3鹿 56 田辺 裕信有限会社シルク高柳 瑞樹 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 508－ 2 〃 ハナ 21．3	
88 ポップジェムズ 牡3鹿 56 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：03．21 5．2

11 ポ ポ ル ブ フ 牡3芦 56 蛯名 正義吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 472± 02：03．3� 24．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，780，100円 複勝： 61，831，000円 枠連： 発売なし
馬連： 106，605，000円 馬単： 66，068，900円 ワイド： 35，756，100円
3連複： 101，109，300円 3連単： 258，494，400円 計： 670，644，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 180円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 440円 �� 240円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 407801 的中 � 93306（1番人気）
複勝票数 計 618310 的中 � 139318（1番人気）� 76931（5番人気）� 123604（2番人気）
馬連票数 計1066050 的中 �� 59201（6番人気）
馬単票数 計 660689 的中 �� 20184（10番人気）
ワイド票数 計 357561 的中 �� 18972（7番人気）�� 43833（1番人気）�� 16239（9番人気）
3連複票数 計1011093 的中 ��� 58068（3番人気）
3連単票数 計2584944 的中 ��� 22604（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．4―49．0―1：01．9―1：14．3―1：26．7―1：38．5―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
7，1－（2，8，4）（3，5）－6・（7，1，8）（2，4，6）（3，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノワンダー �

父 グラスワンダー �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．15 中山5着

2010．4．16生 牡3鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 4戦2勝 賞金 17，845，000円
※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。

06070 3月10日 曇 良 （25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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

612 ム ク ド ク 	7青鹿55 田辺 裕信平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 61：32．7 24．1�

815 ゼ ロ ス 牡4鹿 55 村田 一誠杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 502＋ 6 〃 クビ 46．1�
816 ヒットジャポット 牡6黒鹿56 三浦 皇成西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド 494－ 61：32．8
 13．4�
714 モンストール 牡4鹿 55 柴田 大知前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 482－ 2 〃 クビ 9．3�
713 ス ピ リ タ ス 	8栗 56 内田 博幸 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム 446－10 〃 アタマ 7．1�
59 ネオヴァンドーム 牡6鹿 56 北村 宏司小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504－ 41：32．9クビ 9．7	
11 メジャーアスリート 牡4栗 56 蛯名 正義
G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 504－ 41：33．0� 4．3�
23 ガ ン ダ ー ラ 牡7栗 57 柴田 善臣林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 466－141：33．1
 39．3�
510 エアラフォン 牡6栗 56 C．デムーロ 
ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 20．5

（伊）

48 キングレオポルド 牡6鹿 56 横山 典弘里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：33．2
 12．3�
24 キョウエイストーム 牡8芦 57 石橋 脩田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 442－ 41：33．3クビ 8．6�
36 マイネルラクリマ 牡5栗 56 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 488＋ 8 〃 ハナ 12．6�
611 サトノタイガー 牡5黒鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 474＋ 61：33．72
 8．1�
12 マコトナワラタナ 牝4鹿 53 藤岡 康太尾田左知子氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 428－ 8 〃 アタマ 70．2�
47 エイシンオスマン 牡5鹿 55 太宰 啓介平井 豊光氏 坂口 正則 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 470± 01：35．5大差 24．4�
35 ストロングガルーダ 牡7青鹿55 木幡 初広村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 490－ 6 （競走中止） 121．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，633，100円 複勝： 64，816，000円 枠連： 44，127，200円
馬連： 172，100，500円 馬単： 84，245，000円 ワイド： 60，158，500円
3連複： 222，352，400円 3連単： 365，498，000円 計： 1，053，930，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 740円 � 1，650円 � 380円 枠 連（6－8） 3，370円

馬 連 �� 88，760円 馬 単 �� 179，180円

ワ イ ド �� 25，010円 �� 4，440円 �� 8，450円

3 連 複 ��� 359，860円 3 連 単 ��� 1，577，420円

票 数

単勝票数 計 406331 的中 � 13286（11番人気）
複勝票数 計 648160 的中 � 22790（11番人気）� 9553（15番人気）� 49499（7番人気）
枠連票数 計 441272 的中 （6－8） 9666（20番人気）
馬連票数 計1721005 的中 �� 1431（111番人気）
馬単票数 計 842450 的中 �� 347（221番人気）
ワイド票数 計 601585 的中 �� 588（115番人気）�� 3362（55番人気）�� 1751（79番人気）
3連複票数 計2223524 的中 ��� 456（465番人気）
3連単票数 計3654980 的中 ��� 171（2469番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．9―11．2―11．5―12．0―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―33．9―45．1―56．6―1：08．6―1：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ム ク ド ク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2008．10．26 東京4着

2006．2．1生 	7青鹿 母 フリーダムトレイル 母母 ア セ マ 21戦5勝 賞金 90，487，000円
〔競走中止〕 ストロングガルーダ号は，競走中に疾病〔左第1指骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 メジャーアスリート号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）
※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。
（非抽選馬）16頭 オリービン号・カネトシディオス号・カリバーン号・コウセイコタロウ号・シャイニーホーク号・スズジュピター号・

スマートギア号・デュアルスウォード号・トウショウブリッツ号・ニシノメイゲツ号・ネオサクセス号・
ヒストリカル号・ファイアーフロート号・ホッカイカンティ号・マイネルロブスト号・ヤマニンウイスカー号

※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。

２レース目



06071 3月10日 曇 良 （25中山2）第6日 第11競走 ��
��1，800�第31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，24．3．10以降25．3．3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 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

611 マイネイサベル 牝5鹿 56 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 470＋ 81：48．5 12．7�

48 スマートシルエット 牝6鹿 54 蛯名 正義大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 482－ 41：48．6� 6．0�
816 オールザットジャズ 牝5鹿 56 C．デムーロ 市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 470＋181：48．7クビ 4．9�

（伊）

59 オメガハートランド 牝4鹿 54 内田 博幸原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 424－ 21：48．91	 7．5�
11 ダイワズーム 牝4栗 53 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460－ 41：49．0� 6．9�
12 フミノイマージン 牝7鹿 57 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム 472－10 〃 クビ 8．6	
713 アイスフォーリス 牝4芦 53 横山 典弘 
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 466± 01：49．1クビ 17．1�
714 ア カ ン サ ス 牝5青 55 三浦 皇成�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 450＋ 6 〃 クビ 20．3�
612 サンシャイン 牝4黒鹿53 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 416－12 〃 アタマ 15．3
47 ア ラ フ ネ 牝4栗 53 丸田 恭介
アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 440－ 6 〃 アタマ 21．6�
24 クイーンリヴィエラ 牝4黒鹿50 吉田 豊永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 412－ 61：49．2クビ 14．0�
815 ト シ ザ マ キ 牝6栗 52 村田 一誠上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 458－ 41：49．3
 100．6�
35 ニシノステディー 牝5栗 53 柴田 善臣西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 488＋ 81：49．51	 103．9�
23 フェータルローズ 牝4栗 50 江田 照男兼松 利男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 430－ 6 〃 ハナ 16．1�
510 メイショウデイム 牝6黒鹿54 津村 明秀松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 468－ 41：49．6クビ 39．1�
36 エリンコート 牝5黒鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 アタマ 55．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 134，747，100円 複勝： 198，393，000円 枠連： 168，857，200円 馬連： 672，624，500円 馬単： 319，411，900円
ワイド： 211，552，500円 3連複： 1，024，836，600円 3連単： 1，749，934，400円 5重勝： 822，943，100円 計： 5，303，300，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 380円 � 210円 � 190円 枠 連（4－6） 1，650円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，390円 �� 680円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 47，930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����� 2，123，540円

票 数

単勝票数 計1347471 的中 � 84066（6番人気）
複勝票数 計1983930 的中 � 115926（6番人気）� 266780（2番人気）� 318922（1番人気）
枠連票数 計1688572 的中 （4－6） 75860（6番人気）
馬連票数 計6726245 的中 �� 123180（14番人気）
馬単票数 計3194119 的中 �� 27146（35番人気）
ワイド票数 計2115525 的中 �� 36259（10番人気）�� 36689（9番人気）�� 80221（1番人気）
3連複票数 計10248366 的中 ��� 116374（6番人気）
3連単票数 計17499344 的中 ��� 26950（81番人気）
5重勝票数 計8229431 的中 ����� 286

ハロンタイム 13．1―12．0―12．2―12．3―11．7―11．9―11．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．3―49．6―1：01．3―1：13．2―1：25．1―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3
1
3
1，8（4，5）12（3，10）（9，16）（11，15）（6，13）7－14，2
1，8（4，5）（3，10，12）（9，16，15）（6，11，13）（7，2）14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネイサベル �
�
父 テレグノシス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．7．17 新潟1着

2008．4．11生 牝5鹿 母 マイネレジーナ 母母 フミノスキー 19戦4勝 賞金 199，342，000円
〔制裁〕 マイネイサベル号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スピードリッパー号・パワースポット号
※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。

06072 3月10日 曇 良 （25中山2）第6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）
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
1：08．7
1：08．7

重
重

815� ダブルスター 牡4栗 57 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500± 01：11．7 2．5�
12 フルヒロボーイ 牡4鹿 57 蛯名 正義古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 526＋ 41：11．8	 5．7�
714 トリニティチャーチ 
5鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 61：11．9クビ 12．1�
48 メイショウフォロー 牡4鹿 57 太宰 啓介松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 470－ 2 〃 クビ 140．1�
47 アキノモーグル 牡5栗 57 石橋 脩穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 520± 01：12．0クビ 21．2�
36 トイボックス 牡6黒鹿57 津村 明秀名古屋友豊	 木原 一良 新ひだか 久井牧場 474＋ 6 〃 クビ 64．6

612 ハワイアンシュガー 牡5黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 454－ 21：12．1	 40．0�
510 ユ ー ス フ ル 牡6鹿 57 横山 典弘武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 472－ 2 〃 ハナ 80．5�
816 ケージーヨシツネ 牡5鹿 57 C．デムーロ 川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 460＋ 41：12．41� 22．0

（伊）

713 クレバーデステニー 牡4鹿 57 田辺 裕信 	ウエスタンファーム 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド 454－ 4 〃 アタマ 4．0�
11 ケ ビ ン ド ゥ 牡4栗 57

55 △嶋田 純次井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 476± 01：12．5	 8．5�
59 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 496＋ 2 〃 ハナ 96．3�
611 トーホウブエナス 牝6栗 55 嘉藤 貴行東豊物産	 田中 清隆 新冠 競優牧場 460± 0 〃 ハナ 50．6�
23 オオタニジムチョウ 牡4黒鹿 57

55 △杉原 誠人國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 466－ 21：12．6	 32．8�
35 � シャイニイチカ 牝6鹿 55

52 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 434± 01：12．7� 284．4�
24 キングスリージョン 牡7栗 57 北村 宏司吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 504－ 6 〃 アタマ 63．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，023，500円 複勝： 89，295，100円 枠連： 59，897，300円
馬連： 183，739，700円 馬単： 109，333，200円 ワイド： 73，722，700円
3連複： 238，645，600円 3連単： 464，540，700円 計： 1，283，197，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 280円 枠 連（1－8） 480円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 360円 �� 670円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 11，610円

票 数

単勝票数 計 640235 的中 � 204018（1番人気）
複勝票数 計 892951 的中 � 241340（1番人気）� 109041（3番人気）� 64408（5番人気）
枠連票数 計 598973 的中 （1－8） 92636（2番人気）
馬連票数 計1837397 的中 �� 165046（2番人気）
馬単票数 計1093332 的中 �� 57896（3番人気）
ワイド票数 計 737227 的中 �� 56902（2番人気）�� 26645（7番人気）�� 14673（11番人気）
3連複票数 計2386456 的中 ��� 56350（7番人気）
3連単票数 計4645407 的中 ��� 29552（20番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．4―12．0―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．9―45．9―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダブルスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2009．3．21生 牡4栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 9戦2勝 賞金 32，400，000円
地方デビュー 2011．6．29 門別

〔発走状況〕 トーホウブエナス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 トーホウブエナス号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ガクニホシ号
※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。

５レース目



（25中山2）第6日 3月10日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
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

233，980，000円
7，260，000円
1，650，000円
21，320，000円
65，738，750円
4，874，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
481，843，700円
821，679，800円
413，630，000円
1，618，899，100円
928，595，900円
603，556，200円
2，207，645，300円
3，953，141，500円
822，943，100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
5 重 勝
計 11，851，934，600円

総入場人員 24，250名 （有料入場人員 21，981名）
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