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06037 3月3日 晴 稍重 （25中山2）第4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

714 ロンギングエース 牡3鹿 56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：58．4 3．6�
59 トキメキボーイ 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 454＋ 21：58．5� 7．1�
612 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 450＋ 2 〃 ハナ 89．8�
816 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 474－ 4 〃 クビ 14．4�
11 バーディーイーグル 牡3鹿 56 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 482－ 41：58．92� 2．9�
24 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 492± 01：59．22 5．2	
510 スリーヨーク 牡3鹿 56 三浦 皇成永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462＋ 21：59．41� 71．1

713 コスモオーサム 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 442－ 41：59．5� 24．8�
48 ダイゴハクリュウ 牡3芦 56 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 平取 船越 伸也 460－ 2 〃 クビ 32．5
815 マジカルドラゴン 牡3栃栗 56

53 ▲杉原 誠人窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 508－ 21：59．82 132．9�
12 クイックスパイダー 牡3栗 56 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 466＋ 62：00．01� 20．2�
35 クールシャンクス 牡3鹿 56 武士沢友治川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 464－ 62：00．63� 23．2�
36 サザンビクトル 牡3鹿 56 松岡 正海南波 壽氏 武藤 善則 浦河 渡辺牧場 488－ 42：00．7� 43．9�
23 カツトシクン 牡3栗 56 田中 博康吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 82：01．33� 280．3�
611 ブランドハヤテ 牡3芦 56 中谷 雄太榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 468＋ 22：01．4	 254．1�
47 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 486＋ 42：01．93 320．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，374，100円 複勝： 37，997，800円 枠連： 15，649，200円
馬連： 59，638，700円 馬単： 41，351，100円 ワイド： 26，922，800円
3連複： 78，790，800円 3連単： 123，251，400円 計： 405，975，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 230円 � 1，640円 枠 連（5－7） 1，050円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 530円 �� 4，190円 �� 6，250円

3 連 複 ��� 27，190円 3 連 単 ��� 92，630円

票 数

単勝票数 計 223741 的中 � 49430（2番人気）
複勝票数 計 379978 的中 � 68443（3番人気）� 45772（4番人気）� 4535（12番人気）
枠連票数 計 156492 的中 （5－7） 11051（5番人気）
馬連票数 計 596387 的中 �� 40276（5番人気）
馬単票数 計 413511 的中 �� 14858（7番人気）
ワイド票数 計 269228 的中 �� 13752（5番人気）�� 1512（38番人気）�� 1009（51番人気）
3連複票数 計 787908 的中 ��� 2139（72番人気）
3連単票数 計1232514 的中 ��� 982（277番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．4―52．1―1：05．2―1：18．2―1：31．4―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングエース �
�
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 2012．9．29 中山9着

2010．2．16生 牡3鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 コスモオーサム号の騎手柴田大知は，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：15番）
※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 アサクサベルーガ号・アズマクリスエス号・クリアプロフィット号・セイウンコダシ号・ブラックテラー号

06038 3月3日 晴 稍重 （25中山2）第4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）

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

36 セトノブロッサム 牝3黒鹿54 戸崎 圭太難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 482± 01：13．7 7．0�
24 キャストロメファ 牝3鹿 54 蛯名 正義手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 448＋ 21：13．8� 6．5�
611 アポロレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 478＋ 41：14．11� 3．2�
713 サンクンガーデン 牝3鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 478＋ 21：14．2� 4．8�
714 デンコウアローズ 牝3鹿 54 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 440－ 41：14．62� 274．4�
59 ティアップドリーム 牝3鹿 54 村田 一誠田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 田原橋本牧場 476－ 21：14．7� 28．1	
35 ナスケンプレアデス 牝3黒鹿54 石橋 脩那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 462－ 21：14．8� 104．7

612 ナスノクロス 牝3鹿 54 内田 博幸�須野牧場 新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 484＋ 41：14．9� 3．9�
48 デ ル マ ベ ラ 牝3栗 54 松岡 正海浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 462＋ 2 〃 アタマ 66．4
47 オランジュドール 牝3栗 54 田中 博康 �グリーンファーム戸田 博文 千歳 社台ファーム 418－ 61：15．21� 33．8�
510 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 458± 0 〃 アタマ 98．8�
816 キャニオンチャーム 牝3黒鹿54 田辺 裕信�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 478＋221：15．3� 16．6�
11 マルガリーテス 牝3鹿 54 江田 照男�錦岡牧場 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 408－ 81：16．25 258．2�
12 キャロルツリー 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�Basic 田島 俊明 新冠 高橋 忍 420± 01：16．62� 184．6�
815 タータンチェック 牝3青 54 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 440－101：17．66 611．8�
23 ア マ ン ダ 牝3鹿 54 中谷 雄太グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 456＋ 4 （競走中止） 388．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，667，900円 複勝： 41，984，500円 枠連： 16，751，900円
馬連： 60，198，800円 馬単： 41，423，500円 ワイド： 26，070，600円
3連複： 75，947，700円 3連単： 132，765，000円 計： 417，809，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 200円 � 130円 枠 連（2－3） 2，650円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 780円 �� 580円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 13，250円

票 数

単勝票数 計 226679 的中 � 25853（5番人気）
複勝票数 計 419845 的中 � 37156（5番人気）� 51140（4番人気）� 116803（1番人気）
枠連票数 計 167519 的中 （2－3） 4673（10番人気）
馬連票数 計 601988 的中 �� 19991（10番人気）
馬単票数 計 414235 的中 �� 7339（19番人気）
ワイド票数 計 260706 的中 �� 7843（10番人気）�� 11093（7番人気）�� 17744（3番人気）
3連複票数 計 759477 的中 ��� 30929（5番人気）
3連単票数 計1327650 的中 ��� 7398（39番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．6―12．8―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．5―47．3―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セトノブロッサム �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Fasliyev デビュー 2012．12．2 中山4着

2010．4．18生 牝3黒鹿 母 セトノグラマー 母母 Lady Twain 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 アマンダ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 デルマベラ号の騎手松岡正海は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・2番）
〔その他〕 デルマベラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 デルマベラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月3日まで出走できない。
※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） 5頭 キョウエイアンジュ号・ニキーヤダイヤ号・バライロノジンセイ号・マリーズミイ号・リカーズココ号

第２回 中山競馬 第４日



06039 3月3日 晴 稍重 （25中山2）第4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 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

55 ル ー 牡3鹿 56
53 ▲杉原 誠人武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 464 ―1：59．1 38．6�

56 プラントハンター 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 クビ 10．4�
68 スマートウインザー 牡3栗 56 戸崎 圭太大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド 484 ―1：59．41� 3．4�
79 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 520 ― 〃 クビ 33．3�
710 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 488 ―2：00．14 5．0�
812 フォーキングナイト 牡3鹿 56 北村 宏司大迫久美子氏 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 500 ― 〃 ハナ 12．3�
22 カレンミラコーリ 牡3栗 56 武 豊鈴木 隆司氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 482 ―2：00．2� 3．3	
11 タケデンアルプス 牡3栗 56 柴田 大知武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 494 ―2：00．62� 31．0

67 アリストクラット 牡3青鹿56 石橋 脩 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482 ―2：01．02� 7．8�
811 フクノスピカ 牝3芦 54

52 △嶋田 純次福島 実氏 栗田 徹 池田 新田牧場 500 ―2：01．63� 138．2
33 グロリアーレ 牡3鹿 56 松岡 正海 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 506 ―2：02．23� 25．5�
44 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 418 ―2：02．94 83．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，951，900円 複勝： 29，696，800円 枠連： 15，127，800円
馬連： 51，419，400円 馬単： 35，624，600円 ワイド： 20，002，200円
3連複： 58，415，200円 3連単： 100，840，100円 計： 332，078，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，860円 複 勝 � 800円 � 280円 � 150円 枠 連（5－5） 16，950円

馬 連 �� 17，470円 馬 単 �� 46，870円

ワ イ ド �� 3，640円 �� 1，620円 �� 630円

3 連 複 ��� 18，510円 3 連 単 ��� 241，630円

票 数

単勝票数 計 209519 的中 � 4283（10番人気）
複勝票数 計 296968 的中 � 7230（9番人気）� 26284（5番人気）� 70184（1番人気）
枠連票数 計 151278 的中 （5－5） 659（26番人気）
馬連票数 計 514194 的中 �� 2173（36番人気）
馬単票数 計 356246 的中 �� 561（83番人気）
ワイド票数 計 200022 的中 �� 1296（37番人気）�� 2985（21番人気）�� 8388（7番人気）
3連複票数 計 584152 的中 ��� 2330（59番人気）
3連単票数 計1008401 的中 ��� 308（501番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．9―39．2―52．4―1：05．4―1：18．6―1：32．0―1：45．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル ー �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Kings Lake 初出走

2010．3．25生 牡3鹿 母 ブルーチャーム 母母 Beaconaire 1戦1勝 賞金 6，000，000円

06040 3月3日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25中山2）第4日 第4競走 ��3，200�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：31．0良・良

11 サンレイデューク 牡5鹿 61 植野 貴也永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 456－ 23：35．8 21．6�
813 ハ ク サ ン 牡7黒鹿61 石神 深一篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 442± 0 〃 クビ 2．0�
33 セ イ エ イ 牡5栗 61 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 534－ 83：36．01� 19．1�
56 ネオレボルーション �7青鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 512＋103：36．31� 8．7�
57 ユウターチェイサー 牡5栗 60 小坂 忠士北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 462－ 43：37．47 10．9�
44 ヒカルアカツキ �6青鹿60 山本 康志高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 456＋ 23：37．5	 3．8	
22 ニシノラブキング 牡7栗 60 江田 勇亮西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 490± 03：39．8大差 36．7

45 メジロアマギ 牝5栗 58 横山 義行岩﨑 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 480－ 23：40．43	 170．2�
812 メジロサンノウ 牡5黒鹿60 大江原 圭岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 480－ 4 〃 クビ 40．7�
711 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 草野 太郎ボストンホース 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 472＋ 63：40．5クビ 24．6�
710 セクシイスイート 牝5鹿 58 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 512－ 43：40．81� 40．0�
68 
 エーシンイグアス 牡5鹿 60 黒岩 悠栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 524＋ 83：41．12 110．4�
69 アドバンスヘイロー 牡7青鹿60 平沢 健治西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 480－ 23：42．69 19．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，251，100円 複勝： 29，235，500円 枠連： 16，277，200円
馬連： 46，466，400円 馬単： 34，506，800円 ワイド： 21，635，400円
3連複： 64，075，600円 3連単： 109，407，000円 計： 342，855，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 430円 � 130円 � 300円 枠 連（1－8） 2，270円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 5，390円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，280円 �� 510円

3 連 複 ��� 6，170円 3 連 単 ��� 47，810円

票 数

単勝票数 計 212511 的中 � 7770（7番人気）
複勝票数 計 292355 的中 � 12755（8番人気）� 94591（1番人気）� 20681（5番人気）
枠連票数 計 162772 的中 （1－8） 5303（7番人気）
馬連票数 計 464664 的中 �� 15686（8番人気）
馬単票数 計 345068 的中 �� 4727（19番人気）
ワイド票数 計 216354 的中 �� 5314（9番人気）�� 2210（28番人気）�� 11176（4番人気）
3連複票数 計 640756 的中 ��� 7673（22番人気）
3連単票数 計1094070 的中 ��� 1689（151番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 52．9－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンレイデューク �
�
父 デュランダル �

�
母父 Cozzene デビュー 2010．12．25 阪神10着

2008．3．24生 牡5鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース 障害：9戦3勝 賞金 35，500，000円
〔騎手変更〕 ヒカルアカツキ号の騎手浜野谷憲尚は，第3日第4競走での落馬負傷のため山本康志に変更。
〔制裁〕 セイエイ号の騎手高野和馬は，2周目3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）

サンレイデューク号の騎手植野貴也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 シルクダイナスティ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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） 1頭 ウォークラウン号
（非抽選馬） 3頭 ナドレ号・リザーブカード号・レンディル号



06041 3月3日 晴 良 （25中山2）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：44．9
1：44．1

良
良

48 アルファアリア 牝3鹿 54 梶 晃啓�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 430－ 21：52．8 32．9�
611 シンクロニシティ 牝3黒鹿54 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 474＋ 4 〃 クビ 11．8�
11 ドラゴントーク 牝3黒鹿54 北村 宏司窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 442＋ 21：52．9クビ 4．3�
713 ナイトブルーミング 牝3芦 54 松岡 正海平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446－ 2 〃 クビ 13．9�
510 ミラクルアスク 牝3鹿 54 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 418－ 2 〃 ハナ 13．3	
47 スワンソング 牝3鹿 54 田辺 裕信 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－ 41：53．0� 42．8

36 ゴールデンファレノ 牝3栗 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 418－ 21：53．1� 142．6�
815 トランプクイーン 牝3鹿 54 W．ビュイック �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 418＋ 61：53．2クビ 13．7�

（英）

23 トゥルヴァーユ 牝3芦 54 三浦 皇成 �グリーンファーム矢野 英一 日高 天羽 禮治 516± 0 〃 クビ 3．2
59 ワナビーザベスト 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：53．3クビ 14．0�
12 ブライトチェリー 牝3芦 54 横山 典弘 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 450－ 4 〃 クビ 11．2�
35 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 464－ 8 〃 ハナ 6．6�
24 マスタープリメーラ 牝3鹿 54 吉田 豊村山 卓也氏 池上 昌弘 浦河 木戸口牧場 468－161：53．51� 273．5�
816 ビキニクィーン 牝3青鹿54 木幡 初広窪田 康志氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458－ 21：53．6� 45．2�
612 ダイメイクイーン 牝3黒鹿 54

51 ▲杉原 誠人宮本 孝一氏 石栗 龍彦 新ひだか 高橋 修 428－ 21：53．7� 310．0�
714 ヴェネチアンレッド 牝3黒鹿54 和田 竜二村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 422－ 41：53．8� 149．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，446，400円 複勝： 56，439，400円 枠連： 22，929，600円
馬連： 78，176，000円 馬単： 48，427，900円 ワイド： 36，605，100円
3連複： 102，111，500円 3連単： 144，716，600円 計： 521，852，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，290円 複 勝 � 570円 � 360円 � 190円 枠 連（4－6） 8，320円

馬 連 �� 11，430円 馬 単 �� 26，070円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 1，840円 �� 900円

3 連 複 ��� 19，710円 3 連 単 ��� 173，100円

票 数

単勝票数 計 324464 的中 � 7792（10番人気）
複勝票数 計 564394 的中 � 22247（10番人気）� 39627（5番人気）� 95174（2番人気）
枠連票数 計 229296 的中 （4－6） 2035（29番人気）
馬連票数 計 781760 的中 �� 5049（42番人気）
馬単票数 計 484279 的中 �� 1371（84番人気）
ワイド票数 計 366051 的中 �� 3518（35番人気）�� 4853（25番人気）�� 10449（9番人気）
3連複票数 計1021115 的中 ��� 3824（65番人気）
3連単票数 計1447166 的中 ��� 617（571番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．8―13．3―12．9―12．8―12．2―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―37．9―51．2―1：04．1―1：16．9―1：29．1―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F35．9
1
3
11，8，7（6，13）（3，16）10（1，15）12（4，5）14，9－2・（11，8）（7，13）（6，3，16）（1，10，15）5（4，12）14，9－2

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

勝馬の
紹 介

アルファアリア �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2013．1．19 中山2着

2010．3．7生 牝3鹿 母 アルファラフィーネ 母母 アルフアローズ 3戦1勝 賞金 7，900，000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 アングリア号・セビジャーナス号・ツクバナデシコ号
※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。

06042 3月3日 晴 良 （25中山2）第4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）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

816 ローズマンブリッジ 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462 ―1：36．6 4．0�
47 トウケイワンダー 牡3栗 56 和田 竜二木村 信彦氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 470 ―1：36．81� 6．3�
12 ティーブラウニー 牝3黒鹿54 G．ブノワ 小林 薫氏 栗田 徹 えりも エクセルマネジメント 444 ― 〃 アタマ 22．7�

（仏）

23 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 422 ―1：37．75 65．2�
714 ウエスタンオウジ 牡3鹿 56 浜中 俊西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 488 ―1：37．91 5．8�
11 フローズンムーン 牝3鹿 54 村田 一誠 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 468 ―1：38．0� 27．3�
59 コパノメガミ 牝3黒鹿54 北村 宏司小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 原 武久 B470 ―1：38．1� 24．4	
611 ダブルアクセル 牝3鹿 54 戸崎 圭太
ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 464 ― 〃 クビ 3．0�
510 スズノシオン 牝3栗 54 勝浦 正樹小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 420 ―1：38．2クビ 72．9�
35 トーセンジュピター 牝3鹿 54 吉田 豊島川 哉氏 大久保洋吉 新ひだか ヒサイファーム 458 ― 〃 アタマ 25．1�
713 ミリオンクローネ 牝3鹿 54 柴田 大知
岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 420 ― 〃 アタマ 91．5�
815 ロトクリスティ 牝3栗 54 平野 優國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 古本 正則 442 ―1：38．73 155．4�
612 ヤマトツバキ 牝3鹿 54 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 492 ―1：38．91� 109．6�
24 モ ン ブ ラ ン 牝3黒鹿54 田中 博康 
北星村田牧場 木村 哲也 新冠 北星村田牧場 426 ―1：39．0� 142．2�
36 オオムラサキ 牝3鹿 54 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 500 ―1：39．21� 8．7�
48 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 472 ―1：40．26 148．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，910，500円 複勝： 36，237，100円 枠連： 20，250，200円
馬連： 57，689，500円 馬単： 38，623，900円 ワイド： 24，953，600円
3連複： 67，625，400円 3連単： 105，756，800円 計： 377，047，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 220円 � 500円 枠 連（4－8） 1，790円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，520円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 11，200円 3 連 単 ��� 48，510円

票 数

単勝票数 計 259105 的中 � 51045（2番人気）
複勝票数 計 362371 的中 � 66929（2番人気）� 45184（3番人気）� 15110（8番人気）
枠連票数 計 202502 的中 （4－8） 8356（9番人気）
馬連票数 計 576895 的中 �� 25636（6番人気）
馬単票数 計 386239 的中 �� 9064（11番人気）
ワイド票数 計 249536 的中 �� 8923（7番人気）�� 3983（16番人気）�� 3444（20番人気）
3連複票数 計 676254 的中 ��� 4459（34番人気）
3連単票数 計1057568 的中 ��� 1609（137番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．2―12．2―12．1―12．0―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．2―48．4―1：00．5―1：12．5―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1

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

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

ローズマンブリッジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Grand Lodge 初出走

2010．2．7生 牝3鹿 母 サミットヴィル 母母 Tina Heights 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 オルデンボンズ号・ハッピーシーショア号・ペタラ号・ユキアカリノマチ号
※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。



06043 3月3日 晴 稍重 （25中山2）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

812 サトノイクシード 牡3鹿 56 和田 竜二里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 508－ 81：56．0 9．8�
710 シゲルラシンバンザ 牡3鹿 56 浜中 俊森中 蕃氏 福島 信晴 新ひだか 神垣 道弘 478－ 61：56．1� 23．2�
811 アンルーリー 牝3鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 470＋ 21：56．31 4．5�
67 ポルスターシャイン 牡3鹿 56 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 474＋ 41：57．36 3．9�
56 ディアグリスター 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 466＋ 2 〃 ハナ 20．2�
55 ギンザブルースター 牡3芦 56 三浦 皇成有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下

ファーム 444－ 21：57．4� 6．5�
68 コンプリートゲーム 牡3鹿 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 518± 01：57．71� 53．9	
11 � ビービーボイジャー 牡3栗 56 松岡 正海
坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 496－ 21：57．91� 15．7�
33 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 476＋ 81：58．0クビ 9．0�
79 � ハカタドンタク 牡3栗 56

54 △嶋田 純次小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 伊藤 敏明 496± 01：58．31� 85．0
44 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 486－ 4 〃 クビ 25．1�
22 ヴィジタンディーヌ 牝3鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 484＋ 81：58．4クビ 5．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，175，500円 複勝： 47，263，700円 枠連： 20，475，500円
馬連： 86，859，800円 馬単： 51，750，900円 ワイド： 35，333，100円
3連複： 102，978，400円 3連単： 170，795，100円 計： 545，632，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 330円 � 450円 � 230円 枠 連（7－8） 2，490円

馬 連 �� 16，720円 馬 単 �� 28，400円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 1，290円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 21，710円 3 連 単 ��� 183，480円

票 数

単勝票数 計 301755 的中 � 24363（6番人気）
複勝票数 計 472637 的中 � 37579（6番人気）� 24976（9番人気）� 62816（3番人気）
枠連票数 計 204755 的中 （7－8） 6073（14番人気）
馬連票数 計 868598 的中 �� 3835（47番人気）
馬単票数 計 517509 的中 �� 1345（82番人気）
ワイド票数 計 353331 的中 �� 2759（41番人気）�� 6854（17番人気）�� 6017（23番人気）
3連複票数 計1029784 的中 ��� 3502（81番人気）
3連単票数 計1707951 的中 ��� 687（599番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．6―38．7―52．2―1：05．0―1：17．5―1：30．2―1：43．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
10，2（1，4）（3，11，12）（6，8）－（9，7）－5
10（2，11）（1，4，12）（3，7）6，8（9，5）

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

勝馬の
紹 介

サトノイクシード �
�
父 Street Sense �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2012．12．16 中山1着

2010．4．27生 牡3鹿 母 ヴィヴァシャスヴィヴィアン 母母 Tuzla 2戦2勝 賞金 14，000，000円
〔制裁〕 ダンディーソル号の騎手梶晃啓は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

06044 3月3日 晴 稍重 （25中山2）第4日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 ルミナススカイ 牡4黒鹿57 蛯名 正義小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス
ファーム 480＋ 61：11．9 4．1�

12 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－ 61：12．11� 19．6�
59 ピースオブアイ 牝4栗 55

53 △嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 474＋18 〃 クビ 25．9�
612 ウエスタンスマイル 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 548＋101：12．2	 46．7�
815
 ショウナンサッチモ 牡4栗 57 浜中 俊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 森永牧場 B480－15 〃 ハナ 84．5�
35 シンボリスウィフト 牡4黒鹿57 G．ブノワ シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 490＋ 6 〃 ハナ 106．5�

（仏）

713� マスターエクレール 牝4黒鹿55 江田 照男	服部牧場 牧 光二 米 Hidden
Springs Farm B508＋101：12．4	 25．0


23 サーストンデンバー 牡4鹿 57 田中 勝春齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B520－ 2 〃 ハナ 48．4�
47 ジ ャ イ ア ン 牡5鹿 57 石橋 脩	サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 492± 01：12．61� 5．2�
510 デイブレイク 牡5鹿 57 柴田 大知	ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B490± 01：12．81� 10．9
611 スピーディードータ 牝4鹿 55

52 ▲杉原 誠人安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 468－ 21：12．9クビ 173．5�
24 トウショウブーム 牡4鹿 57 内田 博幸トウショウ産業� 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 B524＋ 41：13．32� 5．6�
36 ベアフルート 牝4栗 55 戸崎 圭太宮崎 利男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 アタマ 3．3�
48 フレンチナデシコ 牝4鹿 55 武 豊古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム 408＋ 81：13．62 57．5�
816
 ジャストザヒロイン 牝5栗 55 平野 優ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 454＋ 21：13．8	 348．6�
714� バグダッドカフェ 牝4鹿 55 W．ビュイック 吉田 和美氏 栗田 徹 米 Dr. Char-

les S. Giles 524＋121：34．7大差 31．7�
（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，341，000円 複勝： 55，349，300円 枠連： 26，134，600円
馬連： 94，056，000円 馬単： 55，472，200円 ワイド： 40，442，900円
3連複： 116，477，100円 3連単： 189，828，000円 計： 613，101，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 430円 � 650円 枠 連（1－1） 3，530円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 6，020円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 2，920円 �� 4，940円

3 連 複 ��� 34，490円 3 連 単 ��� 153，950円

票 数

単勝票数 計 353410 的中 � 69535（2番人気）
複勝票数 計 553493 的中 � 89972（2番人気）� 31836（6番人気）� 19463（7番人気）
枠連票数 計 261346 的中 （1－1） 5471（14番人気）
馬連票数 計 940560 的中 �� 18946（12番人気）
馬単票数 計 554722 的中 �� 6803（22番人気）
ワイド票数 計 404429 的中 �� 7547（13番人気）�� 3393（30番人気）�� 1980（48番人気）
3連複票数 計1164771 的中 ��� 2493（99番人気）
3連単票数 計1898280 的中 ��� 910（450番人気）

ハロンタイム 11．8―10．4―11．2―12．3―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．2―33．4―45．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナススカイ �
�
父 ディクタット �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2011．11．5 東京5着

2009．5．8生 牡4黒鹿 母 エイダイセンター 母母 ユキノサンライズ 17戦2勝 賞金 24，050，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 バグダッドカフェ号は，競走中に疾病〔鼻出血並びに心房細動〕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〕 バグダッドカフェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月3日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 ドロ号
※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。



06045 3月3日 晴 良 （25中山2）第4日 第9競走 ��
��2，500�

い た こ

潮 来 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，24．3．3以降25．2．24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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
2：29．5
2：29．5

良
良

12 ポールアックス �7鹿 55 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518＋ 22：34．9 61．3�
（仏）

59 カ ナ ロ ア 牡4鹿 56 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 452－ 6 〃 クビ 1．8�

36 アースステップ 牡6鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 540± 02：35．0� 8．4�
510 ヴァーゲンザイル �5黒鹿56 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454－10 〃 アタマ 20．0�
11 アドマイヤパーシア 牡5栗 55 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 22：35．32 11．4	
713 ショウナンバーズ 牡5鹿 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：35．51	 5．8

47 ナンデヤネン 牡6青 55 蛯名 正義杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 488＋ 42：35．6� 16．8�
612 マイネルリヒト 牡4鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 472± 0 〃 アタマ 17．6�
816 ニシノボレロ 牡4青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 490－ 22：35．7クビ 45．0
48 エ デ ィ ン 牝4栗 51 田中 博康�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント 456± 0 〃 ハナ 77．1�
23 ドリームゴスペル 牡6鹿 55 武士沢友治セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 536＋ 2 〃 ハナ 63．5�
24 ヤマニンアーマー 牡5鹿 53 和田 竜二土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462－10 〃 ハナ 38．1�
714 シンボリローレンス �8黒鹿53 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 492＋ 22：35．91	 154．8�
815
 レオプログレス 牡8青 55 田辺 裕信�レオ 木村 哲也 様似 清水 誠一 474＋ 22：36．11	 24．9�
35 マイネルナロッサ 牝6黒鹿50 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 82：36．52� 360．2�
611
 ヒロノキョウシュウ 牡8鹿 51 江田 照男八百板俊一郎氏 星野 忍 静内 聖心台牧場 B512－ 62：36．6� 393．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，975，100円 複勝： 75，075，800円 枠連： 32，789，500円
馬連： 133，714，200円 馬単： 84，344，700円 ワイド： 55，784，300円
3連複： 156，595，800円 3連単： 305，042，600円 計： 889，322，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，130円 複 勝 � 1，040円 � 120円 � 210円 枠 連（1－5） 630円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 26，630円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 6，960円 �� 420円

3 連 複 ��� 18，740円 3 連 単 ��� 218，780円

票 数

単勝票数 計 459751 的中 � 5911（11番人気）
複勝票数 計 750758 的中 � 11437（12番人気）� 259644（1番人気）� 81338（3番人気）
枠連票数 計 327895 的中 （1－5） 38490（2番人気）
馬連票数 計1337142 的中 �� 13498（23番人気）
馬単票数 計 843447 的中 �� 2338（65番人気）
ワイド票数 計 557843 的中 �� 4789（32番人気）�� 1838（55番人気）�� 37335（2番人気）
3連複票数 計1565958 的中 ��� 6167（54番人気）
3連単票数 計3050426 的中 ��� 1029（507番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．0―12．4―12．9―13．3―12．9―12．3―12．1―12．2―12．3―11．6―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
6．9―18．5―30．5―42．9―55．8―1：09．1―1：22．0―1：34．3―1：46．4―1：58．6―2：10．9―2：22．5

コーナー
通過順位

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

2
�

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

ポールアックス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Last Tycoon デビュー 2009．5．10 東京1着

2006．1．25生 �7鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze 27戦4勝 賞金 61，913，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エバーシャイニング号
※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。

06046 3月3日 晴 稍重 （25中山2）第4日 第10競走 ��
��1，800�

か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

711 ドラゴンフォルテ 牡4鹿 57 内田 博幸窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 478＋ 61：52．3 6．5�
57 ドレミファドン 牡5黒鹿57 蛯名 正義千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム 494－ 21：52．51� 6．3�
56 オールドパサデナ 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 500＋ 41：53．13	 5．5�
69 ゴールドアカデミー 牡7栗 57 三浦 皇成居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B502＋ 21：53．31	 111．9�
44 ガリレオバローズ 牡5黒鹿57 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 538＋ 6 〃 クビ 41．7�
710 ニシノオウガイ 牡5黒鹿57 松岡 正海西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 504－ 81：53．51 21．9�
33 セイカフォルテ 牡5鹿 57 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 41：53．6
 9．1	
11 スターバリオン 牡4芦 57 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B492－ 41：54．13 14．2

45 � イッシンドウタイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500＋ 21：54．31� 3．2�
813 ニシノヴァンクール 牡6青鹿57 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 514－ 21：55．47 95．7
22 サミットストーン 牡5鹿 57 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 542＋ 21：56．78 8．6�
68 アドマイヤジャガー 牡6鹿 57 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 クビ 21．4�
812 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿55 武 豊岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B504－122：00．9大差 43．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，753，000円 複勝： 73，464，800円 枠連： 36，379，800円
馬連： 177，307，700円 馬単： 88，482，500円 ワイド： 56，326，200円
3連複： 197，070，900円 3連単： 350，163，400円 計： 1，026，948，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 230円 � 180円 枠 連（5－7） 780円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 850円 �� 750円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 25，390円

票 数

単勝票数 計 477530 的中 � 58151（4番人気）
複勝票数 計 734648 的中 � 90904（3番人気）� 81263（4番人気）� 115860（2番人気）
枠連票数 計 363798 的中 （5－7） 34815（2番人気）
馬連票数 計1773077 的中 �� 67528（8番人気）
馬単票数 計 884825 的中 �� 15945（17番人気）
ワイド票数 計 563262 的中 �� 16219（10番人気）�� 18654（7番人気）�� 20032（6番人気）
3連複票数 計1970709 的中 ��� 36273（11番人気）
3連単票数 計3501634 的中 ��� 10180（71番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―12．8―12．3―12．8―13．0―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．0―48．8―1：01．1―1：13．9―1：26．9―1：39．3

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンフォルテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2011．11．19 東京11着

2009．3．14生 牡4鹿 母 ヴィフォルテ 母母 ロマンスプレゼント 12戦4勝 賞金 52，001，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイヤモンドムーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月3日まで平地

競走に出走できない。

２レース目



06047 3月3日 曇 良 （25中山2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第50回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

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

報知新聞社賞（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 882，000円 252，000円 126，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

68 カミノタサハラ 牡3鹿 56 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512－ 22：01．0 19．8�

44 ミヤジタイガ 牡3鹿 56 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 480－ 2 〃 クビ 119．5�
33 コ デ ィ ー ノ 牡3黒鹿56 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484＋ 8 〃 ハナ 2．6�
812 エピファネイア 牡3鹿 56 W．ビュイック �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：01．1クビ 2．3�

（英）

56 キ ズ ナ 牡3青鹿56 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480－12 〃 ハナ 6．4	

67 ヘミングウェイ 牡3黒鹿56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458－ 62：01．2� 13．7


710 ダービーフィズ 牡3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 454－ 22：01．62� 35．7�
55 マイネルクロップ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 490－ 42：01．7クビ 43．6�
11 ク ロ ス ボ ウ 牡3黒鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 502－20 〃 クビ 135．9
79 バッドボーイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494－142：01．9� 45．2�
811 サトノネプチューン 牡3鹿 56 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－ 42：02．32� 17．7�
22 トーセンワープ 牡3鹿 56 柴田 善臣島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム 464± 02：03．25 288．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 307，512，200円 複勝： 380，430，200円 枠連： 166，222，400円 馬連： 886，648，300円 馬単： 644，950，400円
ワイド： 323，182，200円 3連複： 1，199，328，000円 3連単： 3，180，730，300円 5重勝： 849，684，300円 計： 7，938，688，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 430円 � 1，410円 � 140円 枠 連（4－6） 15，470円

馬 連 �� 52，300円 馬 単 �� 122，810円

ワ イ ド �� 9，650円 �� 870円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 34，310円 3 連 単 ��� 461，810円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／中山10R／小倉11R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 8，473，880円

票 数

単勝票数 計3075122 的中 � 122609（6番人気）
複勝票数 計3804302 的中 � 188881（5番人気）� 49974（10番人気）� 1111551（2番人気）
枠連票数 計1662224 的中 （4－6） 7932（20番人気）
馬連票数 計8866483 的中 �� 12513（48番人気）
馬単票数 計6449504 的中 �� 3876（92番人気）
ワイド票数 計3231822 的中 �� 7958（46番人気）�� 96514（8番人気）�� 30708（26番人気）
3連複票数 計11993280 的中 ��� 25800（69番人気）
3連単票数 計31807303 的中 ��� 5083（534番人気）
5重勝票数 計8496843 的中 ����� 74

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．5―48．9―1：01．6―1：14．1―1：25．8―1：37．4―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カミノタサハラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．25 東京1着

2010．2．14生 牡3鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 4戦3勝 賞金 70，728，000円
〔制裁〕 カミノタサハラ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカミノタサハラ号・ミヤジタイガ号・コディーノ号は，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。

06048 3月3日 曇 良 （25中山2）第4日 第12競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

59 フラアンジェリコ 牡5栗 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 500－ 41：36．4 9．1�
713 コスモトゥルーラヴ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 498－ 21：36．61� 13．7�
815 ローズノーブル 牝4青 55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 406－ 2 〃 クビ 3．5�
23 モンテフジサン 牡6栗 57 武 豊毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム 482－ 41：36．7クビ 5．2�
24 トウカイソニック 牡7黒鹿57 村田 一誠内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 496－ 2 〃 アタマ 45．3�
714 ゴールドスマイル 牡5鹿 57

54 ▲杉原 誠人居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 482＋ 2 〃 クビ 63．7	
12 ダノンシュナップス 牡6栗 57 戸崎 圭太
ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 538－ 2 〃 ハナ 8．0�
36 シルクパルサー 牡6鹿 57 勝浦 正樹有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 494－ 21：36．8クビ 21．5�
48 レッドクロス 牡6栗 57 G．ブノワ 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 470－ 2 〃 クビ 21．8

（仏）

611	 トレノソルーテ 
7鹿 57 江田 照男戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B522－ 21：37．01� 79．9�
35 カグニザント 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 466± 0 〃 クビ 8．5�
816	 ダブルオーセブン 牡5黒鹿57 吉田 豊 �クローバー商事 古賀 史生 日高 新生ファーム 494－ 41：37．1クビ 7．5�
612 ダイワモービル 牡5黒鹿 57

55 △嶋田 純次大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 532＋14 〃 クビ 59．2�
510 スフィンクス 牝4鹿 55 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 446＋ 21：37．52� 18．3�
47 	 メ ス ナ ー 牡8芦 57 中谷 雄太岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 474－ 21：37．6� 76．3�

（15頭）
11 	 エメラルスピード 牡5栗 57 石橋 脩高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 66，406，100円 複勝： 87，753，900円 枠連： 57，288，100円
馬連： 183，497，000円 馬単： 98，229，000円 ワイド： 71，502，100円
3連複： 240，182，100円 3連単： 438，474，500円 計： 1，243，332，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 350円 � 380円 � 190円 枠 連（5－7） 3，670円

馬 連 �� 6，910円 馬 単 �� 12，150円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 960円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 10，010円 3 連 単 ��� 76，870円

票 数

単勝票数 計 664061 的中 � 57764（6番人気）
複勝票数 計 877539 的中 � 61201（6番人気）� 55479（7番人気）� 146832（2番人気）
枠連票数 計 572881 的中 （5－7） 11524（18番人気）
馬連票数 計1834970 的中 �� 19609（27番人気）
馬単票数 計 982290 的中 �� 5970（48番人気）
ワイド票数 計 715021 的中 �� 7746（31番人気）�� 18714（9番人気）�� 16345（12番人気）
3連複票数 計2401821 的中 ��� 17721（31番人気）
3連単票数 計4384745 的中 ��� 4210（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．3―48．6―1：01．1―1：13．4―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

フラアンジェリコ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2010．12．18 阪神3着

2008．5．24生 牡5栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール 18戦4勝 賞金 44，140，000円
〔出走取消〕 エメラルスピード号は，疾病〔右前蹄球炎〕のため出走取消。
※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4日 3月3日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

279，840，000円
2，080，000円
8，420，000円
2，250，000円
25，620，000円
65，632，000円
5，328，600円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
678，764，800円
950，928，800円
446，275，800円
1，915，671，800円
1，263，187，500円
738，760，500円
2，459，598，500円
5，351，770，800円
849，684，300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
5 重 勝
計 14，654，642，800円

総入場人員 32，292名 （有料入場人員 29，269名）
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