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06085 3月17日 晴 良 （25中山2）第8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

59 モレサンドニ 牝3栗 54 蛯名 正義密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 450＋101：13．4 12．6�
816 ビックファントム 牡3鹿 56 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 498－101：13．72 10．6�
713 マキャヴェッリ 牡3栗 56 岩部 純二伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 452＋ 4 〃 アタマ 108．9�
11 コ ラ ム 牡3栗 56 松岡 正海本間 茂氏 相沢 郁 新冠 森 牧場 450－ 21：13．8� 69．0�
612 チェリーシェル 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 450－ 41：13．9� 554．1�
510 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± 01：14．0クビ 1．6	
48 ブリリアンシー 牡3芦 56 岩田 康誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 464－ 61：14．1� 44．3

23 トゥユアハート 牝3栗 54 吉田 豊吉田喜代司氏 小野 次郎 日高 藤本ファーム 428－ 41：14．2クビ 15．5�
35 クリスウィング 牡3鹿 56 柴田 善臣�リーヴァ 新開 幸一 新ひだか 藤沢牧場 478＋10 〃 ハナ 24．3�
24 トクラットリバー 牝3黒鹿54 北村 宏司吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 458－ 81：14．41� 12．3
12 エ チ ュ ー ド 牝3青鹿54 武士沢友治星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 420－121：14．61� 312．0�
611 デルマハヤブサ 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 432－ 41：15．02� 157．9�
714 オンワードハーバー �3芦 56

53 ▲山崎 亮誠樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 430± 01：15．21� 408．1�
815 ドラゴンレインボー 牝3鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 大島牧場 444－141：15．62� 15．3�
36 グラマラスグロウ 牝3鹿 54 横山 典弘首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 462＋ 61：15．7� 8．0�
47 エムズフォルテ 牝3栗 54 中谷 雄太 �クローバー商事 嶋田 潤 新冠 榊原 光子 458－ 81：16．44 603．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，185，600円 複勝： 50，728，700円 枠連： 17，386，800円
馬連： 55，882，400円 馬単： 42，241，100円 ワイド： 27，254，500円
3連複： 73，465，800円 3連単： 129，350，900円 計： 420，495，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 450円 � 360円 � 2，280円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 9，850円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 11，440円 �� 5，020円

3 連 複 ��� 109，540円 3 連 単 ��� 372，900円

票 数

単勝票数 計 241856 的中 � 15239（5番人気）
複勝票数 計 507287 的中 � 30615（5番人気）� 40442（2番人気）� 5211（11番人気）
枠連票数 計 173868 的中 （5－8） 35696（1番人気）
馬連票数 計 558824 的中 �� 10502（11番人気）
馬単票数 計 422411 的中 �� 3167（29番人気）
ワイド票数 計 272545 的中 �� 6978（9番人気）�� 571（52番人気）�� 1314（37番人気）
3連複票数 計 734658 的中 ��� 495（136番人気）
3連単票数 計1293509 的中 ��� 256（580番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．6―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．7―47．3―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モレサンドニ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．10．28 東京4着

2010．3．4生 牝3栗 母 ランペルティーザ 母母 ヤングダリア 2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。
（非抽選馬） 1頭 ヤマトツバキ号

06086 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 ベリートゥベリー 牡3鹿 56 横山 典弘北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 462＋ 61：56．7 1．8�
816 アイアムライジング 牡3黒鹿56 C．デムーロ 堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 532－141：57．55 11．0�

（伊）

36 グランデアリュール 牡3鹿 56 岩田 康誠吉野 弘司氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 480± 01：57．71� 19．2�
612 バ ン ク シ ー 牡3鹿 56 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 472－ 2 〃 ハナ 13．4�
35 ボ ウ ベ ル 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B462± 0 〃 ハナ 60．4�
713 ヴィルトグラーフ �3鹿 56 田辺 裕信有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 81：58．01	 16．8�
48 ティアップロージズ 牡3黒鹿56 津村 明秀田中 昇氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 458＋ 41：58．21 423．6	
11 
 ヒシパシフィック 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次阿部 雅英氏 手塚 貴久 米 Masa-
ichiro Abe 470－ 6 〃 ハナ 9．8


510 ヴェルフェン 牡3芦 56 蛯名 正義�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 492－ 21：58．41� 6．3�
815 フクノカストル 牡3黒鹿56 岩部 純二福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 470＋ 41：59．35 260．3
611 アルマライズ 牡3黒鹿56 松岡 正海コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 B486＋ 41：59．61	 11．8�
714
 サトノロータス 牡3栗 56 池添 謙一里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida 470－ 62：00．02� 44．2�
23 
 アンクランダイユ 牝3栗 54 三浦 皇成前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 446± 02：00．63� 148．2�
24 コウヨウセレクト 牡3栗 56 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 490－12 〃 クビ 163．8�
47 ルナーエイジ 牡3黒鹿56 田中 博康 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 22：00．81� 144．4�
12 ルイジアナビバップ 牡3鹿 56 柴田 大知阿部 幸暉氏 星野 忍 新冠 武田 修一 462－ 42：01．43� 77．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，673，200円 複勝： 46，632，100円 枠連： 17，144，900円
馬連： 53，213，400円 馬単： 38，232，100円 ワイド： 26，854，200円
3連複： 72，454，800円 3連単： 116，177，900円 計： 395，382，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 290円 � 340円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 560円 �� 650円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 5，890円 3 連 単 ��� 17，720円

票 数

単勝票数 計 246732 的中 � 109797（1番人気）
複勝票数 計 466321 的中 � 163531（1番人気）� 31867（6番人気）� 25974（7番人気）
枠連票数 計 171449 的中 （5－8） 14103（5番人気）
馬連票数 計 532134 的中 �� 28898（5番人気）
馬単票数 計 382321 的中 �� 14082（6番人気）
ワイド票数 計 268542 的中 �� 12379（5番人気）�� 10455（6番人気）�� 3210（26番人気）
3連複票数 計 724548 的中 ��� 9090（20番人気）
3連単票数 計1161779 的中 ��� 4841（51番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．9―13．4―13．0―12．6―13．4―13．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．9―50．3―1：03．3―1：15．9―1：29．3―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベリートゥベリー �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．9．9 中山2着

2010．3．10生 牡3鹿 母 ビ サ イ ド 母母 プリンセスバローズ 6戦1勝 賞金 12，900，000円
〔制裁〕 アイアムライジング号の騎手C．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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８日



06087 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 アイネクライネ 牝3芦 54 C．デムーロ 田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社
松田牧場 452± 01：13．2 5．5�

（伊）

815 タマノエスペランサ 牝3鹿 54 中谷 雄太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 484－ 4 〃 クビ 18．0�
816 ブロンドヒロイン 牝3栗 54 田中 勝春 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 452＋141：13．41� 5．6�
47 エバーダンシング 牝3栗 54 蛯名 正義宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 3．1�
12 アキノディフェンス 牝3青 54 石橋 脩穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 450－ 61：14．14 4．0�
713 ラ ン ギ ョ ク 牝3青鹿54 松岡 正海�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 472－ 41：14．31� 61．4	
510 ネ ス 牝3青 54 北村 宏司楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 452＋ 21：14．72� 18．9

714 デルマハンニャ 牝3鹿 54 和田 竜二浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 422＋101：15．23 285．5�
612 ケイツーモリガン 牝3栗 54 武士沢友治楠本 勝美氏 蛯名 利弘 むかわ 上水牧場 408－ 21：15．3クビ 340．5�
24 エイコオムーン 牝3鹿 54 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 420± 01：15．4� 23．3
611 ブラックジュエル 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 448－12 〃 クビ 10．6�
23 タカヒロガートップ 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 442± 0 〃 ハナ 238．9�
48 ハッピーアンブルー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 446－ 21：15．5� 148．7�
36 ゲ ル ダ 牝3鹿 54 村田 一誠�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 日田牧場 408－101：15．6クビ 531．9�
59 カシノオパール 牝3芦 54

52 △嶋田 純次柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 414－ 2 〃 クビ 238．2�
11 キャッチザウェイ 牝3鹿 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム 520 ―1：15．91� 22．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，731，200円 複勝： 42，430，500円 枠連： 14，418，400円
馬連： 57，952，100円 馬単： 37，306，900円 ワイド： 27，575，800円
3連複： 76，871，600円 3連単： 123，743，800円 計： 402，030，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 390円 � 240円 枠 連（3－8） 1，240円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 9，730円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 660円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 67，350円

票 数

単勝票数 計 217312 的中 � 31407（3番人気）
複勝票数 計 424305 的中 � 67200（3番人気）� 24925（6番人気）� 49094（4番人気）
枠連票数 計 144184 的中 （3－8） 8647（6番人気）
馬連票数 計 579521 的中 �� 8757（20番人気）
馬単票数 計 373069 的中 �� 2832（38番人気）
ワイド票数 計 275758 的中 �� 3379（23番人気）�� 10823（6番人気）�� 5467（15番人気）
3連複票数 計 768716 的中 ��� 6858（29番人気）
3連単票数 計1237438 的中 ��� 1356（207番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．3―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイネクライネ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2012．12．15 中山5着

2010．4．16生 牝3芦 母 ウルフコール 母母 ビューティーメイク 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 タカヒロガートップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タカヒロガートップ号は，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 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。

06088 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：48．5
1：47．8

重
重

816� セ ツ ナ 牡3鹿 56 戸崎 圭太林 正道氏 田村 康仁 米 Ann Loren-
son Lynch 484 ―1：56．5 2．9�

815 コナピーベリー 牡3鹿 56 松岡 正海�G1レーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 552 ― 〃 アタマ 5．5�
59 エルドリッジ 牡3青鹿56 和田 竜二一村 哲也氏 白井 寿昭 むかわ 桑原牧場 504 ―1：57．13� 4．3�
612� ウエスタンパレス 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ウエスタンファーム 鈴木 康弘 米 Dr. Masa-

take Iida 556 ―1：57．73� 17．5�
35 � トゥービーハッピー 牝3鹿 54 岩田 康誠�グランド牧場 角居 勝彦 米 Yoshiyuki Ito 448 ―1：58．44 14．3	
23 カゼノサファイア 牝3青 54 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 452 ―1：59．57 65．3

611 カンボレバン 牡3鹿 56 北村 宏司有限会社シルク木村 哲也 浦河 日の出牧場 482 ―1：59．92� 37．3�
713 グラスボンズ 牡3栗 56 的場 勇人半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 528 ―2：00．21	 27．2�
24 クイックブレッド 牡3鹿 56 田中 勝春 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 520 ―2：00．52 24．6
36 バトルアンコール 牝3鹿 54 北村 友一宮川 秋信氏 牧浦 充徳 池田 新田牧場 468 ―2：00．6クビ 200．7�
510 ロードジェネラル 牡3黒鹿56 C．デムーロ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 484 ―2：01．02� 5．0�

（伊）

47 エイダイカーリング 牡3芦 56 江田 照男�東振牧場 中野 栄治 むかわ 東振牧場 498 ―2：03．4大差 88．5�
11 エクスクルーシヴ 牡3鹿 56 吉田 豊佐々木雄二氏 田村 康仁 浦河 川越ファーム 568 ―2：04．67 77．1�
48 グローネンダール 牡3青 56 石橋 脩菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504 ―2：05．23� 66．7�
714 ボールドミック 牡3栗 56 柴田 大知増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 長沼 幸一 530 ―2：05．41
 405．2�
12 フクノアダーラ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行福島 実氏 蛯名 利弘 日高 白瀬 明 424 ―2：07．4大差 260．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，236，300円 複勝： 29，156，400円 枠連： 18，548，000円
馬連： 44，812，000円 馬単： 30，506，300円 ワイド： 19，543，800円
3連複： 53，348，600円 3連単： 93，708，200円 計： 310，859，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 160円 � 150円 枠 連（8－8） 750円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 280円 �� 320円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 4，550円

票 数

単勝票数 計 212363 的中 � 58719（1番人気）
複勝票数 計 291564 的中 � 65157（1番人気）� 45898（3番人気）� 49349（2番人気）
枠連票数 計 185480 的中 （8－8） 18454（2番人気）
馬連票数 計 448120 的中 �� 41963（2番人気）
馬単票数 計 305063 的中 �� 16753（2番人気）
ワイド票数 計 195438 的中 �� 18592（1番人気）�� 15295（2番人気）�� 10868（5番人気）
3連複票数 計 533486 的中 ��� 35173（1番人気）
3連単票数 計 937082 的中 ��� 15227（1番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．1―13．4―13．2―12．9―13．1―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．9―51．3―1：04．5―1：17．4―1：30．5―1：43．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3

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

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

�セ ツ ナ �
�
父 War Chant �

�
母父 Tejano 初出走

2010．3．10生 牡3鹿 母 Tigresa 母母 Tiff’s Decorated 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイダイカーリング号・エクスクルーシヴ号・グローネンダール号・ボールドミック号・

フクノアダーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月17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 サクラサイクロン号・ピュアラメール号
※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。



06089 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・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
1：44．9
1：44．1

良
良

12 マイネルバランシン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 B482± 01：49．8 20．6�

23 � マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana

Farms LLC 474± 0 〃 ハナ 6．0�
815 テ ン ミ ラ イ 牡3栗 56 田辺 裕信天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 B468＋ 21：49．9� 13．3�
611 ネコタイショウ 牡3鹿 56 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 434－ 2 〃 アタマ 6．8�
714 ダイワフォース 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 ハナ 4．4�
24 ドラゴンウォー 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496＋ 61：50．0クビ 14．4	
11 シーユーアラウンド 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 ハナ 8．0

36 ジェイケイネオ 牡3青鹿56 蛯名 正義小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 476－ 61：50．32 3．6�
612 ミ ュ ー ル 牝3栗 54 三浦 皇成国田 正忠氏 古賀 慎明 新ひだか ヒサイファーム 408－ 8 〃 クビ 198．9�
510 コンチェルティーノ 牝3青鹿54 C．デムーロ キャロットファーム 高木 登 千歳 社台ファーム 482－ 61：50．51 25．5�

（伊）

47 ドリームワン 牡3栗 56 和田 竜二田中 正嗣氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 140．3�
48 ホーリーナンバー 牡3黒鹿56 村田 一誠西森 道男氏 栗田 徹 新冠 越湖牧場 464＋ 81：50．92� 152．5�
59 メリオンジョー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 462－ 41：51．32� 581．1�
816 ア ン グ リ ア 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人松栄牧場 黒岩 陽一 浦河 松栄牧場 414－ 4 〃 アタマ 481．5�
713 スプライトオーバー 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 新冠橋本牧場 512－121：51．83 20．2�
35 ツクバナデシコ 牝3黒鹿54 北村 友一荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 386－161：52．11	 215．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，523，100円 複勝： 40，650，000円 枠連： 16，132，500円
馬連： 59，594，600円 馬単： 35，813，100円 ワイド： 25，873，400円
3連複： 71，434，100円 3連単： 112，074，200円 計： 385，095，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 610円 � 230円 � 300円 枠 連（1－2） 1，150円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 11，530円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 2，910円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 21，260円 3 連 単 ��� 137，170円

票 数

単勝票数 計 235231 的中 � 9025（9番人気）
複勝票数 計 406500 的中 � 15300（8番人気）� 52616（3番人気）� 36549（6番人気）
枠連票数 計 161325 的中 （1－2） 10395（5番人気）
馬連票数 計 595946 的中 �� 9086（21番人気）
馬単票数 計 358131 的中 �� 2293（47番人気）
ワイド票数 計 258734 的中 �� 4721（16番人気）�� 2141（36番人気）�� 5292（15番人気）
3連複票数 計 714341 的中 ��� 2480（69番人気）
3連単票数 計1120742 的中 ��� 603（422番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．4―12．8―12．1―11．8―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．0―49．8―1：01．9―1：13．7―1：25．6―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルバランシン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．9．29 中山4着

2010．5．5生 牡3黒鹿 母 ニューヨークバレエ 母母 ハシノダーリア 5戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 コンチェルティーノ号の騎手C．デムーロは，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラブインザミスト号
（非抽選馬） 5頭 トミケングレンサ号・トーセンジュピター号・ネルトスグアサ号・バンダムロビン号・ユキノマルガリータ号
※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。

06090 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

34 バロンドゥフォール 牡3鹿 56 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470－ 41：35．2 2．6�
712 インプロヴァイズ 牡3青 56 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 81：35．3� 5．8�
813 モンテエベレスト 牡3青鹿56 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498± 01：35．4クビ 5．4�
45 トウショウプライド 牡3栗 56 田辺 裕信トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504± 01：35．5� 3．9�
69 � マンセイグレネード 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 478－ 81：35．6� 442．1�
610 サンダーオーシャン 牡3鹿 56 池添 謙一千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 502＋ 21：35．7クビ 26．1	
46 レオハイタッチ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 484± 01：35．91	 103．7

33 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 450－ 41：36．21� 22．6�
57 ヒュウガミズキ 牝3鹿 54 横山 典弘山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 458－ 2 〃 クビ 34．6�
58 � ファイアキング 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 446－ 4 〃 ハナ 286．0
814 ピ ロ ポ 牝3鹿 54 吉田 豊畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 434± 0 〃 ハナ 93．8�
22 コスモマートレット 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ムラカミファーム 482－ 41：36．51� 41．3�
11 ウエスタンソーレ 牡3芦 56 戸崎 圭太西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 484＋ 21：37．03 11．9�
711 キュウシュウソダチ 牡3鹿 56 三浦 皇成西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 440－ 21：37．42	 449．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，357，200円 複勝： 47，133，200円 枠連： 15，253，700円
馬連： 73，632，200円 馬単： 48，281，100円 ワイド： 30，219，900円
3連複： 84，535，800円 3連単： 151，454，300円 計： 481，867，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 180円 � 160円 枠 連（3－7） 710円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 290円 �� 290円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 313572 的中 � 98472（1番人気）
複勝票数 計 471332 的中 � 140417（1番人気）� 59438（4番人気）� 69903（3番人気）
枠連票数 計 152537 的中 （3－7） 16012（3番人気）
馬連票数 計 736322 的中 �� 74659（3番人気）
馬単票数 計 482811 的中 �� 25430（4番人気）
ワイド票数 計 302199 的中 �� 26591（3番人気）�� 27029（2番人気）�� 17421（4番人気）
3連複票数 計 845358 的中 ��� 54847（3番人気）
3連単票数 計1514543 的中 ��� 25631（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―35．6―47．1―59．6―1：12．0―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バロンドゥフォール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．11．11 東京2着

2010．3．3生 牡3鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ 4戦2勝 賞金 16，800，000円
※インプロヴァイズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



06091 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分（番組第8競走を順序変更） （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

55 レッドフォルツァ 牡4鹿 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 486＋ 21：55．2 11．1�
66 セ ン キ 牡4鹿 57 和田 竜二河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 470－ 2 〃 クビ 3．9�
33 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 516－ 21：55．3クビ 15．8�
89 クレバーカイザー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 502－ 4 〃 ハナ 3．1�
88 ソルデマーヨ �5黒鹿57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 524＋ 41：55．93� 2．4�

（伊）

11 ヴァルディヴィア 牡5鹿 57 三浦 皇成 	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 514＋ 81：56．0クビ 30．5


44 ビッグリバティ 牡4青鹿57 松岡 正海	杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 498－ 81：56．1� 38．4�
22 	 ディーエスメジャー 牡4栗 57 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 B522－121：56．84 42．1�
77 コスモパルダ 牡4青鹿57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 488－101：56．9クビ 40．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，227，600円 複勝： 40，435，300円 枠連： 15，601，600円
馬連： 60，940，600円 馬単： 50，003，000円 ワイド： 30，295，900円
3連複： 74，886，700円 3連単： 193，015，000円 計： 494，405，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 230円 � 160円 � 300円 枠 連（5－6） 1，980円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，320円 �� 700円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 40，760円

票 数

単勝票数 計 292276 的中 � 20768（4番人気）
複勝票数 計 404353 的中 � 43409（4番人気）� 85279（3番人気）� 29935（5番人気）
枠連票数 計 156016 的中 （5－6） 5837（7番人気）
馬連票数 計 609406 的中 �� 23556（6番人気）
馬単票数 計 500030 的中 �� 7736（13番人気）
ワイド票数 計 302959 的中 �� 15832（5番人気）�� 5369（12番人気）�� 10808（7番人気）
3連複票数 計 748867 的中 ��� 8471（22番人気）
3連単票数 計1930150 的中 ��� 3495（103番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．5―13．5―12．0―12．6―12．7―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．5―52．0―1：04．0―1：16．6―1：29．3―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドフォルツァ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forestry デビュー 2012．1．14 中山1着

2009．4．23生 牡4鹿 母 ホワイトウォーター 母母 Colorado Song 11戦2勝 賞金 21，939，000円
〔その他〕 ソルデマーヨ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ソルデマーヨ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月17日まで出走できない。
※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。

06092 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分（番組第7競走を順序変更） （芝・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
1：58．2
1：56．1

良
良

47 ロンギングダンサー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 474± 02：01．2 2．9�
35 エバーグリーン 牡5青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 498＋ 42：01．41� 8．5�
48 ディーエスライダー 牡4黒鹿57 和田 竜二秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 500－ 22：01．61� 28．1�
816 レアーレスパーダ 	6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 510＋ 2 〃 アタマ 41．3�
23 ロジサンデー 牡4鹿 57 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 468－ 22：01．7
 6．1�
12 ディサイファ 牡4鹿 57 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 6 〃 ハナ 3．7	
（伊）

714 アサクサマジック 	4黒鹿 57
55 △杉原 誠人田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516－142：01．8クビ 11．4


612 クロスカップリング 牡4青鹿57 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462＋ 62：02．11
 14．0�
36 � テナシティー 	4黒鹿57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 454－13 〃 アタマ 29．4�
815 ストーンヘンジ 牡5鹿 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 02：02．31 43．4
510 フェニックスソード 牡5鹿 57 松岡 正海�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 476－162：02．62 26．7�
611� フ リ ー マ ン 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 502± 02：02．92 210．5�
24 クラーロデルナ 牡4鹿 57 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 498＋22 〃 アタマ 86．0�
713 ブーケドロゼブルー 牝6青鹿55 江田 照男 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 484＋ 82：03．11� 76．1�
11 � カネトシデンファレ 牝4鹿 55 田中 勝春髙橋 一郎氏 嶋田 潤 千歳 社台ファーム 442－132：03．31� 109．2�
59 � ボ タ モ チ 牡4鹿 57 武士沢友治中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 448± 0 〃 クビ 296．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，341，900円 複勝： 51，575，600円 枠連： 22，024，600円
馬連： 85，177，600円 馬単： 51，551，900円 ワイド： 35，933，400円
3連複： 98，736，500円 3連単： 170，132，300円 計： 547，473，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 270円 � 650円 枠 連（3－4） 880円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，230円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 11，990円 3 連 単 ��� 42，290円

票 数

単勝票数 計 323419 的中 � 90539（1番人気）
複勝票数 計 515756 的中 � 124816（1番人気）� 46879（4番人気）� 15542（8番人気）
枠連票数 計 220246 的中 （3－4） 18597（3番人気）
馬連票数 計 851776 的中 �� 51914（4番人気）
馬単票数 計 515519 的中 �� 18379（6番人気）
ワイド票数 計 359334 的中 �� 17474（4番人気）�� 7114（13番人気）�� 2674（35番人気）
3連複票数 計 987365 的中 ��� 6079（35番人気）
3連単票数 計1701323 的中 ��� 2969（121番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．2―12．8―13．0―12．4―12．3―11．8―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．8―48．6―1：01．6―1：14．0―1：26．3―1：38．1―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
13（5，6）（2，11）（4，12）（3，10，14）（1，7，16）8，15，9・（13，5）（6，12）（2，14）（4，3，11，10，16）7，8（1，15）9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングダンサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．4 新潟3着

2009．2．24生 牡4黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ 9戦2勝 賞金 22，520，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



06093 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第9競走 ��
��2，000�

た て や ま

館 山 特 別
発走14時35分 （芝・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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

22 エクセリオン 牡6芦 57 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478± 02：01．6 13．1�
66 マイネルシュライ 牡5青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B498＋ 62：01．7� 2．5�

33 	 ユウターウェーヴ 牡6栗 57 田中 勝春北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 496－ 2 〃 クビ 16．3�
77 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 464＋ 62：01．8
 2．1�
11 ブライトボーイ 牡4鹿 57 石橋 脩古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 474－ 62：02．0
 8．6�
44 シンボリローレンス �8黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 492± 02：02．1� 111．6	
88 マイネソルシエール 牝5栗 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 82：02．41
 42．2

55 カリスマミッキー 牡5栗 57 岩田 康誠三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 470－182：03．99 11．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，292，300円 複勝： 52，584，700円 枠連： 発売なし
馬連： 85，024，700円 馬単： 61，312，200円 ワイド： 25，878，400円
3連複： 78，225，600円 3連単： 257，284，800円 計： 592，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 390円 � 160円 � 420円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，150円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 30，920円

票 数

単勝票数 計 322923 的中 � 19567（5番人気）
複勝票数 計 525847 的中 � 29864（4番人気）� 121680（2番人気）� 27605（5番人気）
馬連票数 計 850247 的中 �� 42537（5番人気）
馬単票数 計 613122 的中 �� 10985（16番人気）
ワイド票数 計 258784 的中 �� 16037（4番人気）�� 5229（14番人気）�� 10666（7番人気）
3連複票数 計 782256 的中 ��� 16648（11番人気）
3連単票数 計2572848 的中 ��� 6142（83番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．8―12．6―12．6―12．2―12．0―11．5―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．9―49．5―1：02．1―1：14．3―1：26．3―1：37．8―1：49．1

コーナー
通過順位

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

2
4
5，3－6（2，1）7，4－8
6，3（1，7）2，5，8，4

勝馬の
紹 介

エクセリオン �

父 ジャングルポケット �


母父 Groom Dancer デビュー 2009．11．15 東京7着

2007．5．3生 牡6芦 母 シャルムダンサー 母母 Dam Spectacular 32戦3勝 賞金 51，031，000円
［他本会外：1戦0勝］

06094 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第10競走 ��
��1，800�

しもうさ

下総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．3．17以降25．3．10まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 アントニオピサ 牡4鹿 55 C．デムーロ 市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 21：52．6 6．2�

（伊）

47 トウショウクラウン 牡5栗 56 戸崎 圭太トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516－ 61：52．7� 1．9�
816 エーシンリボルバー 牡5栗 56 池添 謙一�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム 526＋ 81：52．8� 35．0�
35 � アメリカンウィナー 牡4青鹿55 岩田 康誠吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 492＋ 61：53．01	 7．6�
612 ビンテージチャート 牡7栗 55 北村 友一 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 528－101：53．21 74．6	
11 ニシノオウガイ 牡5黒鹿54 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 506＋ 21：53．62	 31．2

59 ジョーメテオ 牡7鹿 55 田中 勝春上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 510－ 81：53．91� 12．3�
815 オーシュペール 牝4鹿 52 杉原 誠人 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 474± 01：54．0クビ 36．0�
12 サ ン ビ ス タ 牝4黒鹿53 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 468± 01：54．1� 13．7
23 アグネスアンカー 牡7鹿 52 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B546＋ 41：54．2クビ 232．8�
713 ゴールドアカデミー 牡7栗 55 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B496－ 61：54．3� 45．9�
611 スターバリオン 牡4芦 55 太宰 啓介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 488－ 41：54．4	 31．2�
714 サミットストーン 牡5鹿 55 柴田 善臣河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 540－ 21：54．5	 39．0�
48 レックスパレード 牡5栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム 522－ 61：55．88 19．4�
24 � タツパーシヴ 牡6芦 52 柴田 大知鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm 486－ 41：55．9	 97．2�
510 サクラブライアンス 牡6黒鹿56 三浦 皇成�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 500＋161：56．32	 40．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，858，700円 複勝： 72，407，000円 枠連： 46，175，900円
馬連： 167，681，500円 馬単： 97，553，600円 ワイド： 59，578，300円
3連複： 211，596，000円 3連単： 399，151，400円 計： 1，103，002，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 130円 � 690円 枠 連（3－4） 340円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，350円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 31，390円

票 数

単勝票数 計 488587 的中 � 62753（2番人気）
複勝票数 計 724070 的中 � 92230（2番人気）� 226177（1番人気）� 17595（12番人気）
枠連票数 計 461759 的中 （3－4） 102436（1番人気）
馬連票数 計1676815 的中 �� 160197（1番人気）
馬単票数 計 975536 的中 �� 36568（5番人気）
ワイド票数 計 595783 的中 �� 55147（1番人気）�� 5686（26番人気）�� 10769（14番人気）
3連複票数 計2115960 的中 ��� 25175（16番人気）
3連単票数 計3991514 的中 ��� 9385（81番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．6―12．9―12．4―12．7―12．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．6―49．5―1：01．9―1：14．6―1：27．3―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．0
1
3
10（6，16）14，8，11（5，7）－（2，4，12，9）－（3，1）15，13
6，10（16，14）（5，7，11，9）－（2，8，4，12）1（3，15）13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アントニオピサ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．24 阪神3着

2009．1．29生 牡4鹿 母 サンデーエイコーン 母母 エイコーンカップ 13戦4勝 賞金 52，657，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウインマリアベール号・ギャザーロージズ号・サンライズブレット号・ダイバクフ号・フィールザラブ号・

ポイマンドレース号・マイネルバイカ号
※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



06095 3月17日 晴 良 （25中山2）第8日 第11競走 ��
��1，800�第62回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
牡・牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

フジテレビ賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，162，000円 332，000円 166，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

35 ロ ゴ タ イ プ 牡3黒鹿56 C．デムーロ 吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 486＋ 41：47．8 3．4�
（伊）

12 タマモベストプレイ 牡3栗 56 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 486－ 61：48．01� 6．2�
815 マイネルホウオウ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 486－ 21：48．1クビ 34．4�
714 フェイムゲーム 牡3青鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 ハナ 12．4�
816 マンボネフュー 牡3青 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464± 01：48．2� 5．5	

48 サーストンニュース 牡3青鹿56 戸崎 圭太齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 440－ 41：48．3� 22．2

611 ヘルデンテノール 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506± 0 〃 ハナ 7．9�
24 マイネルストラーノ 牡3青鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 6 〃 クビ 24．3�
510 シ ン ネ ン 牡3栗 56 北村 友一林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 木田 祐博 468－ 81：48．51	 38．5
36 アクションスター 牡3栗 56 池添 謙一福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－14 〃 クビ 13．2�
713 アドマイヤオウジャ 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 ハナ 8．3�
59 ショウナンダイラ 牡3鹿 56 柴田 善臣�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 41：49．45 73．8�
11 ワイルドドラゴン 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 506－ 81：49．5クビ 123．6�
612 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 56 松岡 正海高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 488＋ 4 〃 クビ 78．3�
47 テイエムダイパワー 牡3栗 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 468± 01：50．03 23．5�
23 クレバーユニバース 牡3黒鹿56 田中 勝春 �ウエスタンファーム 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 460＋ 81：50．63� 283．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 182，401，600円 複勝： 275，354，400円 枠連： 174，919，900円 馬連： 826，614，300円 馬単： 421，606，300円
ワイド： 260，141，900円 3連複： 1，134，971，100円 3連単： 2，144，353，500円 5重勝： 876，812，200円 計： 6，297，175，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 220円 � 730円 枠 連（1－3） 880円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，930円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 8，760円 3 連 単 ��� 29，470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����� 5，626，850円

票 数

単勝票数 計1824016 的中 � 427267（1番人気）
複勝票数 計2753544 的中 � 570015（1番人気）� 338360（3番人気）� 74441（11番人気）
枠連票数 計1749199 的中 （1－3） 147876（3番人気）
馬連票数 計8266143 的中 �� 564033（1番人気）
馬単票数 計4216063 的中 �� 172214（1番人気）
ワイド票数 計2601419 的中 �� 162328（1番人気）�� 31657（29番人気）�� 25087（34番人気）
3連複票数 計11349711 的中 ��� 95693（29番人気）
3連単票数 計21443535 的中 ��� 53705（68番人気）
5重勝票数 計8768122 的中 ����� 115

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．8―48．5―1：00．1―1：12．2―1：24．5―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ゴ タ イ プ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．24 函館1着

2010．3．10生 牡3黒鹿 母 ステレオタイプ 母母 スターバレリーナ 7戦4勝 賞金 154，090，000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 インプロヴァイズ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりロゴタイプ号・タマモベストプレイ号・マイネルホウオウ号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

06096 3月17日 晴 良 （25中山2）第8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 2，000，000
2，000，000

円
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 ウッドシップ 牝5鹿 55 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 476－ 81：12．7 4．7�
12 ヘアーオブザドッグ 牡4鹿 57 北村 宏司平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 512－ 2 〃 クビ 12．2�
47 ピグマリオン 牡4鹿 57 田中 勝春 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 452－ 81：12．8クビ 3．5�
714 アルベルティ 牡5鹿 57 C．デムーロ 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 508－ 2 〃 同着 12．9�
（伊）

611 ド ル モ ン 牡4鹿 57 太宰 啓介伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B506－ 6 〃 ハナ 108．9�
816� グ レ ン 牡4黒鹿57 松岡 正海西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 504－ 41：13．01� 6．3	
23 ショウナンスマイル 牡6鹿 57 戸崎 圭太�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B462－ 2 〃 クビ 13．4

713 エフティシュタルク 牡5青鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム 534－ 21：13．1� 9．8�
612 ミッキーオリーブ 牝6鹿 55

53 △杉原 誠人野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498± 01：13．2クビ 181．9�
59 ワンモアジョー 牡6鹿 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 476－ 41：13．41� 6．6
11 カネトシミント 牡4黒鹿57 吉田 豊兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 494＋ 4 〃 ハナ 121．3�
36 コーリンギデオン 牡4鹿 57 津村 明秀伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 482＋10 〃 ハナ 15．3�
24 ヘイハチスカイ 牡4鹿 57 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 452－ 41：13．61� 82．4�
35 サンセルマン 牡4黒鹿57 江田 照男井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 456－ 21：13．7	 191．0�
510 プロスペラスマム 牝6鹿 55 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 516－ 41：13．91 333．3�
48 � イエスマイダーリン 牝6鹿 55 二本柳 壮浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 浜本牧場 512－ 61：14．0� 174．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，647，500円 複勝： 102，171，800円 枠連： 63，908，400円
馬連： 201，947，700円 馬単： 110，482，600円 ワイド： 72，457，000円
3連複： 252，706，300円 3連単： 481，514，600円 計： 1，348，835，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 240円 �
�

130円
240円 枠 連（1－8） 1，870円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 690円 ��
��

260円
590円

��
��

480円
1，200円

3 連 複 ���
���

1，990円
6，730円 3 連 単 ���

���
15，500円
32，450円

票 数

単勝票数 計 636475 的中 � 108425（2番人気）
複勝票数 計1021718 的中 �

�
163050
67542

（2番人気）
（6番人気）

� 67303（7番人気）� 209122（1番人気）

枠連票数 計 639084 的中 （1－8） 25330（7番人気）
馬連票数 計2019477 的中 �� 43580（16番人気）
馬単票数 計1104826 的中 �� 14372（25番人気）
ワイド票数 計 724570 的中 ��

��
14862
22428

（19番人気）
（7番人気）

��
��

50900
8053
（1番人気）
（32番人気）

�� 17601（13番人気）

3連複票数 計2527063 的中 ��� 47586（10番人気）��� 13686（56番人気）
3連単票数 計4815146 的中 ��� 11478（94番人気）��� 5470（258番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―11．9―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．1―36．0―48．3―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．7
3 ・（16，14）（15，7，9）（12，10）（3，13，11）（4，8）1（2，6）5 4 16（15，7，9，14）（12，10，11）（3，13）（1，2）（4，8）（5，6）

勝馬の
紹 介

ウッドシップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Danzig デビュー 2010．7．24 新潟17着

2008．2．15生 牝5鹿 母 ブライドウッド 母母 Braiswick 25戦4勝 賞金 50，075，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 グレン号の騎手松岡正海は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）
※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 ガクニホシ号・タマニューホープ号・トレボーネ号・ロードナイト号
※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。

５レース目



（25中山2）第8日 3月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

268，910，000円
2，080，000円
6，030，000円
2，480，000円
24，600，000円
65，128，000円
4，822，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
535，476，200円
851，259，700円
421，514，700円
1，772，473，100円
1，024，890，200円
641，606，500円
2，283，232，900円
4，371，960，900円
876，812，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，779，226，400円

総入場人員 27，936名 （有料入場人員 25，494名）



平成25年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，401頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

1，946，440，000円
6，240，000円
57，690，000円
15，350，000円
176，820，000円
524，540，750円
40，975，600円
13，449，600円

勝馬投票券売得金
3，774，768，500円
6，098，989，300円
2，908，714，100円
11，508，459，900円
6，991，562，600円
4，371，157，900円
14，739，056，200円
28，372，072，300円
3，394，168，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 82，158，949，200円

総入場延人員 183，630名 （有料入場延人員 164，762名）
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