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09025 3月30日 曇 良 （25中山3）第3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

68 イレプレイスブル 牡3黒鹿56 内田 博幸�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474－ 41：57．6 1．9�
79 スティレット 牡3青鹿56 津村 明秀 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 466＋ 4 〃 クビ 24．7�
56 ベルウッドテラス 牡3鹿 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 484－ 81：57．81� 6．3�
44 カシノハッピー 牡3栗 56

53 ▲横山 和生柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B450＋ 21：58．12 359．5�
22 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 41：58．2クビ 13．1	
710 オリオンザムーン 牡3栗 56 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 522＋ 6 〃 クビ 15．5

67 ウインチェイサー 牡3青鹿56 大野 拓弥�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B520＋161：58．62� 10．6�
55 イースターカクタス 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 462－ 21：58．7クビ 126．3�
11 トウカイマスター 牡3栗 56 田中 勝春内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 472± 01：59．44 59．9
33 サクラサイクロン 牡3鹿 56 田辺 裕信�さくらコマース上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 454 ―1：59．5クビ 35．5�
812 ユキアカリノマチ 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 492－101：59．6� 4．4�
811 オクマンチョウジャ 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次田頭 勇貴氏 和田 雄二 新ひだか 山際セントラルスタッド 460－ 42：00．98 306．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，123，900円 複勝： 53，191，600円 枠連： 12，657，400円
馬連： 49，981，900円 馬単： 41，770，200円 ワイド： 23，971，700円
3連複： 71，032，200円 3連単： 150，382，200円 計： 426，111，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 380円 � 210円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，310円

ワ イ ド �� 630円 �� 330円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 16，010円

票 数

単勝票数 計 231239 的中 � 98709（1番人気）
複勝票数 計 531916 的中 � 274986（1番人気）� 18721（7番人気）� 42118（3番人気）
枠連票数 計 126574 的中 （6－7） 13322（3番人気）
馬連票数 計 499819 的中 �� 15901（8番人気）
馬単票数 計 417702 的中 �� 9327（9番人気）
ワイド票数 計 239717 的中 �� 9203（7番人気）�� 20199（2番人気）�� 2738（22番人気）
3連複票数 計 710322 的中 ��� 19674（10番人気）
3連単票数 計1503822 的中 ��� 6934（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．1―39．5―53．0―1：06．0―1：18．8―1：31．5―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イレプレイスブル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．2 東京6着

2010．4．24生 牡3黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス 3戦1勝 賞金 6，300，000円

09026 3月30日 曇 良 （25中山3）第3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

47 サクラベリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 新和牧場 476－ 21：13．1 3．9�
36 ヴァンドランス 牝3栗 54 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 464＋ 61：13．2� 10．9�
612 ナルミチャン 牝3鹿 54 柴田 善臣�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 464＋ 21：13．51� 7．2�
11 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 432－ 6 〃 クビ 8．8�
24 チェリーシェル 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452＋ 2 〃 ハナ 79．1	
815 コウヨウチャンス 牝3栗 54 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 440 ―1：13．6� 21．0

816 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 446－ 2 〃 ハナ 3．6�
12 フレックスハート 牝3鹿 54 田中 博康保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 470＋281：13．8� 36．6�
713 ボーラトウショウ 牝3栗 54 田中 勝春トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456 ―1：14．22� 34．9
23 アキノディフェンス 牝3青 54 石橋 脩穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 450± 01：14．41� 13．8�
510 スズカロカフラ 牝3栗 54 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 424－ 21：14．72 88．7�
35 イナズマデーア 牝3鹿 54 武士沢友治 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 小泉牧場 502 ―1：14．8� 190．4�
611 オ ー シ ャ ン 牝3鹿 54 的場 勇人阿部 紀子氏 清水 英克 浦河 大道牧場 462 ― 〃 ハナ 122．8�
714 ハッピーシーショア 牝3鹿 54 木幡 初広道永 幸治氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 ハナ 7．9�
59 オ リ ュ ウ 牝3黒鹿54 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 476 ―1：15．22� 145．1�
48 ブーケトウショウ 牝3鹿 54 黛 弘人トウショウ産業� 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 500 ―1：15．51� 33．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，253，200円 複勝： 48，246，800円 枠連： 15，884，100円
馬連： 57，857，700円 馬単： 35，806，800円 ワイド： 29，044，700円
3連複： 75，184，500円 3連単： 114，046，600円 計： 398，324，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 290円 � 180円 枠 連（3－4） 3，060円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 800円 �� 590円 �� 990円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 33，660円

票 数

単勝票数 計 222532 的中 � 45616（2番人気）
複勝票数 計 482468 的中 � 82859（2番人気）� 37231（6番人気）� 76214（3番人気）
枠連票数 計 158841 的中 （3－4） 3842（16番人気）
馬連票数 計 578577 的中 �� 13237（14番人気）
馬単票数 計 358068 的中 �� 4765（19番人気）
ワイド票数 計 290447 的中 �� 8898（8番人気）�� 12714（5番人気）�� 7092（16番人気）
3連複票数 計 751845 的中 ��� 8071（23番人気）
3連単票数 計1140466 的中 ��� 2501（103番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．7―12．2―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．3―46．5―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラベリー �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．3．9 中山2着

2010．4．9生 牝3鹿 母 サクラワイズ 母母 サクラテンシ 2戦1勝 賞金 7，400，000円

第３回 中山競馬 第３日



09027 3月30日 曇 良 （25中山3）第3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）

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

814 フュージリア 牡3青鹿56 横山 典弘吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514＋ 21：58．1 1．5�

34 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 482－ 61：58．31� 6．1�
23 カフェシリウス 牡3鹿 56 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新冠 須崎牧場 484－ 6 〃 クビ 4．8�
611 ク ロ ノ マ ン 牡3青鹿 56

54 △嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 444＋ 61：59．04 33．9�

11 バトルスプレンダー 牡3栗 56 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 見上牧場 474＋101：59．74 210．1	
815 シャトーザール 牡3芦 56 丸山 元気円城 幸男氏 根本 康広 日高 宝寄山 忠則 454＋161：59．8� 81．7

712 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 450＋ 41：59．9� 21．6�
58 ローレルトレジャー �3鹿 56 黛 弘人 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 信義 470－ 82：00．11� 261．5�
713 コスモアンジェリケ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中川 公成 日高 中川 欽一 438＋ 92：00．2クビ 109．8
59 ポッドシャイン 牡3黒鹿56 柴山 雄一小川眞査雄氏 黒岩 陽一 新ひだか タガミファーム 490－ 22：00．3� 167．8�
46 メリアブーケ 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 8 〃 ハナ 17．5�
35 グレートエスケープ 牡3鹿 56 北村 宏司 H.R.H．プリンセス・ハヤ 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 42：00．4� 300．5�
22 スキルアップ 牡3黒鹿56 田中 勝春石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド B484－ 62：01．35 51．9�
47 トウショウブロンコ 牡3黒鹿56 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478± 02：01．5� 46．6�
610 カシノラッキー 牡3青鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 B462－ 42：04．8大差 518．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，551，000円 複勝： 97，453，000円 枠連： 13，794，100円
馬連： 48，283，000円 馬単： 40，773，000円 ワイド： 23，550，100円
3連複： 67，384，400円 3連単： 138，366，900円 計： 454，155，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 160円 � 130円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 180円 �� 160円 �� 290円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，710円

票 数

単勝票数 計 245510 的中 � 130621（1番人気）
複勝票数 計 974530 的中 � 721266（1番人気）� 53477（3番人気）� 85490（2番人気）
枠連票数 計 137941 的中 （3－8） 23584（2番人気）
馬連票数 計 482830 的中 �� 85823（2番人気）
馬単票数 計 407730 的中 �� 47141（2番人気）
ワイド票数 計 235501 的中 �� 34390（2番人気）�� 45030（1番人気）�� 16241（3番人気）
3連複票数 計 673844 的中 ��� 117183（1番人気）
3連単票数 計1383669 的中 ��� 59789（2番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．1―13．6―13．2―13．5―13．0―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．2―51．8―1：05．0―1：18．5―1：31．5―1：44．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．6
1
3
・（6，10）－（2，3，7）4（11，13，12）9－5，8，1，15－14・（6，10，3，4，14）（2，11，7）12（9，13）（1，5）8，15

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

勝馬の
紹 介

フュージリア �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Areion デビュー 2012．6．17 函館9着

2010．1．4生 牡3青鹿 母 フリードリームズ 母母 Free Pride 8戦1勝 賞金 13，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノラッキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月30日まで平地競

走に出走できない。

09028 3月30日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山3）第3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

57 アポロマーベリック 牡4鹿 59 平沢 健治アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 524－ 23：10．3 2．4�
22 タイセイクライマー �5黒鹿60 石神 深一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 63：11．57 6．4�
11 フェバリットアワー 牡6鹿 60 山本 康志�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 524－ 63：12．35 9．2�
58 � クリノスレンダー 牝7鹿 58 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 496＋ 43：12．93� 9．0�
45 アラタマユニバース 牡4青鹿59 中村 将之荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 458－163：13．21	 11．4�
34 サニーサイレンス 牡4栗 59 高野 和馬宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 472＋ 6 〃 クビ 14．4	
46 プレミアムパス 牡5鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 490± 03：13．94 6．2

711 ラシアンウッズ �5鹿 60 江田 勇亮林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 460－153：14．64 121．7�
814 インフィニットエア �7黒鹿60 柴田 大知 �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 516＋ 23：16．09 18．7�
33 ブ リ ッ サ 牝4鹿 57 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 480－ 83：16．21
 94．6
813� ラインミッシェル 牝4鹿 57 ▲原田 和真大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 452＋123：17．69 169．8�
69 � オーミハピネス 牡5栗 60 小野寺祐太岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 日高 鹿戸 正幸 530＋ 43：18．02� 245．4�
610 タイキジャガー 牡7鹿 60 大江原 圭�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496－ 43：18．53 84．0�
712 カトルズリップス 牝5黒鹿 58

57 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B500＋163：27．0大差 22．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，822，600円 複勝： 26，809，600円 枠連： 15，085，900円
馬連： 38，509，300円 馬単： 26，302，500円 ワイド： 17，599，500円
3連複： 53，448，800円 3連単： 88，657，200円 計： 281，235，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 220円 � 220円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 460円 �� 410円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 6，840円

票 数

単勝票数 計 148226 的中 � 50367（1番人気）
複勝票数 計 268096 的中 � 88417（1番人気）� 25977（4番人気）� 25213（5番人気）
枠連票数 計 150859 的中 （2－5） 14974（2番人気）
馬連票数 計 385093 的中 �� 31263（3番人気）
馬単票数 計 263025 的中 �� 12100（3番人気）
ワイド票数 計 175995 的中 �� 9575（4番人気）�� 11077（3番人気）�� 5077（11番人気）
3連複票数 計 534488 的中 ��� 19490（6番人気）
3連単票数 計 886572 的中 ��� 9571（10番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 52．5－3F 39．7

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 オメガファスター 母母 フ ァ ス タ 障害：2戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 クリノスレンダー号の騎手草野太郎は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。
※アラタマユニバース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



09029 3月30日 曇 良 （25中山3）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

814 サムソンズプライド 牡3鹿 56
53 ▲横山 和生有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：48．7 9．1�

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

Farms LLC 478＋ 41：49．23 5．6�
23 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 56 丸田 恭介土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 460－ 6 〃 ハナ 4．2�
59 テ ン ミ ラ イ 牡3栗 56 江田 照男天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 B466－ 21：49．3� 17．3�
11 スマートオリオン 牡3栗 56 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 500＋181：49．51	 32．5�
47 ウインラヴェリテ 牡3栗 56 石橋 脩�ウイン 斎藤 誠 浦河 大北牧場 484－ 2 〃 クビ 25．8	
22 ポンデザムール 牡3黒鹿56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 492－ 21：49．71 107．0

34 ダイメイハルオ 牡3芦 56 田辺 裕信宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか グランド牧場 432－ 41：49．8
 8．5�
713 ホ ア ピ リ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋10 〃 クビ 5．3
46 カ ウ ウ ェ ラ 牡3青鹿56 田中 博康 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 452± 01：50．01	 64．3�
58 ピースバイオ 牝3鹿 54 蛯名 正義バイオ� 田中 剛 日高 中館牧場 466＋ 81：50．31� 24．3�
712 トーセンジャステス 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 542－ 61：50．4� 4．6�
610 ホワイトチェイサー 牝3芦 54 北村 宏司永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 440 ―1：50．5
 109．6�
611 クリスフォンテン �3黒鹿56 大野 拓弥吉橋 計氏 柴崎 勇 登別 登別上水牧場 432＋ 41：51．13
 360．4�
815 コスモロックダンス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新ひだか 由利 徳之 468＋ 4 （競走中止） 369．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，365，500円 複勝： 48，615，900円 枠連： 22，284，000円
馬連： 60，564，000円 馬単： 39，772，700円 ワイド： 28，084，700円
3連複： 79，027，500円 3連単： 127，135，300円 計： 428，849，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 270円 � 180円 � 170円 枠 連（3－8） 1，730円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 820円 �� 670円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 22，200円

票 数

単勝票数 計 233655 的中 � 20292（6番人気）
複勝票数 計 486159 的中 � 40520（6番人気）� 79174（3番人気）� 85315（1番人気）
枠連票数 計 222840 的中 （3－8） 9546（8番人気）
馬連票数 計 605640 的中 �� 16929（12番人気）
馬単票数 計 397727 的中 �� 5993（24番人気）
ワイド票数 計 280847 的中 �� 8056（11番人気）�� 10136（9番人気）�� 20786（1番人気）
3連複票数 計 790275 的中 ��� 21326（6番人気）
3連単票数 計1271353 的中 ��� 4228（66番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．0―12．4―12．2―12．2―11．7―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―36．9―49．3―1：01．5―1：13．7―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サムソンズプライド �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．7．8 福島9着

2010．3．26生 牡3鹿 母 フェザーレイ 母母 エルフィンフェザー 9戦1勝 賞金 10，200，000円
〔競走中止〕 コスモロックダンス号は，発走直後に騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔制裁〕 コスモロックダンス号の騎手丹内祐次は，発馬機内での御法について過怠金20，000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。
（非抽選馬） 2頭 ナンダデヴィ号・モンプレジール号

09030 3月30日 曇 良 （25中山3）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：08．7
1：08．7

重
重

611� シュトラール 牡3鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer
Hall 476＋ 41：10．9 2．6�

23 � ジャガーバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Dierdre T. Marsh
& David LaCroix 458－ 61：11．43 5．1�

11 サルバドールハクイ 牡3鹿 56 松岡 正海則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 452＋ 21：11．61� 13．6�
510 ホワイトポピー 牝3芦 54 吉田 豊楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 420＋ 21：11．91	 16．6�
12 � コズミックショア 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 今野 貞一 米 Alpha Delta

Stables, LLC 456－ 21：12．11
 4．9�
816 ディアルーモ 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 池上 昌弘 新ひだか 大典牧場 472± 01：12．63 144．7�
24 プリティウイッチ 牝3鹿 54 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 470－ 41：12．7クビ 8．5	
714 オリオンザプラズマ 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 466＋ 41：12．91� 40．5

48 ジャングルターザン 牡3鹿 56 三浦 皇成�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 448＋ 2 〃 クビ 32．7�
713 ロジウエスト 牝3鹿 54 丸田 恭介久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 488－ 21：13．11� 25．8
612 ランパスキャット 牡3黒鹿56 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 496－ 81：13．2
 208．4�
47 � プロティアン 牡3鹿 56 石橋 脩�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 B462－ 61：13．3クビ 134．2�
59 グラスソニック 牡3栗 56 津村 明秀半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 21：14．15 36．6�
36 ベルウッドシーマ 牡3黒鹿56 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 496－ 81：14．63 141．1�
35 カワキタシャウト 牡3鹿 56 田中 勝春川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 470＋ 21：14．7	 15．0�
815 スズカランラン 牝3栗 54

51 ▲横山 和生永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 416＋ 11：15．23 283．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，232，900円 複勝： 60，722，200円 枠連： 24，426，100円
馬連： 80，541，700円 馬単： 51，540，400円 ワイド： 40，153，400円
3連複： 103，411，500円 3連単： 170，754，100円 計： 564，782，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 300円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 310円 �� 660円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 11，100円

票 数

単勝票数 計 332329 的中 � 103871（1番人気）
複勝票数 計 607222 的中 � 170905（1番人気）� 85950（3番人気）� 39701（6番人気）
枠連票数 計 244261 的中 （2－6） 39167（1番人気）
馬連票数 計 805417 的中 �� 82558（2番人気）
馬単票数 計 515404 的中 �� 32050（2番人気）
ワイド票数 計 401534 的中 �� 36390（1番人気）�� 14353（6番人気）�� 9247（12番人気）
3連複票数 計1034115 的中 ��� 25997（7番人気）
3連単票数 計1707541 的中 ��� 11357（13番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．9―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．8―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．0
3 ・（3，10）－（1，11）（2，8）14（9，16）（6，12）（4，5，13）－15，7 4 ・（3，10）（1，11）－（2，8）14（9，16）12（4，13）－（6，5）－7，15

勝馬の
紹 介

�シュトラール �
�
父 Speightstown �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2012．10．28 新潟1着

2010．2．1生 牡3鹿 母 Ling 母母 Voodoo Lily 4戦2勝 賞金 15，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時05分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカランラン号は，「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。
（非当選馬） 6頭 エストーケ号・キネオリリー号・ジョバイロ号・ファンアットコート号・プリティーキャロル号・マンボマーチ号



09031 3月30日 曇 良 （25中山3）第3日 第7競走 ��2，400�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，4歳56�5歳以上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
2：28．8
2：28．6

重
不良

66 クリノハナミチ 牡4栗 56 内田 博幸栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 502＋ 22：38．0 1．5�
89 マイネルティンラン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 2 〃 クビ 24．5�
810 ダヴィンチバローズ 牡5鹿 57 戸崎 圭太猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 474－ 62：38．74 5．8�
55 アルジェンタム 牡5栗 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 486＋ 42：39．33� 6．2�
22 � ナンヨーヤシマ 牡4青鹿56 津村 明秀中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 514＋ 82：39．51� 39．6�
78 ガッテンキャンパス 牡4鹿 56 木幡 初広栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 452－ 22：39．6� 46．3	
44 ラブミーニキータ 牝5芦 55

53 △嶋田 純次小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 42：39．81 42．9

77 リネンタキシード 牡6青鹿57 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B534＋ 22：40．33 9．0�
33 アイティテイオー 牡5栗 57

55 △杉原 誠人一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 472＋ 42：40．83 77．5�
11 � カ ナ ッ タ リ 牡4黒鹿56 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋10 〃 ハナ 80．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，955，100円 複勝： 97，712，100円 枠連： 13，061，800円
馬連： 49，973，800円 馬単： 46，649，700円 ワイド： 26，574，100円
3連複： 62，487，600円 3連単： 178，630，800円 計： 502，045，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 420円 � 160円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 530円 �� 190円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 8，130円

票 数

単勝票数 計 269551 的中 � 145373（1番人気）
複勝票数 計 977121 的中 � 674940（1番人気）� 19222（5番人気）� 83539（2番人気）
枠連票数 計 130618 的中 （6－8） 30339（1番人気）
馬連票数 計 499738 的中 �� 25709（4番人気）
馬単票数 計 466497 的中 �� 17609（7番人気）
ワイド票数 計 265741 的中 �� 11044（6番人気）�� 45723（2番人気）�� 5358（10番人気）
3連複票数 計 624876 的中 ��� 23825（5番人気）
3連単票数 計1786308 的中 ��� 16223（23番人気）

ハロンタイム 13．8―12．7―13．6―13．7―13．3―14．6―14．2―12．8―12．3―11．9―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．8―26．5―40．1―53．8―1：07．1―1：21．7―1：35．9―1：48．7―2：01．0―2：12．9―2：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．3―3F37．0
1
�
9－6，10（1，5）（3，8）（2，7）－4・（9，6）（10，5）8，1（2，7）4，3

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

勝馬の
紹 介

クリノハナミチ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．2．12 東京14着

2009．5．18生 牡4栗 母 レディコスマー 母母 ロイヤルコスマー 16戦2勝 賞金 28，290，000円

09032 3月30日 曇 良 （25中山3）第3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）
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

710 ニシノゲイナー 牡5鹿 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 456－ 41：55．6 3．1�
812 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：55．91� 3．1�
56 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57

54 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 518＋ 21：56．11	 7．9�
69 
 バルダメンテ 牡4青鹿57 蛯名 正義前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 518－ 21：56．52� 13．0�
813 オーバーヘッド 牡5栗 57 松岡 正海水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 486－ 21：56．6クビ 4．6�
22 � クリノソーニャ 牝8鹿 55

52 ▲横山 和生栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 450－ 21：56．81	 71．0	
45 ロックシンガー 牡4鹿 57

55 △嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 492＋ 41：57．01� 19．4

11 リアルファッション 牝4芦 55

52 ▲伴 啓太有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：58．06 96．1�
44 
 サトノオーランド 牡5鹿 57

55 △杉原 誠人里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm 518－ 41：58．42� 13．0�
57 � デンコウチャーム 牡4栗 57 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 494＋ 61：58．5� 286．8
711� ブラウシュタイン 牡4黒鹿57 西田雄一郎吉田 昭一氏 成島 英春 新冠 八木 常郎 430＋161：58．6クビ 452．8�
68 ビッグプレゼンター 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 470＋ 2 〃 ハナ 136．4�
33 � リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 504＋ 21：59．23� 47．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，360，800円 複勝： 37，648，700円 枠連： 18，164，300円
馬連： 59，563，900円 馬単： 38，437，600円 ワイド： 26，242，700円
3連複： 70，267，600円 3連単： 144，931，300円 計： 414，616，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 180円 �� 350円 �� 390円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 3，480円

票 数

単勝票数 計 193608 的中 � 49779（2番人気）
複勝票数 計 376487 的中 � 90216（2番人気）� 103704（1番人気）� 43733（4番人気）
枠連票数 計 181643 的中 （7－8） 62065（1番人気）
馬連票数 計 595639 的中 �� 103592（1番人気）
馬単票数 計 384376 的中 �� 35304（1番人気）
ワイド票数 計 262427 的中 �� 46649（1番人気）�� 16787（4番人気）�� 14480（5番人気）
3連複票数 計 702676 的中 ��� 54731（2番人気）
3連単票数 計1449313 的中 ��� 30798（5番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．6―13．6―12．6―12．5―12．4―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―38．6―52．2―1：04．8―1：17．3―1：29．7―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノゲイナー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2010．12．19 中山2着

2008．3．11生 牡5鹿 母 ニシノフレイア 母母 アワロイヤルブルー 19戦2勝 賞金 27，330，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



09033 3月30日 曇 良 （25中山3）第3日 第9競走 ��
��2，200�

や ま ぶ き

山 吹 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 1，400，000円 950，000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
2：10．1
2：10．0

良
良

710� アポロソニック 牡3鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 IEAH Stables &
Andrew Cohen 530－ 22：16．0 34．4�

22 マンインザムーン 牡3芦 56 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502＋ 82：16．21� 5．6�
811 アメリカンドリーム 牡3鹿 56 内田 博幸杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 492－102：16．3	 25．3�
812 テイエムブシドー 牡3鹿 56 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 448＋ 42：16．4	 12．2�
56 サトノテイオウ 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 468＋ 2 〃 クビ 15．2�
33 ブリリアント 牡3鹿 56 田中 勝春本田 恒雄氏 武市 康男 新冠 タニグチ牧場 466＋ 4 〃 ハナ 34．4	
79 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿56 柴田 善臣下河
美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 496＋ 2 〃 ハナ 20．7�
55 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 502－ 22：16．5クビ 6．1�
68 � エーシンマックス 牡3栗 56 丸山 元気栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 494＋14 〃 クビ 9．8�
44 ワープドライブ 牡3鹿 56 横山 典弘 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 454－102：16．6
 2．6�
67 スリーデーモン 牡3青鹿56 三浦 皇成永井商事 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 508－142：16．8
 13．1�
11 マクベスバローズ 牡3黒鹿56 蛯名 正義猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462－ 22：16．9	 17．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，185，900円 複勝： 77，200，800円 枠連： 25，742，300円
馬連： 116，269，200円 馬単： 70，350，100円 ワイド： 47，226，700円
3連複： 137，730，600円 3連単： 252，337，500円 計： 773，043，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，440円 複 勝 � 670円 � 210円 � 660円 枠 連（2－7） 3，650円

馬 連 �� 9，900円 馬 単 �� 22，820円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 4，900円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 49，160円 3 連 単 ��� 370，970円

票 数

単勝票数 計 461859 的中 � 10610（11番人気）
複勝票数 計 772008 的中 � 27107（11番人気）� 118475（3番人気）� 27489（10番人気）
枠連票数 計 257423 的中 （2－7） 5214（18番人気）
馬連票数 計1162692 的中 �� 8668（43番人気）
馬単票数 計 703501 的中 �� 2276（90番人気）
ワイド票数 計 472267 的中 �� 4700（32番人気）�� 2333（55番人気）�� 7806（22番人気）
3連複票数 計1377306 的中 ��� 2068（156番人気）
3連単票数 計2523375 的中 ��� 502（987番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．8―13．0―13．1―12．8―12．4―12．2―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．1―37．9―50．9―1：04．0―1：16．8―1：29．2―1：41．4―1：53．0―2：04．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6
1
3
10，11，12，2，6，4－7－5，9，3，1－8
10，11（2，12）6，4（9，7）5，1（8，3）

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

勝馬の
紹 介

�アポロソニック �
�
父 Big Brown �

�
母父 Pure Prize デビュー 2012．10．7 東京7着

2010．4．2生 牡3鹿 母 Purely Surprized 母母 Raise the Prize 5戦2勝 賞金 14，773，000円
〔その他〕 アメリカンドリーム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アメリカンドリーム号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月30日まで出走できない。

09034 3月30日 曇 良 （25中山3）第3日 第10競走 ��
��2，500�

あ わ

安 房 特 別
発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

33 ヴァーゲンザイル �5黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454± 02：31．4 11．4�
22 アースステップ 牡6鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 534－ 62：31．61	 5．5�
45 
 レオプログレス 牡8青 57 田辺 裕信�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 464－10 〃 クビ 41．5�
812 アドマイヤパーシア 牡5栗 57 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：31．81	 9．2�
710 カ ナ ロ ア 牡4鹿 56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 454＋ 22：32．12 1．6	
56 スーサングレート 牡5栗 57 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B510－ 22：32．41� 15．2

69 マイネルリヒト 牡4鹿 56 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 〃 クビ 32．8�
813 リングネブラ 牝4黒鹿54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452－ 22：32．82� 21．6�
44 シンボリローレンス �8黒鹿57 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 494＋ 22：33．11� 269．6
11 マイネルナロッサ 牝6黒鹿55 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± 02：33．52� 448．6�
57 バ ン ザ イ 牡4栗 56 松岡 正海幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 482－ 62：33．81� 19．4�
711 スズカゲイル 牡8鹿 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 418＋ 22：34．54 422．2�
68 アサクサマリンバ 牡6鹿 57 吉田 隼人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468－ 42：35．03 354．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，121，300円 複勝： 167，434，400円 枠連： 29，210，000円
馬連： 134，425，600円 馬単： 102，308，100円 ワイド： 50，353，400円
3連複： 152，608，300円 3連単： 391，058，900円 計： 1，076，520，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 650円 � 340円 � 1，210円 枠 連（2－3） 2，810円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，400円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 10，450円 3 連 単 ��� 67，800円

票 数

単勝票数 計 491213 的中 � 34063（4番人気）
複勝票数 計1674344 的中 � 66209（4番人気）� 147540（2番人気）� 33493（6番人気）
枠連票数 計 292100 的中 （2－3） 7672（10番人気）
馬連票数 計1344256 的中 �� 44884（9番人気）
馬単票数 計1023081 的中 �� 15190（16番人気）
ワイド票数 計 503534 的中 �� 18329（9番人気）�� 4989（25番人気）�� 8975（13番人気）
3連複票数 計1526083 的中 ��� 10783（31番人気）
3連単票数 計3910589 的中 ��� 4257（157番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．4―30．0―42．2―54．4―1：07．0―1：19．1―1：31．4―1：43．3―1：55．0―2：06．8―2：19．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーゲンザイル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．1．5 中山2着

2008．3．13生 �5黒鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット 19戦4勝 賞金 69，969，000円



09035 3月30日 曇 良 （25中山3）第3日 第11競走 ��
��1，200�

ふなばし

船橋ステークス
発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

船橋市長賞（1着）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 ハ ノ ハ ノ 牡5鹿 57 蛯名 正義�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 464± 01：07．4 6．3�
510 シルクウェッジ 牡6青鹿57 横山 典弘有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム 498＋10 〃 クビ 13．1�
23 リ ュ ン ヌ 牝6鹿 55 村田 一誠吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 474± 01：07．5� 11．0�
12 ダノンフェアリー 牡5鹿 57 柴田 善臣�ダノックス 角居 勝彦 安平 追分ファーム 514＋ 41：07．6クビ 10．0�
47 エ ト ピ リ カ 牝6黒鹿55 大野 拓弥�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 452＋ 2 〃 クビ 12．1�
48 エ ス カ ー ダ 牡6青鹿57 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 474＋ 81：07．7クビ 110．9	
714 ヤマニングルノイユ 牝6鹿 55 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 498－ 6 〃 クビ 14．1

815 ジャーエスペランサ 牡4鹿 57 丸山 元気本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 482＋ 41：07．8クビ 26．7�
35 サニーヘイロー 牝5栗 55 戸崎 圭太宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 466± 0 〃 クビ 8．3�
24 ジョーオリオン 牡4栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 476± 01：07．9� 3．7
713	 ミッドナイトクロス 牡6青鹿57 内田 博幸 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 アタマ 5．3�
611 イセノスバル 牡7青 57 柴山 雄一大橋 正子氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 522± 01：08．11� 191．8�
612 ターニングポイント 
8青鹿57 江田 照男山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 B470－ 2 〃 ハナ 39．0�
59 トウショウフォアゴ 牡6黒鹿57 田辺 裕信トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－16 〃 ハナ 52．5�
36 � セトノアンテウス 牡8鹿 57 津村 明秀難波 澄子氏 鮫島 一歩 豪 Mr F Peisah 462－ 21：08．52� 349．0�
816	 テープカット 牡6鹿 57 丹内 祐次橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 41：08．6� 215．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，991，800円 複勝： 98，184，200円 枠連： 70，638，800円
馬連： 280，808，600円 馬単： 139，690，500円 ワイド： 89，146，700円
3連複： 364，967，100円 3連単： 637，461，000円 計： 1，739，888，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 310円 � 350円 枠 連（1－5） 2，170円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 8，010円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，100円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 14，610円 3 連 単 ��� 78，990円

票 数

単勝票数 計 589918 的中 � 74559（3番人気）
複勝票数 計 981842 的中 � 117489（3番人気）� 83561（4番人気）� 70619（6番人気）
枠連票数 計 706388 的中 （1－5） 24055（11番人気）
馬連票数 計2808086 的中 �� 44845（23番人気）
馬単票数 計1396905 的中 �� 12872（35番人気）
ワイド票数 計 891467 的中 �� 15241（20番人気）�� 20435（13番人気）�� 11021（32番人気）
3連複票数 計3649671 的中 ��� 18447（60番人気）
3連単票数 計6374610 的中 ��� 5956（298番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．7―11．2―11．4―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．5
3 3，10（2，14）8（1，11）（4，12）6（5，7）（9，15）13，16 4 ・（3，10，14）（2，8）（1，11）（4，12）（6，5，7）（9，15，13）16

勝馬の
紹 介

ハ ノ ハ ノ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2010．10．31 京都13着

2008．3．10生 牡5鹿 母 プロミネントカット 母母 カッティングエッジ 27戦5勝 賞金 91，485，000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） 8頭 オーシャンカレント号・コンサートレディ号・サイレントソニック号・ストロングポイント号・ナスザン号・

ビラゴーティアラ号・ブルームーンピサ号・レイクエルフ号

09036 3月30日 曇 良 （25中山3）第3日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816� エスケープマジック 牡5鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－ 41：11．2 5．0�
59 ローブドヴルール 牝7鹿 55 戸崎 圭太�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 494＋ 81：11．41	 20．2�
611 ケイアイクライム 牡6黒鹿57 吉田 豊亀田 和弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 522－ 21：11．61	 14．8�
510 アキノモーグル 牡5栗 57 石橋 脩穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 520± 0 〃 アタマ 10．5�
815 シンキングマシーン 牡4黒鹿57 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 520－ 4 〃 アタマ 4．3�
47 レッツゴーマークン 牡5栗 57 柴山 雄一	Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 442－ 21：11．7
 37．9

24 トリニティチャーチ �5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 482－ 21：11．8クビ 11．3�
23 ジャーグラット 牡5栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 432± 0 〃 アタマ 74．3�
12 トーセントレジャー 牡5鹿 57 松岡 正海島川 哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 508＋ 61：12．22� 21．0�
713 ルミナススカイ 牡4黒鹿57 吉田 隼人小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム 476－ 41：12．3� 30．6�
35 フルヒロボーイ 牡4鹿 57 蛯名 正義古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 528＋ 21：12．4� 2．9�
11 コウユーサムライ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 488＋ 4 〃 クビ 26．7�
714 サトノロック 牡6鹿 57

54 ▲横山 和生里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart
Trading Ltd 480＋ 81：12．5クビ 76．7�

48 メジロオマリー 牡8黒鹿 57
54 ▲山崎 亮誠岩﨑 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B466＋ 21：12．71 437．0�

36 カツノセカンド 牡6鹿 57
54 ▲伴 啓太勝野 治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 486＋101：12．8� 451．2�

612� ヤマノグラス 牝5鹿 55 西村 太一山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 490＋ 4 〃 クビ 223．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，450，300円 複勝： 95，725，900円 枠連： 50，545，400円
馬連： 158，395，100円 馬単： 88，094，900円 ワイド： 66，652，900円
3連複： 204，090，300円 3連単： 366，109，300円 計： 1，084，064，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 590円 � 390円 枠 連（5－8） 810円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 8，950円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 1，350円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 19，070円 3 連 単 ��� 67，100円

票 数

単勝票数 計 544503 的中 � 86039（3番人気）
複勝票数 計 957259 的中 � 143484（3番人気）� 37622（7番人気）� 61028（6番人気）
枠連票数 計 505454 的中 （5－8） 46086（2番人気）
馬連票数 計1583951 的中 �� 24626（17番人気）
馬単票数 計 880949 的中 �� 7270（35番人気）
ワイド票数 計 666529 的中 �� 9020（21番人気）�� 12299（14番人気）�� 7194（25番人気）
3連複票数 計2040903 的中 ��� 7902（62番人気）
3連単票数 計3661093 的中 ��� 4027（212番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―46．1―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エスケープマジック �
�
父 Maria’s Mon �

�
母父 Storm Cat

2008．5．7生 牡5鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 10戦2勝 賞金 23，480，000円
初出走 JRA

※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 エキナシア号・クレバーデステニー号・ケビンドゥ号・ハワイアンシュガー号



（25中山3）第3日 3月30日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

189，960，000円
2，080，000円
5，080，000円
1，330，000円
17，110，000円
63，388，500円
5，042，800円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
396，414，300円
908，945，200円
311，494，200円
1，135，173，800円
721，496，500円
468，600，600円
1，441，640，400円
2，759，871，100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 8，143，636，100円

総入場人員 17，179名 （有料入場人員 15，744名）
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