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06025 3月8日 晴 稍重 （26中山2）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10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

510 レッドキャンティー 牝3栗 54 戸崎 圭太�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 438± 01：13．6 4．5�
23 ミカルベウス 牝3芦 54 内田 博幸尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 466－ 41：13．81� 7．3�
816 グレイスナカヤマ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 488± 0 〃 クビ 81．5�
815 イミラカチャ 牝3黒鹿54 津村 明秀諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 438－ 21：13．9クビ 4．8�
714 エスティレイズ 牝3黒鹿54 西田雄一郎島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 434＋ 41：14．21� 11．5	
48 コートリーラッシュ 牝3黒鹿54 蛯名 正義広尾レース
 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 450－ 2 〃 クビ 14．4�
612 ナイスエモーション 牝3鹿 54 村田 一誠吉野 弘司氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 416＋101：14．3� 178．0�
59 ビューティガッキ 牝3栗 54 北村 宏司 M・

Kenichiホールディング
 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 444＋ 4 〃 アタマ 8．0

24 ヴィジオネール 牝3黒鹿54 後藤 浩輝加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 420＋ 41：14．51� 8．7�
713 カリビアンロマンス 牝3鹿 54 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：14．6� 4．2�
36 ヤマニントレフル 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 424－101：15．45 121．8�
11 リネンフクウン 牝3鹿 54 横山 和生戸山 光男氏 南田美知雄 安平 追分ファーム 452± 01：15．5� 87．0�
47 ピンクドラゴン 牝3栗 54 小島 太一玉腰 勇吉氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：15．82 168．9�
611 カシノトップレディ 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 八木 常郎 420＋ 61：16．43� 267．7�
12 クリノハイスバル 牝3鹿 54 岩部 純二栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 ヤナガワ牧場 464－ 21：16．72 242．1�
35 キンショーサザナミ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真礒野日出夫氏 根本 康広 日高 本間牧場 410－ 61：17．44 177．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，824，200円 複勝： 39，320，900円 枠連： 16，171，900円
馬連： 53，696，200円 馬単： 34，174，600円 ワイド： 25，699，800円
3連複： 74，394，500円 3連単： 115，876，600円 計： 380，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 260円 � 1，360円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 690円 �� 4，440円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 38，240円 3 連 単 ��� 146，690円

票 数

単勝票数 計 208242 的中 � 36745（2番人気）
複勝票数 計 393209 的中 � 58670（3番人気）� 41744（4番人気）� 6026（9番人気）
枠連票数 計 161719 的中 （2－5） 19297（2番人気）
馬連票数 計 536962 的中 �� 22790（5番人気）
馬単票数 計 341746 的中 �� 7847（10番人気）
ワイド票数 計 256998 的中 �� 9786（5番人気）�� 1381（32番人気）�� 969（38番人気）
3連複票数 計 743945 的中 ��� 1436（68番人気）
3連単票数 計1158766 的中 ��� 583（362番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―12．2―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―46．8―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドキャンティー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2013．7．7 福島6着

2011．4．23生 牝3栗 母 ホリディオンワード 母母 サンデーオンワード 4戦1勝 賞金 6，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴェルサイユパーク号・セイカブレリア号・マリオンフォンテン号
（非抽選馬） 2頭 シャインプレイン号・ルリジューズ号

06026 3月8日 晴 稍重 （26中山2）第3日 第2競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

23 オ ベ リ ス ク 牡3鹿 56 後藤 浩輝前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 524－ 41：56．0 2．9�
815 トーセンミラージュ 牡3青鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 508－10 〃 クビ 4．8�
59 シンボリハミルトン 牡3芦 56 津村 明秀シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 496－ 21：56．31� 6．5�
47 リムショット 牡3栗 56 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 442－ 61：57．57 54．3�
510 タイセイヒート 牡3青鹿56 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 468－ 8 〃 クビ 33．7�
612 リトルキング 牡3鹿 56 嘉藤 貴行	大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 422－ 21：57．6クビ 240．0

35 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 56 柴田 大知松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 484＋ 2 〃 クビ 65．3�
24 デ コ イ 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋101：57．7クビ 26．2�
12 ギンザブレイド 牡3黒鹿56 大野 拓弥有馬 博文氏 池上 昌弘 日高 白井牧場 480＋ 21：57．8� 81．1
11 ケイツーエマー 牝3黒鹿54 柴田 善臣楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 築紫 洋 450± 01：57．9クビ 137．5�
713 プラチナバディ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 水上 習孝 444－ 41：58．0� 310．7�
816 フクノブリューナク 牡3栗 56 松岡 正海福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 484＋ 21：58．63� 4．7�
36 	 アイリッシュギフト 牡3鹿 56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 英 Christopher &
Annabelle Mason 510－ 21：58．91� 12．8�

611 キンノタマゴ 牡3鹿 56 田辺 裕信田頭 勇貴氏 大和田 成 新ひだか 三石橋本牧場 442± 02：00．39 40．4�
714 モルフェティー 牡3青鹿 56

53 ▲石川裕紀人並河賢一郎氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 440± 02：00．61� 389．6�
48 ブリリアントミノル 牡3鹿 56 三浦 皇成吉岡 實氏 尾形 充弘 新ひだか フジワラフアーム 462－ 22：00．92 9．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，198，300円 複勝： 37，507，700円 枠連： 15，852，500円
馬連： 50，491，800円 馬単： 34，372，200円 ワイド： 24，837，000円
3連複： 68，753，500円 3連単： 110，404，100円 計： 364，417，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（2－8） 320円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 320円 �� 380円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，740円

票 数

単勝票数 計 221983 的中 � 62008（1番人気）
複勝票数 計 375077 的中 � 91834（1番人気）� 58052（3番人気）� 50659（4番人気）
枠連票数 計 158525 的中 （2－8） 37295（1番人気）
馬連票数 計 504918 的中 �� 51569（2番人気）
馬単票数 計 343722 的中 �� 20329（2番人気）
ワイド票数 計 248370 的中 �� 20327（2番人気）�� 16312（3番人気）�� 9206（7番人気）
3連複票数 計 687535 的中 ��� 31731（3番人気）
3連単票数 計1104041 的中 ��� 12095（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．2―50．1―1：02．8―1：15．8―1：28．7―1：42．0

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

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

勝馬の
紹 介

オ ベ リ ス ク �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Empire Maker デビュー 2013．6．16 東京12着

2011．2．21生 牡3鹿 母 コンポステラ 母母 Dreamscape 7戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ケイツーエマー号の調教師菅原泰夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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） 1頭 マンボプリンス号
（非抽選馬） 4頭 スプレンドオリオン号・ハードマティーニ号・マッチレスヒーロー号・メイクザカット号

第２回 中山競馬 第３日



06027 3月8日 晴 稍重 （26中山2）第3日 第3競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

59 スイフトフォンテン 牡3鹿 56 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 444－ 21：13．0 5．1�
11 オニノシタブル 牡3栗 56 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B478＋121：13．21� 20．2�
714 ビックナサンクス 牡3青鹿56 北村 宏司平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 524± 0 〃 ハナ 1．8�
35 フジマサレジェンド 牡3芦 56 内田 博幸藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 510＋ 6 〃 アタマ 13．0�
713 リネンプルーフ �3栗 56 柴田 大知戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 478－ 41：13．52 257．7�
612 ポッドボーイ 牡3青鹿56 丸山 元気小川眞査雄氏 土田 稔 新冠 川上 悦夫 466－ 41：13．6クビ 229．1�
12 フクノトリアイナ 牡3鹿 56 松岡 正海福島 実氏 小野 次郎 平取 協栄組合 482－ 61：13．81� 21．0	
816 サトノスティング 牡3青鹿56 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B456± 01：13．9クビ 9．4

24 オールデフィート 牡3鹿 56 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 466－ 2 〃 クビ 6．8�
815 ケイブロック 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B520－ 21：14．21� 29．3
48 ベストタイム 牡3栗 56 田辺 裕信キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 422 ―1：14．52 55．0�
23 オーガスタウインド 牡3鹿 56 勝浦 正樹吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 424± 01：14．6クビ 230．4�
611 ダルムシュタット 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹日下部勝德氏 高橋 義博 浦河 富塚ファーム 448－ 21：15．23� 252．7�
47 プロテッツィオーネ 牝3鹿 54 村田 一誠加藤 徹氏 成島 英春 日高 広富牧場 404－ 21：15．62� 470．1�
510 バトルクール �3栗 56 吉田 隼人宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B454＋ 61：15．7� 164．1�
36 ト ラ イ バ ル 牡3鹿 56 木幡 初広篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 444± 01：16．44 492．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，485，600円 複勝： 64，562，100円 枠連： 17，717，700円
馬連： 55，209，100円 馬単： 43，354，000円 ワイド： 28，277，700円
3連複： 76，416，200円 3連単： 142，432，200円 計： 454，454，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 380円 � 110円 枠 連（1－5） 2，130円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 240円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 29，330円

票 数

単勝票数 計 264856 的中 � 41133（2番人気）
複勝票数 計 645621 的中 � 97987（2番人気）� 21698（7番人気）� 302467（1番人気）
枠連票数 計 177177 的中 （1－5） 6140（8番人気）
馬連票数 計 552091 的中 �� 7632（16番人気）
馬単票数 計 433540 的中 �� 3657（26番人気）
ワイド票数 計 282777 的中 �� 4425（17番人気）�� 36221（2番人気）�� 9964（7番人気）
3連複票数 計 764162 的中 ��� 21963（10番人気）
3連単票数 計1424322 的中 ��� 3585（88番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．4―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．6―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイフトフォンテン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．2．17 東京2着

2011．3．14生 牡3鹿 母 バーデンフォンテン 母母 フラッシュアワー 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ベストタイム号の調教師小西一男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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） 2頭 オキテスグメシ号・オーシャントゥビー号
（非抽選馬） 1頭 シゲルシモウサ号

06028 3月8日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（26中山2）第3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

69 マンノプロジェクト 牡5鹿 60 北沢 伸也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 486－ 83：40．0 6．5�
610 サンレイデューク 牡6鹿 62 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 464＋ 63：40．32 6．8�
33 マイネルガヴロシュ 牡7青鹿60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B476－ 23：40．61� 4．1�
57 � トーセンプラチナ 牡5鹿 60 江田 勇亮島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 83：40．81� 9．8�
45 シャイニーブラック 	7黒鹿61 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 462＋123：40．9
 14．7	
46 ウォンテッド 牡4黒鹿59 平沢 健治谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 488＋ 43：41．11 6．9

11 トウシンボルト 牡7黒鹿60 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 アタマ 5．0�
58 サウンドアフリート 牡5栗 60 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 454－ 63：41．52
 23．7�
22 メジロサンノウ 牡6黒鹿 60

57 ▲原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞�湖 メジロ牧場 486＋ 43：41．6� 42．1
813 カネスラファール 牡10黒鹿61 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 504＋ 83：42．23
 28．7�
712� パリスブルー 牝7黒鹿58 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上牧場 464＋143：42．51� 19．3�
711 アイティゴールド 牡6黒鹿60 大江原 圭一ノ瀬 恭氏 大江原 哲 新冠 岩見牧場 496－ 23：43．03 91．7�
34 アイファーハイカラ 牡7黒鹿60 林 満明中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 476＋ 83：43．1
 35．3�
814 レーザーインパクト 牡5鹿 60 上野 翔杉山 忠国氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 63：43．2クビ 100．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，844，600円 複勝： 27，242，500円 枠連： 17，549，700円
馬連： 44，272，500円 馬単： 26，967，900円 ワイド： 20，819，800円
3連複： 64，357，600円 3連単： 98，699，000円 計： 317，753，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 210円 � 180円 枠 連（6－6） 1，950円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 810円 �� 540円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 17，800円

票 数

単勝票数 計 178446 的中 � 21825（3番人気）
複勝票数 計 272425 的中 � 29358（4番人気）� 33318（3番人気）� 44622（2番人気）
枠連票数 計 175497 的中 （6－6） 6659（8番人気）
馬連票数 計 442725 的中 �� 16687（8番人気）
馬単票数 計 269679 的中 �� 5465（15番人気）
ワイド票数 計 208198 的中 �� 6217（9番人気）�� 9799（2番人気）�� 7729（7番人気）
3連複票数 計 643576 的中 ��� 18390（5番人気）
3連単票数 計 986990 的中 ��� 4094（46番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 52．5－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マンノプロジェクト �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 Nureyev デビュー 2011．11．27 京都6着

2009．5．3生 牡5鹿 母 マ リ エ ン マ 母母 Mariella 障害：8戦2勝 賞金 25，734，000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） 6頭 エイシンオスマン号・エーシンジーライン号・ショウナンカミング号・ビービーラッシュ号・マッキーバッハ号・

ユニバーサルアゲン号
（非抽選馬） 5頭 ウォークラウン号・コスモソユーズ号・サンレイランキング号・ボストンプラチナ号・リリースバージョン号



06029 3月8日 晴 稍重 （26中山2）第3日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30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

714 チ ャ オ 牡3芦 56 杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 472 ―1：59．3 32．2�

36 ダイオプサイド 牝3栗 54 戸崎 圭太平井 裕氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 484 ―1：59．51� 12．6�
48 オールレディゼア 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 516 ― 〃 クビ 7．2�
816 ダークファンタジー 牡3栗 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 532 ―1：59．81� 2．3�
510 ダークサイド 牡3黒鹿56 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 456 ― 〃 クビ 90．8	
11 マーキーズシェイプ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 494 ―2：00．22� 5．4

23 エ ゴ イ ズ ム 牡3鹿 56 横山 和生窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 508 ―2：00．3クビ 56．6�
612 フォカッチャ 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 456 ―2：00．51� 36．0�
815 ベンダバール 牡3黒鹿56 後藤 浩輝伊達 敏明氏 大竹 正博 日高 サンシャイン

牧場 454 ―2：00．6� 7．2
47 ヴィヴァルディ 牝3鹿 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 430 ―2：00．81 75．6�
35 ギプソフィラ 牝3黒鹿54 柴田 大知有限会社シルク粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 494 ―2：00．9� 138．4�
24 タイセイオーシャン 牡3鹿 56 田中 勝春田中 成奉氏 伊藤 大士 森 笹川大晃牧場 480 ―2：01．0クビ 22．9�
611 ロックゴールド 牡3青鹿56 内田 博幸岡田 勇氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 496 ―2：01．21� 15．4�
59 イ ン ペ ラ ー �3青鹿56 岩部 純二武田 茂男氏 萱野 浩二 青森 長谷地 義正 458 ―2：01．52 15．9�
713 マイネコンチェルト 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 382 ―2：03．6大差 205．9�
（15頭）

12 スノータイフーン 牝3芦 54 武士沢友治神林 幸一氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社
松田牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，708，400円 複勝： 41，737，400円 枠連： 19，582，500円
馬連： 57，682，500円 馬単： 34，975，800円 ワイド： 26，118，500円
3連複： 71，772，000円 3連単： 108，517，000円 計： 386，094，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 830円 � 340円 � 290円 枠 連（3－7） 12，780円

馬 連 �� 16，690円 馬 単 �� 43，170円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 3，490円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 35，920円 3 連 単 ��� 314，070円

票 数

単勝票数 計 257084 的中 � 6300（9番人気）
複勝票数 計 417374 的中 � 11752（9番人気）� 33616（5番人気）� 42181（4番人気）
枠連票数 計 195825 的中 （3－7） 1131（27番人気）
馬連票数 計 576825 的中 �� 2551（44番人気）
馬単票数 計 349758 的中 �� 598（95番人気）
ワイド票数 計 261185 的中 �� 1570（41番人気）�� 1821（36番人気）�� 4941（17番人気）
3連複票数 計 717720 的中 ��� 1475（101番人気）
3連単票数 計1085170 的中 ��� 255（705番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．7―53．4―1：06．7―1：19．4―1：32．3―1：46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．9
1
3
9（12，16）（10，14，15）8－11，5，6，7，3，1－（13，4）
9（12，16，7，15）（14，1）（8，6）10，5，4（3，11）－13

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

勝馬の
紹 介

チ ャ オ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2011．4．27生 牡3芦 母 ツルマルハロー 母母 スリーソウツ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 スノータイフーン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 ニシノウィード号

06030 3月8日 晴 良 （26中山2）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：58．0
1：56．1

良
良

48 ストーミング 牡3栗 56 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 476± 02：03．7 7．7�
35 ジュエルプラネット 牡3鹿 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456－ 42：03．91� 2．6�
713 ウインインスパイア 牡3黒鹿56 石橋 脩�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 438－ 2 〃 ハナ 7．6�
24 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 横山 典弘小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 468＋ 22：04．11� 16．9�
815 ルミナスウォリアー 牡3鹿 56 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 454－102：04．2� 8．5	
12 トーセンパシュート 牡3鹿 56 松岡 正海島川 
哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 526－ 42：04．3クビ 100．8�
816 レテルノアモーレ 牡3鹿 56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 22：04．51� 26．4�
47 ストロングバルドル 牡3鹿 56 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468± 02：04．6� 20．2
23 イデアオブクィーン 牝3芦 54 中舘 英二益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 400＋ 22：04．7クビ 101．0�
59 キングランベリ 牡3鹿 56 蛯名 正義村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 510± 02：04．8� 12．7�
510 パ ラ ド ー ロ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋ 82：04．9� 16．1�
714 ナカヤマジョーイ 牡3栗 56 内田 博幸和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 458－ 2 〃 クビ 6．8�
11 ディーエスプロパー 牡3栗 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 452 ―2：05．0� 346．0�
36 ローレルルーチェ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 協和牧場 462－ 62：05．1� 150．7�
612 レッドリベリオン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 戸田 博文 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 22：05．52� 66．2�
611 ショウナンサバンナ 牡3黒鹿56 丸山 元気国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか ヒサイファーム B494－ 42：05．81� 155．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，268，900円 複勝： 59，757，500円 枠連： 23，115，000円
馬連： 70，432，300円 馬単： 39，214，900円 ワイド： 33，498，400円
3連複： 85，490，100円 3連単： 128，123，000円 計： 471，900，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 210円 � 140円 � 190円 枠 連（3－4） 810円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 470円 �� 690円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 322689 的中 � 33082（4番人気）
複勝票数 計 597575 的中 � 67656（5番人気）� 134763（1番人気）� 77039（2番人気）
枠連票数 計 231150 的中 （3－4） 21079（3番人気）
馬連票数 計 704323 的中 �� 45130（4番人気）
馬単票数 計 392149 的中 �� 8901（9番人気）
ワイド票数 計 334984 的中 �� 18077（3番人気）�� 11616（6番人気）�� 18417（2番人気）
3連複票数 計 854901 的中 ��� 30206（1番人気）
3連単票数 計1281230 的中 ��� 5763（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．0―49．0―1：02．1―1：14．9―1：27．5―1：39．9―1：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストーミング �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．23 東京9着

2011．5．15生 牡3栗 母 オリヴェット 母母 クロシェットノエル 4戦1勝 賞金 7，600，000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。
（非抽選馬） 4頭 エルトント号・ギャングセブン号・マイネルミランダス号・マスソングウインド号



06031 3月8日 晴 稍重 （26中山2）第3日 第7競走 ��
��1，200�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 7，200，000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

12 � シ ャ ラ ク 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike
Abraham 502＋ 21：12．6 3．3�

612 マーセブナカヤマ 牡3鹿 56 田辺 裕信�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 538＋ 4 〃 クビ 14．1�
59 ディアゴッホ 牡3栗 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 506－ 21：12．81� 8．1�
48 シゲルオオスミ 牝3鹿 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 446－ 61：12．9� 17．2�
36 ナスケンリュウジン 牡3栗 56 横山 和生那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 450± 01：13．0� 75．3�
714 リアルモード 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 462＋ 4 〃 クビ 8．0	
611 キョウエイボヌール 牝3栗 54 津村 明秀田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 460＋ 21：13．1クビ 92．0

11 � ラナウェイビート 牡3鹿 56 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

512－ 41：13．31 5．2�
510 トリックデック 牡3栗 56 三浦 皇成前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 21：13．72� 6．0�
815 アポロデイライト 牝3栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 456± 0 〃 クビ 84．1
24 ダイチヴュルデ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440－ 61：13．8クビ 80．5�
35 ギンザデスポット 牡3栗 56 松岡 正海有馬 博文氏 清水 英克 厚真 大川牧場 470－ 21：14．01	 22．8�
816 カウンターハッセキ 牡3鹿 56 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 448＋ 61：14．31
 10．7�
713 ファンファーレ 牝3栗 54 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B468－ 41：14．4� 211．4�
23 タマモエスカルゴ 牝3青鹿 54

51 ▲伴 啓太タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B460± 01：14．93 108．8�
47 サクセスフィリア 牝3鹿 54 内田 博幸髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 428－ 21：18．1大差 43．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，017，300円 複勝： 58，225，300円 枠連： 28，981，400円
馬連： 87，586，300円 馬単： 50，247，300円 ワイド： 41，343，200円
3連複： 116，506，500円 3連単： 181，592，200円 計： 600，499，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 200円 � 450円 � 260円 枠 連（1－6） 1，890円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 7，280円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 970円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 12，820円 3 連 単 ��� 68，730円

票 数

単勝票数 計 360173 的中 � 86072（1番人気）
複勝票数 計 582253 的中 � 91821（1番人気）� 29433（8番人気）� 61284（5番人気）
枠連票数 計 289814 的中 （1－6） 11322（9番人気）
馬連票数 計 875863 的中 �� 15489（22番人気）
馬単票数 計 502473 的中 �� 5099（36番人気）
ワイド票数 計 413432 的中 �� 6299（25番人気）�� 10656（11番人気）�� 9484（14番人気）
3連複票数 計1165065 的中 ��� 6708（51番人気）
3連単票数 計1815922 的中 ��� 1950（264番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．6―12．1―13．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．3―46．4―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シ ャ ラ ク �
�
父 Cowboy Cal �

�
母父 Lord Carson デビュー 2013．12．21 中山1着

2011．2．10生 牡3鹿 母 Carson City Red 母母 Marlenesatthemall 2戦2勝 賞金 14，200，000円
〔発走状況〕 タマモエスカルゴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 キョウエイボヌール号の騎手津村明秀は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクセスフィリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月8日まで平地競

走に出走できない。

06032 3月8日 晴 稍重 （26中山2）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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

814� ヤンキーソヴリン 	4黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.
Brilie, L. P. B492－101：55．9 5．5�

22 ナムライチバンボシ 牡4鹿 57 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 494－ 21：56．11
 6．9�
46 キ マ モ リ 牡4黒鹿57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 クビ 16．4�
611 ジャーラベンナ 牡4栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 500＋ 4 〃 ハナ 3．8�
35 � サンタクローチェ 牝4青鹿 55

52 ▲木幡 初也村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 484± 01：56．2� 18．8�
815 ヴィアレーギア 牡4黒鹿57 吉田 隼人伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 544＋ 41：56．51 11．8�
58 � コパノツイテル 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太小林 祥晃氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 41：56．6クビ 15．5	
713� ナンヨーヤシマ 牡5青鹿57 柴田 大知中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B518＋ 21：56．7 164．9

11 バ ン ク シ ー 牡4鹿 57 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 クビ 22．4�
59 ネオヴァンデロア 牡4黒鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 524＋ 41：56．8クビ 22．0�
34 マスタープラチナム 牝4栗 55 村田 一誠谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 452－ 21：57．11 114．8�
47 フィーユブルー 	5鹿 57 江田 照男青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B482± 0 〃 ハナ 5．5�
610� サンマルダーム 牝5栗 55 杉原 誠人相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 436＋ 41：57．31
 303．3�
23 アウレオーラ 牝4黒鹿55 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 B518＋ 21：58．68 34．0�
712 アメリカンドリーム 牡4鹿 57 後藤 浩輝杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 516＋141：59．45 11．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，435，800円 複勝： 44，274，500円 枠連： 24，213，500円
馬連： 77，449，400円 馬単： 41，979，000円 ワイド： 34，319，900円
3連複： 98，952，000円 3連単： 153，963，200円 計： 500，587，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 240円 � 430円 枠 連（2－8） 1，050円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，650円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 10，130円 3 連 単 ��� 50，750円

票 数

単勝票数 計 254358 的中 � 37052（2番人気）
複勝票数 計 442745 的中 � 62151（2番人気）� 50029（4番人気）� 23827（7番人気）
枠連票数 計 242135 的中 （2－8） 17157（5番人気）
馬連票数 計 774494 的中 �� 34710（5番人気）
馬単票数 計 419790 的中 �� 9090（10番人気）
ワイド票数 計 343199 的中 �� 11778（5番人気）�� 5016（24番人気）�� 5642（18番人気）
3連複票数 計 989520 的中 ��� 7211（35番人気）
3連単票数 計1539632 的中 ��� 2239（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．5―50．4―1：03．8―1：17．1―1：30．0―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．8
1
3
15（3，5）8（2，12）6（10，14）7，11－（4，9）13＝1・（15，5，8）（12，14）（3，7，2）（6，11，9）（4，10）（1，13）

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

勝馬の
紹 介

�ヤンキーソヴリン �
�
父 Successful Appeal �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2012．7．22 札幌2着

2010．5．3生 	4黒鹿 母 Yanquee Reign 母母 Quarteira 19戦2勝 賞金 31，070，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 サンマルダーム号の騎手杉原誠人は，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：1番・4番）



06033 3月8日 晴 良 （26中山2）第3日 第9競走 ��
��1，600�

お う ば い

黄 梅 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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

11 パワースラッガー 牡3鹿 56 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 476－ 81：37．4 7．4�
22 マイネルメリエンダ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 452－10 〃 アタマ 3．5�
55 ウインフェニックス 牡3鹿 56 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 446－ 41：37．82� 1．9�
33 ラインハーディー 牝3栗 54 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 アタマ 24．2�
66 オンタケハート 牡3鹿 56 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 484－ 81：38．11� 15．3�
44 チ ュ ロ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 454－ 21：38．31� 15．5	
89 アラマサクロフネ 牝3鹿 54 後藤 浩輝
アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472－ 41：38．51	 22．0�
77 
 コスモスパークル 牡3芦 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 奥村 武 新冠 ラツキー牧場 466＋101：38．71	 95．5�
88 ヴァイサーリッター 牡3芦 56 横山 典弘 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：38．8� 16．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，315，600円 複勝： 79，916，700円 枠連： 18，754，100円
馬連： 86，235，000円 馬単： 63，753，300円 ワイド： 35，069，200円
3連複： 99，954，300円 3連単： 274，377，300円 計： 697，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 160円 � 120円 � 110円 枠 連（1－2） 1，390円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 140円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 393156 的中 � 41932（3番人気）
複勝票数 計 799167 的中 � 74750（3番人気）� 148385（2番人気）� 391710（1番人気）
枠連票数 計 187541 的中 （1－2） 9969（5番人気）
馬連票数 計 862350 的中 �� 56660（4番人気）
馬単票数 計 637533 的中 �� 17185（10番人気）
ワイド票数 計 350692 的中 �� 22380（3番人気）�� 32109（2番人気）�� 83302（1番人気）
3連複票数 計 999543 的中 ��� 144392（1番人気）
3連単票数 計2743773 的中 ��� 35738（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．5―12．8―12．6―12．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．9―49．7―1：02．3―1：14．6―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パワースラッガー �
�
父 ウインラディウス �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2014．1．6 中山1着

2011．3．30生 牡3鹿 母 クリスタルフローラ 母母 キオイドリーム 3戦2勝 賞金 16，024，000円

06034 3月8日 晴 良 （26中山2）第3日 第10競走 ��
��1，800�スピカステークス

発走15時10分 （芝・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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

11 トーセンジャガー 牡6青 57 戸崎 圭太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 502＋141：50．1 28．1�

22 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B500＋ 2 〃 アタマ 3．6�
33 ライズトゥフェイム 牡4鹿 57 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 480－ 41：50．42 3．0�
66 フラアンジェリコ 牡6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 512－ 41：50．71� 4．6�
55 ミヤコマンハッタン 牝5鹿 55 内田 博幸吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 488＋ 21：50．8� 6．5	
77 ダイワストリーム 牝4栗 55 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 478± 01：51．01	 15．4

44 エデンロック 牡4鹿 57 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 470－ 21：51．63
 5．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 37，481，300円 複勝： 47，783，100円 枠連： 発売なし
馬連： 96，577，900円 馬単： 59，151，400円 ワイド： 30，263，700円
3連複： 96，096，900円 3連単： 278，009，700円 計： 645，364，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，810円 複 勝 � 1，270円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 12，900円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 920円 �� 250円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 42，230円

票 数

単勝票数 計 374813 的中 � 10529（7番人気）
複勝票数 計 477831 的中 � 12169（7番人気）� 106392（2番人気）
馬連票数 計 965779 的中 �� 14093（17番人気）
馬単票数 計 591514 的中 �� 3386（37番人気）
ワイド票数 計 302637 的中 �� 5306（17番人気）�� 7373（13番人気）�� 36354（1番人気）
3連複票数 計 960969 的中 ��� 19697（13番人気）
3連単票数 計2780097 的中 ��� 4859（143番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―12．8―13．0―11．5―11．2―11．7―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．5―38．3―51．3―1：02．8―1：14．0―1：25．7―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F36．1
1
3
5，7（1，3，4，6）－2
2－5，7（1，3，4，6）

2
4
5，7（1，3，4）6，2
2－（1，5，7）（3，6）4

勝馬の
紹 介

トーセンジャガー �

父 マンハッタンカフェ �


母父 ジェイドロバリー デビュー 2010．9．20 札幌10着

2008．4．13生 牡6青 母 トーセンザサン 母母 サンセットムーン 24戦5勝 賞金 80，673，000円



06035 3月8日 晴 良 （26中山2）第3日 第11競走 ��
��1，200�第9回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，25．3．2以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，25．3．1以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

夕刊フジ賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 スマートオリオン 牡4栗 56 横山 典弘大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 498－ 61：08．9 8．5�
815 スノードラゴン 牡6芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 514＋ 41：09．11� 41．4�
816 レッドスパーダ 牡8鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B536＋ 61：09．31� 35．6�
23 インプレスウィナー 牡7青 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456± 0 〃 アタマ 39．9�
59 ア フ ォ ー ド 牡6鹿 56 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 462－ 6 〃 アタマ 26．3�
48 スギノエンデバー 牡6鹿 56 吉田 豊杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464－ 61：09．4	 31．2	
36 プリンセスメモリー 牝7鹿 54 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 410－ 21：09．61� 69．3

611 リアルインパクト 牡6鹿 57 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 528＋14 〃 ハナ 6．4�
713 ツインクルスター 牝5栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 2 〃 ハナ 57．1
47 アースソニック 牡5鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 480± 0 〃 クビ 24．2�
714 ミヤジエムジェイ 牡6鹿 56 柴田 善臣曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 506－ 21：09．7
 164．1�
35 レオンビスティー 牡5鹿 56 田辺 裕信備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 498－ 41：09．8クビ 8．7�
24 ハクサンムーン 牡5栗 57 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 480± 0 〃 ハナ 1．7�
612 ハ ノ ハ ノ 牡6鹿 56 蛯名 正義�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 470＋ 41：10．22	 33．8�
510 ケイアイアストン 牡9鹿 56 松岡 正海亀田 和弘氏 和田 正道 静内 松田 三千雄 486＋ 6 〃 クビ 329．9�
12 アンバルブライベン 牝5鹿 54 田中 健伊藤 信之氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 436－141：10．3クビ 108．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 128，804，900円 複勝： 201，660，100円 枠連： 81，434，900円
馬連： 416，188，100円 馬単： 253，049，200円 ワイド： 162，189，400円
3連複： 609，024，800円 3連単： 1，240，518，500円 計： 3，092，869，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 290円 � 840円 � 790円 枠 連（1－8） 4，760円

馬 連 �� 13，080円 馬 単 �� 25，560円

ワ イ ド �� 3，530円 �� 3，870円 �� 9，090円

3 連 複 ��� 102，480円 3 連 単 ��� 572，550円

票 数

単勝票数 計1288049 的中 � 120240（3番人気）
複勝票数 計2016601 的中 � 209425（4番人気）� 59140（9番人気）� 63218（8番人気）
枠連票数 計 814349 的中 （1－8） 12636（18番人気）
馬連票数 計4161881 的中 �� 23487（39番人気）
馬単票数 計2530492 的中 �� 7309（67番人気）
ワイド票数 計1621894 的中 �� 11372（39番人気）�� 10353（42番人気）�� 4357（73番人気）
3連複票数 計6090248 的中 ��� 4386（222番人気）
3連単票数 計12405185 的中 ��� 1599（1064番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．0―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―33．9―45．5―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 4，13（1，2，16）7（3，12）（5，6，14）15，8，9（11，10） 4 ・（4，13）（1，16）7（3，6，12，14）（5，15，9）8（2，11）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートオリオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2012．8．4 新潟9着

2010．3．15生 牡4栗 母 トロピカルレディー 母母 キヤニオンシロー 12戦5勝 賞金 103，587，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サイレントソニック号
（非抽選馬）12頭 エーシンミラージュ号・カオスモス号・サクラプレジール号・サドンストーム号・ザラストロ号・サワノパンサー号・

シャイニープリンス号・ゼロス号・チャーリーブレイヴ号・メモリアルイヤー号・リトルゲルダ号・ワキノブレイブ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスマートオリオン号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

06036 3月8日 晴 稍重 （26中山2）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

610 ミッキーナチュラル 牡5栗 57 田辺 裕信野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 498－ 81：54．7 3．5�
35 ハギノコメント 牡5鹿 57 横山 和生日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント 490－ 41：54．8� 15．3�
47 ハイパーチャージ 	4鹿 57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 502＋ 8 〃 クビ 4．9�
713 プレミアムタイム 牡5栗 57 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B506＋ 21：55．12 3．6�
23 コパノウィリアム 牡5鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 480＋ 41：55．2
 19．7�
22 トリニティチャーチ 	6鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：55．3クビ 9．8	
712 トミケンユークアイ 	5黒鹿57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 502－ 41：55．72� 19．5

34 ツクババンドーオー 牡5鹿 57 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 494－ 2 〃 アタマ 39．2�
46 テンゲントッパ 牡6黒鹿57 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B456＋ 6 〃 クビ 172．3�
11 ヤマタケディガー 牡8栗 57

54 ▲原田 和真山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 458－ 6 〃 ハナ 166．2
58 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 490± 01：55．8クビ 20．2�
815 ゴールウェイ 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 栗田 徹 洞�湖 メジロ牧場 472－ 21：56．11
 62．9�
611 ウインベルカント 牡7黒鹿57 大野 拓弥�ウイン 奥村 武 新ひだか 原口牧場 486－ 61：56．52� 101．4�
814 ムードティアラ 牝4鹿 55 内田 博幸�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 480＋ 61：57．03 9．9�
59 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 522－ 21：57．74 122．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 59，438，300円 複勝： 95，826，400円 枠連： 45，231，000円
馬連： 209，627，300円 馬単： 84，989，600円 ワイド： 71，371，900円
3連複： 214，086，300円 3連単： 391，030，300円 計： 1，171，601，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 320円 � 200円 枠 連（3－6） 2，230円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 780円 �� 470円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 27，810円

票 数

単勝票数 計 594383 的中 � 134406（1番人気）
複勝票数 計 958264 的中 � 197738（1番人気）� 65071（6番人気）� 124759（3番人気）
枠連票数 計 452310 的中 （3－6） 15025（12番人気）
馬連票数 計2096273 的中 �� 59957（9番人気）
馬単票数 計 849896 的中 �� 14578（15番人気）
ワイド票数 計 713719 的中 �� 22209（8番人気）�� 40299（2番人気）�� 14169（15番人気）
3連複票数 計2140863 的中 ��� 36356（11番人気）
3連単票数 計3910303 的中 ��� 10380（70番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．6―13．9―12．5―12．2―12．5―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―38．2―52．1―1：04．6―1：16．8―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーナチュラル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．2．19 東京2着

2009．3．19生 牡5栗 母 ナチュラルメイク 母母 メ ロ ウ キ ス 17戦4勝 賞金 43，689，000円
〔制裁〕 コパノウィリアム号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・9番・14番）



（26中山2）第3日 3月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

248，560，000円
7，080，000円
1，400，000円
21，830，000円
66，837，000円
5，532，800円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
471，823，200円
797，814，200円
308，604，200円
1，305，448，400円
766，229，200円
533，808，500円
1，675，804，700円
3，223，543，100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 9，083，075，500円

総入場人員 19，070名 （有料入場人員 16，967名）
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