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09037 3月31日 小雨 良 （25中山3）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時15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

713 ダンディーレイ 牡3栗 56 高倉 稜 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 466－ 21：58．4 2．2�
23 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 490＋ 21：58．5� 9．4�
11 ダイワフォスター 牡3鹿 56 柴田 大知大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 432－141：58．92� 12．3�
610 アーリーボーイ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 498－ 21：59．0� 72．2�
47 スペーストリップ 牡3栗 56 和田 竜二窪田 康志氏 高橋 文雅 新ひだか 山際牧場 484－ 61：59．1クビ 4．2�
712 キルタンサス 牡3栗 56 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 448－ 2 〃 ハナ 93．4	
59 メ イ ラ ー ド 牡3栗 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 ハナ 13．8

58 クイックブレッド 牡3鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 516－ 41：59．41� 49．9�
814 ガ ッ ト 牡3黒鹿56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 日高 大矢牧場 444＋ 6 〃 クビ 10．8�
46 マイネルエウロス 牡3鹿 56 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 510＋ 61：59．5クビ 18．0�
34 インジニアス 牡3栗 56 吉田 豊田中 春美氏 嶋田 潤 新冠 赤石 久夫 472－ 21：59．6� 254．2�
611 ヘルシーバイオ 牡3黒鹿56 津村 明秀バイオ 牧 光二 平取 坂東牧場 530－ 82：00．02� 200．2�
35 ドリームアース 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 476－102：00．1� 458．0�

815 ケージーモンブラン 牡3鹿 56 的場 勇人川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 476－ 22：00．84 10．9�
22 スペクトルカラー 牝3栗 54 村田 一誠青山 洋一氏 田中 剛 新冠 新冠橋本牧場 444－ 22：02．9大差 311．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，639，100円 複勝： 46，769，700円 枠連： 16，504，200円
馬連： 57，541，400円 馬単： 39，749，100円 ワイド： 27，189，700円
3連複： 75，176，000円 3連単： 123，797，200円 計： 411，366，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 210円 � 310円 枠 連（2－7） 960円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 390円 �� 590円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 10，530円

票 数

単勝票数 計 246391 的中 � 90920（1番人気）
複勝票数 計 467697 的中 � 183033（1番人気）� 45281（3番人気）� 26338（6番人気）
枠連票数 計 165042 的中 （2－7） 12739（3番人気）
馬連票数 計 575414 的中 �� 49832（2番人気）
馬単票数 計 397491 的中 �� 21524（3番人気）
ワイド票数 計 271897 的中 �� 18831（2番人気）�� 11402（7番人気）�� 6432（13番人気）
3連複票数 計 751760 的中 ��� 22442（8番人気）
3連単票数 計1237972 的中 ��� 8678（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．7―14．0―13．3―13．1―13．3―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．2―52．2―1：05．5―1：18．6―1：31．9―1：45．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ダンディーレイ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．30 中山5着

2010．3．27生 牡3栗 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 8戦1勝 賞金 12，350，000円

09038 3月31日 小雨 良 （25中山3）第4日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45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

36 サウスマキシム 牡3鹿 56 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 514＋ 41：13．2 6．9�
714 タイキグラミー 牝3鹿 54 石橋 脩�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 454－ 21：13．62� 20．0�
23 ノボサイボーグ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 460－ 81：13．81� 104．8�
11 ニューキングダム 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 534＋ 21：13．9� 1．4�
47 パトロクロス 牡3栗 56 丸山 元気村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 464－ 51：14．0� 196．7	
815 タニセンダイナスト 牡3鹿 56 田辺 裕信染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 454± 01：14．1� 12．6

612 ジョアキーノ 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 460＋ 21：14．31� 6．9�
12 バ ー ニ ー ズ 牡3栗 56 高倉 稜村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B486＋ 81：14．4クビ 24．9�
48 ピュアブロッサム 牝3鹿 54 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：15．14 73．3
611 ヨベルシチー 牡3黒鹿 56

54 △嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 444－101：15．2� 171．0�
24 ラヴァーズブラック 牝3青鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 増尾牧場 408－ 41：15．3クビ 670．7�
510 トーセンメンソーレ 牡3鹿 56 木幡 初広島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 448－141：15．62 292．6�
35 ラブクリントン 牝3鹿 54 吉田 隼人阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 大道牧場 470 ―1：16．45 118．6�
713 デ ン ポ ウ 牝3芦 54 江田 照男村田 滋氏 嶋田 潤 様似 様似堀牧場 B372－ 61：16．61 332．2�
59 プラチナアックス 牡3芦 56 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中村 和夫 446－ 2 〃 アタマ 346．0�
816 ピーターパンプキン 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠山本 茂氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 488 ―1：18．19 344．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，743，600円 複勝： 85，224，000円 枠連： 15，139，200円
馬連： 54，721，800円 馬単： 51，260，000円 ワイド： 28，396，800円
3連複： 73，263，500円 3連単： 159，702，400円 計： 499，451，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 420円 � 900円 � 2，910円 枠 連（3－7） 3，970円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 9，600円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 4，680円 �� 8，130円

3 連 複 ��� 84，220円 3 連 単 ��� 312，630円

票 数

単勝票数 計 317436 的中 � 36742（2番人気）
複勝票数 計 852240 的中 � 59403（3番人気）� 24643（6番人気）� 7116（8番人気）
枠連票数 計 151392 的中 （3－7） 2817（13番人気）
馬連票数 計 547218 的中 �� 9226（13番人気）
馬単票数 計 512600 的中 �� 3941（23番人気）
ワイド票数 計 283968 的中 �� 5280（14番人気）�� 1479（29番人気）�� 844（40番人気）
3連複票数 計 732635 的中 ��� 642（105番人気）
3連単票数 計1597024 的中 ��� 377（384番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．7―12．5―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―34．3―46．8―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスマキシム �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2013．2．3 東京5着

2010．3．27生 牡3鹿 母 サウスライズ 母母 ノースハッピー 3戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピーターパンプキン号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 チェリーヘステイア号
（非抽選馬） 1頭 ノンブルドール号

第３回 中山競馬 第４日



09039 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

56 アンジェラスベル 牝3鹿 54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 466＋ 41：57．5 28．0�
812 マキノクィーン 牝3鹿 54 藤岡 佑介島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 482－ 21：57．92� 93．3�
33 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516－ 4 〃 ハナ 2．4�
11 ニュートロンスター 牝3青鹿 54

52 △嶋田 純次山上 和良氏 堀井 雅広 日高 高山牧場 474± 01：58．22 3．6�
22 ペプチドアメジスト 牝3栗 54 横山 典弘沼川 一彦氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 474＋ 21：58．41 5．8�
44 フォルテシモ 牝3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 440－ 21：58．5クビ 9．0�
69 ヒシエメラルド 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生阿部 雅英氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット 440＋ 81：59．03 89．9	
57 キ ャ ラ 牝3黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 516 ―1：59．1� 41．3

711 リリカルソング 牝3栗 54 北村 宏司�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B434＋ 41：59．63 67．3�
68 トーアコロチャン 牝3栗 54 的場 勇人高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 454＋ 21：59．7� 302．6
813 ハナレイビーチ 牝3栗 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 小島 茂之 千歳 社台ファーム 464＋ 81：59．8� 10．3�
45 ホワイトプラネット 牝3芦 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム 502 ―2：01．07 40．7�
710 チ サ ト 牝3栗 54 石橋 脩鈴木 照雄氏 中川 公成 日高 合資会社カ

ネツ牧場 454± 02：02．27 17．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，110，500円 複勝： 42，143，300円 枠連： 15，092，200円
馬連： 56，809，100円 馬単： 41，905，800円 ワイド： 29，599，300円
3連複： 74，553，300円 3連単： 145，682，900円 計： 430，896，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 520円 � 1，980円 � 140円 枠 連（5－8） 4，800円

馬 連 �� 65，920円 馬 単 �� 129，400円

ワ イ ド �� 13，000円 �� 850円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 44，410円 3 連 単 ��� 581，160円

票 数

単勝票数 計 251105 的中 � 7080（7番人気）
複勝票数 計 421433 的中 � 17252（7番人気）� 4009（12番人気）� 119047（1番人気）
枠連票数 計 150922 的中 （5－8） 2322（19番人気）
馬連票数 計 568091 的中 �� 636（60番人気）
馬単票数 計 419058 的中 �� 239（116番人気）
ワイド票数 計 295993 的中 �� 541（57番人気）�� 9124（10番人気）�� 2089（32番人気）
3連複票数 計 745533 的中 ��� 1239（87番人気）
3連単票数 計1456829 的中 ��� 185（717番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．7―12．8―13．0―13．2―13．0―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．7―51．5―1：04．5―1：17．7―1：30．7―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．8
1
3
6（7，12）（4，13）（2，8，3）1（9，10）－11＝5・（6，13，12，3）（4，7，1，10）－2（9，8）－（11，5）

2
4

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

アンジェラスベル �
�
父 Oratorio �

�
母父 Montjeu デビュー 2012．8．25 新潟5着

2010．3．5生 牝3鹿 母 マヤノダンシャラ 母母 Dunshara 7戦1勝 賞金 6，700，000円
〔発走状況〕 ホワイトプラネット号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出走取消馬 サンマルアクトレス号（疾病〔感冒〕のため）

09040 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時45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

48 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 506－ 61：13．0 18．7�
24 ナムラキンボシ 牡3鹿 56 蛯名 正義奈村 信重氏 高木 登 日高 沖田牧場 488－ 21：13．1� 1．9�
23 ノッキングオン 牡3鹿 56 石橋 脩松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか グランド牧場 440± 01：13．73� 8．7�
47 レッドキュラス 牝3鹿 54 松岡 正海手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 438＋ 41：13．8� 19．3�
59 ティアップドリーム 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 田原橋本牧場 470－ 6 〃 クビ 14．9�
714 バッティングパワー 牡3鹿 56 田辺 裕信島田 久氏 尾関 知人 浦河 村下 清志 466＋ 21：14．01	 15．4�
510 キーコレクション 牡3栗 56

54 △嶋田 純次北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 458－101：14．1� 390．0	
816 アルバラード 牡3鹿 56 黛 弘人有限会社シルク伊藤 圭三 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 81：14．31	 256．7

611 シンパサイザー 牡3芦 56 高倉 稜水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 434－ 21：14．51� 25．6�
36 エムオータイガー 牡3栗 56 田中 勝春大浅 貢氏 古賀 慎明 日高 藤本 直弘 476－ 41：14．6クビ 12．4�
11 ブライティアマンボ 牝3鹿 54 勝浦 正樹小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 438± 01：14．91� 180．8
815 リバイバルワンダー 牡3鹿 56 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 472－10 〃 クビ 16．5�
713 ウ シ ュ マ ル 牡3鹿 56 津村 明秀日下部勝德氏 松山 将樹 平取 スガタ牧場 504－10 〃 ハナ 6．4�
12 ヤマトツバキ 牝3鹿 54 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 488－ 41：15．1� 156．8�
612 フレームエンゼル 牝3鹿 54 和田 竜二柴田 洋一氏 高橋 文雅 日高 藤本ファーム 422－ 8 〃 ハナ 57．8�
35 リ キ ュ ー ズ 牡3鹿 56 木幡 初広湯澤 寛氏 大江原 哲 新冠 コスモヴューファーム 458 ―1：16．37 177．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，910，600円 複勝： 43，939，400円 枠連： 20，657，000円
馬連： 62，555，200円 馬単： 46，024，800円 ワイド： 32，302，400円
3連複： 83，945，100円 3連単： 146，441，700円 計： 463，776，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 310円 � 120円 � 210円 枠 連（2－4） 690円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，170円 �� 340円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 36，640円

票 数

単勝票数 計 279106 的中 � 11774（8番人気）
複勝票数 計 439394 的中 � 26950（5番人気）� 140695（1番人気）� 46374（3番人気）
枠連票数 計 206570 的中 （2－4） 22288（3番人気）
馬連票数 計 625552 的中 �� 22581（9番人気）
馬単票数 計 460248 的中 �� 5829（18番人気）
ワイド票数 計 323024 的中 �� 12454（7番人気）�� 3313（27番人気）�� 26111（2番人気）
3連複票数 計 839451 的中 ��� 13414（16番人気）
3連単票数 計1464417 的中 ��� 2950（124番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．3―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．1―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ッ フ ェ ル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2012．6．23 福島14着

2010．5．9生 牡3栗 母 メ ガ ク ラ ム 母母 アララットサン 5戦1勝 賞金 5，000，000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 アキノアッパー号・アスキットキング号・グランソルシエール号・デルマスナカケババ号



09041 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第5競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時35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

712 ジェラテリアバール 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 494 ―2：17．6 15．0�
22 ヤマチョウボス 牡3鹿 56 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 480－ 42：17．7� 27．9�
59 ナスシュウホウ 牡3鹿 56 吉田 豊小山田 満氏 高木 登 千歳 社台ファーム B498± 0 〃 クビ 22．9�
713 シンボリジャズ 牡3鹿 56 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 480＋ 4 〃 ハナ 2．9�
35 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 432－ 62：17．8� 12．0�
815 レアパルファム 牝3芦 54 丸田 恭介森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 462－ 22：17．9クビ 24．6	
11 ドラゴンウォー 牡3鹿 56 藤岡 佑介窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498＋ 22：18．11� 6．4

814 ウエスタンオウジ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 484＋ 4 〃 ハナ 3．6�
23 トーセンゴージャス 牡3黒鹿56 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 ― 〃 クビ 19．9
47 ウインプライズ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 448＋ 22：18．31� 109．8�
611 ベストフォンテン 牡3鹿 56 松岡 正海吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 476＋ 22：18．4� 9．5�
58 ステラコーヴァ 牝3鹿 54 吉田 隼人有限会社シルク木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：18．71	 32．8�
46 ダイメイホーム 牡3栗 56 武士沢友治宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 482＋ 6 〃 アタマ 419．6�
610 コスモアンカー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 458＋ 42：19．33� 85．4�
34 ダイメイクイーン 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人宮本 孝一氏 石栗 龍彦 新ひだか 高橋 修 422－ 62：20．15 380．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，709，100円 複勝： 52，790，500円 枠連： 21，562，200円
馬連： 73，435，200円 馬単： 47，722，500円 ワイド： 33，796，100円
3連複： 86，852，800円 3連単： 145，660，000円 計： 491，528，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 590円 � 850円 � 680円 枠 連（2－7） 1，460円

馬 連 �� 17，310円 馬 単 �� 39，670円

ワ イ ド �� 4，620円 �� 5，490円 �� 4，810円

3 連 複 ��� 98，920円 3 連 単 ��� 751，730円

票 数

単勝票数 計 297091 的中 � 15655（6番人気）
複勝票数 計 527905 的中 � 24219（6番人気）� 15976（10番人気）� 20470（7番人気）
枠連票数 計 215622 的中 （2－7） 10945（7番人気）
馬連票数 計 734352 的中 �� 3132（44番人気）
馬単票数 計 477225 的中 �� 888（93番人気）
ワイド票数 計 337961 的中 �� 1803（44番人気）�� 1514（51番人気）�� 1732（49番人気）
3連複票数 計 868528 的中 ��� 648（182番人気）
3連単票数 計1456600 的中 ��� 143（1180番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．5―12．7―13．6―13．0―12．8―12．4―12．0―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．7―37．2―49．9―1：03．5―1：16．5―1：29．3―1：41．7―1：53．7―2：05．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェラテリアバール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kornado 初出走

2010．3．13生 牝3黒鹿 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 レアパルファム号の調教師矢野英一は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

09042 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・右・外）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

816 カフェリュウジン 牡3鹿 56 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 518＋ 41：34．4 5．4�
713 ケンブリッジサン 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 468＋ 21：34．61� 7．4�

510 トウショウプライド 牡3栗 56 高倉 稜トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－ 41：34．81� 5．6�
815 レッドヴィーヴォ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444± 0 〃 クビ 17．4�
612 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 466＋161：34．9� 173．0	
59 スマートルピナス 牝3鹿 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 444＋ 81：35．11� 29．3

47 	 クロンブリオント 牡3鹿 56 福永 祐一伊達 敏明氏 今野 貞一 米 Hidekazu

Date 514＋181：35．2
 9．2�
24 � マンセイグレネード 牡3鹿 56 田中 勝春簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 478± 01：35．3クビ 28．5�
23 ラッキーストリーク 牡3鹿 56 勝浦 正樹藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 454－ 2 〃 クビ 160．4
12 マイネルブルズアイ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 468＋ 61：35．4� 8．4�
36 シンボリディスコ 牡3栗 56 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 466－ 41：35．5クビ 12．8�
35 クリノチョモラーリ 牝3栗 54 和田 竜二栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 470－ 41：35．71� 59．4�
611 レオハイタッチ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 484± 01：35．8クビ 149．6�
48 ヒカルハノハノ 牡3黒鹿56 横山 典弘高橋 光氏 古賀 史生 登別 青藍牧場 482－ 21：35．9� 4．1�
714 ユキノユウダン 牡3栗 56 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 426－ 21：36．0� 31．0�
11 クレバーユニバース 牡3黒鹿56 北村 宏司 �ウエスタンファーム 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 460± 01：36．42� 73．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，445，600円 複勝： 62，885，000円 枠連： 27，853，300円
馬連： 86，393，200円 馬単： 51，789，800円 ワイド： 40，128，300円
3連複： 110，575，400円 3連単： 170，149，100円 計： 583，219，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 240円 � 190円 枠 連（7－8） 1，400円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 840円 �� 600円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 26，710円

票 数

単勝票数 計 334456 的中 � 49720（2番人気）
複勝票数 計 628850 的中 � 69074（3番人気）� 66745（4番人気）� 97582（2番人気）
枠連票数 計 278533 的中 （7－8） 14744（6番人気）
馬連票数 計 863932 的中 �� 29685（6番人気）
馬単票数 計 517898 的中 �� 8778（14番人気）
ワイド票数 計 401283 的中 �� 11706（8番人気）�� 17035（3番人気）�� 9650（10番人気）
3連複票数 計1105754 的中 ��� 17187（10番人気）
3連単票数 計1701491 的中 ��� 4702（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―47．2―59．1―1：10．9―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

カフェリュウジン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2012．11．11 東京5着

2010．2．27生 牡3鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 6戦2勝 賞金 19，284，000円
〔制裁〕 レッドヴィーヴォ号の騎手三浦皇成は，2コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番・11

番・9番・4番・6番・1番）



09043 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時35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

510� 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± 01：12．3 9．1�

23 フランスギャル 牝4黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 472± 0 〃 クビ 18．5�
59 ランドシャーク 牡4鹿 57 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 506＋14 〃 アタマ 4．3�
12 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 452＋ 21：12．51 2．6�
611 シルクオフィサー 牡5鹿 57 横山 典弘有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋181：12．71 9．4	
47 サンキストビーチ 牝5鹿 55 勝浦 正樹新木 鈴子氏 成島 英春 浦河 ヒダカフアーム 438－ 41：12．91	 59．7

816
 シゲルアボカド 牡4鹿 57 福永 祐一森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 478－ 81：13．0� 7．2�
11 ヒヅグータス 牝4鹿 55 田辺 裕信�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 456＋ 2 〃 アタマ 78．2�
713 シークレットアーム 牡4鹿 57

54 ▲横山 和生�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 512＋ 41：13．21� 117．7
36 ワイズアンドクール �5黒鹿 57

55 △嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：13．3 154．9�
815 ウメジマダイオー 牡4鹿 57 中谷 雄太村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B494－ 61：13．4クビ 259．3�
24 ナムラシンシン 牝4栗 55 宮崎 北斗奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 442＋ 61：13．61	 128．1�
612
 エリザベートアスク 牝5栗 55

53 △杉原 誠人廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 482＋ 21：13．91 414．3�
35 � タツフラッシュ 牡5鹿 57 高倉 稜鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock 478－10 〃 クビ 18．5�
48 デジタルハーツ 牡4鹿 57 北村 宏司林 正道氏 的場 均 浦河 高村牧場 466± 01：14．11	 8．8�
714 ゴールデンポケット 牝4栗 55 津村 明秀小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 448± 01：14．84 126．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，329，200円 複勝： 49，540，900円 枠連： 23，743，000円
馬連： 77，717，500円 馬単： 49，476，300円 ワイド： 35，563，900円
3連複： 94，392，400円 3連単： 162，451，900円 計： 523，215，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 250円 � 370円 � 190円 枠 連（2－5） 1，990円

馬 連 �� 5，020円 馬 単 �� 10，350円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 700円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 9，290円 3 連 単 ��� 66，760円

票 数

単勝票数 計 303292 的中 � 26399（5番人気）
複勝票数 計 495409 的中 � 52118（4番人気）� 30833（7番人気）� 80586（2番人気）
枠連票数 計 237430 的中 （2－5） 8843（10番人気）
馬連票数 計 777175 的中 �� 11430（21番人気）
馬単票数 計 494763 的中 �� 3531（38番人気）
ワイド票数 計 355639 的中 �� 5293（21番人気）�� 13078（6番人気）�� 6998（18番人気）
3連複票数 計 943924 的中 ��� 7503（31番人気）
3連単票数 計1624519 的中 ��� 1796（209番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―12．3―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―46．1―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マスターエクレール �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Major Impact デビュー 2012．4．14 福島12着

2009．4．19生 牝4黒鹿 母 Sabathani 母母 Alberta Johnson 11戦2勝 賞金 16，570，000円

09044 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走14時05分 （芝・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
1：58．2
1：56．1

良
良

57 ア ー カ イ ブ 牡4鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋202：02．7 22．1�
711 ディーエスライダー 牡4黒鹿57 和田 竜二秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 4 〃 クビ 12．9�
22 ヒールゼアハーツ 牡5栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 494＋102：02．8クビ 2．9�
812 ロジサンデー 牡4鹿 57 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 470＋ 2 〃 クビ 5．3�
44 � アポロテイスト 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 508＋ 4 〃 ハナ 24．9�
710 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 466＋ 42：02．9クビ 6．1	
69 マイネルスパーブ 牡4鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 62：03．11	 15．4�
56 レアーレスパーダ 
6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 508－ 2 〃 クビ 5．5�
68 トモロマイスター 牡6黒鹿57 田中 勝春戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 452＋ 2 〃 ハナ 10．1
45 マ グ メ ル 牡4鹿 57 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 B468＋122：03．2� 28．6�
11 コスモオアシス 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 62：03．3� 189．0�
33 クラーロデルナ 牡4鹿 57

54 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 502＋ 42：04．36 161．6�
813� ロ ゼ ブ ル ー 牝5鹿 55 高倉 稜 
ブルーマネジメント高橋 文雅 新ひだか 加野牧場 446－ 82：06．3大差 195．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，580，200円 複勝： 60，716，200円 枠連： 25，721，000円
馬連： 89，435，800円 馬単： 54，992，300円 ワイド： 38，131，400円
3連複： 105，033，100円 3連単： 186，602，200円 計： 595，212，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 570円 � 350円 � 160円 枠 連（5－7） 1，030円

馬 連 �� 17，990円 馬 単 �� 39，370円

ワ イ ド �� 5，310円 �� 1，810円 �� 880円

3 連 複 ��� 23，080円 3 連 単 ��� 221，760円

票 数

単勝票数 計 345802 的中 � 12350（8番人気）
複勝票数 計 607162 的中 � 22814（8番人気）� 41164（6番人気）� 131830（1番人気）
枠連票数 計 257210 的中 （5－7） 18471（7番人気）
馬連票数 計 894358 的中 �� 3669（41番人気）
馬単票数 計 549923 的中 �� 1031（85番人気）
ワイド票数 計 381314 的中 �� 1708（42番人気）�� 5154（24番人気）�� 11171（11番人気）
3連複票数 計1050331 的中 ��� 3359（72番人気）
3連単票数 計1866022 的中 ��� 621（539番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．7―36．8―49．4―1：02．3―1：14．7―1：26．9―1：38．7―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3

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

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

ア ー カ イ ブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roy デビュー 2011．11．13 東京1着

2009．3．4生 牡4鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 7戦2勝 賞金 16，100，000円



09045 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第9競走 ��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
発走14時35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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

816 ラフアウェイ 牝5青 55 丸山 元気�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 556－101：10．9 17．0�
11 ノーザンリバー 牡5鹿 57 和田 竜二林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 クビ 3．2�
35 トーセンナスクラ 牡5黒鹿57 福永 祐一島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 482± 01：11．43 6．9�
59 オリオンザポラリス 牡6黒鹿57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 474＋ 81：11．5� 8．4�
12 クランチタイム 牡5鹿 57 津村 明秀加藤 千豊氏 木原 一良 様似 山本 和彦 516＋141：11．71	 24．7	
714 エーシンポルックス 牡6芦 57 田中 勝春�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B514± 0 〃 ハナ 42．4

510 タイセイファントム 牡5鹿 57 武士沢友治田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 450＋ 61：11．8� 14．8�
612 ウッドシップ 牝5鹿 55 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 474－ 2 〃 クビ 26．3�
24 
 モエレジュンキン 牡6鹿 57 高倉 稜鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 B470＋ 2 〃 ハナ 123．9
36 ワンダースピンドル 牡5黒鹿57 藤岡 佑介山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 484＋ 21：11．9クビ 13．9�
815 ダンシングマオ 牝6鹿 55 北村 宏司森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 クビ 7．2�
713 キクノフレヴァン 牡7鹿 57 村田 一誠菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 480－ 61：12．11 27．3�
23 ノボレインボー 牝7芦 55 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 528＋ 61：12．31	 148．0�
611 ゴーイングパワー 牡4鹿 57 柴田 善臣林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 478＋10 〃 アタマ 12．9�
48 スズカジョンブル 牡4鹿 57 勝浦 正樹永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 450－10 〃 クビ 10．8�
47 
 チャンピオンヤマト 牡4鹿 57 吉田 豊坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 466－ 21：12．4� 53．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，914，100円 複勝： 65，239，000円 枠連： 38，503，600円
馬連： 148，362，600円 馬単： 79，566，200円 ワイド： 53，835，200円
3連複： 190，052，000円 3連単： 314，743，600円 計： 931，216，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 430円 � 160円 � 240円 枠 連（1－8） 980円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 9，540円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 2，600円 �� 680円

3 連 複 ��� 12，160円 3 連 単 ��� 55，940円

票 数

単勝票数 計 409141 的中 � 19025（9番人気）
複勝票数 計 652390 的中 � 32784（8番人気）� 133647（1番人気）� 68378（4番人気）
枠連票数 計 385036 的中 （1－8） 29234（3番人気）
馬連票数 計1483626 的中 �� 26815（18番人気）
馬単票数 計 795662 的中 �� 6158（42番人気）
ワイド票数 計 538352 的中 �� 7666（23番人気）�� 4919（40番人気）�� 20640（2番人気）
3連複票数 計1900520 的中 ��� 11543（41番人気）
3連単票数 計3147436 的中 ��� 4153（163番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―12．0―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．2―46．2―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．7
3 16（2，12）（5，13）15（1，9）（11，14）－（4，10）－（3，6）8，7 4 16（2，12）5（1，9，13，15）（11，14）4，10（3，6）（7，8）

勝馬の
紹 介

ラフアウェイ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 King of Kings デビュー 2011．2．12 京都6着

2008．4．26生 牝5青 母 シェリーズスマイル 母母 Thunder Maid 22戦5勝 賞金 61，287，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 エイコオウイング号・エチゴイチエ号・カフェシュプリーム号・ケイアイダイオウ号・ケンブリッジエル号・

サクラインザスカイ号・タマブラックホール号・チャンピオンラブ号・トップフライアー号・ネオヴァンクル号・
メトロノース号

09046 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第10競走 ��
��1，800�

ふくりゅう

伏竜ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

814 コパノリッキー 牡3栗 56 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 528－ 21：53．6 2．8�
815 ロードクルセイダー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 2 〃 クビ 23．3�
59 � サトノプリンシパル 牡3鹿 56 藤岡 佑介里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida 532＋ 61：53．7	 6．2�
22 インカンテーション 牡3鹿 56 吉田 隼人�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 478＋ 6 〃 アタマ 32．0�
35 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± 01：53．91	 5．7	
712 ソ ロ ル 牡3黒鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 458－121：54．0クビ 3．7

34 サトノイクシード 牡3鹿 56 吉田 豊里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 81：54．63	 28．7�
610 ワイルドドラゴン 牡3鹿 56 松岡 正海窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 504－ 21：54．7	 65．5�
11 アルムダプタ 牡3栗 57 三浦 皇成﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 484－ 41：54．8クビ 137．7
611 ホワイトフリート 牡3芦 56 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 462－ 41：55．11
 20．1�
58 ショウナンダイラ 牡3鹿 56 田辺 裕信�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 2 〃 クビ 17．4�
47 ピエナトップガン 牡3栗 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 田中 章博 日高 藤本 友則 470＋ 21：55．31 46．4�
23 ドコフクカゼ 牡3黒鹿56 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 498＋ 6 〃 クビ 79．7�
713 アップトゥデイト 牡3芦 56 石橋 脩今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 81：55．4クビ 73．3�
46 ロードクラヴィウス 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 470＋ 41：56．78 131．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，181，700円 複勝： 103，678，400円 枠連： 42，755，500円
馬連： 199，407，900円 馬単： 106，326，200円 ワイド： 67，603，200円
3連複： 228，094，400円 3連単： 418，013，600円 計： 1，224，060，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 400円 � 220円 枠 連（8－8） 2，710円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 910円 �� 450円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 24，750円

票 数

単勝票数 計 581817 的中 � 165464（1番人気）
複勝票数 計1036784 的中 � 257300（1番人気）� 52582（6番人気）� 120759（4番人気）
枠連票数 計 427555 的中 （8－8） 11672（10番人気）
馬連票数 計1994079 的中 �� 55541（7番人気）
馬単票数 計1063262 的中 �� 19357（13番人気）
ワイド票数 計 676032 的中 �� 18015（7番人気）�� 40221（4番人気）�� 8106（23番人気）
3連複票数 計2280944 的中 ��� 35253（10番人気）
3連単票数 計4180136 的中 ��� 12468（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．3―50．2―1：02．7―1：15．2―1：27．7―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノリッキー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．12．22 阪神8着

2010．3．24生 牡3栗 母 コパノニキータ 母母 ニホンピロローズ 5戦3勝 賞金 34，910，000円

１レース目 ３レース目



09047 3月31日 曇 良 （25中山3）第4日 第11競走 ��
��1，600�第45回ダービー卿チャレンジトロフィー（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上，24．3．31以降25．3．24まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

ダービー卿チャレンジトロフィー（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

713 トウケイヘイロー 牡4鹿 55 松岡 正海木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 486＋ 21：32．6 9．2�
35 ダイワマッジョーレ 牡4鹿 56 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 クビ 4．4�
510 ダイワファルコン 牡6鹿 57．5 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514± 01：32．81� 4．4�
611� オセアニアボス 牡8青鹿56 丸山 元気�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B498－ 2 〃 クビ 117．0�
11 ガ ル ボ 牡6青 58 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 476－ 6 〃 ハナ 9．3�
815 リルダヴァル 牡6栗 56 柴田 善臣 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504± 01：32．9	 14．1

714 ダノンヨーヨー 牡7栗 57．5 田中 勝春�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋101：33．0クビ 40．7�
24 シ ン ゲ ン 牡10黒鹿56 吉田 豊吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502－ 21：33．1	 177．8�
47 ホーカーテンペスト 牡4栗 55 横山 典弘 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 7．7
23 ドナウブルー 牝5鹿 56 福永 祐一 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 ハナ 7．1�
36 スマイルジャック 牡8黒鹿57．5 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 498－ 21：33．31 29．4�
59 リアルインパクト 牡5鹿 58 和田 竜二 	キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 520－12 〃 ハナ 12．9�
12 ム ク ド ク 
7青鹿56 高倉 稜平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：33．4� 17．0�
816 ネオヴァンドーム 牡6鹿 56 吉田 隼人小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 504± 01：33．5	 58．9�
48 ダンツホウテイ 牡8黒鹿55 江田 照男山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 472－ 61：33．71� 226．7�
612 ファイアーフロート 牡7鹿 57 津村 明秀臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 492± 01：34．97 56．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 132，070，600円 複勝： 203，507，400円 枠連： 126，543，700円 馬連： 703，866，800円 馬単： 351，121，800円
ワイド： 217，728，200円 3連複： 1，002，250，500円 3連単： 1，863，740，900円 5重勝： 893，535，200円 計： 5，494，365，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 260円 � 150円 � 170円 枠 連（3－7） 1，590円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 740円 �� 860円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 16，390円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 635，910円

票 数

単勝票数 計1320706 的中 � 114164（5番人気）
複勝票数 計2035074 的中 � 167190（6番人気）� 412700（1番人気）� 337050（2番人気）
枠連票数 計1265437 的中 （3－7） 58786（9番人気）
馬連票数 計7038668 的中 �� 264223（6番人気）
馬単票数 計3511218 的中 �� 60493（15番人気）
ワイド票数 計2177282 的中 �� 70584（5番人気）�� 59292（9番人気）�� 159644（1番人気）
3連複票数 計10022505 的中 ��� 267579（3番人気）
3連単票数 計18637409 的中 ��� 83956（22番人気）
5重勝票数 計8935352 的中 ����� 1037

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．2―11．8―11．7―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．3―45．5―57．3―1：09．0―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3

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

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

トウケイヘイロー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2011．7．31 新潟1着

2009．4．22生 牡4鹿 母 ダンスクィーン 母母 ハイネスポート 13戦5勝 賞金 120，314，000円
※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 エイシンオスマン号・オリービン号・キョウエイストーム号・ゴールドバシリスク号・サトノタイガー号・

スズジュピター号・スピリタス号・セイウンジャガーズ号・セイクレットレーヴ号・タガノエルシコ号・
ドリームセーリング号・ハッピーカオル号・ファインチョイス号・フィールドシャイン号・ヘニーハウンド号・
マイネルラクリマ号・マックスドリーム号・メイショウツチヤマ号・モズ号

09048 3月31日 曇 良 （25中山3）第4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

34 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± 01：08．2 2．7�
610� ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57

55 △杉原 誠人中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 480＋101：08．83	 7．9�
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 490－ 4 〃 クビ 10．7�
814� トレノソルーテ 
7鹿 57

54 ▲山崎 亮誠戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B522＋ 41：08．9クビ 63．0�
23 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 55 津村 明秀�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 492－ 4 〃 クビ 27．1�
35 ハワイアンシュガー 牡5黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 452－ 21：09．11 16．4	
47 サトノフローラ 牝5鹿 55 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 432－ 2 〃 ハナ 4．2

59 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 518＋ 2 〃 クビ 221．0�
46 クレバーデステニー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド 454± 0 〃 アタマ 9．8
815 メイショウデューイ 牡7鹿 57 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 494＋101：09．41� 31．1�
22 � リビングストン 
7青鹿57 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 〃 クビ 10．0�
58 ヤサカシャイニー 牝5栗 55 田中 勝春志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 466± 0 〃 ハナ 15．6�
611� イエスマイダーリン 牝6鹿 55 二本柳 壮浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 浜本牧場 508－ 41：09．61� 327．0�
11 シセイハヤテ 牡8鹿 57 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム 460－ 61：10．23	 227．1�
713� エ ク レ ウ ス 牡8黒鹿 57

55 △嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B508＋ 81：10．52 115．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 63，599，600円 複勝： 89，073，600円 枠連： 50，682，700円
馬連： 190，838，300円 馬単： 111，790，500円 ワイド： 73，162，800円
3連複： 248，215，600円 3連単： 507，968，100円 計： 1，335，331，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 240円 � 290円 枠 連（3－6） 1，020円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 490円 �� 580円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 12，770円

票 数

単勝票数 計 635996 的中 � 187036（1番人気）
複勝票数 計 890736 的中 � 230418（1番人気）� 84675（3番人気）� 65687（6番人気）
枠連票数 計 506827 的中 （3－6） 36713（3番人気）
馬連票数 計1908383 的中 �� 122756（2番人気）
馬単票数 計1117905 的中 �� 46795（3番人気）
ワイド票数 計 731628 的中 �� 38755（2番人気）�� 31963（4番人気）�� 14198（15番人気）
3連複票数 計2482156 的中 ��� 49408（9番人気）
3連単票数 計5079681 的中 ��� 29362（20番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―11．2―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．8―33．8―45．0―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツインクルスター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2011．12．10 中山2着

2009．4．16生 牝4栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 12戦3勝 賞金 35，111，000円
※エキナシア号・クレバーデステニー号・ハワイアンシュガー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（25中山3）第4日 3月31日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

246，820，000円
7，000，000円
1，840，000円
22，580，000円
68，718，000円
5，004，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
532，233，900円
905，507，400円
424，757，600円
1，801，084，800円
1，031，725，300円
677，437，300円
2，372，404，100円
4，344，953，600円
893，535，200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
5 重 勝
計 12，983，639，200円

総入場人員 22，429名 （有料入場人員 20，280名）
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