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オッズ・
単勝
人気

06001 2月23日 晴 良 （25中山2）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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ジャストザオネスト 牡3黒鹿56 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 478－101：58．4 5．7�

47 メインターゲット 牡3栗 56 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 446－ 6 〃 クビ 83．2�
611� 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 476＋ 41：58．5クビ 14．9�

24 ナムライチバンボシ 牡3鹿 56 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 496＋261：58．6� 14．2�
36 ジュルヴォアソング 牡3鹿 56 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 486－ 6 〃 同着 9．9	
35 グランデアリュール 牡3鹿 56 蛯名 正義吉野 弘司氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 480－ 21：59．23� 3．5

23 マイネルガリオン 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 水上 習孝 534－ 41：59．83� 83．4�
713 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 502＋ 6 〃 クビ 4．8
11 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 56 北村 宏司小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 526＋ 81：59．9� 18．9�
59 ポッドスター 牡3栗 56 G．ブノワ 小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 498＋ 22：00．0クビ 9．2�

（仏）

48 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56
53 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 504－ 82：00．42� 125．3�

612 ダイヤパッション 牝3栗 54
51 ▲平野 優大野 數芳氏 金成 貴史 平取 北島牧場 434－ 22：01．25 346．5�

714 ジーランディア 牡3芦 56 的場 勇人池谷 誠一氏 的場 均 浦河 斉藤 政志 498－ 62：01．51	 113．6�
12 クラウンストラーダ 牡3黒鹿56 中谷 雄太矢野 悦三氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 480＋ 42：02．24 10．7�
510 ベルウッドサロン 牡3栗 56 F．ベリー 鈴木 照雄氏 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム 492－ 4 〃 クビ 22．1�

（愛）

816 アルファエンゼル 牡3鹿 56 松岡 正海�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 496＋ 22：02．73 220．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，609，100円 複勝： 28，867，100円 枠連： 14，509，800円
馬連： 47，202，300円 馬単： 31，264，800円 ワイド： 22，045，800円
3連複： 63，928，100円 3連単： 96，518，100円 計： 319，945，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 1，650円 � 560円 枠 連（4－8） 14，820円

馬 連 �� 38，330円 馬 単 �� 59，470円

ワ イ ド �� 9，090円 �� 1，780円 �� 16，870円

3 連 複 ��� 181，460円 3 連 単 ��� 838，010円

票 数

単勝票数 計 156091 的中 � 21814（3番人気）
複勝票数 計 288671 的中 � 37379（3番人気）� 3978（11番人気）� 13012（8番人気）
枠連票数 計 145098 的中 （4－8） 723（29番人気）
馬連票数 計 472023 的中 �� 909（61番人気）
馬単票数 計 312648 的中 �� 388（107番人気）
ワイド票数 計 220458 的中 �� 591（60番人気）�� 3126（22番人気）�� 317（79番人気）
3連複票数 計 639281 的中 ��� 260（233番人気）
3連単票数 計 965181 的中 ��� 85（1205番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．2―13．2―12．5―13．1―13．5―13．3―14．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．3―51．5―1：04．0―1：17．1―1：30．6―1：43．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．4―3F41．3
1
3
11（15，13，16）（3，4，9）（12，10）（1，2，8，14）（5，6）＝7
11（15，10）（3，4，13）（1，2，9）（5，16，6）（8，12）7－14

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

勝馬の
紹 介

ジャストザオネスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Green Desert デビュー 2012．11．11 東京3着

2010．4．19生 牡3黒鹿 母 ポンテペルレ 母母 フ ァ ー ザ 4戦1勝 賞金 8，800，000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） 2頭 クイックスパイダー号・ダンシングビート号
（非抽選馬） 5頭 クールシャンクス号・ゴールデンパピオン号・ジオメトリー号・ヤギリハーツ号・レアンデル号
※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。

06002 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

47 ウインプロスパー 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 508± 01：12．9 2．0�
714 タ サ ジ ャ ラ 牡3鹿 56 F．ベリー K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B514－ 2 〃 クビ 5．0�

（愛）

35 シュナップス 牡3栗 56 吉田 豊藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 430－ 41：13．21� 5．4�
36 ファインユニバース 牡3栗 56 蛯名 正義井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 470－ 21：13．94 7．5�
612 フヨウムサシ 牡3栗 56

53 ▲杉原 誠人刈屋 �氏 高市 圭二 浦河 目名太山口
牧場 432＋ 2 〃 ハナ 227．0	

11 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 江田 照男村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B478－ 41：14．11� 18．2

611 トウショウパシオン 牡3鹿 56 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 444± 01：14．2クビ 75．6�
59 ベルモントラヴ 牝3芦 54 北村 宏司 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 492＋ 41：14．41 27．5
713 チェリーヘステイア 牝3栃栗54 G．ブノワ 櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 420＋ 6 〃 クビ 161．2�

（仏）

510 トゥユアハート 牝3栗 54 田中 勝春吉田喜代司氏 小野 次郎 日高 藤本ファーム 432± 01：14．5� 14．2�
48 シェランコントレ 牡3栗 56 戸崎 圭太大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 バンブー牧場 446＋ 81：14．81� 68．0�

（大井）

23 グランパドゥシャ 牝3鹿 54
52 △嶋田 純次�ターフ・スポート矢野 英一 新冠 長浜牧場 B438－ 4 〃 ハナ 151．9�

816 ロスカティオス 牝3栗 54
51 ▲山崎 亮誠手嶋 康雄氏 松永 康利 別海 野付ライディ

ングファーム 436± 01：15．0� 489．7�
12 フェバリットソング 牝3栗 54 田辺 裕信石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 21：15．21� 67．6�
815 ワンダリングブルー 牡3栗 56 張田 京 �ブルーマネジメント田中 剛 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー B454－ 81：15．41 200．4�
（船橋）

24 ナデシコホマレ 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 446－ 61：15．93 383．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，252，700円 複勝： 56，302，100円 枠連： 15，084，200円
馬連： 47，038，800円 馬単： 35，643，800円 ワイド： 21，461，200円
3連複： 60，063，800円 3連単： 110，291，100円 計： 367，137，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（4－7） 440円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 230円 �� 210円 �� 400円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 212527 的中 � 86714（1番人気）
複勝票数 計 563021 的中 � 313852（1番人気）� 55152（3番人気）� 64284（2番人気）
枠連票数 計 150842 的中 （4－7） 25570（2番人気）
馬連票数 計 470388 的中 �� 69218（2番人気）
馬単票数 計 356438 的中 �� 37375（1番人気）
ワイド票数 計 214612 的中 �� 24855（2番人気）�� 27881（1番人気）�� 11514（4番人気）
3連複票数 計 600638 的中 ��� 60846（1番人気）
3連単票数 計1102911 的中 ��� 31213（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―12．1―12．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインプロスパー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．5 札幌3着

2010．1．27生 牡3鹿 母 コスモフライハイ 母母 レディビーナス 10戦1勝 賞金 17，350，000円
〔制裁〕 シュナップス号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

ワンダリングブルー号の騎手張田京は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キャロルツリー号・ギルガードール号・クォンタムビット号
（非抽選馬） 2頭 アインディアマント号・アスキットキング号
※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。

第２回 中山競馬 第１日



06003 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 4，200，000
4，200，000

円
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

22 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 502 ―1：59．5 1．7�
（大井）

711 ツクバローレル 牡3黒鹿56 柴田 善臣荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 青森 ワールドファーム 500 ― 〃 同着 6．0�
33 オリオンザスター 牡3栗 56 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 506 ―2：00．03 18．7�
45 アイアムライジング 牡3黒鹿56 柴田 大知堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 546 ―2：00．32 23．9�
710 グランドアゲン 牡3鹿 56 木幡 初広浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460 ―2：00．83 16．4�
68 ファットタイム 牡3栗 56 田辺 裕信阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 対馬 正 470 ―2：01．12 5．6	
11 ベルベットカッツェ 牝3栗 54

52 △嶋田 純次吉岡 泰治氏 和田正一郎 新ひだか 増本牧場 456 ―2：01．73� 58．2

69 エムオータイガー 牡3栗 56 北村 宏司大浅 貢氏 古賀 慎明 日高 藤本 直弘 480 ―2：02．12� 23．4�
812 オリオンザムーン 牡3栗 56 F．ベリー 平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 528 ― 〃 アタマ 58．7�

（愛）

44 ティアップブルーム 牝3黒鹿54 石橋 脩田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 428 ― 〃 アタマ 170．1
56 エルマックス �3黒鹿56 G．ブノワ 吉田 喬氏 黒岩 陽一 日高 白井牧場 508 ―2：02．42 37．8�

（仏）

813 ラベンダーパース 牝3黒鹿54 張田 京�佐藤牧場 高橋 文雅 浦河 谷口牧場 476 ―2：05．5大差 136．6�
（船橋） （法634）

57 ナ ナ カ マ ド 牡3黒鹿56 横山 典弘山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 516 ―2：07．09 19．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，481，400円 複勝： 50，665，800円 枠連： 13，609，300円
馬連： 38，793，400円 馬単： 34，460，500円 ワイド： 19，511，200円
3連複： 47，802，600円 3連単： 94，666，000円 計： 318，990，200円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

120円
210円 複 勝 �

�
110円
230円 � 400円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 680円 馬 単 ��
��

430円
1，040円

ワ イ ド �� 330円 ��
��

480円
1，520円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ���
���

3，390円
9，560円

票 数

単勝票数 計 194814 的中 � 91464（1番人気）� 25944（3番人気）
複勝票数 計 506658 的中 � 313615（1番人気）� 29955（3番人気）� 13912（7番人気）
枠連票数 計 136093 的中 （2－7） 24553（2番人気）
馬連票数 計 387934 的中 �� 42267（2番人気）
馬単票数 計 344605 的中 �� 31909（2番人気）�� 11610（9番人気）
ワイド票数 計 195112 的中 �� 16108（2番人気）�� 10121（5番人気）�� 2836（16番人気）
3連複票数 計 478026 的中 ��� 13416（8番人気）
3連単票数 計 946660 的中 ��� 10389（12番人気）��� 3630（57番人気）

ハロンタイム 13．4―13．0―14．5―14．4―13．3―12．4―13．1―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―26．4―40．9―55．3―1：08．6―1：21．0―1：34．1―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タッチザターゲット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2010．3．25生 牡3芦 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 1戦1勝 賞金 4，200，000円
ツクバローレル �

�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2010．4．28生 牡3黒鹿 母 ローレルアンジュ 母母 スマートダーリン 1戦1勝 賞金 4，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナナカマド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3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または施行団体名を表示している。

06004 2月23日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山2）第1日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：10．2良・良

710 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－ 83：13．8 1．9�
67 タニノハービービー 牡4鹿 59 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 482＋ 83：14．01 7．4�
22 ランブリングローズ 牝6鹿 58 石神 深一草野 仁氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 490－ 43：16．3大差 10．3�
44 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 平沢 健治上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 454＋ 23：16．72� 88．0�
68 フェバリットアワー 牡6鹿 60 横山 義行�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 530± 0 〃 クビ 7．5�
33 ファートゥム �9栗 60 大江原 圭田上 雅春氏 大江原 哲 静内 岡田スタツド 470＋203：17．65 47．5	
811� マ ー ニ ー 牝6鹿 58 江田 勇亮浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 422＋ 83：18．13 101．8

11 ビュービーナス 牝4鹿 57 山本 康志キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム 462＋123：18．2� 170．2�
55 アンブロークン �8青鹿60 蓑島 靖典広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 476＋ 63：19．69 15．9
79 ヨドノエース 牡4黒鹿59 小野寺祐太海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 468＋123：19．91	 162．4�
56 � スズヨシーズン 牡8鹿 60 鈴木 慶太鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム 486＋ 83：22．5大差 174．3�
812� ホウザンドラゴン �7青鹿60 浜野谷憲尚加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム 508± 0 （競走中止） 4．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，507，700円 複勝： 23，869，600円 枠連： 10，734，700円
馬連： 30，958，100円 馬単： 27，303，900円 ワイド： 14，026，700円
3連複： 42，536，700円 3連単： 85，800，800円 計： 249，738，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 230円 枠 連（6－7） 300円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 280円 �� 430円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 145077 的中 � 62161（1番人気）
複勝票数 計 238696 的中 � 102332（1番人気）� 25899（4番人気）� 17623（5番人気）
枠連票数 計 107347 的中 （6－7） 27133（1番人気）
馬連票数 計 309581 的中 �� 31983（2番人気）
馬単票数 計 273039 的中 �� 19110（4番人気）
ワイド票数 計 140267 的中 �� 14259（2番人気）�� 8097（4番人気）�� 3476（12番人気）
3連複票数 計 425367 的中 ��� 17123（7番人気）
3連単票数 計 858008 的中 ��� 12585（12番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 51．0－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ヤ シ オ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 テンパレートシル デビュー 2010．8．7 新潟11着

2008．5．31生 牡5鹿 母 シーラデルソル 母母 タケノヒデタカ 障害：3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 ホウザンドラゴン号は，2周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



06005 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第5競走 ��
��2，000�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
1：58．2
1：56．1

良
良

714 ライズトゥフェイム 牡3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 464－ 22：02．6 18．6�

24 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 436＋ 62：02．81� 16．9�
510 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＋ 2 〃 クビ 7．1�
23 ノエルキャロル 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 452－ 22：02．9� 39．0�
816 マイネルジェイド 牡3鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 442± 02：03．0� 8．0�
59 ケイアイホクトセイ 牡3鹿 56 横山 典弘亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 496＋ 2 〃 アタマ 3．5	
611 ラルゴスパーダ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 
社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 488＋ 22：03．21� 45．4�

（大井）

48 	 マイネルハイネス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 仏 Mr Cyril

Morange 458＋102：03．62� 11．2�
612 オマツリマンボ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 460＋ 62：03．8
 299．7
713 マツリダデンカ 牡3青鹿56 三浦 皇成髙橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 486＋12 〃 クビ 71．5�
47 ヴィアレーギア 牡3黒鹿56 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 522＋ 8 〃 ハナ 231．4�
36 アルデュード 牡3栗 56 蛯名 正義吉田 和美氏 金成 貴史 洞爺湖 メジロ牧場 546＋102：03．9� 3．6�
11 エルインペレイター 牡3鹿 56 F．ベリー �ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502－ 42：04．53� 14．1�

（愛）

815 サクラフラムドール 牡3鹿 56 田中 博康�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 488＋ 22：04．71� 21．5�
35 フォントネー 牝3鹿 54 武士沢友治村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 82：05．55 441．9�
12 ホシノホマレ 牡3栗 56 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 470± 0 （競走中止） 25．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，333，700円 複勝： 46，197，700円 枠連： 19，174，100円
馬連： 56，230，700円 馬単： 38，030，300円 ワイド： 27，668，200円
3連複： 74，498，000円 3連単： 115，518，400円 計： 401，651，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 590円 � 340円 � 220円 枠 連（2－7） 8，330円

馬 連 �� 16，830円 馬 単 �� 35，130円

ワ イ ド �� 4，740円 �� 1，970円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 41，500円 3 連 単 ��� 306，670円

票 数

単勝票数 計 243337 的中 � 10329（8番人気）
複勝票数 計 461977 的中 � 17869（8番人気）� 34990（5番人気）� 66045（3番人気）
枠連票数 計 191741 的中 （2－7） 1700（23番人気）
馬連票数 計 562307 的中 �� 2467（47番人気）
馬単票数 計 380303 的中 �� 799（91番人気）
ワイド票数 計 276682 的中 �� 1420（49番人気）�� 3502（25番人気）�� 2898（29番人気）
3連複票数 計 744980 的中 ��� 1325（119番人気）
3連単票数 計1155184 的中 ��� 278（775番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．2―13．0―13．0―12．5―12．2―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．7―48．7―1：01．7―1：14．2―1：26．4―1：38．4―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライズトゥフェイム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Barathea デビュー 2012．12．9 中山4着

2010．3．30生 牡3鹿 母 バラファミー 母母 Infamy 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 ホシノホマレ号は，競走中に疾病〔左下腿骨開放骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダイメイハルオ号・モンプレジール号
※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。

06006 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

牝，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
1：44．9
1：44．1

良
良

712 テンシンランマン 牝3鹿 54 田中 勝春 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476＋ 41：49．9 2．6�
713 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 488＋ 61：50．0� 3．1�
59 ダイワポライト 牝3青鹿54 吉田 豊大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 422＋ 21：50．21 35．1�
58 � 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 452＋ 7 〃 クビ 100．2�

（船橋） （船橋）

610 レッドマニッシュ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474＋ 81：50．3クビ 17．5	
34 � メロディアス 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム B460＋ 11：50．4� 37．3


（船橋） （大井）

11 セクシイサウンド 牝3鹿 54
52 △嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 492± 01：50．61� 25．2�

47 ダノンビーナス 牝3鹿 54 松岡 正海�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 416－ 6 〃 クビ 11．7�
611 ア ガ サ 牝3青 54 武士沢友治上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 474± 01：50．81� 195．7
35 エターナルムーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 460＋ 21：50．9� 18．5�
46 アドマイヤイチバン 牝3青鹿54 田辺 裕信近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 464± 0 〃 アタマ 28．9�
814 ディープストーリー 牝3青 54 三浦 皇成有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 クビ 5．8�
815 リュウツバメ 牝3鹿 54 江田 照男田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 514＋ 41：51．11� 120．4�
22 ファンアットコート 牝3鹿 54 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 460＋141：51．2� 62．7�
23 カラダエーピー 牝3栗 54 G．ブノワ 子安 裕樹氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 458－ 61：51．73 229．8�

（仏）

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，092，100円 複勝： 44，835，300円 枠連： 21，538，200円
馬連： 64，774，400円 馬単： 46，510，700円 ワイド： 29，987，300円
3連複： 80，070，700円 3連単： 144，380，100円 計： 461，188，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 140円 � 540円 枠 連（7－7） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，320円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 11，150円

票 数

単勝票数 計 290921 的中 � 91449（1番人気）
複勝票数 計 448353 的中 � 108559（1番人気）� 107701（2番人気）� 13281（9番人気）
枠連票数 計 215382 的中 （7－7） 45952（1番人気）
馬連票数 計 647744 的中 �� 133939（1番人気）
馬単票数 計 465107 的中 �� 51691（1番人気）
ワイド票数 計 299873 的中 �� 50071（1番人気）�� 4762（16番人気）�� 4895（15番人気）
3連複票数 計 800707 的中 ��� 17887（8番人気）
3連単票数 計1443801 的中 ��� 9562（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．7―49．2―1：01．7―1：14．2―1：26．7―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7
1
3
1，5（3，12，13）4（2，14）（10，6）（7，15）11－8，9
1（3，5）（4，12）（2，13）（10，15）14（7，6，11）（9，8）

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

勝馬の
紹 介

テンシンランマン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．8．18 新潟2着

2010．3．30生 牝3鹿 母 ハナランマン 母母 ファイトボロン 5戦2勝 賞金 17，600，000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。



06007 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

36 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 460＋ 41：11．9 4．9�
23 ジツリキフォーティ 牡4黒鹿57 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 500＋ 4 〃 クビ 3．2�
59 バトルドミンゴ 牡4芦 57 戸崎 圭太宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 564－ 21：12．21� 5．2�

（大井）

714 デプロマトウショウ 牝4鹿 55 蛯名 正義トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454＋ 21：12．62� 7．1�
48 リバティーアゲイン 牡4青鹿57 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 494＋ 41：12．81� 5．3	
816 フィンデルムンド 牡5鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B486＋161：12．9クビ 22．5

11 	 ルチャドルアスール 
4黒鹿 57

54 ▲平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 504＋121：13．11� 20．0�
12 ミラクルミイクン 牡4鹿 57 三浦 皇成内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 540＋161：14．27 56．5�
35 ズ ー ム イ ン 牡4栗 57 武士沢友治島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 520＋10 〃 ハナ 151．6
713 ゾ ク ゾ ク 
4鹿 57 F．ベリー 中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 B466＋141：14．41 30．2�

（愛）

611 シンボリシュテルン 牡5黒鹿57 田中 博康シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 536＋ 81：14．5� 523．7�
47 マニッシュスマイル 牝4鹿 55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 服部 牧場 470＋121：15．13� 213．5�
24 スマイルゲート 牝4黒鹿55 G．ブノワ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 460＋261：15．2� 104．0�
（仏）

612	 クニノガンバレー 牝5栗 55 張田 京�龍農園 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 422－271：15．73 500．5�
（船橋）

510 アサクサウタヒメ 牝4黒鹿55 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 456＋201：16．87 280．0�
815 ジ ョ ー イ 牡4鹿 57 木幡 初広磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 0 （競走中止） 23．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，246，600円 複勝： 48，541，800円 枠連： 19，970，200円
馬連： 71，945，800円 馬単： 44，815，100円 ワイド： 31，253，500円
3連複： 85，137，700円 3連単： 142，126，600円 計： 471，037，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 130円 � 190円 枠 連（2－3） 820円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 330円 �� 630円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 8，550円

票 数

単勝票数 計 272466 的中 � 44242（2番人気）
複勝票数 計 485418 的中 � 55970（5番人気）� 128194（1番人気）� 61760（3番人気）
枠連票数 計 199702 的中 （2－3） 18166（4番人気）
馬連票数 計 719458 的中 �� 70498（2番人気）
馬単票数 計 448151 的中 �� 17239（7番人気）
ワイド票数 計 312535 的中 �� 24434（3番人気）�� 11258（8番人気）�� 25812（2番人気）
3連複票数 計 851377 的中 ��� 41640（4番人気）
3連単票数 計1421266 的中 ��� 12271（18番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．6―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．2―46．6―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピグマリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2012．1．9 中山1着

2009．1．12生 牡4鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 9戦2勝 賞金 25，300，000円
〔競走中止〕 ジョーイ号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ルチャドルアスール号の騎手平野優は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アサクサウタヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サーストンデンバー号・ジャストザヒロイン号・フレンチナデシコ号
（非抽選馬） 2頭 シンボリスウィフト号・ベアフルート号
※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。

06008 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・右）

牝，1000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

11 オーシュペール 牝4鹿 54 田辺 裕信 �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＋ 41：54．6 1．8�
55 リアライズキボンヌ 牝4鹿 54

51 ▲杉原 誠人工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 456＋ 81：54．7� 9．5�
66 トップコマチ 牝8鹿 55 江田 照男�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454＋ 21：55．33� 8．1�
78 マイネフェリックス 牝6栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B482－ 21：55．51� 68．0�
44 リープオブフェイス 牝6芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 484＋ 4 〃 クビ 11．1	
77 ブラックアテナ 牝5鹿 55 三浦 皇成山本 英俊氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498－201：56．13� 8．0

89 	 トーホウビューティ 牝5栗 55

53 △嶋田 純次東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社
吉田ファーム 472＋ 61：56．63 15．1�

810 ユメノトキメキ 牝6鹿 55 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 多田 善弘 488＋ 61：57．34 45．2�
33 クローバーリーフ 牝5鹿 55 F．ベリー 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 9．8

（愛）

22 シ ナ ル 牝5栗 55 北村 宏司加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社
ケイズ 488＋ 62：25．9大差 17．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，771，900円 複勝： 63，012，600円 枠連： 17，362，200円
馬連： 66，089，600円 馬単： 55，423，600円 ワイド： 32，100，200円
3連複： 79，895，300円 3連単： 195，159，700円 計： 537，815，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 210円 � 200円 枠 連（1－5） 850円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 400円 �� 320円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 287719 的中 � 127363（1番人気）
複勝票数 計 630126 的中 � 302361（1番人気）� 51005（4番人気）� 52503（3番人気）
枠連票数 計 173622 的中 （1－5） 15160（5番人気）
馬連票数 計 660896 的中 �� 64920（4番人気）
馬単票数 計 554236 的中 �� 30952（6番人気）
ワイド票数 計 321002 的中 �� 20585（4番人気）�� 27309（3番人気）�� 7886（9番人気）
3連複票数 計 798953 的中 ��� 29024（8番人気）
3連単票数 計1951597 的中 ��� 17407（24番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．1―12．8―12．3―12．5―13．0―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―38．0―50．8―1：03．1―1：15．6―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
8，10（3，6）－（4，9）－（2，1）（5，7）
8（10，6）（3，4，9）－1，7，5，2

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

勝馬の
紹 介

オーシュペール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2011．7．17 新潟9着

2009．3．17生 牝4鹿 母 レディマーメイド 母母 Mother of Pearl 16戦3勝 賞金 42，270，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 トップコマチ号の騎手柴田善臣は，第5競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
〔その他〕 シナル号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 シナル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月23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。



06009 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第9競走 ��
��2，200�

す い せ ん

水 仙 賞
発走14時35分 （芝・右・外）
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 1，175，000
1，175，000

円
円

付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード
中央レコード

2：10．1
2：10．0

良
良

55 ヒラボクディープ 牡3黒鹿56 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 482－ 22：17．1 2．6�
78 シャイニーリーヴァ 牡3鹿 56 田中 勝春小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 460－ 2 〃 クビ 6．5�
44 サンバジーリオ 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 504± 02：17．31� 5．1�
33 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿56 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 494＋ 22：17．4クビ 19．6�
66 ピュアソルジャー 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 480＋ 2 〃 同着 6．7	
89 マイネルクレイズ 牡3黒鹿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 ハシモトフアーム 482＋ 2 〃 クビ 13．1

11 フォーナインキング 牡3鹿 56 横山 典弘青山 洋一氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 472－ 22：17．93 5．8�
77 アポロカーネル �3鹿 56 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 460± 0 〃 ハナ 59．0�

（大井）

22 ステラジアン 牡3黒鹿56 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 496＋ 82：18．11� 25．9
810 コ ウ ジ ョ ウ 牡3栗 56 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514± 02：18．52	 43．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，097，700円 複勝： 61，082，500円 枠連： 17，309，200円
馬連： 93，766，700円 馬単： 59，574，000円 ワイド： 36，952，400円
3連複： 103，149，100円 3連単： 227，222，100円 計： 635，153，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 190円 � 160円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 350円 �� 290円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 5，860円

票 数

単勝票数 計 360977 的中 � 109769（1番人気）
複勝票数 計 610825 的中 � 154069（1番人気）� 74198（4番人気）� 95054（2番人気）
枠連票数 計 173092 的中 （5－7） 16223（3番人気）
馬連票数 計 937667 的中 �� 77854（3番人気）
馬単票数 計 595740 的中 �� 32588（3番人気）
ワイド票数 計 369524 的中 �� 26289（3番人気）�� 34394（1番人気）�� 17090（6番人気）
3連複票数 計1031491 的中 ��� 59933（2番人気）
3連単票数 計2272221 的中 ��� 28628（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．7―13．0―13．0―12．7―12．8―12．9―12．5―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．6―37．3―50．3―1：03．3―1：16．0―1：28．8―1：41．7―1：54．2―2：05．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒラボクディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．27 東京1着

2010．4．26生 牡3黒鹿 母 キャットアリ 母母 Careless Kitten 4戦2勝 賞金 18，138，000円
〔騎手変更〕 アポロカーネル号の騎手柴田善臣は，第5競走での落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
※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。

06010 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第10競走 ��
��1，200�アクアマリンステークス

発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，24．2．25以降25．2．17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
1：06．7
1：06．5

良
良

36 クリーンエコロジー 牡5芦 55 F．ベリー 石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 504＋ 41：07．9 4．7�
（愛）

24 ビラゴーティアラ 牝6鹿 51 武士沢友治三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 434－ 2 〃 クビ 68．7�
510 コンサートレディ 牝4鹿 53 田中 勝春平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 468＋ 61：08．11� 12．9�
23 ターニングポイント �8青鹿53 江田 照男山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B472－ 41：08．2クビ 29．4�
48 ジョーオリオン 牡4栗 55 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 476± 01：08．3� 3．4�
611 マ ス イ デ ア 牝4黒鹿52 杉原 誠人益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 442＋ 41：08．4クビ 51．4�
714 ヤマニングルノイユ 牝6鹿 53 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 504＋ 2 〃 クビ 4．1	
35 ウインバンディエラ 牡7栗 53 横山 典弘
ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 474－ 41：08．5クビ 11．3�
612 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿54 G．ブノワ 山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 474± 01：08．6� 17．1�

（仏）

713 バートラムガーデン 牝4鹿 53 戸崎 圭太下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 432＋ 61：08．7	 22．2�
（大井）

59 
 ファンドリノチカラ 牡6鹿 53 張田 京水戸眞知子氏 高橋 義忠 新冠 的場牧場 454－ 81：08．8� 119．9�
（船橋）

815 タ バ ル ナ 牡6鹿 54 松岡 正海前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 474－ 4 〃 クビ 49．8�
47 ストロングポイント 牡7芦 53 嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 486＋121：09．01� 48．1�
816 レイクエルフ 牡8黒鹿51 嘉藤 貴行ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 468＋221：09．74 251．9�
12 
 トップオブピーコイ 牡7青鹿54 田中 博康横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 浦河 冨岡 博一 488＋ 2 （競走中止） 81．0�
11 フローラルホール 牝5鹿 52 北村 宏司小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 486＋14 （競走中止） 9．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，932，600円 複勝： 48，497，600円 枠連： 31，865，000円
馬連： 123，981，000円 馬単： 67，558，600円 ワイド： 44，450，900円
3連複： 146，612，000円 3連単： 261，887，100円 計： 755，784，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 1，190円 � 430円 枠 連（2－3） 3，330円

馬 連 �� 15，200円 馬 単 �� 26，580円

ワ イ ド �� 4，680円 �� 1，460円 �� 10，670円

3 連 複 ��� 68，140円 3 連 単 ��� 381，210円

票 数

単勝票数 計 309326 的中 � 52599（3番人気）
複勝票数 計 484976 的中 � 82701（3番人気）� 8794（12番人気）� 27543（6番人気）
枠連票数 計 318650 的中 （2－3） 7069（14番人気）
馬連票数 計1239810 的中 �� 6021（43番人気）
馬単票数 計 675586 的中 �� 1876（75番人気）
ワイド票数 計 444509 的中 �� 2320（50番人気）�� 7712（16番人気）�� 1007（73番人気）
3連複票数 計1466120 的中 ��� 1588（160番人気）
3連単票数 計2618871 的中 ��� 507（838番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．8―11．3―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―32．9―44．2―55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．0
3 ・（4，14）－16，13，6，3（1，5，9）（8，11）12（2，10，15）7 4 4，14－（13，16）6（3，5，9）（8，11）12（10，15）－7－2

勝馬の
紹 介

クリーンエコロジー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2010．8．8 新潟1着

2008．3．27生 牡5芦 母 スパークルジュエル 母母 Golden Jewel Box 16戦5勝 賞金 73，652，000円
〔騎手変更〕 ウインバンディエラ号の騎手柴田善臣は，第5競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。

マスイデア号の騎手木幡初広は，第7競走での落馬負傷のため杉原誠人に変更。
〔競走中止〕 フローラルホール号は，3コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

トップオブピーコイ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 フローラルホール号の騎手北村宏司は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジャーエスペランサ号・リトルゲルダ号
※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。



06011 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第11競走 ��
��1，200�千葉ステークス

発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過額1，100
万円毎1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

59 マルカバッケン 牡6鹿 56 横山 典弘河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 488＋ 21：10．7 3．6�
11 デュアルスウォード 牡5黒鹿55 F．ベリー �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：11．12� 3．8�

（愛）

35 サウンドアクシス 牡7栗 56 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484± 01：11．2� 33．7�
612 トーホウチェイサー 牡6栗 56 田辺 裕信東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 490± 01：11．41� 25．1�
714 メイショウツチヤマ 牡6鹿 56 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 492－ 41：11．5クビ 14．5	
816 ゴールドバシリスク 牡6鹿 56 三浦 皇成居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 506＋101：11．6� 95．5

36 トウショウブリッツ 牡9鹿 56 大庭 和弥トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 498＋141：11．7� 94．2�
510	 サクラシャイニー 牡7栗 56 石橋 脩�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 472＋ 4 〃 クビ 8．7�
611 フィールドシャイン 牡6栗 56 嶋田 純次地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 486± 01：11．8クビ 48．2
12 
 エーシンジェイワン 牡5栗 56 蛯名 正義�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B542－ 21：11．9� 15．5�
48 
 ガ ブ リ ン 牡11鹿 57 杉原 誠人榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming 474＋ 41：12．22 289．9�
713	 エベレストオー 牡6鹿 56 G．ブノワ 栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B510± 0 〃 クビ 38．5�

（仏）

23 ニシオドリーム 牡5黒鹿56 吉田 豊西尾 午郎氏 鹿戸 明 浦河 中島牧場 486＋141：12．3� 14．4�
815 キョウエイカルラ 牝6栗 55 戸崎 圭太田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 484＋ 21：12．51� 8．1�

（大井）

24 アーリーロブスト 牡7鹿 57 江田 照男�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 506－121：13．13� 74．3�
47 エクセルシオール 牡4栗 56 中谷 雄太 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 41：13．73� 8．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，049，800円 複勝： 102，325，600円 枠連： 76，501，200円
馬連： 286，365，000円 馬単： 151，652，200円 ワイド： 95，144，800円
3連複： 359，105，100円 3連単： 671，732，500円 計： 1，806，876，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 150円 � 530円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，530円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 23，260円

票 数

単勝票数 計 640498 的中 � 143902（1番人気）
複勝票数 計1023256 的中 � 241372（1番人気）� 209253（2番人気）� 33216（10番人気）
枠連票数 計 765012 的中 （1－5） 143294（1番人気）
馬連票数 計2863650 的中 �� 330926（1番人気）
馬単票数 計1516522 的中 �� 84596（2番人気）
ワイド票数 計 951448 的中 �� 94842（1番人気）�� 14023（17番人気）�� 13842（19番人気）
3連複票数 計3591051 的中 ��� 46311（14番人気）
3連単票数 計6717325 的中 ��� 21318（52番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―11．2―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―33．2―45．6―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカバッケン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．5．1 京都1着

2007．4．24生 牡6鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク 23戦6勝 賞金 101，859，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時50分に変更。
〔騎手変更〕 エクセルシオール号の騎手北村宏司は，第10競走での落馬負傷のため中谷雄太に変更。

メイショウツチヤマ号の騎手柴田善臣は，第5競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
※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 アーリーデイズ号
（非抽選馬） 5頭 エアソミュール号・ケイアイテンジン号・セイリオス号・チョイワルグランパ号・メテオロロジスト号
※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。

06012 2月23日 晴 良 （25中山2）第1日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 メイショウヒデタダ 牡4黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 470－ 21：08．7 8．0�
34 テイエムコウノトリ 牝4黒鹿55 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 444－ 21：08．8� 5．7�
610 レオパステル 牝6鹿 55

53 △嶋田 純次田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 462＋20 〃 ハナ 6．4�
22 	 アポロノカンザシ 牝5栗 55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B448＋ 61：08．9
 7．3�
57 ツインクルスター 牝4栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 492＋121：09．0
 8．5�
814 アブマーシュ 牝4鹿 55 柴田 大知伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 478－ 61：09．1� 7．7�
711 シャドウエミネンス 牡5栗 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462－ 21：09．2クビ 5．1	

（大井）

712 シルクパルサー 牡6鹿 57 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 496－ 2 〃 クビ 27．0

46 パープルタイガー 牡4栗 57

54 ▲杉原 誠人中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B470－ 4 〃 アタマ 116．8�
33 サンキストビーチ 牝5鹿 55 G．ブノワ 新木 鈴子氏 阿部 新生 浦河 ヒダカフアーム 442＋ 21：09．41 85．1�

（仏）

45 ブルーピアス 牝4栗 55 石橋 脩田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 452＋ 6 〃 クビ 23．3
69 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 520－ 41：09．5クビ 86．7�
813� レッドアンバー 牡6栗 57

54 ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 472－ 41：10．03 268．3�
58 タイセイジーニアス 牡5黒鹿57 F．ベリー 田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 466－ 81：11．7大差 9．4�

（愛）

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，659，800円 複勝： 62，654，800円 枠連： 34，837，900円
馬連： 133，541，700円 馬単： 73，182，400円 ワイド： 52，755，400円
3連複： 170，623，300円 3連単： 322，974，400円 計： 895，229，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 300円 � 200円 � 250円 枠 連（1－3） 2，800円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，350円 �� 840円

3 連 複 ��� 6，840円 3 連 単 ��� 47，150円

票 数

単勝票数 計 446598 的中 � 44149（6番人気）
複勝票数 計 626548 的中 � 52244（8番人気）� 90068（2番人気）� 65122（4番人気）
枠連票数 計 348379 的中 （1－3） 9197（17番人気）
馬連票数 計1335417 的中 �� 38242（15番人気）
馬単票数 計 731824 的中 �� 9053（36番人気）
ワイド票数 計 527554 的中 �� 15263（9番人気）�� 9406（25番人気）�� 15741（8番人気）
3連複票数 計1706233 的中 ��� 18430（33番人気）
3連単票数 計3229744 的中 ��� 5056（234番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．0―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．5―44．9―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．2
3 ・（2，5，6，7）1－（4，8，10）（3，9，14）11，12－13 4 ・（2，5）（6，7）1（4，10）（3，8，14）（9，11）－12－13

勝馬の
紹 介

メイショウヒデタダ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．7．17 京都2着

2009．3．12生 牡4黒鹿 母 メイショウサマンサ 母母 スイートマーサ 18戦3勝 賞金 34，608，000円
〔騎手変更〕 メイショウヒデタダ号の騎手柴田善臣は，第5競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。

ツインクルスター号の騎手北村宏司は，第10競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
アブマーシュ号の騎手木幡初広は，第7競走での落馬負傷のため柴田大知に変更。

※シルクパルサー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



（25中山2）第1日 2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 170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

207，540，000円
5，740，000円
1，400，000円
18，760，000円
63，900，000円
4，998，400円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
356，035，100円
636，852，500円
292，496，000円
1，060，687，500円
665，419，900円
427，357，600円
1，313，422，400円
2，468，276，900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 7，220，547，900円

総入場人員 17，215名 （有料入場人員 14，442名）
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