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09001 3月23日 晴 良 （25中山3）第1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

59 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 494－121：57．7 2．7�
612 オアフライダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 466＋ 2 〃 クビ 3．5�
47 アキレスバイオ 牡3芦 56 蛯名 正義バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 488－ 41：57．91� 10．1�
816 ネコイッチョクセン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 土田 和男 B478－ 21：58．11� 4．4�
12 ポッドフェローズ 牡3鹿 56 C．デムーロ 小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 480－ 41：58．2� 14．1�

（伊）

611 サルジェンツチェリ 牡3芦 56 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 466－ 21：58．83� 107．8	
35 ナムラコンジョウ 牡3芦 56 田中 博康奈村 信重氏 岩戸 孝樹 様似 林 時春 498＋ 41：59．65 35．4

815 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 448＋ 41：59．81� 31．7�
36 ウインフェロー 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 474± 02：00．01� 40．0�
510 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 416－ 22：00．21 496．6
714 ダイワボルドー 牡3芦 56 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 470－142：00．3� 22．4�
713 ナモンシャドゥ 牡3鹿 56 江田 照男�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 B480－ 62：00．4クビ 383．3�
48 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± 0 〃 ハナ 173．6�
23 トーアユーピテル 牡3鹿 56 石橋 脩高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 512－ 22：00．5� 210．0�
11 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 516－ 22：01．56 263．7�
24 ウェットサンプ 牝3黒鹿54 津村 明秀石川 幸司氏 中川 公成 新ひだか 徳本 幸雄 468－ 82：04．8大差 22．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，264，100円 複勝： 35，856，400円 枠連： 10，533，000円
馬連： 45，836，600円 馬単： 30，535，100円 ワイド： 22，004，700円
3連複： 60，944，000円 3連単： 103，697，800円 計： 326，671，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 200円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 200円 �� 440円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 172641 的中 � 51341（1番人気）
複勝票数 計 358564 的中 � 106420（1番人気）� 80148（2番人気）� 33434（4番人気）
枠連票数 計 105330 的中 （5－6） 17838（1番人気）
馬連票数 計 458366 的中 �� 72367（1番人気）
馬単票数 計 305351 的中 �� 25752（1番人気）
ワイド票数 計 220047 的中 �� 33155（1番人気）�� 11335（4番人気）�� 9876（5番人気）
3連複票数 計 609440 的中 ��� 38134（2番人気）
3連単票数 計1036978 的中 ��� 17568（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．7―14．0―13．1―13．0―12．9―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―38．3―52．3―1：05．4―1：18．4―1：31．3―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリオンザスター �
�
父 オリオンザサンクス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．2．23 中山3着

2010．5．23生 牡3栗 母 オオシマオジョー 母母 コートリーブレーヴ 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェットサンプ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月23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） 1頭 ハッピーキャスト号
（非抽選馬） 1頭 フクノカストル号
※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。

09002 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

611 シュナップス 牡3栗 56 内田 博幸藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 434＋ 41：12．7 2．0�
35 デルマネコムスメ 牝3栗 54 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 442 ―1：12．8� 131．6�
23 ヴェンセール 牡3鹿 56 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 460＋ 61：13．43� 59．7�
24 フヨウムサシ 牡3栗 56

54 △杉原 誠人刈屋 �氏 高市 圭二 浦河 目名太山口
牧場 430－ 21：13．5� 14．6�

36 ヴェアリアスローズ 牝3栗 54 戸崎 圭太小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 村上牧場 402＋101：13．6クビ 4．9�
510 ヒエラポリス 牝3芦 54 北村 宏司吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 526 ― 〃 ハナ 10．5	
12 ス ペ リ オ ル 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B482＋ 61：13．81	 78．8

815 セイユウスマイル 牝3鹿 54 津村 明秀松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 464－18 〃 ハナ 4．5�
816 メイスンウォー 牡3鹿 56 三浦 皇成梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：13．9� 60．3�
48 オ リ ヴ ィ ア 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太村上 稔氏 伊藤 伸一 新ひだか キヨタケ牧場 434－ 61：14．1� 47．1
713 エターナルヒーロー 
3黒鹿56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 452 ―1：14．31	 102．4�
59 オーゴンプリンス 牡3鹿 56 松岡 正海永田 清男氏 高木 登 浦河 市川フアーム 488 ―1：14．61� 38．7�
11 スイートポルカ 牝3芦 54 柴田 善臣和田 啓子氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 422 ―1：15．45 40．7�
47 カレンナデルガード 牝3鹿 54 草野 太郎山科 統氏 大竹 正博 浦河 富塚 元喜 458 ―1：15．82� 260．8�
612 ヒ メ シ ャ ラ 牝3鹿 54 蛯名 正義松本 俊廣氏 勢司 和浩 新冠 タニグチ牧場 478 ―1：16．65 114．0�
714 スパイグラスヒル 牡3黒鹿56 大庭 和弥松田 整二氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 484 ―1：17．23� 194．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，592，000円 複勝： 31，025，500円 枠連： 11，529，200円
馬連： 41，109，900円 馬単： 29，546，300円 ワイド： 20，057，800円
3連複： 51，057，700円 3連単： 86，337，800円 計： 290，256，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 2，450円 � 1，320円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 12，040円 馬 単 �� 16，510円

ワ イ ド �� 4，860円 �� 2，340円 �� 31，180円

3 連 複 ��� 176，910円 3 連 単 ��� 522，280円

票 数

単勝票数 計 195920 的中 � 80566（1番人気）
複勝票数 計 310255 的中 � 111152（1番人気）� 2215（14番人気）� 4240（10番人気）
枠連票数 計 115292 的中 （3－6） 22730（1番人気）
馬連票数 計 411099 的中 �� 2521（26番人気）
馬単票数 計 295463 的中 �� 1321（40番人気）
ワイド票数 計 200578 的中 �� 1015（34番人気）�� 2150（18番人気）�� 156（89番人気）
3連複票数 計 510577 的中 ��� 213（200番人気）
3連単票数 計 863378 的中 ��� 122（735番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．1―12．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―46．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュナップス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．12．2 中山7着

2010．3．27生 牡3栗 母 リトルスポーツカー 母母 Ring of Fire 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパイグラスヒル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月23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） 1頭 トーセンメンソーレ号
（非抽選馬） 1頭 ノンブルドール号

第３回 中山競馬 第１日



09003 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

36 ダイワプロシード 牝3栗 54 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 458－ 61：58．0 346．0�
611 スペクトロライト 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460－ 41：58．1� 4．2�
23 フィールザロマンス 牝3黒鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 450＋ 41：58．52� 2．2�
510 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 438－ 21：58．71 13．8�
714 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± 01：58．8クビ 5．7�
（伊）

47 ストーリーライン 牝3栗 54 三浦 皇成飯田 良枝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 484－ 4 〃 クビ 24．3	
59 ディアリヴァル 牝3青鹿54 福永 祐一ディアレスト 水野 貴広 新ひだか 大典牧場 456± 01：59．0� 21．9

24 リ ヴ ァ ロ 牝3鹿 54 村田 一誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448－ 21：59．42� 11．8�
11 ロ ー ド ピ ス 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 458＋ 41：59．82� 72．0�
816 フレンドラッシュ 牝3栗 54 田中 勝春横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 野坂牧場 448－102：00．22� 47．0
48 パルムドールロゼ 牝3栗 54 蛯名 正義安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 赤田牧場 422＋142：00．41� 56．3�
35 シュテルンブルーメ 牝3鹿 54 石橋 脩 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 484－122：00．82� 53．4�
12 ヤマタケエストレラ 牝3栗 54 武士沢友治山中 佳代氏 根本 康広 浦河 中神牧場 408－102：01．11� 318．0�
713 ボンボニエール 牝3芦 54 高倉 稜丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 村田牧場 432± 02：01．52� 72．3�
612 ラクテウスオルビス 牝3鹿 54 江田 照男�ターフ・スポート菊川 正達 日高 ナカノファーム 464－ 82：02．56 291．1�
815 フローズンムーン 牝3鹿 54 内田 博幸 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 470＋ 22：03．35 18．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，459，100円 複勝： 35，379，800円 枠連： 14，485，800円
馬連： 42，570，700円 馬単： 31，462，100円 ワイド： 20，174，500円
3連複： 56，423，100円 3連単： 89，430，700円 計： 310，385，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 34，600円 複 勝 � 4，310円 � 190円 � 120円 枠 連（3－6） 8，750円

馬 連 �� 38，650円 馬 単 �� 118，470円

ワ イ ド �� 14，040円 �� 8，180円 �� 280円

3 連 複 ��� 48，990円 3 連 単 ��� 868，420円

票 数

単勝票数 計 204591 的中 � 466（16番人気）
複勝票数 計 353798 的中 � 1190（15番人気）� 46076（3番人気）� 125826（1番人気）
枠連票数 計 144858 的中 （3－6） 1222（21番人気）
馬連票数 計 425707 的中 �� 813（58番人気）
馬単票数 計 314621 的中 �� 196（129番人気）
ワイド票数 計 201745 的中 �� 315（69番人気）�� 543（55番人気）�� 22152（1番人気）
3連複票数 計 564231 的中 ��� 850（110番人気）
3連単票数 計 894307 的中 ��� 76（1072番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．8―51．5―1：04．7―1：17．8―1：30．9―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワプロシード �
�
父 デュランダル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．1．13 中山15着

2010．5．1生 牝3栗 母 パタゴニアウインド 母母 ディフェレンテ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フローズンムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月23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。

09004 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・右）

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

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

47 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± 02：03．3 3．1�
12 レディアントデイズ 牡3栗 56 高倉 稜髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム 480＋122：03．61� 22．2�
59 スピッツコール 牡3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 452－ 62：03．7� 10．0�
715 マ デ ュ ー ロ 牡3鹿 56 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 476± 02：04．01� 2．1�
35 ネルトスグアサ 牡3黒鹿56 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 450－ 4 〃 クビ 27．4�
612 ディーズミストレス 牝3黒鹿54 江田 照男秋谷 壽之氏 柴田 政人 新ひだか 有限会社石川牧場 436± 02：04．1� 26．5	
23 プリズンブレーク 牡3青 56 田辺 裕信細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 B432－ 82：04．41� 32．5

24 エーブドラエモン 牡3鹿 56 的場 勇人 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 出羽牧場 B454＋ 2 〃 クビ 120．2�
818 バンダムロビン 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次山科 統氏 南田美知雄 浦河 富塚 元喜 444－202：04．5クビ 504．4
510 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 482＋ 2 〃 クビ 11．8�
713 スターポケット 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 462－ 82：04．6� 329．2�
816 ロードクレセント 牡3芦 56 内田 博幸 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 504＋142：04．7� 20．6�
48 コスモフルーリング 牝3鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新ひだか 川端牧場 362± 02：04．8クビ 189．1�
611 ツキノウサギ 牝3鹿 54 大野 拓弥飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 440－ 22：04．9� 88．7�
714 フェバリットソング 牝3栗 54

52 △杉原 誠人石瀬 浩三氏 尾形 和幸 新冠 パカパカ
ファーム 448－102：05．11 441．8�

36 ラブインザミスト 牝3黒鹿54 田中 博康宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 494－ 62：05．31� 158．6�
11 コ イ コ イ 牡3栗 56 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 小泉牧場 444± 02：05．51� 63．3�
817 ユキノマルガリータ 牝3鹿 54 津村 明秀井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 2 〃 ハナ 180．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，800，200円 複勝： 32，069，800円 枠連： 14，116，700円
馬連： 44，667，300円 馬単： 34，024，500円 ワイド： 21，510，300円
3連複： 58，736，000円 3連単： 98，104，100円 計： 324，028，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 560円 � 320円 枠 連（1－4） 3，290円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 8，350円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 660円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 11，130円 3 連 単 ��� 69，090円

票 数

単勝票数 計 208002 的中 � 53593（2番人気）
複勝票数 計 320698 的中 � 63966（2番人気）� 12243（7番人気）� 24647（3番人気）
枠連票数 計 141167 的中 （1－4） 3169（11番人気）
馬連票数 計 446673 的中 �� 8024（13番人気）
馬単票数 計 340245 的中 �� 3010（25番人気）
ワイド票数 計 215103 的中 �� 4111（13番人気）�� 8464（4番人気）�� 1793（27番人気）
3連複票数 計 587360 的中 ��� 3895（34番人気）
3連単票数 計 981041 的中 ��� 1048（180番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―36．6―50．0―1：03．3―1：16．0―1：27．6―1：39．4―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

シンボリパソドブレ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2012．11．24 東京5着

2010．4．26生 牡3鹿 母 スイートスリリング 母母 Gaelic Tune 5戦1勝 賞金 7，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エルインペレイター号
（非抽選馬） 7頭 コスモアンカー号・スワンソング号・ダイメイクイーン号・ダイメイホーム号・ニシノアイボウ号・

モンプレジール号・ワナビーザベスト号



09005 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時25分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

47 ダイワブレイディ 牡3芦 56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 502－101：35．3 8．5�
11 マイネルミラノ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：35．51� 23．7�
611 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490－ 41：35．71� 1．7�
59 オーバーザトップ 牡3黒鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 444± 01：35．91� 8．2�
24 アイディドゥイット 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－10 〃 クビ 15．6�
48 ティーブラウニー 牝3黒鹿54 田中 勝春小林 薫氏 栗田 徹 えりも エクセルマネジメント 432－12 〃 ハナ 6．3	
612 コスモケリア 牝3栗 54 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 458－ 21：36．0クビ 40．0�
23 エイデンヒーロー 牡3青鹿56 大野 拓弥永田 清男氏 高木 登 日高 浜本 幸雄 470－ 61：36．21� 36．5�
35 	 コスモファステスト 牝3鹿 52

50 △嶋田 純次 
ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新
Anzac Breeding
Partnership
Joint Venture

442 ―1：36．41 95．7
816 エーブガッチャマン 
3黒鹿56 的場 勇人 �レーシングホース

ジャパン 蛯名 利弘 様似 様似渡辺牧場 B410－141：37．14 426．3�
12 サインヴィクトリー 牝3鹿 54 松岡 正海山田眞理子氏 高市 圭二 様似 堀 弘康 420－ 21：37．31� 17．6�
815 アネモステラス 牝3鹿 54 高倉 稜有限会社シルク松山 将樹 安平 ノーザンファーム 454－ 21：37．4� 85．9�
36 マトリカリア 牝3黒鹿54 村田 一誠 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 446－ 61：37．5クビ 270．4�
510 テンジンハルカゼ 牝3黒鹿54 平野 優�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 418－ 41：37．6� 482．5�
713 パンサーキング 牡3青鹿56 石神 深一山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 448 ―1：39．3大差 437．0�
714 ザ マ ジ ッ ク 牡3栗 56 戸崎 圭太 �千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 浦河 伏木田牧場 480－ 61：40．15 57．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，123，100円 複勝： 42，220，600円 枠連： 17，515，600円
馬連： 48，713，000円 馬単： 36，254，200円 ワイド： 23，007，000円
3連複： 64，704，100円 3連単： 114，508，500円 計： 371，046，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 200円 � 350円 � 110円 枠 連（1－4） 1，690円

馬 連 �� 6，490円 馬 単 �� 14，150円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 370円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 31，090円

票 数

単勝票数 計 241231 的中 � 22516（4番人気）
複勝票数 計 422206 的中 � 39753（3番人気）� 18244（6番人気）� 192046（1番人気）
枠連票数 計 175156 的中 （1－4） 7686（7番人気）
馬連票数 計 487130 的中 �� 5540（19番人気）
馬単票数 計 362542 的中 �� 1891（37番人気）
ワイド票数 計 230070 的中 �� 4570（15番人気）�� 16932（3番人気）�� 6968（9番人気）
3連複票数 計 647041 的中 ��� 18580（7番人気）
3連単票数 計1145085 的中 ��� 2719（98番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―12．2―12．1―12．1―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．7―47．9―1：00．0―1：12．1―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ダイワブレイディ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．9．9 中山5着

2010．3．17生 牡3芦 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔制裁〕 エーブガッチャマン号の騎手的場勇人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ザマジック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月23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 シルバートーク号

09006 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

68 クリノヒマラヤオー 牡3黒鹿56 村田 一誠栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 456－ 61：55．9 3．9�
813 タマノペルセウス 牡3鹿 56 C．デムーロ 玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 504－ 61：56．11� 2．7�

（伊）

11 タッチザターゲット 牡3芦 56 戸崎 圭太 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 504＋ 21：56．31� 5．6�
22 プロモントーリオ 牡3鹿 56 石橋 脩水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 496± 01：57．04 22．2�
69 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：57．42� 5．4�
44 キタノイットウセイ 牡3鹿 56 津村 明秀北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 500± 0 〃 ハナ 21．5	
812 ゲマインシャフト 牡3鹿 56 内田 博幸丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 ハナ 24．0

57 ディアグリスター 牡3鹿 56 松岡 正海ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 462－ 41：57．5クビ 28．9�
56 ダンディーソル 牡3青鹿56 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 474－ 2 〃 クビ 41．1�
710 ゴールドメイン 牡3栗 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 452± 01：59．09 30．6
45 ウインバーディ 牡3鹿 56 大野 拓弥�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 61：59．31� 85．8�
33 エフティシリウス 牡3青鹿56 三浦 皇成吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452－ 21：59．51� 55．1�
711� 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 500＋ 22：01．110 370．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，321，300円 複勝： 39，866，200円 枠連： 19，180，100円
馬連： 58，722，200円 馬単： 38，953，500円 ワイド： 24，980，400円
3連複： 73，568，500円 3連単： 126，606，200円 計： 407，198，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（6－8） 260円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 210円 �� 420円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 253213 的中 � 52323（2番人気）
複勝票数 計 398662 的中 � 73000（2番人気）� 112531（1番人気）� 51978（4番人気）
枠連票数 計 191801 的中 （6－8） 55907（1番人気）
馬連票数 計 587222 的中 �� 101384（1番人気）
馬単票数 計 389535 的中 �� 30230（2番人気）
ワイド票数 計 249804 的中 �� 33825（1番人気）�� 13192（5番人気）�� 19731（2番人気）
3連複票数 計 735685 的中 ��� 52151（2番人気）
3連単票数 計1266062 的中 ��� 20072（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．4―38．9―52．6―1：05．4―1：17．8―1：30．1―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノヒマラヤオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．7．21 新潟8着

2010．5．10生 牡3黒鹿 母 クリノスペシャル 母母 ペパーミントグラス 6戦2勝 賞金 12，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘンゲンジザイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月23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。



09007 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 スズノライジン 牡4黒鹿57 田辺 裕信小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 516± 01：12．6 5．5�
23 サ ル ジ ュ 牡5芦 57 松岡 正海福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 B502－16 〃 クビ 10．3�
12 オ リ ジ ン �5鹿 57 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム 470－ 61：12．81� 18．3�
611 フランチャイズ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 508± 01：12．9� 13．8�
714 エ リ ク サ ー 牡4栗 57 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466－ 61：13．0クビ 14．3�
48 	 ショウナンサッチモ 牡4栗 57 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 日高 森永牧場 B476－ 41：13．42� 4．7�
816	 サンマルグロワール 牡5鹿 57

55 △嶋田 純次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 586－ 8 〃 クビ 115．5	
713 フィンデルムンド 牡5鹿 57 蛯名 正義 
サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B480－ 61：13．5� 8．2�
36 セイウンブラボー 牡4鹿 57 高倉 稜西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 490－ 6 〃 ハナ 62．7�
815 タンブルブルータス 牡4鹿 57 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 494＋ 41：13．6クビ 2．8
24 プリティーマッハ 牡5芦 57 的場 勇人越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 452－141：13．7
 42．5�
59 ク ナ ン ガ ン 牝6黒鹿55 上野 翔坂田 行夫氏 高市 圭二 日高 いとう牧場 484－ 41：14．02 287．2�
510 シシリアンルージュ 牝4栗 55 柴田 大知
ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458－ 21：14．1� 171．5�
47 	 トウカイチェッカー �4鹿 57 大庭 和弥内村 正則氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 438－ 61：14．31� 225．7�
35 カネトシファイター 牡5栗 57 北村 宏司兼松 利男氏 高橋 義博 日高 新井 弘幸 492＋ 41：14．4クビ 170．1�
612 リプレイスインディ �4鹿 57 津村 明秀古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 静内酒井牧場 B488＋ 21：14．72 40．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，543，700円 複勝： 39，122，000円 枠連： 17，601，800円
馬連： 58，714，500円 馬単： 36，300，500円 ワイド： 25，618，500円
3連複： 73，308，000円 3連単： 119，108，900円 計： 393，317，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 310円 � 470円 枠 連（1－2） 1，440円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，350円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 9，180円 3 連 単 ��� 43，370円

票 数

単勝票数 計 235437 的中 � 34287（3番人気）
複勝票数 計 391220 的中 � 62882（2番人気）� 31730（5番人気）� 18939（7番人気）
枠連票数 計 176018 的中 （1－2） 9075（7番人気）
馬連票数 計 587145 的中 �� 17512（10番人気）
馬単票数 計 363005 的中 �� 6635（11番人気）
ワイド票数 計 256185 的中 �� 7024（8番人気）�� 4677（16番人気）�� 2314（28番人気）
3連複票数 計 733080 的中 ��� 5897（30番人気）
3連単票数 計1191089 的中 ��� 2027（131番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．2―11．9―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノライジン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2011．8．13 新潟10着

2009．4．22生 牡4黒鹿 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 16戦2勝 賞金 17，620，000円
〔制裁〕 トウカイチェッカー号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

09008 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第8競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬および�
3�増，J・GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード3：40．8良

56 リキアイクロフネ 牡6鹿 60 金子 光希高山 幸雄氏 田中 剛 むかわ 東振牧場 472＋ 23：42．8 7．1�
813� スマートステージ �8鹿 60 柴田 大知大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 502＋ 43：43．54 4．1�
45 	 レ ン デ ィ ル �7芦 60 草野 太郎広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd B500－123：44．88 39．3�
710 トウシンボルト 牡6黒鹿60 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 490＋ 23：45．11
 8．4�
44 サーストンムーン 牡6鹿 60 江田 勇亮齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 510± 03：45．31� 158．1�
69 リザーブカード 牡10鹿 60 浜野谷憲尚 	サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム 506＋ 43：45．83 14．2

33 オ ヤ シ オ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 492± 03：46．01� 10．5�
711 サンレイデューク 牡5鹿 60 植野 貴也永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 456± 03：46．21� 4．1�
812� ブラックステアマウンテン �8鹿 63 R．ウォルシュ S．リッチー氏 W．マリンズ 愛 Mrs

J.M.Mullins 514 3：46．51
 5．3
（Blackstairmountain（IRE）） （愛） （愛）

68 ローンウルフ �8栗 60 山本 康志鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド 476－ 23：46．71� 26．4�
57 ジャポニズム �6鹿 60 蓑島 靖典 	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 480± 03：51．4大差 37．7�
11 ランヘランバ 牡10黒鹿60 小坂 忠士田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 454－103：53．3大差 24．4�
22 カ ピ タ ー ノ 牡9黒鹿60 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 500－ 4 （競走中止） 50．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，935，500円 複勝： 29，236，000円 枠連： 21，096，000円
馬連： 58，579，800円 馬単： 36，068，000円 ワイド： 24，478，800円
3連複： 75，867，200円 3連単： 125，017，800円 計： 391，279，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 180円 � 770円 枠 連（5－8） 650円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 550円 �� 4，520円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 23，860円 3 連 単 ��� 127，970円

票 数

単勝票数 計 209355 的中 � 23335（4番人気）
複勝票数 計 292360 的中 � 34335（4番人気）� 52666（1番人気）� 7696（10番人気）
枠連票数 計 210960 的中 （5－8） 24159（2番人気）
馬連票数 計 585798 的中 �� 32534（3番人気）
馬単票数 計 360680 的中 �� 8299（9番人気）
ワイド票数 計 244788 的中 �� 11898（3番人気）�� 1269（47番人気）�� 2303（29番人気）
3連複票数 計 758672 的中 ��� 2347（70番人気）
3連単票数 計1250178 的中 ��� 721（367番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．6－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

リキアイクロフネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2009．7．12 阪神14着

2007．4．20生 牡6鹿 母 エイダイヒロイン 母母 ユキノサンライズ 障害：5戦2勝 賞金 29，887，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 カピターノ号は，10号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。



09009 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

810 セ キ シ ョ ウ 牝3青鹿54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 476－122：03．0 3．0�
79 アドマイヤイチバン 牝3青鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 456－ 82：03．32 34．6�
67 ロジプリンセス 牝3青 54 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 438－122：03．51� 2．6�
55 ショウナンアズサ 牝3鹿 54 戸崎 圭太国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 492＋ 2 〃 アタマ 7．9�
44 ピ ロ ポ 牝3鹿 54 松岡 正海畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 428－ 62：03．82 90．7�
66 アディシオン 牝3鹿 54 北村 宏司島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 488－ 6 〃 クビ 30．7�
78 � シルバーストリーク 牝3芦 54 張田 京小泉 学氏 矢野 義幸 新冠 小泉 学 448－ 42：03．9� 13．3	

（船橋） （船橋）

11 トロワボヌール 牝3鹿 54 柴田 善臣村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 454－ 22：04．21� 5．0

811 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 476－102：04．41� 111．7�
33 � メロディアス 牝3栗 54 C．デムーロ 吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム B458－ 22：04．93 23．5

（船橋） （伊）

22 ブルーボンボヤージ 牝3鹿 54 高倉 稜 �ブルーマネジメント本田 優 浦河 大島牧場 482－ 42：05．11� 134．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，911，600円 複勝： 50，713，500円 枠連： 17，165，400円
馬連： 85，753，900円 馬単： 57，896，400円 ワイド： 30，654，000円
3連複： 92，498，000円 3連単： 217，599，300円 計： 589，192，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 520円 � 130円 枠 連（7－8） 970円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 880円 �� 190円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 19，030円

票 数

単勝票数 計 369116 的中 � 98656（2番人気）
複勝票数 計 507135 的中 � 139084（1番人気）� 14848（8番人気）� 119409（2番人気）
枠連票数 計 171654 的中 （7－8） 13095（4番人気）
馬連票数 計 857539 的中 �� 17420（13番人気）
馬単票数 計 578964 的中 �� 7747（20番人気）
ワイド票数 計 306540 的中 �� 7401（13番人気）�� 52824（1番人気）�� 4571（19番人気）
3連複票数 計 924980 的中 ��� 27315（8番人気）
3連単票数 計2175993 的中 ��� 8443（59番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．5―12．9―12．6―12．4―12．3―12．2―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．0―49．9―1：02．5―1：14．9―1：27．2―1：39．4―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セ キ シ ョ ウ �
�
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 2012．7．1 中京5着

2010．5．27生 牝3青鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート 9戦2勝 賞金 27，315，000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。

09010 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第10競走 ��
��1，800�

と ね が わ

利 根 川 特 別
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ケイジーウィンザー 牡5栗 57 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 492－ 41：55．1 26．7�
12 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± 0 〃 ハナ 1．7�
510 カフェコンセール 牡4青 57 蛯名 正義吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム 480－ 21：55．31	 4．9�
713 トミケンユークアイ 牡4黒鹿57 内田 博幸冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 498＋ 81：55．4
 9．9�
36 ハリマノワタリドリ 牡7栗 57 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B478＋ 21：55．5クビ 274．8�
47 レッドジャクソン 牡4鹿 57 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 544－ 61：55．6
 42．7	
23 プリュキエール 牡4青鹿57 戸崎 圭太 
サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 488－ 6 〃 アタマ 19．7�
815 ニシノボレロ 牡4青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 484－ 61：55．7	 16．4�
24 コスモシャンハイ 牡4鹿 57 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 494－ 41：55．8クビ 131．2
35 セトノハリケーン 牡5鹿 57 石橋 脩難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 516－ 21：56．01� 121．7�
611 ヤマタケディガー 牡7栗 57 柴田 善臣山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 458－ 41：56．1クビ 25．4�
59 ナムラグーテン 牡5栗 57 松岡 正海奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 490－ 61：56．2
 19．3�
612� トレノソルーテ 7鹿 57 杉原 誠人戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B518－ 4 〃 ハナ 159．2�
48 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 484－101：56．62	 161．5�
714 ス カ ー レ ル 牝4栗 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 462－ 81：56．7クビ 41．1�
816 ツクババンドーオー 牡4鹿 57 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 486± 01：57．65 24．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，036，800円 複勝： 118，586，600円 枠連： 32，505，800円
馬連： 134，619，800円 馬単： 85，047，200円 ワイド： 48，995，300円
3連複： 162，867，800円 3連単： 316，490，300円 計： 937，149，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，670円 複 勝 � 500円 � 110円 � 150円 枠 連（1－1） 1，770円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 5，840円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，940円 �� 190円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 34，760円

票 数

単勝票数 計 380368 的中 � 11236（9番人気）
複勝票数 計1185866 的中 � 20295（9番人気）� 785680（1番人気）� 114100（2番人気）
枠連票数 計 325058 的中 （1－1） 13559（8番人気）
馬連票数 計1346198 的中 �� 51373（8番人気）
馬単票数 計 850472 的中 �� 10749（19番人気）
ワイド票数 計 489953 的中 �� 16836（8番人気）�� 5084（18番人気）�� 84255（1番人気）
3連複票数 計1628678 的中 ��� 37195（7番人気）
3連単票数 計3164903 的中 ��� 6721（104番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―13．2―13．5―12．7―12．7―12．7―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．3―51．8―1：04．5―1：17．2―1：29．9―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイジーウィンザー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー 2010．10．9 東京9着

2008．5．4生 牡5栗 母 シーキングハーフォーチュン 母母 Swiss 24戦4勝 賞金 52，815，000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） 3頭 エクストラセック号・コパノウィリアム号・トウカイノーマル号追 加 記 事（第 2回中山競馬第 7日第 6競走）

〔その他〕　　サウスエンペラー号は，競走中に疾病〔両第 1指骨剥離骨折〕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。



09011 3月23日 晴 良 （25中山3）第1日 第11競走 ��
��2，500�第61回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，24．3．24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，24．3．23以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 1，036，000円 296，000円 148，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

814 フェノーメノ 牡4青鹿56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム 494＋ 22：32．0 2．0�
11 カポーティスター 牡4黒鹿56 高倉 稜備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512－ 62：32．21� 36．2�
712 ムスカテール 牡5黒鹿56 内田 博幸吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－142：32．41 16．9�
34 	 タッチミーノット 牡7黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 504± 02：32．61
 7．1�
57 マイネルキッツ 牡10栗 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B506＋ 22：32．81
 134．6	
58 アドマイヤフライト 牡4鹿 55 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 524－ 4 〃 クビ 11．1

45 ダノンバラード 牡5黒鹿57 戸崎 圭太�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 480± 02：32．9クビ 15．7�
46 メイショウカンパク 牡6黒鹿57 柴田 善臣松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484－182：33．22 83．1�
813 オーシャンブルー 牡5鹿 57 C．デムーロ 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 クビ 4．7

（伊）

22 ロードオブザリング 牡6鹿 56 北村 宏司 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 506－ 42：33．3� 266．1�
69 トランスワープ �8鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム 528－12 〃 ハナ 11．7�
33 トウカイメロディ 牡6栗 56 田辺 裕信内村 正則氏 野中 賢二 登別 青藍牧場 458＋142：33．51 236．8�
610 サイモントルナーレ 牡7栗 56 松岡 正海澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 42：34．24 456．2�
711 ネ コ パ ン チ 牡7黒鹿57 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 478－122：35．05 31．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 137，248，600円 複勝： 217，330，900円 枠連： 76，093，900円
馬連： 458，578，400円 馬単： 258，818，900円 ワイド： 169，819，200円
3連複： 580，386，900円 3連単： 1，270，724，400円 計： 3，169，001，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 700円 � 350円 枠 連（1－8） 2，320円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 660円 �� 3，890円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 48，630円

票 数

単勝票数 計1372486 的中 � 566965（1番人気）
複勝票数 計2173309 的中 � 807776（1番人気）� 53277（8番人気）� 121763（6番人気）
枠連票数 計 760939 的中 （1－8） 24290（7番人気）
馬連票数 計4585784 的中 �� 83049（15番人気）
馬単票数 計2588189 的中 �� 35247（19番人気）
ワイド票数 計1698192 的中 �� 25714（19番人気）�� 67489（6番人気）�� 10303（30番人気）
3連複票数 計5803869 的中 ��� 37862（36番人気）
3連単票数 計12707244 的中 ��� 19285（150番人気）

ハロンタイム 6．8―11．5―12．2―12．0―12．4―12．8―12．7―12．3―12．3―12．0―11．6―11．7―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．8―18．3―30．5―42．5―54．9―1：07．7―1：20．4―1：32．7―1：45．0―1：57．0―2：08．6―2：20．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェノーメノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Danehill デビュー 2011．10．30 東京1着

2009．4．20生 牡4青鹿 母 ディラローシェ 母母 Sea Port 10戦5勝 賞金 331，306，000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。

09012 3月23日 晴 良 （25中山3）第1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）
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

23 � ヴィットリオドーロ 牡4黒鹿57 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 米 Yoshiyuki Ito 518＋241：55．5 66．4�
46 シルバーレイショウ 牡4芦 57 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 01：55．6	 11．6�
59 マルブツビアン 牡5黒鹿 57

54 ▲山崎 亮誠大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 522＋121：55．91
 7．4�
610 シルクエルドール �4栗 57 戸崎 圭太有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492＋ 21：56．53	 3．1�
34 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 488－ 4 〃 アタマ 5．5�
47 タイセイローマン 牡4鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 502＋ 41：56．6	 3．3	
11 リンクルリッジ 牡5黒鹿57 武士沢友治 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 462－161：56．81� 100．9�
58 ドラゴンフラッシュ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 502－161：57．01	 32．7�
22 ドリームピース 牡4栗 57 柴田 善臣セゾンレースホース
 松山 康久 安平 追分ファーム 482－ 61：57．1	 32．7
611 マイネルソウル 牡4鹿 57 蛯名 正義 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 492－ 4 〃 ハナ 22．7�
713 アルフェロア 牡4青鹿57 福永 祐一吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492＋ 21：57．31� 25．6�
35 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 508－101：57．72	 27．5�
712 ネオザタイタン 牡5芦 57 高倉 稜小林 仁幸氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B540－ 42：00．3大差 154．8�
814 ジャマイカラー 牝5青鹿55 田中 博康山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 488＋ 2 〃 クビ 325．4�
815 スリープレシャス 牡5青 57 張田 京永井商事
 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462－ 42：00．83 64．8�

（船橋）

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，002，300円 複勝： 62，735，100円 枠連： 34，842，400円
馬連： 122，644，900円 馬単： 69，045，600円 ワイド： 49，448，500円
3連複： 151，083，700円 3連単： 296，772，500円 計： 827，575，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，640円 複 勝 � 830円 � 320円 � 290円 枠 連（2－4） 2，690円

馬 連 �� 27，620円 馬 単 �� 65，000円

ワ イ ド �� 6，630円 �� 5，250円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 57，660円 3 連 単 ��� 477，170円

票 数

単勝票数 計 410023 的中 � 4867（12番人気）
複勝票数 計 627351 的中 � 17635（10番人気）� 53700（5番人気）� 62350（4番人気）
枠連票数 計 348424 的中 （2－4） 9579（11番人気）
馬連票数 計1226449 的中 �� 3278（54番人気）
馬単票数 計 690456 的中 �� 784（109番人気）
ワイド票数 計 494485 的中 �� 1808（53番人気）�� 2293（46番人気）�� 8535（12番人気）
3連複票数 計1510837 的中 ��� 1934（127番人気）
3連単票数 計2967725 的中 ��� 459（859番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．0―13．4―12．8―13．0―13．3―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―37．4―50．8―1：03．6―1：16．6―1：29．9―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ヴィットリオドーロ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Afleet デビュー 2011．9．24 阪神1着

2009．4．11生 牡4黒鹿 母 Preeminence 母母 Agitation 6戦2勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリープレシャス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月23日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（25中山3）第1日 3月23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 180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

276，680，000円
6，700，000円
2，840，000円
25，400，000円
66，183，000円
5，544，600円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
425，238，300円
734，142，400円
286，665，700円
1，200，511，000円
743，952，300円
480，749，000円
1，501，445，000円
2，964，398，300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 8，337，102，000円

総入場人員 22，674名 （有料入場人員 20，994名）
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