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09013 3月30日 小雨 稍重 （26中山3）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時55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

11 チュウワベイビー 牝3芦 54 蛯名 正義中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 456＋121：13．5 1．8�
611 プ ロ ト コ ル 牡3栗 56 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 522－121：13．71� 479．7�
816 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 464－ 4 〃 ハナ 7．2�
36 ラインシャドー 牡3黒鹿56 丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 498＋ 21：13．8� 77．0�
510 オ ク リ モ ノ 牝3栗 54 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 478－ 41：13．9クビ 67．5�
35 シセイムゲン 牡3黒鹿56 後藤 浩輝猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 492－20 〃 クビ 7．2	
815 スズカオーショウ 牡3栗 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 482＋ 21：14．64 21．0

47 オニノシタブル 牡3栗 56 田中 勝春青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B472－ 6 〃 アタマ 5．5�
713 アルファエクサ 牡3芦 56 丹内 祐次�貴悦 清水 英克 新冠 石郷岡 雅樹 436± 01：14．7クビ 22．6
12 サンアナハイム 牡3黒鹿56 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 488＋141：14．8� 19．4�
714 エステーミー 牝3黒鹿54 岩部 純二齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新ひだか 山口 忠彦 410－ 81：15．22� 252．6�
24 カフェテキーラ 牡3芦 56 横山 義行西川 恭子氏 尾関 知人 新ひだか 三石橋本牧場 B552－14 〃 ハナ 125．3�
612 クツワホームラン 牝3栗 54 和田 竜二芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 452＋ 21：15．62� 68．0�
59 エストデスティネ �3栗 56 西田雄一郎橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 81：15．7クビ 475．5�
48 ナ リ ノ サ チ 牝3青鹿54 武士沢友治成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 428＋ 41：15．91� 428．8�
23 スパイスフェアリー 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 B484＋ 21：16．11� 54．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，514，700円 複勝： 36，759，700円 枠連： 11，753，600円
馬連： 44，672，700円 馬単： 32，423，300円 ワイド： 21，621，200円
3連複： 61，532，400円 3連単： 106，298，800円 計： 335，576，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 6，820円 � 230円 枠 連（1－6） 3，970円

馬 連 �� 37，810円 馬 単 �� 39，690円

ワ イ ド �� 13，020円 �� 440円 �� 28，480円

3 連 複 ��� 75，310円 3 連 単 ��� 552，460円

票 数

単勝票数 計 205147 的中 � 94008（1番人気）
複勝票数 計 367597 的中 � 145496（1番人気）� 776（15番人気）� 33590（4番人気）
枠連票数 計 117536 的中 （1－6） 2185（13番人気）
馬連票数 計 446727 的中 �� 872（49番人気）
馬単票数 計 324233 的中 �� 603（70番人気）
ワイド票数 計 216212 的中 �� 384（62番人気）�� 13619（3番人気）�� 175（77番人気）
3連複票数 計 615324 的中 ��� 603（128番人気）
3連単票数 計1062988 的中 ��� 142（755番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．6―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．5―47．1―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュウワベイビー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．11．16 東京5着

2011．4．23生 牝3芦 母 ベルネージュ 母母 ボ ー テ 5戦1勝 賞金 10，300，000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） 4頭 オーバーテイク号・サクラナモラーダ号・ディアキンカク号・ディバインドーター号
（非抽選馬） 3頭 コウヨウシャトー号・ハッツオフ号・ファビン号

09014 3月30日 小雨 稍重 （26中山3）第2日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時20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

612 レッドダニエル 牡3栗 56 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 468－ 21：56．4 2．5�
510 リターントゥジェム 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 486＋ 41：56．5� 6．9�
714 タ ニ タ ニ 牡3黒鹿56 田中 勝春中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 516＋ 61：56．6クビ 8．9�
47 レンブラント 牡3黒鹿56 和田 竜二田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 478－ 81：56．7� 16．2�
36 メイクザカット 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 536± 01：57．01� 16．2�
815 シンボリハミルトン 牡3芦 56 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 496± 01：57．31� 3．1	
12 ドリームエルダー 牡3栗 56 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 472± 01：57．93� 13．5

23 メジャーホープ 牡3栗 56 丹内 祐次阿部榮乃進氏 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 470－14 〃 ハナ 257．3�
59 マウントマズル 牡3鹿 56 柴田 善臣中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 478＋ 21：58．32� 34．2�
24 	 グランミリュー 牡3鹿 56 蛯名 正義前田 葉子氏 萩原 清 米

Pauls Mill Livestock Co.,
Dr. K. K. Jayaraman & V.
Devi Jayaraman

518＋ 61：59．68 65．7
11 ラクードール 牡3黒鹿56 松岡 正海小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 つつみ牧場 468＋ 41：59．7� 196．1�
35 チョチョイノチョイ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真�ターフ・スポート高柳 瑞樹 浦河 成隆牧場 464 ―1：59．91 225．6�
713 クランサージュ 牡3鹿 56 D．バルジュー �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 500 ―2：00．22 109．2�

（伊）

48 エメラルタイガー 牡3栗 56 横山 和生高橋 勉氏 勢司 和浩 新ひだか 出羽牧場 490－142：00．62� 274．5�
611 ミスティックナイト 牡3鹿 56 杉原 誠人平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B478－ 62：00．7クビ 170．8�
816 アシムグリーン 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 418 ―2：03．0大差 352．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，780，700円 複勝： 34，532，500円 枠連： 9，384，800円
馬連： 43，774，800円 馬単： 25，810，700円 ワイド： 18，629，700円
3連複： 52，904，300円 3連単： 90，045，900円 計： 294，863，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 180円 � 230円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 350円 �� 550円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 7，130円

票 数

単勝票数 計 197807 的中 � 63356（1番人気）
複勝票数 計 345325 的中 � 83639（2番人気）� 48788（3番人気）� 32692（4番人気）
枠連票数 計 93848 的中 （5－6） 10126（2番人気）
馬連票数 計 437748 的中 �� 42261（2番人気）
馬単票数 計 258107 的中 �� 14580（3番人気）
ワイド票数 計 186297 的中 �� 14178（2番人気）�� 8265（5番人気）�� 6262（9番人気）
3連複票数 計 529043 的中 ��� 17932（5番人気）
3連単票数 計 900459 的中 ��� 9322（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．8―13．8―13．5―13．2―13．1―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．3―51．1―1：04．6―1：17．8―1：30．9―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

レッドダニエル �
�
父 トワイニング �

�
母父 アグネスワールド デビュー 2014．3．16 中山2着

2011．4．18生 牡3栗 母 リトルディッパー 母母 マンデーデライト 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アシムグリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月30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。

第３回 中山競馬 第２日



09015 3月30日 小雨 稍重 （26中山3）第2日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時50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 � マリーナベイ 牡3青鹿54 田辺 裕信保坂 和孝氏 斎藤 誠 豪
Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

480 ―1：37．1 3．3�
12 コスモツケマ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 452－ 4 〃 クビ 10．4�
23 ゴーストペッパー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 478± 01：37．31� 4．3�
611 シングンゴールド 牡3栗 56 松岡 正海伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 418－141：37．61	 6．4�
510 エリーフェアリー 牝3鹿 54 和田 竜二谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478± 0 〃 クビ 4．0�
714 エーブゴールドマン 牡3鹿 56 柴田 善臣 	レーシングホース

ジャパン 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 446－141：37．91	 186．9

713 パ ロ パ ロ 牡3栗 56 西田雄一郎	LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 488－121：38．0	 14．3�
816 コスモライキリ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 浦河 桑田 正己 464＋221：38．1
 57．0�
815 ウインベルグラーノ 牡3鹿 56 宮崎 北斗	ウイン 尾関 知人 新冠 コスモヴューファーム B438－ 2 〃 ハナ 144．5
59 エイプキング 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁元岡 治貴氏 小島 茂之 日高 松平牧場 454＋101：38．2
 50．6�
11 クラウンイヴ 牝3青 54 横山 和生	クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 432－ 41：38．3	 26．4�
612 ベストクオリティー 牝3鹿 54 蛯名 正義山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 前田 宗将 472 ―1：38．51
 44．4�
35 バ ン ダ ナ 牡3鹿 56 津村 明秀平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか ウエスタンファーム 428＋121：38．81	 117．8�
47 ベンディシオン 牝3芦 54 柴山 雄一岡田 壮史氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：38．9
 193．6�
24 キッズアベリア 牝3鹿 54 木幡 初広瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 ハナ 47．1�
48 リキサンエルピーダ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 468 ―1：42．5大差 217．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，013，800円 複勝： 27，561，100円 枠連： 12，777，500円
馬連： 43，914，800円 馬単： 27，993，100円 ワイド： 20，126，700円
3連複： 54，051，900円 3連単： 85，724，700円 計： 292，163，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 270円 � 170円 枠 連（1－3） 1，580円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 770円 �� 410円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 15，220円

票 数

単勝票数 計 200138 的中 � 48424（1番人気）
複勝票数 計 275611 的中 � 49237（2番人気）� 22888（5番人気）� 45884（3番人気）
枠連票数 計 127775 的中 （1－3） 6005（9番人気）
馬連票数 計 439148 的中 �� 14199（9番人気）
馬単票数 計 279931 的中 �� 5933（14番人気）
ワイド票数 計 201267 的中 �� 6242（9番人気）�� 12858（3番人気）�� 7779（8番人気）
3連複票数 計 540519 的中 ��� 15359（6番人気）
3連単票数 計 857247 的中 ��� 4158（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．2―48．6―1：00．9―1：13．3―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

�マリーナベイ �
�
父 Lonhro �

�
母父 Chester House 初出走

2011．9．12生 牡3青鹿 母 Household 母母 Dangora 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リキサンエルピーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月30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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 サーストンコラルド号・ファインシュシュ号・ブラウンネプチュー号・ユキノアカツキ号・ルイアイザック号

09016 3月30日 雨 稍重 （26中山3）第2日 第4競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走11時20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

611 ディスキーダンス 牡3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 446－ 42：15．4 2．5�
612 マイネルヴェルス 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 530－ 22：15．72 47．4�
714 ウマンマミーア 牡3鹿 56 和田 竜二野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 438－122：16．12� 15．5�
36 バスティード 牡3栗 56 D．バルジュー 古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 468－ 62：17．05 7．6�

（伊）

816 ショウナンアバロン �3鹿 56 津村 明秀国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 B438－12 〃 クビ 259．8	
35 ミッキーウエルカム 牡3鹿 56 田辺 裕信野田みづき氏 大竹 正博 新ひだか 酒井 秀紀 456－ 62：17．32 11．7

817 メガオパールカフェ 牡3栗 56 後藤 浩輝西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 516－ 42：18．15 15．8�
12 ダイワブレス 牝3栗 54 A．シュタルケ 大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 500－ 62：18．2� 2．8�

（独）

48 ウインドオブケン 牡3黒鹿56 木幡 初広岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 484＋ 6 〃 クビ 55．9
47 ヒラボクマキシム 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹�平田牧場 杉浦 宏昭 浦河 大柳ファーム 430＋ 62：18．3� 32．0�
24 ダベンポート �3栗 56 大庭 和弥北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 490－ 42：19．25 121．8�
23 ヘ レ ン 牝3鹿 54 武士沢友治石川 一義氏 清水 英克 浦河 多田 善弘 450＋ 22：19．3	 66．8�
715 コ ン テ ッ サ 牝3鹿 54 柴山 雄一伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 422－182：19．4クビ 260．9�
713 カ ブ ト 牡3黒鹿56 宮崎 北斗安原 浩司氏 田中 剛 新ひだか 岡田牧場 470－102：20．78 374．7�
59 カミノアヴァロン 牝3鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 北光牧場 436－ 42：21．01	 504．7�
11 チャンピオンパラオ 牡3芦 56 田中 勝春坪野谷和平氏 柄崎 孝 浦河 アイオイファーム 448－ 42：22．06 21．6�
510 ドクタージュンコ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 荒谷 輝和 448＋ 22：22．1� 167．2�
818 フレイムワンダー 牡3栗 56 横山 和生伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 462－ 82：22．42 307．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，631，800円 複勝： 35，128，800円 枠連： 16，214，800円
馬連： 51，995，200円 馬単： 35，848，900円 ワイド： 23，974，800円
3連複： 65，249，200円 3連単： 109，829，000円 計： 361，872，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 790円 � 400円 枠 連（6－6） 4，450円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 5，880円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 760円 �� 6，950円

3 連 複 ��� 19，450円 3 連 単 ��� 74，710円

票 数

単勝票数 計 236318 的中 � 75010（1番人気）
複勝票数 計 351288 的中 � 95751（1番人気）� 8633（8番人気）� 19474（6番人気）
枠連票数 計 162148 的中 （6－6） 2695（14番人気）
馬連票数 計 519952 的中 �� 7930（15番人気）
馬単票数 計 358489 的中 �� 4505（20番人気）
ワイド票数 計 239748 的中 �� 5281（11番人気）�� 8190（7番人気）�� 807（48番人気）
3連複票数 計 652492 的中 ��� 2476（52番人気）
3連単票数 計1098290 的中 ��� 1085（190番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―12．1―12．6―13．0―12．7―12．4―12．2―12．9―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．0―35．1―47．7―1：00．7―1：13．4―1：25．8―1：38．0―1：50．9―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ディスキーダンス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．11．24 東京9着

2011．5．28生 牡3栗 母 ダンスフォーママ 母母 ビユーパーダンス 5戦1勝 賞金 7，550，000円
〔制裁〕 メガオパールカフェ号の騎手後藤浩輝は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カミノアヴァロン号・チャンピオンパラオ号・ドクタージュンコ号・フレイムワンダー号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月30日まで平地競走に出走できない。
カブト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月30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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウインスフィーダ号・コマノアスリート号・ザッツフェイマス号・スズカヴァンガード号・マイネルミランダス号・

レテルノアモーレ号
※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。



09017 3月30日 雨 稍重 （26中山3）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時10分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：44．9
1：44．1

良
良

69 ト シ ザ キ ミ 牝3鹿 54 田辺 裕信上村 叶氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 450－ 21：51．3 3．7�
68 レ オ ニ ー ズ 牡3鹿 56 田中 勝春 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 2 〃 クビ 16．2�
33 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿54 和田 竜二村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 480± 0 〃 ハナ 24．4�
45 ゲットアテープ 牡3鹿 56 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 ハナ 1．6�
44 ファイトバック 牡3黒鹿56 D．バルジュー 宮川 純造氏 武藤 善則 新冠 オリエント牧場 B472＋ 21：51．51� 19．4	

（伊）

22 ヴァンデミエール 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 81：51．6	 41．5

57 コスモディクシー 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 61：51．7クビ 55．1�
813 チ ュ ロ 牝3黒鹿54 木幡 初広エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 452－ 21：51．8	 23．7�
710 パイストロピカル 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 426－ 21：51．9
 185．7
56 � コスモスパークル 牡3芦 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥村 武 新冠 ラツキー牧場 476＋101：52．43 38．2�
711 グラスティファニー 牝3栗 54 松岡 正海半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 458－ 21：53．46 13．5�
11 ニ ヴ ォ ー ズ 牝3鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 454＋ 41：54．14 208．8�
812 ゾ ネ ブ ル ム 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 西村 和夫 484－ 41：58．1大差 256．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，716，000円 複勝： 74，148，700円 枠連： 12，729，600円
馬連： 48，456，800円 馬単： 40，399，100円 ワイド： 23，242，300円
3連複： 63，248，200円 3連単： 144，369，500円 計： 431，310，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 260円 � 800円 � 890円 枠 連（6－6） 3，210円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，200円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 17，360円 3 連 単 ��� 74，360円

票 数

単勝票数 計 247160 的中 � 53706（2番人気）
複勝票数 計 741487 的中 � 88842（2番人気）� 22450（5番人気）� 20100（6番人気）
枠連票数 計 127296 的中 （6－6） 2932（10番人気）
馬連票数 計 484568 的中 �� 10305（11番人気）
馬単票数 計 403991 的中 �� 4885（18番人気）
ワイド票数 計 232423 的中 �� 5899（12番人気）�� 4838（14番人気）�� 1783（30番人気）
3連複票数 計 632482 的中 ��� 2690（49番人気）
3連単票数 計1443695 的中 ��� 1433（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．4―48．7―1：01．4―1：14．1―1：26．7―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト シ ザ キ ミ �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．12．15 阪神5着

2011．4．19生 牝3鹿 母 ト シ キ セ キ 母母 マチカネナナエヤエ 5戦2勝 賞金 14，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゾネブルム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月30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。

09018 3月30日 雨 稍重 （26中山3）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走12時40分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

710� サンタクローチェ 牝4青鹿 55
52 ▲木幡 初也村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474－101：55．2 5．8�

68 メテオーリカ 牝5黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446－ 81：55．3� 2．9�
69 マスタープラチナム 牝4栗 55 村田 一誠�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 454＋ 21：55．83 138．2�
11 オメガエンブレム 牝5青 55 後藤 浩輝原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464－ 41：56．22� 17．8�
44 ラクリモーサ 牝5青鹿55 A．シュタルケ �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 446－ 21：56．41 14．9	

（独）

45 コーディリア 牝5青 55 木幡 初広 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム 464＋ 8 〃 アタマ 64．4

22 ゴールデンファレノ 牝4栗 55 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 414± 01：56．5	 25．3�
813 ジェラテリアバール 牝4黒鹿55 津村 明秀吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 490± 01：56．6� 4．6�
33 � シェイプリー 牝5鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 41：57．13 5．8
812 ファンアットコート 牝4鹿 55 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 468＋10 〃 ハナ 242．2�
56 ダイアゴナルクロス 牝4鹿 55 D．バルジュー �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 474－121：57．2� 6．8�

（伊）

711 フェアリーガーデン 牝5鹿 55 松岡 正海田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 450＋141：58．58 74．2�
57 アンコールピース 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 490± 01：58．82 265．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，048，600円 複勝： 38，979，500円 枠連： 11，928，200円
馬連： 58，030，000円 馬単： 33，748，500円 ワイド： 24，239，700円
3連複： 65，002，000円 3連単： 110，687，900円 計： 365，664，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 150円 � 1，630円 枠 連（6－7） 860円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 470円 �� 3，970円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 21，980円 3 連 単 ��� 95，550円

票 数

単勝票数 計 230486 的中 � 31553（4番人気）
複勝票数 計 389795 的中 � 57518（2番人気）� 89531（1番人気）� 4205（11番人気）
枠連票数 計 119282 的中 （6－7） 10288（3番人気）
馬連票数 計 580300 的中 �� 37057（4番人気）
馬単票数 計 337485 的中 �� 9067（10番人気）
ワイド票数 計 242397 的中 �� 14223（3番人気）�� 1422（38番人気）�� 1713（31番人気）
3連複票数 計 650020 的中 ��� 2183（65番人気）
3連単票数 計1106879 的中 ��� 855（296番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．2―50．5―1：03．3―1：16．4―1：29．4―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．8
1
3
11，13，1，6，10－4，9，2，3－8，5－（7，12）・（11，13）10（1，6，9）（4，8）2，3，5（7，12）

2
4

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

�サンタクローチェ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Runaway Groom

2010．3．9生 牝4青鹿 母 フォーチュネイトダムゼル 母母 Consider It Done 9戦1勝 賞金 12，250，000円
初出走 JRA

※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。



09019 3月30日 雨 稍重 （26中山3）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時10分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 ダークシーカー 牡5栗 57 松岡 正海松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 528－ 61：12．1 3．3�
815 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 蛯名 正義武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494± 01：12．2� 3．7�
510 フランチャイズ 牡5栗 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 514± 01：12．3クビ 24．8�
612 セトノブロッサム 牝4黒鹿55 柴山 雄一難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 476－ 2 〃 ハナ 18．8�
12 ヒカルソラフネ 牡5鹿 57 後藤 浩輝髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 494－ 21：12．4	 8．0�
11 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 484± 01：12．5	 15．9	
48 ダンディーソル 牡4青鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 
高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 486－ 2 〃 アタマ 38．5�
23 ヒヅグータス 牝5鹿 55 西田雄一郎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 458－141：12．6	 185．1�
816 ドラゴンビューティ 牡4鹿 57 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 504± 01：12．81
 12．1
35 ハイフロンティア 牡4鹿 57 杉原 誠人 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 484－ 81：12．9	 14．7�
714 アイディドゥイット 牡4栗 57 丸山 元気前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 41：13．21� 93．1�
59 リュウツバメ 牝4鹿 55 和田 竜二田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 522＋ 41：13．3� 124．8�
36 � ラ ン ザ ン 牡5栗 57 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 B476－ 81：13．62 6．9�
611�� シゲルパッション 牡5栗 57

54 ▲木幡 初也森中 蕃氏 伊藤 正徳 米 Northwest
Farms LLC 482－191：13．92 86．8�

24 タイキグラミー 牝4鹿 55 津村 明秀
大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 462－101：14．11 22．4�

47 フ レ イ ヤ 牝8鹿 55
52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 本間 忍 静内 岡田スタツド 534＋ 8 〃 クビ 286．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，070，500円 複勝： 51，549，100円 枠連： 21，215，100円
馬連： 72，294，300円 馬単： 41，386，100円 ワイド： 33，497，300円
3連複： 95，100，400円 3連単： 148，917，000円 計： 491，029，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 400円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，090円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 25，590円

票 数

単勝票数 計 270705 的中 � 65286（1番人気）
複勝票数 計 515491 的中 � 121983（1番人気）� 111266（2番人気）� 22539（9番人気）
枠連票数 計 212151 的中 （7－8） 35341（1番人気）
馬連票数 計 722943 的中 �� 85371（1番人気）
馬単票数 計 413861 的中 �� 25414（1番人気）
ワイド票数 計 334973 的中 �� 39326（1番人気）�� 6907（14番人気）�� 5630（16番人気）
3連複票数 計 951004 的中 ��� 11566（15番人気）
3連単票数 計1489170 的中 ��� 4296（52番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．7―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダークシーカー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．6．30 福島10着

2009．5．28生 牡5栗 母 フラワリーウーフ 母母 パ ル カ エ 15戦1勝 賞金 26，470，000円
［他本会外：1戦1勝］

09020 3月30日 雨 重 （26中山3）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時40分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

59 キープインタッチ 牡4鹿 57 後藤 浩輝村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496± 01：51．7 6．1�
612 グッドマイスター 牡5鹿 57 柴田 善臣久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 486－ 21：51．91� 3．8�
47 サウンドトゥルー 牡4栗 57 蛯名 正義山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：52．21	 3．1�
23 マイネルバウンス 牡5栗 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 494± 0 〃 ハナ 26．8�
24 ディアグリスター 牡4鹿 57 田辺 裕信ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 478＋ 81：52．62� 99．9�
510 シルクコスモス 
7栗 57 宮崎 北斗有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 450＋ 61：52．7クビ 273．6	
11 スズカヴィグラス 牡5鹿 57 D．バルジュー 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B500－ 4 〃 アタマ 35．7


（伊）

35 コスモメルハバ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 512－ 41：53．12� 30．5�
714 トリニティチャーチ 
6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 500－ 21：53．2� 36．8
815 スギノハルバード 牡4鹿 57 和田 竜二杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B476－ 41：53．62� 15．3�
611 プレミアムタイム 牡5栗 57 津村 明秀 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B500－ 61：53．7	 21．2�
12 ヴィルトグラーフ 
4鹿 57 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋ 81：54．55 51．6�
36 ハードロッカー 
5黒鹿57 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 440± 01：54．71� 7．7�
816 オリオンザムーン 牡4栗 57 A．シュタルケ 平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 510± 01：55．23 158．6�

（独）

713 ケイジータイタン 
4青鹿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 516－121：55．51	 38．9�
48 ハギノコメント 牡5鹿 57 横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 490± 01：56．13� 12．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，399，500円 複勝： 60，177，800円 枠連： 21，632，800円
馬連： 84，336，800円 馬単： 44，344，500円 ワイド： 38，042，600円
3連複： 107，082，300円 3連単： 161，173，600円 計： 546，189，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 180円 � 150円 � 140円 枠 連（5－6） 1，020円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 490円 �� 550円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 293995 的中 � 38099（3番人気）
複勝票数 計 601778 的中 � 80435（3番人気）� 110793（2番人気）� 123211（1番人気）
枠連票数 計 216328 的中 （5－6） 15714（4番人気）
馬連票数 計 843368 的中 �� 49083（3番人気）
馬単票数 計 443445 的中 �� 12394（7番人気）
ワイド票数 計 380426 的中 �� 18705（3番人気）�� 16487（5番人気）�� 30582（1番人気）
3連複票数 計1070823 的中 ��� 49175（2番人気）
3連単票数 計1611736 的中 ��� 11564（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．3―48．0―1：00．5―1：13．3―1：26．2―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．4
1
3
・（6，8，13）11，1，15，5，9（2，3，14）12（7，16）－（4，10）・（6，8，11，15，9）（5，1，12）（3，14，10）7（13，4，16）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キープインタッチ �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．23 中山9着

2010．5．3生 牡4鹿 母 フェミニンタッチ 母母 ダイナタツチ 7戦3勝 賞金 22，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ポルスターシャイン号
※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。



09021 3月30日 小雨 重 （26中山3）第2日 第9競走 ��3，350�ペガサスジャンプステークス
発走14時15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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：40．8良

22 アポロマーベリック 牡5鹿 63 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 522－ 63：49．8 1．9�
56 シャイニーブラック �7黒鹿60 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 462± 03：50．33 26．3�
812 マイネルガヴロシュ 牡7青鹿60 R．エノン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B478＋ 23：50．61� 5．5�
（豪）

811 メイショウヨウドウ �6黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 466－103：51．55 4．3�
55 スズカマジェスタ 牡6青鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484－ 63：52．03 27．0�
44 セ イ エ イ 牡6栗 60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 518－323：52．1クビ 34．3	
710 ウォンテッド 牡4黒鹿59 平沢 健治谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 484－ 4 〃 ハナ 36．5

79 テ ル バ イ ク 牡6栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 480± 03：54．6大差 60．1�
68 	 トーセンタイガー 牡6鹿 60 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B546＋ 63：54．7
 137．6
67 	 パリスブルー 牝7黒鹿58 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 462－ 23：55．01� 192．7�
11 	 エーシンイグアス 牡6鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 526－ 63：56．49 10．4�
33 	 トーセンプラチナ 牡5鹿 60 江田 勇亮島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 2 〃 クビ 22．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，917，100円 複勝： 35，628，500円 枠連： 20，793，700円
馬連： 58，544，000円 馬単： 44，295，000円 ワイド： 25，642，100円
3連複： 80，032，500円 3連単： 175，310，000円 計： 465，162，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 380円 � 190円 枠 連（2－5） 1，030円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 850円 �� 290円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 11，920円

票 数

単勝票数 計 249171 的中 � 107699（1番人気）
複勝票数 計 356285 的中 � 131515（1番人気）� 15505（7番人気）� 43735（3番人気）
枠連票数 計 207937 的中 （2－5） 14952（4番人気）
馬連票数 計 585440 的中 �� 21902（9番人気）
馬単票数 計 442950 的中 �� 13385（8番人気）
ワイド票数 計 256421 的中 �� 6965（11番人気）�� 25696（2番人気）�� 4305（17番人気）
3連複票数 計 800325 的中 ��� 19899（8番人気）
3連単票数 計1753100 的中 ��� 10863（31番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 53．9－3F 39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

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

アポロマーベリック �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Theatrical デビュー 2011．11．26 東京7着

2009．4．15生 牡5鹿 母 オメガファスター 母母 フ ァ ス タ 障害：8戦4勝 賞金 123，372，000円
〔制裁〕 マイネルガヴロシュ号の騎手R．エノンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

09022 3月30日 小雨 重 （26中山3）第2日 第10競走 ��
��2，000�

じょうそう

常総ステークス
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，25．3．23以降26．3．23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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

710 バッドボーイ 牡4鹿 56 和田 竜二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494－262：02．9 5．5�
68 � グランデスバル 牡6栗 55 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 488－ 2 〃 クビ 14．7�
22 ジャングルハヤテ 牡7黒鹿54 津村 明秀伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 494＋ 82：03．21� 45．5�
11 ダイワズーム 牝5栗 54 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470＋ 22：03．73 8．8�
811 バロンドゥフォール 牡4鹿 55 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 482＋102：03．91	 6．5�
67 ライズトゥフェイム 牡4鹿 56 田中 勝春有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 2．7	
79 アップルジャック 牡6黒鹿53 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 518－ 22：04．22 123．7

33 ニシノジャブラニ 牡6鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 492＋ 22：04．52 25．3�
56 ダイワストリーム 牝4栗 52 柴田 大知大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム B472－ 6 〃 ハナ 16．8�
55 
 ロッカデバルディ 牡4黒鹿55 A．シュタルケ 吉田 和美氏 吉村 圭司 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

508＋ 2 〃 アタマ 4．8
（独）

44 
 ワールドブルー 牡8鹿 50 嶋田 純次 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao
Sekiguchi 492－ 62：05．13� 84．2�

812 シンボリボルドー 牡7鹿 51 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 478＋142：05．73� 89．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，147，300円 複勝： 60，205，300円 枠連： 22，302，800円
馬連： 114，188，400円 馬単： 63，005，300円 ワイド： 41，278，700円
3連複： 131，726，600円 3連単： 262，075，800円 計： 730，930，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 380円 � 810円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 3，340円 �� 6，590円

3 連 複 ��� 43，000円 3 連 単 ��� 172，690円

票 数

単勝票数 計 361473 的中 � 52010（3番人気）
複勝票数 計 602053 的中 � 92272（2番人気）� 39990（6番人気）� 16549（9番人気）
枠連票数 計 223028 的中 （6－7） 28246（2番人気）
馬連票数 計1141884 的中 �� 21935（15番人気）
馬単票数 計 630053 的中 �� 6908（28番人気）
ワイド票数 計 412787 的中 �� 8173（16番人気）�� 3015（31番人気）�� 1512（42番人気）
3連複票数 計1317266 的中 ��� 2261（87番人気）
3連単票数 計2620758 的中 ��� 1120（382番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．1―12．9―12．9―12．8―12．1―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．4―35．5―48．4―1：01．3―1：14．1―1：26．2―1：38．4―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バッドボーイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．6．24 函館5着

2010．4．7生 牡4鹿 母 ミ ス キ 母母 Alvernia 19戦2勝 賞金 90，025，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

１レース目



09023 3月30日 小雨 重 （26中山3）第2日 第11競走 ��
��1，800�第21回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，25．3．23以降26．3．23まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

地方競馬全国協会理事長賞（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 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ソ ロ ル 牡4黒鹿56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 474－ 61：51．2 8．3�
35 ジェベルムーサ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 554＋ 41：51．3� 4．1�
12 ドコフクカゼ 牡4黒鹿55 後藤 浩輝國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 512－12 〃 ハナ 12．7�
510� エーシンゴールド 牡4鹿 56．5 D．バルジュー �栄進堂 野中 賢二 米 RMF Thor-

oughbreds 524－ 61：51．4	 2．6�
（伊）

612 クリノスターオー 牡4青 55 松岡 正海栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 538＋ 21：51．61
 30．1	
48 リアライズキボンヌ 牝5鹿 52 横山 和生工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 456± 01：52．13 87．3

714 クリールパッション 牡9鹿 55 木幡 初広横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B484＋ 41：52．31
 172．9�
59 グラッツィア 牡6鹿 56 丸山 元気山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 アタマ 17．9�
11 グランドシチー 牡7鹿 58．5 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 498± 01：52．4� 13．5
24 ナカヤマナイト 牡6栗 58 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 490＋ 21：52．5� 12．8�
47 ミヤジタイガ 牡4鹿 55 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 492－ 61：53．03 71．5�
23 � トーセンアレス 牡7鹿 54 田中 勝春島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 486－ 41：53．31	 194．7�
611 ナリタシルクロード 牡7鹿 55 柴田 大知�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 532－ 41：53．83 112．2�
713 クリソライト 牡4鹿 57 A．シュタルケ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－141：54．75 8．8�

（独）

36 シ ン ゲ ン 牡11黒鹿56 村田 一誠吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 500－ 21：55．76 173．3�
816 バーディバーディ 牡7黒鹿58 柴山 雄一里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B500± 01：56．33� 64．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，328，900円 複勝： 156，370，700円 枠連： 72，362，900円
馬連： 392，081，700円 馬単： 194，256，300円 ワイド： 134，436，000円
3連複： 527，682，500円 3連単： 943，985，400円 計： 2，528，504，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 260円 � 180円 � 290円 枠 連（3－8） 1，890円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，110円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 34，910円

票 数

単勝票数 計1073289 的中 � 102776（3番人気）
複勝票数 計1563707 的中 � 153246（3番人気）� 276426（2番人気）� 127094（4番人気）
枠連票数 計 723629 的中 （3－8） 28305（9番人気）
馬連票数 計3920817 的中 �� 140531（6番人気）
馬単票数 計1942563 的中 �� 31614（14番人気）
ワイド票数 計1344360 的中 �� 50520（6番人気）�� 29303（12番人気）�� 32866（10番人気）
3連複票数 計5276825 的中 ��� 64484（18番人気）
3連単票数 計9439854 的中 ��� 19960（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．6―48．4―1：00．7―1：13．5―1：26．1―1：38．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ソ ロ ル �
�
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 2012．10．28 東京10着（1位）

2010．3．29生 牡4黒鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 15戦6勝 賞金 123，599，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）19頭 アーリーデイズ号・イッシンドウタイ号・コレクターアイテム号・ザラストロ号・サンライズブレット号・

セイカプリコーン号・ダッシャーワン号・ダブルスター号・ツクバコガネオー号・ティーハーフ号・
トップカミング号・ファイヤー号・フリソ号・マルカプレジオ号・メイショウデイム号・メテオロロジスト号・
ラインブラッド号・レッドレイヴン号・レーザーバレット号

※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。

09024 3月30日 小雨 重 （26中山3）第2日 第12競走 ��
��1，200�

か し ま

鹿 島 特 別
発走16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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

816 ミヤジエルビス 牡4青鹿57 丸山 元気曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 488－ 81：11．6 2．8�
35 モ ン テ ネ オ 牡4黒鹿57 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 480＋10 〃 クビ 33．1�
23 ウインプロスパー 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 520± 01：11．7� 31．5�
12 コーリンギデオン 牡5鹿 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 470＋ 61：11．8クビ 8．6�
47 	 スウェプトアロー 牡5芦 57 木幡 初広矢野 秀春氏 池上 昌弘 様似 様似堀牧場 B476＋121：12．12 181．5�
59 ジャーグラット 牡6栗 57 田中 勝春本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 436－ 41：12．2クビ 9．6	
36 ミステリートレイン 牡6鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 アタマ 15．3

815 ウインクロニクル 牡7黒鹿57 武士沢友治�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 484－141：12．3
 20．6�
714 イーグルカザン 牡6鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 518＋ 2 〃 クビ 3．2�
48 ハナズインパルス 牝4黒鹿55 A．シュタルケ M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 462－ 61：12．51 44．6

（独）

713 ノッキングオン 牡4鹿 57 津村 明秀松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 438± 0 〃 アタマ 112．6�
510 シルバーレイショウ 牡5芦 57 松岡 正海池谷 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 530± 01：12．71� 12．9�
11 	 フランキンセンス 牡7鹿 57 西田雄一郎加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム 534＋ 4 〃 クビ 112．4�
612 ベルストーリー 牝5鹿 55 杉原 誠人髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 514－ 21：13．12
 117．5�
24 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55 柴田 未崎清水 敏氏 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 494＋ 41：13．73
 196．4�
611� フリスコベイ 牝5栗 55 後藤 浩輝�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC 482＋ 21：15．08 22．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，946，000円 複勝： 71，830，400円 枠連： 39，905，400円
馬連： 165，889，300円 馬単： 81，684，200円 ワイド： 59，061，200円
3連複： 198，626，600円 3連単： 374，530，600円 計： 1，042，473，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 770円 � 630円 枠 連（3－8） 1，270円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 1，510円 �� 7，580円

3 連 複 ��� 36，800円 3 連 単 ��� 143，820円

票 数

単勝票数 計 509460 的中 � 148208（1番人気）
複勝票数 計 718304 的中 � 162594（2番人気）� 19992（10番人気）� 24919（9番人気）
枠連票数 計 399054 的中 （3－8） 23319（5番人気）
馬連票数 計1658893 的中 �� 27053（16番人気）
馬単票数 計 816842 的中 �� 8988（26番人気）
ワイド票数 計 590612 的中 �� 8513（18番人気）�� 9801（15番人気）�� 1871（59番人気）
3連複票数 計1986266 的中 ��� 3984（99番人気）
3連単票数 計3745306 的中 ��� 1922（385番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．1―47．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジエルビス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．12．1 阪神1着

2010．2．21生 牡4青鹿 母 キャタラクト 母母 Queen Tutta 12戦3勝 賞金 44，689，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ザストロンシチー号・ジョージジョージ号
（非抽選馬）14頭 ヴィクタシア号・エーシンブランコス号・ガクニホシ号・カツノセカンド号・キンショーユウジャ号・

クリノロッキー号・クレバーアポロ号・サルバドールハクイ号・シゲルシゲザネ号・トレノソルーテ号・
ハワイアンシュガー号・ブライトポジー号・プロスペラスマム号・ラフジェントリー号

※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。

４レース目



（26中山3）第2日 3月30日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 180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

257，210，000円
2，080，000円
4，960，000円
2，210，000円
23，730，000円
69，711，500円
5，650，400円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
407，514，900円
682，872，100円
273，001，200円
1，178，178，800円
665，195，000円
463，792，300円
1，502，238，900円
2，712，948，200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
計 7，885，741，400円

総入場人員 19，529名 （有料入場人員 17，322名）
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