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06073 3月16日 晴 良 （25中山2）第7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

816 ゴールデンパピオン 牡3鹿 56 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 斎藤 誠 新冠 隆栄牧場 502－ 61：55．9 11．0�
815 シュガーパイン 牡3鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 21：56．0� 2．5�

714 ダンディーレイ 牡3栗 56 高倉 稜 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 468－ 21：56．32 8．7�
59 ナムライチバンボシ 牡3鹿 56 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 486－101：56．93� 5．2�
612 トーセンワイルド 牡3青 56 武士沢友治島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 494－ 21：57．11 19．2

47 ジュルヴォアソング 牡3鹿 56 内田 博幸廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 488＋ 21：57．2� 6．1�
713 キルタンサス 牡3栗 56 丸田 恭介山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 450＋ 41：57．3� 161．3�
510 ヤマイチコンコルド 牡3鹿 56 木幡 初広坂本 肇氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 478－ 41：58．79 192．4
23 マイネルガリオン 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 水上 習孝 B526－ 81：58．8クビ 24．2�
611 カシノラッキー 牡3青鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 B466－ 41：59．01� 327．3�
12 ショウナンパンチ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 坂田牧場 512＋161：59．21� 7．1�
35 トゥルーブルー 牡3芦 56 和田 竜二飯田 正剛氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 512－ 41：59．62� 94．8�
11 ハクサンキング 牡3鹿 56 江田 照男百万 武夫氏 石毛 善彦 浦河 アイオイファーム 470＋141：59．81 93．3�
48 タケデンアルプス 牡3栗 56

54 △嶋田 純次武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 484－102：00．22� 240．4�
36 トウカイマスター 牡3栗 56 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 472－ 22：00．83� 60．3�
24 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 450－ 22：00．9クビ 635．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，138，100円 複勝： 35，505，700円 枠連： 13，528，900円
馬連： 46，645，900円 馬単： 30，637，300円 ワイド： 21，585，400円
3連複： 61，708，500円 3連単： 97，797，200円 計： 328，547，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 150円 � 250円 枠 連（8－8） 1，490円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 600円 �� 850円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 20，920円

票 数

単勝票数 計 211381 的中 � 15196（6番人気）
複勝票数 計 355057 的中 � 29414（6番人気）� 78809（1番人気）� 33942（5番人気）
枠連票数 計 135289 的中 （8－8） 6706（7番人気）
馬連票数 計 466459 的中 �� 25521（5番人気）
馬単票数 計 306373 的中 �� 6430（15番人気）
ワイド票数 計 215854 的中 �� 9181（7番人気）�� 6163（14番人気）�� 7293（10番人気）
3連複票数 計 617085 的中 ��� 13490（12番人気）
3連単票数 計 977972 的中 ��� 3451（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―50．2―1：02．9―1：15．9―1：29．1―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．0
1
3
2，3，14（7，9）15（6，10）16，8（1，13）－（4，12）－11－5・（2，3）14（7，9，15，16）－13，10（6，12）（1，8，11）5－4

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンパピオン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．2．3 東京6着

2010．5．4生 牡3鹿 母 ケイアイダンサー 母母 ブリーダーズフライト 3戦1勝 賞金 5，750，000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） 3頭 カンタベリーリュウ号・ケツァルコアトル号・トップトライ号
（非抽選馬） 1頭 スキルアップ号

06074 3月16日 晴 良 （25中山2）第7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

24 タ サ ジ ャ ラ 牡3鹿 56 内田 博幸 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B514± 01：12．7 1．7�
510 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± 01：13．02 5．3�
713 プリンシアルーナ 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人芳川 貴行氏 栗田 徹 平取 坂東牧場 430＋101：13．53 17．2�
816 ベルモントラヴ 牝3芦 54 柴田 善臣 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 490－ 21：14．03 43．5�
48 タオルチャン 牝3栗 54 横山 典弘加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 424－ 81：14．53 13．2�
12 ゲンパチキセキ 牡3鹿 56 石橋 脩平野 武志氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 464－ 2 〃 アタマ 43．9	
714 カシマルフィ 牡3黒鹿56 丸田 恭介
カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 460＋ 21：14．6クビ 20．9�
59 シキランマン 牝3栗 54 武士沢友治髙樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 394＋ 41：14．81� 167．9�
36 トウショウチャージ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠トウショウ産業
 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 408＋ 21：15．01� 503．1
35 バンテアイスレイ 牝3鹿 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 真歌田中牧場 418－ 6 〃 ハナ 628．0�
815 サクセスカーチス 牡3鹿 56 田辺 裕信髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 456＋ 41：15．21� 6．1�
611 タケデンアズマ 牡3栗 56 嘉藤 貴行武市 弘氏 高橋 義博 新ひだか 沖田 哲夫 464± 01：15．3クビ 798．3�
23 ルナーリンガス 牝3鹿 54 和田 竜二伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田牧場 470＋ 21：15．62 128．5�
612 ブロンドバレット 牝3栗 54 戸崎 圭太河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 448－ 41：15．91� 27．5�
47 ドラゴンウォーター 牝3栗 54

52 △嶋田 純次窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 バンダム牧場 438＋ 21：16．53� 357．1�
11 キャニオンチャーム 牝3黒鹿54 松岡 正海�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 468－10 （競走中止） 165．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，791，300円 複勝： 56，498，500円 枠連： 12，542，400円
馬連： 45，730，700円 馬単： 36，355，200円 ワイド： 22，955，100円
3連複： 61，085，700円 3連単： 115，565，000円 計： 373，523，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（2－5） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 200円 �� 280円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 3，310円

票 数

単勝票数 計 227913 的中 � 111492（1番人気）
複勝票数 計 564985 的中 � 328384（1番人気）� 61837（2番人気）� 26334（5番人気）
枠連票数 計 125424 的中 （2－5） 22706（2番人気）
馬連票数 計 457307 的中 �� 82451（1番人気）
馬単票数 計 363552 的中 �� 46578（1番人気）
ワイド票数 計 229551 的中 �� 34495（1番人気）�� 20608（3番人気）�� 7655（8番人気）
3連複票数 計 610857 的中 ��� 36584（3番人気）
3連単票数 計1155650 的中 ��� 25799（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．5―12．5―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ サ ジ ャ ラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Forestry デビュー 2012．9．30 中山10着

2010．2．25生 牡3鹿 母 イータカリーナ 母母 リトルアロー 8戦1勝 賞金 8，250，000円
〔競走中止〕 キャニオンチャーム号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノマインド号・ティアップドリーム号・フローズンムーン号
（非抽選馬） 1頭 デルマスナカケババ号

第２回 中山競馬 第７日



06075 3月16日 晴 良 （25中山2）第7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

816 ボディーダンシング 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 436－121：58．1 2．9�
713 キョウエイリリック 牝3鹿 54 丸田 恭介田中 晴夫氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤沢牧場 486－ 6 〃 クビ 4．6�
59 シャトルダンサー 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 446＋ 21：58．2� 8．6�
611 メイショウキリコ 牝3鹿 54 石橋 脩松本 好雄氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 530－ 41：58．41� 5．8�
36 モンビジュー 牝3栗 54 内田 博幸大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 442－101：59．25 8．3�
47 ウインコサージュ 牝3芦 54 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 462± 01：59．62� 37．3	
23 ソフトライム 牝3黒鹿54 和田 竜二吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B462＋ 21：59．7クビ 18．0

35 レイヌドネージュ 牝3鹿 54 武士沢友治 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 478－ 21：59．91� 13．2�
510 フリーマインド 牝3鹿 54 柴田 大知上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 碧雲牧場 B416－ 62：00．43 89．2
11 プレミールサリー 牝3黒鹿54 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 日高 竹島 幸治 506＋122：00．61� 19．1�
714 ケイアイリーラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 富田牧場 440－142：00．7クビ 26．0�
48 スターピューピル 牝3栗 54

52 △杉原 誠人吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 440－ 62：00．91� 81．7�
612 スターバトマーテル 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 市川フアーム 456－ 42：01．0� 183．6�
12 フラワーリヴァー 牝3鹿 54 中谷 雄太�髙昭牧場 小野 次郎 浦河 高昭牧場 482－ 22：01．42� 112．7�
815 リビエールブルー 牝3鹿 54 高倉 稜本間 茂氏 柴田 政人 新冠 村上牧場 416－222：03．010 229．5�
24 スイートサンバ 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 418± 02：03．63� 379．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，516，000円 複勝： 28，606，300円 枠連： 13，265，100円
馬連： 44，536，300円 馬単： 29，030，600円 ワイド： 20，568，200円
3連複： 56，199，300円 3連単： 91，436，900円 計： 302，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 190円 � 230円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 330円 �� 450円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 185160 的中 � 50446（1番人気）
複勝票数 計 286063 的中 � 70480（1番人気）� 37193（3番人気）� 28408（4番人気）
枠連票数 計 132651 的中 （7－8） 16396（1番人気）
馬連票数 計 445363 的中 �� 37764（1番人気）
馬単票数 計 290306 的中 �� 15956（1番人気）
ワイド票数 計 205682 的中 �� 16736（1番人気）�� 11415（3番人気）�� 6200（8番人気）
3連複票数 計 561993 的中 ��� 18729（3番人気）
3連単票数 計 914369 的中 ��� 8760（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．3―13．8―13．3―13．3―13．1―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．5―51．3―1：04．6―1：17．9―1：31．0―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．2
1
3
9，1（16，13）3（6，10，15）＝（2，4）14，5（8，11）7，12
9（1，16，13，11）3，6，14（2，10）（7，5）15（12，4）8

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

勝馬の
紹 介

ボディーダンシング �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．3 東京7着

2010．3．29生 牝3鹿 母 ダンシングサンデー 母母 ダンシングキイ 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートサンバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月16日まで平地競

走に出走できない。

06076 3月16日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山2）第7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

69 タニノハービービー 牡4鹿 59 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 484＋ 23：13．1 1．4�
610 マ サ デ パ ン 牡5黒鹿60 石神 深一加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 482－ 63：14．16 45．8�
813 アイアムエレガント 牝5黒鹿58 浜野谷憲尚堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 510＋ 4 〃 アタマ 19．9�
58 ブレイクチャンス �6鹿 60 横山 義行齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 494－ 43：14．2クビ 7．0�
46 リバーオリエンタル 牡4鹿 59 江田 勇亮吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 450－ 43：14．41 14．1�
712 インフィニットエア �7黒鹿60 柴田 大知 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋ 83：14．82� 28．7	
711 カシマシンセイ 牡4鹿 59 山本 康志松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム 508＋103：14．9� 34．7

11 アンブロークン �8青鹿60 蓑島 靖典広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 474－ 23：15．1� 25．0�
45 エースドライバー �4鹿 59 金子 光希 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462＋143：19．3大差 61．6
814 エーブポセイドーン 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 512＋ 23：28．1大差 22．2�
57 ビッグプレゼンター 牡4鹿 59

57 ▲原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 468＋ 2 （競走中止） 292．7�
22 � プロジェクトブルー 牡6鹿 60 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 520＋10 （競走中止） 160．3�
33 ファートゥム �9栗 60 大江原 圭田上 雅春氏 大江原 哲 静内 岡田スタツド 464－ 6 （競走中止） 14．0�
34 カワキタバルク 牡4青鹿59 鈴木 慶太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 478＋ 6 （競走中止） 163．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，571，600円 複勝： 43，325，500円 枠連： 11，637，800円
馬連： 30，833，400円 馬単： 28，018，900円 ワイド： 14，410，700円
3連複： 43，606，800円 3連単： 83，710，700円 計： 274，115，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 570円 � 320円 枠 連（6－6） 2，310円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 690円 �� 530円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 22，310円

票 数

単勝票数 計 185716 的中 � 106682（1番人気）
複勝票数 計 433255 的中 � 308689（1番人気）� 6628（10番人気）� 13703（5番人気）
枠連票数 計 116378 的中 （6－6） 3721（7番人気）
馬連票数 計 308334 的中 �� 9469（9番人気）
馬単票数 計 280189 的中 �� 7459（11番人気）
ワイド票数 計 144107 的中 �� 5270（7番人気）�� 7145（5番人気）�� 1159（35番人気）
3連複票数 計 436068 的中 ��� 4229（30番人気）
3連単票数 計 837107 的中 ��� 2770（74番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．8－3F 39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タニノハービービー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2011．10．30 東京10着

2009．2．21生 牡4鹿 母 アイコチャン 母母 マサコチャン 障害：6戦1勝 賞金 12，600，000円
〔競走中止〕 カワキタバルク号・ファートゥム号は，2周目3号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

プロジェクトブルー号は，2周目3号障害〔いけ垣〕着地後に，転倒した「カワキタバルク」号に触れ，騎手が落馬したため
競走中止。
ビッグプレゼンター号は，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。

〔制裁〕 アイアムエレガント号の騎手浜野谷憲尚は，1周目3号障害を内側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）



06077 3月16日 晴 良 （25中山2）第7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

24 ブリリアントダンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 482－ 22：20．0 104．9�
23 トーセンハルカゼ 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 8 〃 クビ 3．6�
59 ウエスタンオウジ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 480－ 8 〃 アタマ 9．2�
11 ジェネスヘイロー 牡3鹿 56 村田 一誠山口 真吾氏 木村 哲也 日高 長田ファーム 466－ 82：20．1クビ 53．6�
510 レリックマイヤー 牝3鹿 54 大庭 和弥水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 456－ 22：20．2� 69．2�
36 ユールシンギング 牡3鹿 56 松岡 正海 	社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 532－ 8 〃 クビ 2．0

815 マイネルジェイド 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 436－ 62：20．3クビ 7．5�
35 ノエルキャロル 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 ハナ 8．6
47 ローレルナガバナシ 牡3栗 56 丸田 恭介 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム 460± 02：20．51 55．2�
611 ノアミラクル 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 470－ 82：20．6� 108．6�
48 マイネルムーン 牡3鹿 56 黛 弘人 �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 446＋ 2 〃 クビ 72．8�
713 スイートワルツ 牝3鹿 54 高倉 稜シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 476－ 62：20．81� 333．0�
714 オマツリマンボ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 458－ 2 〃 同着 310．1�
12 ミリオンクローネ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次	岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 414－ 62：21．22� 331．7�

612 ブラックユニバンス 牡3黒鹿56 和田 竜二亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 464－ 62：21．41� 154．2�
816 タカトーエルザー 牝3鹿 54 武士沢友治斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 和田牧場 472－ 42：22．25 420．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，719，000円 複勝： 40，326，900円 枠連： 14，406，200円
馬連： 50，975，700円 馬単： 36，886，800円 ワイド： 22，437，500円
3連複： 63，291，500円 3連単： 120，405，100円 計： 370，448，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，490円 複 勝 � 2，180円 � 180円 � 340円 枠 連（2－2） 17，810円

馬 連 �� 17，040円 馬 単 �� 44，930円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 9，400円 �� 630円

3 連 複 ��� 49，020円 3 連 単 ��� 630，210円

票 数

単勝票数 計 217190 的中 � 1633（10番人気）
複勝票数 計 403269 的中 � 3725（11番人気）� 78777（2番人気）� 29910（5番人気）
枠連票数 計 144062 的中 （2－2） 597（25番人気）
馬連票数 計 509757 的中 �� 2208（28番人気）
馬単票数 計 368868 的中 �� 606（66番人気）
ワイド票数 計 224375 的中 �� 1457（26番人気）�� 562（45番人気）�� 9510（8番人気）
3連複票数 計 632915 的中 ��� 953（76番人気）
3連単票数 計1204051 的中 ��� 141（612番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―37．4―51．1―1：05．0―1：18．6―1：32．1―1：44．9―1：56．8―2：08．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリリアントダンス �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2012．10．7 東京12着

2010．4．8生 牡3鹿 母 ザッツザウェイ 母母 ブリリアントアイ 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ユールシンギング号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金10，000円。（被害馬：12番・3番）

06078 3月16日 晴 良 （25中山2）第7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

816 コスタアレグレ 牡3栗 56 和田 竜二安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：13．3 8．2�
815 ナムライッポン 牡3黒鹿56 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 478 ―1：13．51� 91．6�
48 ショウナンヤマト 牡3栗 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 536 ―1：14．03 2．6�
35 カワキタプラウド 牡3栗 56 柴田 善臣川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか へいはた牧場 466 ― 〃 クビ 12．5�
23 ノアメロディ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 飛渡牧場 458 ― 〃 アタマ 86．9�
59 ダイアゴナルクロス 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 484 ―1：14．31� 31．2	
510 ポントマイコ 牝3青鹿54 柴田 大知松本夫佐子氏 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 422 ―1：14．51� 73．7

713 ダイワモンド 牝3鹿 54 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490 ― 〃 アタマ 4．9�
11 トウケイゴールド 牡3鹿 56 内田 博幸木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 478 ―1：14．6� 4．5�
611 キラキラムーン 牝3鹿 54 江田 照男髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 446 ―1：14．81� 19．7�
24 ビビットオレンジ 牝3栗 54 高倉 稜 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 浦河 高昭牧場 482 ―1：15．86 93．7�

（ケイアイカシオペア）

612 ニシノグローレ 牝3鹿 54 石橋 脩西山 茂行氏 古賀 慎明 新ひだか 岡田牧場 460 ―1：16．11� 66．8�
12 アンケセナーメン 牝3栗 54 松岡 正海山上 和良氏 牧田 和弥 新冠 北星村田牧場 452 ―1：17．710 13．6�
714 カシマキャンドル 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人松浦 一久氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 466 ―1：19．29 180．7�
36 ギンザクイーン 牝3鹿 54 的場 勇人新井原 博氏 根本 康広 日高 有限会社

飯田牧場 452 ―1：22．4大差 97．8�
47 サウスエンペラー 牡3栗 56 木幡 初広南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 506 ―1：26．9大差 212．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，286，500円 複勝： 29，174，600円 枠連： 14，130，800円
馬連： 43，499，800円 馬単： 30，136，000円 ワイド： 19，006，900円
3連複： 50，881，200円 3連単： 82，703，100円 計： 291，818，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 1，060円 � 130円 枠 連（8－8） 24，720円

馬 連 �� 26，130円 馬 単 �� 54，650円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 460円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 26，080円 3 連 単 ��� 272，480円

票 数

単勝票数 計 222865 的中 � 21576（4番人気）
複勝票数 計 291746 的中 � 33267（4番人気）� 4724（10番人気）� 84752（1番人気）
枠連票数 計 141308 的中 （8－8） 422（32番人気）
馬連票数 計 434998 的中 �� 1229（55番人気）
馬単票数 計 301360 的中 �� 407（98番人気）
ワイド票数 計 190069 的中 �� 955（37番人気）�� 11423（3番人気）�� 1589（28番人気）
3連複票数 計 508812 的中 ��� 1440（69番人気）
3連単票数 計 827031 的中 ��� 224（569番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―12．6―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．6―35．3―47．9―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスタアレグレ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Miswaki 初出走

2010．3．18生 牡3栗 母 コーディーライン 母母 Private Encore 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシマキャンドル号・ギンザクイーン号・サウスエンペラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成25年4月16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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 エターナルヒーロー号・オーゴンプリンス号・カレンナデルガード号・スパイグラスヒル号・デルマネコムスメ号・

ヒエラポリス号・ヒーフーミーチャン号・メイスンウォー号



06079 3月16日 晴 良 （25中山2）第7日 第7競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

68 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 486－ 81：55．4 1．5�
55 ダノンアイガー 牡3芦 56 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：55．93 4．6�
22 ファイブタブレット 牡3栗 56 丸田 恭介 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 488＋ 61：56．32� 41．6�
44 ツクバローレル 牡3黒鹿56 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 青森 ワールドファーム 506＋ 6 〃 アタマ 25．5�
11 ジャーラベンナ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 490± 01：56．72� 21．9	
67 ケイアイリブラ 牝3鹿 54 石橋 脩亀田 和弘氏 柴崎 勇 新ひだか 村上牧場 438－101：56．8クビ 32．0

56 	 ヤンキーソヴリン 牡3黒鹿56 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 484－ 4 〃 クビ 16．5�
812 ディーエスコマンド 牡3鹿 56 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 480－141：57．01
 166．7�
811 コンプリートゲーム 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 516－ 2 〃 クビ 195．9
79 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 56 和田 竜二浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 480＋ 41：57．1クビ 75．4�
33 ジョーヌドール 牡3栗 56 内田 博幸広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 456－ 61：57．2� 9．4�
710 ザショットアロー 牡3鹿 56 柴田 大知�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 488－ 41：57．51� 63．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，209，400円 複勝： 69，326，300円 枠連： 17，162，900円
馬連： 58，818，100円 馬単： 50，675，100円 ワイド： 27，451，000円
3連複： 71，868，500円 3連単： 168，559，800円 計： 499，071，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 520円 枠 連（5－6） 190円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 180円 �� 910円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 352094 的中 � 193807（1番人気）
複勝票数 計 693263 的中 � 391649（1番人気）� 98358（2番人気）� 13250（9番人気）
枠連票数 計 171629 的中 （5－6） 68890（1番人気）
馬連票数 計 588181 的中 �� 136089（1番人気）
馬単票数 計 506751 的中 �� 94839（1番人気）
ワイド票数 計 274510 的中 �� 53602（1番人気）�� 6282（12番人気）�� 3456（22番人気）
3連複票数 計 718685 的中 ��� 19077（7番人気）
3連単票数 計1685598 的中 ��� 22155（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．3―38．7―52．4―1：05．4―1：18．4―1：31．0―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

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 3戦2勝 賞金 12，000，000円
※出走取消馬 コウジョウ号（疾病〔感冒〕のため）

06080 3月16日 晴 良 （25中山2）第7日 第8競走 ��
��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

23 バトルドミンゴ 牡4芦 57 戸崎 圭太宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 566＋ 21：12．0 4．6�
816� アンバウンド 牝4栗 55 田辺 裕信�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck

Stables, LLC. 468± 0 〃 クビ 4．2�
47 ファンデルワールス 	4鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 488＋ 21：12．21
 6．2�
12 ウエスタンスマイル 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 548± 01：12．41� 7．7�
815 トウショウブーム 牡4鹿 57 丸田 恭介トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 518－ 61：12．5
 25．8	
611� セイウンシェンロン 牡6黒鹿57 武士沢友治西山 茂行氏 古賀 史生 米 Brilliant

Stables Inc. 476＋ 41：12．71� 65．8

11 モリトブイコール 	5栗 57

55 △杉原 誠人石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 478－ 2 〃 アタマ 222．9�
510 ヘンリーフォンテン 牡4鹿 57 江田 照男吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 474＋ 4 〃 ハナ 32．5�
713 フランスギャル 牝4黒鹿55 木幡 初広菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 472± 01：12．8� 40．5
612 キングスバーン 牡4鹿 57

55 △嶋田 純次林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 516＋ 8 〃 ハナ 205．6�
714 リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 502－ 71：13．01� 185．3�
48 � ハイエストクライム 牡6鹿 57 石橋 脩前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 526－ 21：13．1クビ 40．4�
59 ソーラーインパルス 牡4黒鹿57 松岡 正海吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 526－ 41：13．42 51．9�
36 � ド ロ 	6栗 57 横山 典弘吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd B472－ 6 〃 ハナ 4．0�
35 レッツマンボウ 牝5栗 55 和田 竜二�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 488＋ 21：14．14 170．0�
24 � レッドガナドーラ 牝4黒鹿55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 米 Don L. Ming 504－221：14．2クビ 11．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，826，000円 複勝： 54，049，700円 枠連： 21，127，500円
馬連： 77，970，800円 馬単： 45，839，200円 ワイド： 33，841，900円
3連複： 94，480，100円 3連単： 158，383，100円 計： 516，518，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 160円 � 160円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 560円 �� 390円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 14，930円

票 数

単勝票数 計 308260 的中 � 53231（3番人気）
複勝票数 計 540497 的中 � 80900（3番人気）� 88982（2番人気）� 98574（1番人気）
枠連票数 計 211275 的中 （2－8） 21603（1番人気）
馬連票数 計 779708 的中 �� 42123（4番人気）
馬単票数 計 458392 的中 �� 12327（9番人気）
ワイド票数 計 338419 的中 �� 14304（7番人気）�� 22185（1番人気）�� 19271（4番人気）
3連複票数 計 944801 的中 ��� 33054（3番人気）
3連単票数 計1583831 的中 ��� 7832（34番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．3―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルドミンゴ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2011．10．30 東京12着

2009．4．30生 牡4芦 母 シンメイドゥバレー 母母 ネオンデライト 11戦2勝 賞金 20，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 ファンデルワールス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ファンデルワールス号は，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 トウカイチェッカー号



06081 3月16日 晴 良 （25中山2）第7日 第9競走 ��1，800�
か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
鎌ケ谷市長賞（1着）

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

612 レ イ カ ー ラ 牝4鹿 55 戸崎 圭太下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 434＋ 21：48．1 3．4�
713 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 丸田 恭介西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 454－ 61：48．2� 20．3�
816 セコンドピアット 牝4鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 468－ 41：48．3� 3．2�
24 クラックシード 牝6黒鹿55 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 41：48．51� 7．2�
11 ウィケットキーパー 牝4鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 438－ 21：48．6� 7．2�
815	 トーセンインディ 牝5芦 55 江田 照男島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 440＋ 4 〃 クビ 142．5

35 ヤマニンリップル 牝5黒鹿55 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 478＋ 21：48．7� 18．5�
59 フレイムコード 牝4鹿 55 柴田 善臣�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 458－ 21：48．8� 13．1�
611 メイブリーズ 牝4芦 55 武士沢友治千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 81：49．01� 38．4
510 コスモバルバラ 牝4黒鹿55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 41：49．42� 62．7�
47 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 480＋ 6 〃 アタマ 13．1�
23 マイネクイーン 牝5鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 浦河 富田牧場 450－ 81：49．61 54．3�
36 ユメノトキメキ 牝6鹿 55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 多田 善弘 486－ 21：49．92 102．4�
48 ルネッタアスール 牝4鹿 55 木幡 初広青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 470＋101：50．0� 89．8�
12 ヘレナモルフォ 牝4鹿 55 高倉 稜岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 456－ 21：50．21� 54．4�
714 マイネヒメル 牝4栗 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 61：50．83� 100．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，713，500円 複勝： 65，177，000円 枠連： 22，334，800円
馬連： 102，437，800円 馬単： 55，750，600円 ワイド： 39，937，400円
3連複： 120，842，500円 3連単： 206，022，600円 計： 645，216，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 450円 � 140円 枠 連（6－7） 2，890円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 250円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 19，980円

票 数

単勝票数 計 327135 的中 � 76170（2番人気）
複勝票数 計 651770 的中 � 140401（2番人気）� 25198（8番人気）� 152123（1番人気）
枠連票数 計 223348 的中 （6－7） 5708（14番人気）
馬連票数 計1024378 的中 �� 22095（14番人気）
馬単票数 計 557506 的中 �� 8356（18番人気）
ワイド票数 計 399374 的中 �� 7488（16番人気）�� 47811（1番人気）�� 7840（15番人気）
3連複票数 計1208425 的中 ��� 28957（7番人気）
3連単票数 計2060226 的中 ��� 7613（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．2―49．3―1：01．1―1：13．0―1：24．8―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1
1
3
・（2，9）10（3，5，14）（1，7，8，16）（4，11）（12，13）6，15・（2，9）（10，14）（3，5）（1，8，16）7（4，13）（11，12）6，15

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

勝馬の
紹 介

レ イ カ ー ラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．2．4 東京3着

2009．4．20生 牝4鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali 7戦3勝 賞金 36，828，000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 スフィンクス号

06082 3月16日 晴 良 （25中山2）第7日 第10競走 ��
��1，600�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

韓国馬事会賞（1着）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

713 ホーカーテンペスト 牡4栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：33．7 15．0�
12 ミヤビファルネーゼ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 482－ 21：33．91� 3．6�
11 パワースポット 牝5鹿 55 石橋 脩�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 466± 0 〃 クビ 23．7�
59 ケイアイエレガント 牝4黒鹿55 柴田 善臣亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B518－ 21：34．0クビ 58．6�
48 ヒラボクインパクト 牡5鹿 57 松岡 正海�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484－ 6 〃 クビ 4．3	
714 コスモソーンパーク 牡5青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 484± 01：34．1クビ 15．1

35 プランスデトワール 牡5芦 57 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 4．6�
815 キッズニゴウハン 牡5栗 57 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 480－ 41：34．2クビ 8．2
36 タ マ ラ マ 	4黒鹿57 嶋田 純次 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 61：34．3
 29．8�
510 テーオーケンジャ 牡6栗 57 村田 一誠小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 506± 01：34．4
 70．0�
47 スピードリッパー 牝5栗 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 38．0�
24 フラワーロック 牝5鹿 55 丸田 恭介�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 470± 01：34．61� 10．9�
612 アーバンウィナー 牡6黒鹿57 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 484＋141：34．7� 182．1�
816 ラインジェシカ 牝6栗 55 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 504＋ 4 〃 クビ 33．8�
611 マイネルエルフ 牡7鹿 57 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 522＋ 41：34．91� 152．6�
23 マイネルアトラクト 牡4鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 526－ 21：36．49 64．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，253，300円 複勝： 68，560，200円 枠連： 33，244，000円
馬連： 138，190，900円 馬単： 73，750，300円 ワイド： 48，812，400円
3連複： 159，517，200円 3連単： 281，355，200円 計： 841，683，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 480円 � 170円 � 610円 枠 連（1－7） 1，190円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 6，230円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 19，880円 3 連 単 ��� 160，100円

票 数

単勝票数 計 382533 的中 � 20132（6番人気）
複勝票数 計 685602 的中 � 32500（7番人気）� 142774（1番人気）� 24825（8番人気）
枠連票数 計 332440 的中 （1－7） 20637（5番人気）
馬連票数 計1381909 的中 �� 33687（11番人気）
馬単票数 計 737503 的中 �� 7105（28番人気）
ワイド票数 計 488124 的中 �� 10575（12番人気）�� 1864（57番人気）�� 9576（13番人気）
3連複票数 計1595172 的中 ��� 5922（63番人気）
3連単票数 計2813552 的中 ��� 1297（457番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．3―11．6―11．6―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．1―46．7―58．3―1：10．1―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ホーカーテンペスト �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Halling デビュー 2011．7．23 函館5着

2009．4．11生 牡4栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 14戦4勝 賞金 47，984，000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 エスカーダ号



06083 3月16日 晴 良 （25中山2）第7日 第11競走 ��
��1，800�第27回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 34，000，000円 14，000，000円 8，500，000円 5，100，000円 3，400，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

34 サクラプレジール 牝3青 54 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 474－141：50．0 3．6�
711 エバーブロッサム 牝3鹿 54 戸崎 圭太宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 5．6�
46 リラコサージュ 牝3栗 54 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 396－ 4 〃 クビ 18．3�
22 エクスパーシヴ 牝3鹿 54 村田 一誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 470± 01：50．1クビ 41．4�
11 ダイワポライト 牝3青鹿54 丸田 恭介大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 420－ 21：50．31	 11．8�
69 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 430＋ 2 〃 クビ 30．5	
712 カラフルブラッサム 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 442－121：50．51	 2．8

33 レッドマニッシュ 牝3黒鹿54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472－ 21：50．6
 11．8�
58 トーセンレディ 牝3栗 54 柴田 大知島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 480＋ 2 〃 アタマ 37．5
814 ロ ゼ ラ ニ 牝3鹿 54 高倉 稜宮田 守氏 崎山 博樹 新冠 平山牧場 448－ 21：50．81� 148．1�
45 アルファアリア 牝3鹿 54 梶 晃啓�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 428－ 21：50．9クビ 35．3�
813 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 478－ 41：51．0� 22．2�
57 ハーモニーフェア 牝3黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 442－ 41：51．53 26．1�
610 ハヤブサユウサン 牝3鹿 54 江田 照男武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 436－121：52．13� 113．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 82，876，100円 複勝： 120，119，100円 枠連： 71，792，500円
馬連： 322，322，100円 馬単： 175，713，400円 ワイド： 102，923，900円
3連複： 418，671，500円 3連単： 797，282，500円 計： 2，091，701，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 220円 � 480円 枠 連（3－7） 310円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，120円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 28，720円

票 数

単勝票数 計 828761 的中 � 186215（2番人気）
複勝票数 計1201191 的中 � 225882（2番人気）� 149122（3番人気）� 52962（6番人気）
枠連票数 計 717925 的中 （3－7） 171578（1番人気）
馬連票数 計3223221 的中 �� 168473（4番人気）
馬単票数 計1757134 的中 �� 56808（6番人気）
ワイド票数 計1029239 的中 �� 44281（4番人気）�� 22406（14番人気）�� 14198（21番人気）
3連複票数 計4186715 的中 ��� 38276（27番人気）
3連単票数 計7972825 的中 ��� 20491（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．6―49．5―1：02．0―1：14．5―1：26．7―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5
1
3
14（2，4）13，6（3，5，7）（10，12）8，11，1，9
14，2，4（6，3，13）（8，5，7）（10，12）（1，11）9

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

勝馬の
紹 介

サクラプレジール �
�
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 2013．2．10 東京1着

2010．3．14生 牝3青 母 サクラプレステージ 母母 サクラクレアー 2戦2勝 賞金 40，518，000円

06084 3月16日 晴 良 （25中山2）第7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

47 コスモメルハバ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 508± 01：54．2 2．4�
46 リアライズキボンヌ 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 460＋ 41：54．3� 4．7�
23 	 レッドアンバー 牡6栗 57 江田 照男�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 472± 01：55．04 78．2�
712 ディアフロイデ 牡5鹿 57 石橋 脩ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム 438－ 21：55．21
 14．4�
35 フェイルノート �6青鹿57 松岡 正海 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム 524± 01：55．51� 6．5�
59 ハリウッドスター 牡6鹿 57 和田 竜二吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 528＋ 4 〃 アタマ 14．2	
611 コスモイーチタイム 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 460＋101：55．6� 22．1

58 	 ローレルカンタータ 牡7栗 57 高倉 稜 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム B516－ 81：56．13 87．2�
34 クレーンズラヴァー 牝6栗 55 武士沢友治�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 448－ 21：56．31� 58．2
814 セイウンリファイン 牡7鹿 57 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 504＋121：56．61� 209．8�
22 	 プ ル プ ル 牝7鹿 55 木幡 初広栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 434＋161：56．7� 279．3�
610 ミッキーナチュラル 牡4栗 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 502－ 21：56．8クビ 5．1�
713 トーセンオーパス �7鹿 57 横山 義行島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 アタマ 145．0�
11 カシノピストン 牡6芦 57

55 △嶋田 純次柏木 務氏 和田 雄二 熊本 竹原 孝昭 468－ 61：56．9クビ 390．6�
815 アルマトゥーラ 牡6芦 57 田辺 裕信コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 464－ 81：58．07 41．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，772，200円 複勝： 55，967，500円 枠連： 33，559，500円
馬連： 108，974，400円 馬単： 70，893，100円 ワイド： 44，743，700円
3連複： 137，001，700円 3連単： 287，077，400円 計： 780，989，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 160円 � 1，080円 枠 連（4－4） 530円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，880円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 10，400円 3 連 単 ��� 34，030円

票 数

単勝票数 計 427722 的中 � 145578（1番人気）
複勝票数 計 559675 的中 � 156241（1番人気）� 102776（2番人気）� 8148（11番人気）
枠連票数 計 335595 的中 （4－4） 47605（2番人気）
馬連票数 計1089744 的中 �� 147759（1番人気）
馬単票数 計 708931 的中 �� 60642（1番人気）
ワイド票数 計 447437 的中 �� 50449（1番人気）�� 5319（21番人気）�� 2968（31番人気）
3連複票数 計1370017 的中 ��� 9731（31番人気）
3連単票数 計2870774 的中 ��� 6226（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．3―38．1―51．3―1：04．0―1：16．7―1：29．5―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモメルハバ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．11．27 東京3着

2009．3．17生 牡4鹿 母 エリモアリュール 母母 レディーシャノン 12戦3勝 賞金 33，567，000円
〔騎手変更〕 ディアフロイデ号の騎手丸田恭介は，第11競走での入線後の落馬負傷のため石橋脩に変更。
※出走取消馬 メジロオマリー号（疾病〔右前肢挫創〕のため）



（25中山2）第7日 3月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

234，590，000円
7，260，000円
1，800，000円
21，120，000円
67，684，000円
5，670，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
387，673，000円
666，637，300円
278，732，400円
1，070，935，900円
663，686，500円
418，674，100円
1，339，154，500円
2，490，298，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，315，792，300円

総入場人員 18，891名 （有料入場人員 17，282名）
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