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09001 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05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

714 アイヅラブリー 牝3鹿 54 武士沢友治真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 444－ 81：57．5 6．5�
510 デルマシズカチャン 牝3栗 54 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B454－ 81：58．24 2．2�
815 マユラウインド 牝3黒鹿54 後藤 浩輝石川 眞実氏 萩原 清 新冠 須崎牧場 464－ 21：58．3� 11．4�
816 ドナアヴィード 牝3芦 54 戸崎 圭太久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 アタマ 5．9�
12 グレイトフル 牝3黒鹿54 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－101：58．4� 7．8�
612 シ ュ メ リ ア 牝3黒鹿54 村田 一誠山本 英俊氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B496－ 41：59．03� 14．2�
35 シ ナ モ ン 牝3栗 54 津村 明秀村島 昭男氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452－ 21：59．32 90．5	
713 スリーパイン 牝3鹿 54 田中 勝春鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 470＋ 22：00．04 29．1

48 メルヘンハート 牝3鹿 54 丸田 恭介堀口 晴男氏 和田 雄二 新ひだか 有限会社石川牧場 B426－ 42：00．42� 165．6�
24 ラッキーゴールド 牝3鹿 54 宮崎 北斗�下河辺牧場 金成 貴史 日高 下河辺牧場 438＋142：00．61� 246．4
36 ケラウズランブラ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 444－ 22：00．91� 265．4�
11 ニシノシオン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 岡田牧場 446－202：01．0� 209．0�
23 セイカイリス 牝3鹿 54 田辺 裕信久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B450－16 〃 ハナ 9．3�
47 タイキエミリー 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 日田牧場 B420－ 62：01．1� 184．2�
611 グランレーブ 牝3栗 54 松岡 正海友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 424－ 62：01．2� 94．3�
59 シャトーココ 牝3鹿 54 柴田 未崎円城 幸男氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 374－ 62：02．47 470．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，475，900円 複勝： 28，969，100円 枠連： 11，056，600円
馬連： 39，754，800円 馬単： 27，070，800円 ワイド： 18，378，400円
3連複： 53，666，800円 3連単： 86，644，000円 計： 283，016，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 120円 � 230円 枠 連（5－7） 510円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 270円 �� 710円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 8，550円

票 数

単勝票数 計 174759 的中 � 21324（3番人気）
複勝票数 計 289691 的中 � 42865（2番人気）� 90154（1番人気）� 24704（5番人気）
枠連票数 計 110566 的中 （5－7） 16315（2番人気）
馬連票数 計 397548 的中 �� 47730（1番人気）
馬単票数 計 270708 的中 �� 12357（4番人気）
ワイド票数 計 183784 的中 �� 19038（1番人気）�� 5881（9番人気）�� 8461（6番人気）
3連複票数 計 536668 的中 ��� 24062（2番人気）
3連単票数 計 866440 的中 ��� 7481（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―37．2―51．0―1：04．5―1：17．9―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4F53．0―3F39．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

アイヅラブリー �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2013．8．31 新潟7着

2011．3．22生 牝3鹿 母 プ レ ー ミ オ 母母 シクレノンビオス 6戦1勝 賞金 5，500，000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） 1頭 ムーンパスラブ号
（非抽選馬） 2頭 ケイツーエマー号・リースリング号

09002 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35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

712 ラシアンカウボーイ 牡3栗 56 戸崎 圭太�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 486－ 81：13．7 2．8�
815 リ オ ヴ ェ ラ �3栗 56 三浦 皇成山口功一郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 482－ 41：13．8� 43．8�
713 ゴールデンスピード 牡3芦 56 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 浦河 三好牧場 468－ 61：13．9	 2．1�
35 モントボーゲン 牝3鹿 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 468± 01：14．0� 5．0�
58 クラスタディケイ 牡3鹿 56 横山 和生池谷 誠一氏 本間 忍 新ひだか マークリ牧場 474± 01：14．1	 18．9�
22 プ レ ー ル 牝3青 54 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 上村 清志 480－ 41：14．2クビ 41．0	
23 パイメイメイ 牝3鹿 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 464－ 21：15．05 44．4

610 ニシノベニザクラ 牝3青鹿54 蛯名 正義西山 茂行氏 伊藤 圭三 浦河 高昭牧場 B468－ 81：15．1クビ 113．8�
46 サマーデライト 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B432－201：15．31� 27．0�
59 ケンブリッジアド 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 400－ 81：15．61	 797．9

814 カ ツ ラ オ ー 牡3栗 56 大野 拓弥篠木 俊二氏 菅原 泰夫 茨城 篠木牧場 432－101：15．7	 395．2�
11 エイシンディズニー 牡3青鹿56 内田 博幸�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 480 ―1：16．02 26．6�
34 ジ ェ ン マ 牝3鹿 54 藤岡 康太石川 幸司氏 南田美知雄 新冠 石郷岡 雅樹 430 ―1：16．21 370．7�
611 ガーネットアイ 牝3鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 390－ 41：16．94 369．9�
47 タケデンカイザー 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 490－101：17．11 395．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，262，600円 複勝： 38，627，200円 枠連： 13，232，500円
馬連： 43，320，400円 馬単： 30，957，700円 ワイド： 19，818，200円
3連複： 59，408，100円 3連単： 110，717，600円 計： 337，344，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 460円 � 110円 枠 連（7－8） 1，630円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 780円 �� 160円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 11，690円

票 数

単勝票数 計 212626 的中 � 60720（2番人気）
複勝票数 計 386272 的中 � 90390（2番人気）� 10683（9番人気）� 147024（1番人気）
枠連票数 計 132325 的中 （7－8） 6025（6番人気）
馬連票数 計 433204 的中 �� 9279（12番人気）
馬単票数 計 309577 的中 �� 4769（15番人気）
ワイド票数 計 198182 的中 �� 5032（12番人気）�� 43257（1番人気）�� 5539（8番人気）
3連複票数 計 594081 的中 ��� 25098（6番人気）
3連単票数 計1107176 的中 ��� 6994（28番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．6―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．6―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラシアンカウボーイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．6．15 東京12着

2011．5．18生 牡3栗 母 ビコーマジェスティ 母母 プリンセスビコー 5戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 モントボーゲン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 アミフジテンショウ号（疾病〔感冒〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トドロキバクシン号・メイジン号

第３回 中山競馬 第１日



09003 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

36 デグニティクローズ 牡3鹿 56 大野 拓弥�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502－101：57．5 19．4�

11 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 444＋ 21：57．6� 39．7�
47 モンサンプロキオン 牡3鹿 56 津村 明秀山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 B486－ 81：58．02� 20．3�
35 マイネルゲール 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 496－121：58．21� 14．2�
815 ライトサーパス 牡3栗 56 松岡 正海村上 稔氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 472－ 41：58．51� 39．0�
48 ビックナジョーカー 牡3鹿 56 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー

ブル 466＋ 21：58．6クビ 1．7	
23 プリンケプス 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 490＋ 21：58．7� 5．5


（伊）

611 タイセイヒート 牡3青鹿56 後藤 浩輝田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：58．91� 26．2�
59 センノイギダー 牡3栗 56 宮崎 北斗浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 468＋ 21：59．22 521．2�
510 リ キ マ ル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 日高 高柳 隆男 488＋121：59．3クビ 10．5
24 フェスティヴサン 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真臼井義太郎氏 本間 忍 新ひだか 大典牧場 478＋ 62：01．9大差 352．4�
816 ナイルエクスプレス 牡3芦 56 吉田 豊 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B480－ 82：02．0� 17．1�
713 カーボンタイクーン 牡3鹿 56 石橋 脩米本 昌史氏 木村 哲也 浦河 丸村村下

ファーム 492± 02：02．1クビ 31．1�
12 ハコダテノタカ �3鹿 56 田辺 裕信河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B436＋ 42：02．63 41．6�
612 アルビセレステ �3黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 小島 太 安平 ノーザンファーム 474－ 42：02．7� 127．9�

（15頭）
714 スターリングワン 牡3鹿 56 武士沢友治 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 草薙 利昭 508 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 22，089，800円 複勝： 48，809，100円 枠連： 12，348，000円
馬連： 43，574，700円 馬単： 32，583，400円 ワイド： 23，425，300円
3連複： 58，397，600円 3連単： 96，522，800円 計： 337，750，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 630円 � 1，110円 � 880円 枠 連（1－3） 5，840円

馬 連 �� 19，550円 馬 単 �� 50，000円

ワ イ ド �� 5，020円 �� 3，460円 �� 7，840円

3 連 複 ��� 127，890円 3 連 単 ��� 659，580円

票 数

単勝票数 差引計 220898（返還計 379） 的中 � 8988（6番人気）
複勝票数 差引計 488091（返還計 1001） 的中 � 21270（5番人気）� 11322（10番人気）� 14566（8番人気）
枠連票数 差引計 123480（返還計 83） 的中 （1－3） 1563（17番人気）
馬連票数 差引計 435747（返還計 2284） 的中 �� 1645（42番人気）
馬単票数 差引計 325834（返還計 1558） 的中 �� 481（92番人気）
ワイド票数 差引計 234253（返還計 1511） 的中 �� 1149（46番人気）�� 1679（36番人気）�� 731（58番人気）
3連複票数 差引計 583976（返還計 4992） 的中 ��� 337（179番人気）
3連単票数 差引計 965228（返還計 9059） 的中 ��� 108（957番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．1―13．0―13．1―13．8―14．6―13．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．0―49．0―1：02．1―1：15．9―1：30．5―1：44．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F55．4―3F41．6
1
3
16－2（3，10）（7，13）－8，9（1，15）－（5，4，11）＝6，12
16－（7，2，10）9（1，8，13，11）15，5－（3，4，6）＝12

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

勝馬の
紹 介

デグニティクローズ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．24 新潟10着

2011．5．2生 牡3鹿 母 ドレスコード 母母 ハートリーフⅡ 8戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走除外〕 スターリングワン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ハコダテノタカ号の調教師相沢郁は，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。

マイネルゲール号の騎手丹内祐次は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・11番・15
番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハコダテノタカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月29日まで平地競
走に出走できない。
アルビセレステ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月29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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 カシマブレイン号・ディープフォンテン号・ドクターシェイド号
※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。

09004 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35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

24 モンサンカノープス 牡3鹿 56 田辺 裕信山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 528－ 61：50．2 4．5�
816 サクラプレミア 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 486＋141：50．41� 17．8�
815 ウイングオブハーツ 牡3黒鹿56 後藤 浩輝有限会社シルク伊藤 圭三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：50．61� 7．5�
35 クイーンラズベリ 牝3栗 54 横山 和生 �グリーンファーム加藤 和宏 千歳 社台ファーム 442± 01：50．7クビ 72．5�
59 ブ ラ ウ 牡3栗 56 内田 博幸若松 伸治氏 菅原 泰夫 浦河 大道牧場 448± 01：50．91� 9．7�
48 チ ー カ 牝3芦 54 M．デムーロ窪田 康志氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432± 0 〃 ハナ 11．9	
（伊）

510 ストームボーイ 牡3鹿 56 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466＋ 81：51．11� 120．2


23 タ ケ シ ク ン 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 450－ 61：51．31� 11．4�
714 オールレディゼア 牡3黒鹿56 蛯名 正義�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 508－ 8 〃 クビ 5．4
612 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 448－ 41：51．4クビ 164．1�
36 コスモチョコレイ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 438± 0 〃 ハナ 21．3�
11 クールジャイロ 牡3栗 56 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 506－ 61：51．5� 129．5�
713 ラフィンテール 牝3芦 54 武士沢友治吉田 和子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 ハナ 166．5�
47 ヤギリヒマワリ 牝3鹿 54 柴田 善臣内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 454－ 2 〃 クビ 377．3�
12 ロンギングケイシー 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 472－161：51．6� 11．2�
611 メイショウアガサ 牝3鹿 54 川田 将雅松本 好�氏 小島 太 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－141：51．81� 4．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，029，200円 複勝： 42，214，800円 枠連： 15，652，800円
馬連： 52，979，500円 馬単： 29，155，800円 ワイド： 24，760，900円
3連複： 67，025，100円 3連単： 96，836，600円 計： 351，654，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 440円 � 280円 枠 連（2－8） 740円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 8，630円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 580円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 57，220円

票 数

単勝票数 計 230292 的中 � 40441（1番人気）
複勝票数 計 422148 的中 � 77384（1番人気）� 21303（9番人気）� 38824（4番人気）
枠連票数 計 156528 的中 （2－8） 15784（1番人気）
馬連票数 計 529795 的中 �� 8505（25番人気）
馬単票数 計 291558 的中 �� 2495（41番人気）
ワイド票数 計 247609 的中 �� 3993（24番人気）�� 11232（2番人気）�� 3410（33番人気）
3連複票数 計 670251 的中 ��� 5096（37番人気）
3連単票数 計 968366 的中 ��� 1249（221番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―13．0―12．2―12．5―12．2―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．8―49．8―1：02．0―1：14．5―1：26．7―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンサンカノープス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Quiet American デビュー 2013．9．15 中山11着

2011．4．14生 牡3鹿 母 ピ ア ソ ラ 母母 ソ ル ヴ ァ ラ 7戦1勝 賞金 8，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ネオリアリズム号
（非抽選馬） 1頭 カイトウショウジョ号
※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。



09005 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時25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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ノースショアビーチ 牡3鹿 56 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム 484－ 21：53．9 22．4�
22 ニシノゲンキマル 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 502＋ 21：54．11� 10．3�
69 ストロングサウザー 牡3鹿 56 岩田 康誠村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462－ 21：54．95 1．8�
45 アサクサスターズ 牡3栗 56 川田 将雅田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482± 01：55．0� 4．4�
44 サ ウ ス ゴ ビ 牡3栗 56 蛯名 正義 K.C．タン氏 和田 正道 新冠 アサヒ牧場 448± 01：55．42� 34．7�
33 ロトラトゥール 牝3鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 486＋ 21：55．61� 33．2	
56 コスモラヴモア 牡3鹿 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 476± 0 〃 ハナ 112．2�
812 ヴォルスング 牡3鹿 56 後藤 浩輝有限会社シルク牧浦 充徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 01：56．34 18．7�
813 ブルーボサノヴァ 牝3栗 54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 B482＋101：57．25 162．8
68 スプリングサヴァン 牝3鹿 54 戸崎 圭太加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 432－ 61：57．3� 29．7�
710 ラフィネシチー 牝3青鹿54 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 454＋ 61：57．72� 9．1�

（伊）

711 アートフェスタ 牡3黒鹿56 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 494－ 6 〃 クビ 34．1�
57 メイプルレジェンド 牡3鹿 56 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット 482＋ 41：58．55 98．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，058，700円 複勝： 49，087，100円 枠連： 13，824，100円
馬連： 55，736，100円 馬単： 36，165，800円 ワイド： 27，818，000円
3連複： 69，928，700円 3連単： 121，323，800円 計： 402，942，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 400円 � 230円 � 130円 枠 連（1－2） 8，930円

馬 連 �� 9，220円 馬 単 �� 23，150円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 950円 �� 400円

3 連 複 ��� 5，350円 3 連 単 ��� 68，720円

票 数

単勝票数 計 290587 的中 � 10244（6番人気）
複勝票数 計 490871 的中 � 23672（6番人気）� 50363（3番人気）� 138188（1番人気）
枠連票数 計 138241 的中 （1－2） 1143（20番人気）
馬連票数 計 557361 的中 �� 4464（26番人気）
馬単票数 計 361658 的中 �� 1153（56番人気）
ワイド票数 計 278180 的中 �� 2225（32番人気）�� 7066（8番人気）�� 19371（2番人気）
3連複票数 計 699287 的中 ��� 9663（14番人気）
3連単票数 計1213238 的中 ��� 1303（207番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．2―50．5―1：03．9―1：16．9―1：29．6―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．0
1
3
1，2（4，5）10，9，6，8（3，12）13（7，11）・（1，2）（4，5，8）（6，9，10，12）11，3（7，13）

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

勝馬の
紹 介

ノースショアビーチ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー 2013．7．13 函館3着

2011．4．13生 牡3鹿 母 ビーチフラッグ 母母 First Flag 8戦2勝 賞金 16，720，000円
※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。

09006 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・右・外）
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
1：06．7
1：06．5

良
良

47 トーセンシルエット 牝3芦 54 柴田 善臣島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 444－121：09．3 12．1�

713 ウインネオルーラー 牡3黒鹿56 石橋 脩�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 476＋ 21：09．51� 32．4�
11 � トルセドール 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 460－ 4 〃 クビ 6．5�
59 グ ラ ン ツ 牡3黒鹿56 嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 61：09．71	 37．9�
816 ウインイルソーレ 牡3鹿 56 岩田 康誠�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 480－ 2 〃 アタマ 11．4	
612 ダイワラスター 牝3黒鹿54 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 412＋ 21：09．8クビ 98．3

12 ヴァイサーリッター 牡3芦 56 M．デムーロ �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 ハナ 2．6�

（伊）

714 ツクバジャパン 牡3芦 56 吉田 豊荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 526＋ 2 〃 クビ 7．8�
815 オータムラヴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 474－ 81：09．9� 15．3
35 クインズセブン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 浦河 富田牧場 490＋ 61：10．0クビ 18．4�
611 ウインエフォート 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 奥村 武 青森 青南ムラカミ

ファーム 482＋141：10．1� 136．2�
24 サ グ レ ス 牝3黒鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 クビ 9．1�
510 コスモマイルール 牝3栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 414－ 41：10．2クビ 241．3�
36 フレンチフェロー 
3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 436－12 〃 ハナ 31．8�
23 コ ス モ ド ガ 牡3栃栗56 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム B476－ 61：10．83� 13．7�
48 ファンファーレ 牝3栗 54 柴田 未崎清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント 470－ 21：11．01 370．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，985，000円 複勝： 45，812，600円 枠連： 21，989，300円
馬連： 56，428，100円 馬単： 32，029，600円 ワイド： 28，114，300円
3連複： 73，043，800円 3連単： 113，640，700円 計： 399，043，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 370円 � 800円 � 250円 枠 連（4－7） 3，280円

馬 連 �� 13，430円 馬 単 �� 26，770円

ワ イ ド �� 4，160円 �� 1，430円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 29，870円 3 連 単 ��� 208，110円

票 数

単勝票数 計 279850 的中 � 18304（6番人気）
複勝票数 計 458126 的中 � 32347（7番人気）� 13263（12番人気）� 55815（2番人気）
枠連票数 計 219893 的中 （4－7） 4960（12番人気）
馬連票数 計 564281 的中 �� 3103（55番人気）
馬単票数 計 320296 的中 �� 883（102番人気）
ワイド票数 計 281143 的中 �� 1637（57番人気）�� 4942（17番人気）�� 2789（36番人気）
3連複票数 計 730438 的中 ��� 1805（116番人気）
3連単票数 計1136407 的中 ��� 403（776番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンシルエット �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2013．6．1 東京1着

2011．1．30生 牝3芦 母 トーセンビレッタ 母母 フェザーマイハット 8戦2勝 賞金 25，381，000円
※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。



09007 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

610 メイスンウォー 牡4鹿 57 三浦 皇成梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 41：54．5 1．8�

46 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± 01：54．92� 4．3�
58 ジオメトリー 牡4栗 57 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 B494－ 21：55．43 24．5�
47 マイネルソウル 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B496－ 31：55．93 64．6�
35 ウインラヴェリテ 牡4栗 57 田辺 裕信�ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 B506＋ 21：56．0クビ 46．7�
22 マイネルドメニカ 牡5栗 57 内田 博幸 �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 494± 0 〃 クビ 17．0	
59 ニューハウン 牡4鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 532＋181：56．1� 13．9

815	 パ ス テ ィ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也坂田 行夫氏 嶋田 潤 浦河 吉田 又治 B446－ 61：56．63 122．5�
11 	 ホクレアポパイ 
5黒鹿57 柴田 善臣萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 424－ 21：56．92 57．9�
34 ロングシャドウ 牡4青鹿57 M．デムーロ飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500＋ 81：57．0� 6．4

（伊）

814 ラッキーストリーク 牡4鹿 57 杉原 誠人藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 448± 01：57．1� 271．8�
712	 レッドレガーロ 牡4鹿 57 横山 和生 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 522± 01：57．2� 167．2�
23 	 ロ ゼ オ 牡5栗 57 柴田 未崎栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 508＋ 81：57．3クビ 306．6�
611 ラルゴスパーダ 
4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B476－ 81：57．72� 14．9�
713 キングザブルース 牡5栗 57 田中 勝春西浦 和男氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 474－ 61：59．7大差 246．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，929，700円 複勝： 50，381，400円 枠連： 17，127，100円
馬連： 58，111，000円 馬単： 39，845，300円 ワイド： 26，974，900円
3連複： 70，716，700円 3連単： 130，704，400円 計： 421，790，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 300円 枠 連（4－6） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 560円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 279297 的中 � 122343（1番人気）
複勝票数 計 503814 的中 � 184008（1番人気）� 101686（2番人気）� 25722（7番人気）
枠連票数 計 171271 的中 （4－6） 39613（1番人気）
馬連票数 計 581110 的中 �� 126908（1番人気）
馬単票数 計 398453 的中 �� 57169（1番人気）
ワイド票数 計 269749 的中 �� 45704（1番人気）�� 10610（7番人気）�� 6184（11番人気）
3連複票数 計 707167 的中 ��� 32118（5番人気）
3連単票数 計1307044 的中 ��� 23546（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．8―49．9―1：02．8―1：15．7―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．8
1
3
5（10，11）13（6，8）（2，12）（4，9）＝7－3－14（1，15）・（5，10，4）11（2，6，9）8－（12，13，7）－（14，1）－3－15

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

勝馬の
紹 介

メイスンウォー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．3．23 中山9着

2010．4．29生 牡4鹿 母 ネバーエンディング 母母 マキシマムデニール 9戦2勝 賞金 21，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングザブルース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月29日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09008 3月29日 晴 良 （26中山3）第1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 7，500，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：13．2 2．4�
47 ドンビザッツウェイ 牡7鹿 57 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 504－ 2 〃 クビ 74．0�
35 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 468± 01：13．3クビ 26．9�
510 シュナップス 牡4栗 57 M．デムーロ藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 448－ 6 〃 クビ 7．3�

（伊）

12 カルブンクルス 牝5青 55 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 472＋ 21：13．4クビ 4．5�
611 ヘイハチスカイ 牡5鹿 57 藤岡 康太伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 466－ 4 〃 クビ 36．8�
815� ショウナンハヤブサ 牡5栗 57 大野 拓弥国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B514＋ 2 〃 ハナ 14．6	
59 ヒカリマサムネ 牡4栗 57 田辺 裕信
ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 456＋ 21：13．5クビ 6．9�
24 ナムライッポン 牡4黒鹿57 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 448－ 41：13．92� 12．1�
36 ヒシワイルド 牡5鹿 57 松岡 正海阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 476± 01：14．11� 17．6
714 パルトゥーラ 牝4栗 55 村田 一誠加藤 誠氏 田中 剛 洞	湖 メジロ牧場 B428－ 21：14．2� 374．8�
11 フランスギャル 牝5黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 476－ 21：14．3
 45．2�
23 アメリカンドリーム 牡4鹿 57 横山 和生杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B512－ 41：14．4
 76．3�
48 � ダイメイホーム 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 昇氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 482－231：14．5クビ 157．8�
713 ベルウッドシーマ 牡4黒鹿57 内田 博幸鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 506－141：14．6� 277．5�
816 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 柴田 未崎�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B448± 01：14．91
 277．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，295，900円 複勝： 54，440，100円 枠連： 21，774，000円
馬連： 74，444，800円 馬単： 43，118，900円 ワイド： 34，996，100円
3連複： 88，045，200円 3連単： 144，861，500円 計： 490，976，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 1，240円 � 460円 枠 連（4－6） 5，420円

馬 連 �� 7，710円 馬 単 �� 9，960円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 650円 �� 10，340円

3 連 複 ��� 30，810円 3 連 単 ��� 137，070円

票 数

単勝票数 計 292959 的中 � 98018（1番人気）
複勝票数 計 544401 的中 � 139003（1番人気）� 8650（11番人気）� 26253（8番人気）
枠連票数 計 217740 的中 （4－6） 2969（17番人気）
馬連票数 計 744448 的中 �� 7131（25番人気）
馬単票数 計 431189 的中 �� 3197（34番人気）
ワイド票数 計 349961 的中 �� 3876（25番人気）�� 14229（6番人気）�� 794（62番人気）
3連複票数 計 880452 的中 ��� 2109（87番人気）
3連単票数 計1448615 的中 ��� 780（384番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．8―48．1―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ バ イ ロ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2012．10．28 東京11着

2010．5．5生 牡4鹿 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン 19戦2勝 賞金 31，240，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ダイメイホーム号の調教師本間忍は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オリエンタルエジル号・マリーズミイ号
※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。



09009 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第9競走 ��2，000�ミ モ ザ 賞
発走14時35分 （芝・右）

牝，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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

33 ハピネスダンサー 牝3鹿 54 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466± 02：02．4 2．4�
22 ムードスウィングス 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �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 450＋ 22：02．61� 3．9�
45 アンジュデュバン 牝3黒鹿54 津村 明秀後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 444± 0 〃 クビ 37．2�
812 スペランツァデーア 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 438＋142：02．91� 8．4�

（伊）

711 エクセレントビュー 牝3青鹿54 内田 博幸有限会社シルク高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 454－ 22：03．11� 8．2�
813 パープルセイル 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 432－12 〃 クビ 15．1	
69 グラスプリマ 牝3鹿 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 514－ 8 〃 アタマ 34．3

57 デルマサリーチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 452± 02：03．2� 15．6�
11 マックスユーキャン 牝3栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 42：03．3� 37．6�
710 カ ッ テ 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 438－102：03．51� 162．9
44 ラインカグラ 牝3黒鹿54 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 418－102：04．24 9．3�
56 プレシャスムーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 436－ 22：04．3クビ 252．9�
68 ダイワバロニス 牝3青鹿54 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 466－ 42：05．68 53．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，738，800円 複勝： 64，143，500円 枠連： 20，879，200円
馬連： 95，368，500円 馬単： 54，638，800円 ワイド： 37，859，000円
3連複： 109，547，900円 3連単： 203，687，800円 計： 623，863，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 440円 枠 連（2－3） 460円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 200円 �� 940円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 11，480円

票 数

単勝票数 計 377388 的中 � 124742（1番人気）
複勝票数 計 641435 的中 � 199366（1番人気）� 122869（2番人気）� 23261（8番人気）
枠連票数 計 208792 的中 （2－3） 33998（1番人気）
馬連票数 計 953685 的中 �� 158350（1番人気）
馬単票数 計 546388 的中 �� 47626（1番人気）
ワイド票数 計 378590 的中 �� 62419（1番人気）�� 8618（12番人気）�� 6954（14番人気）
3連複票数 計1095479 的中 ��� 23070（9番人気）
3連単票数 計2036878 的中 ��� 13096（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．6―12．8―12．9―12．4―12．2―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．1―48．7―1：01．5―1：14．4―1：26．8―1：39．0―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―3F35．6
1
3
5－10（3，12）（9，4，13）2－7（6，11）－8－1
5，10，3，9（4，12）13，2（6，11，7）8－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハピネスダンサー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．8．3 新潟3着

2011．1．26生 牝3鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 5戦2勝 賞金 21，466，000円
※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。

09010 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第10競走
ライトウインズ阿見開設記念

��
��1，200�

はるかぜ

春風ステークス
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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

48 キクノストーム 牡5鹿 57 横山 典弘菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 494＋ 21：11．7 47．6�
510 フルヒロボーイ 牡5鹿 57 蛯名 正義古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 532－ 21：11．8� 2．5�
714	 ク ロ タ カ 牝5黒鹿55 松岡 正海�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 484－ 41：12．12 13．8�
612 レ ギ ス 牡4栗 57 岩田 康誠杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 462－ 61：12．31
 3．4�
24 ゲンパチメジャー 牡5栗 57 後藤 浩輝平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 494＋ 2 〃 ハナ 34．0�
59 ローブドヴルール 牝8鹿 55 戸崎 圭太�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 502－ 4 〃 アタマ 37．8	
35 	 モエレジュンキン 牡7鹿 57 丸田 恭介鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 482＋ 6 〃 アタマ 199．0

23 トップフライアー 牡5青鹿57 吉田 豊井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B502＋ 61：12．51 93．5�
12 � ローレンルーナ 牡5鹿 57 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 486± 01：12．6� 38．7�
11 フォルテリコルド 牡5鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542－ 21：12．7� 16．9
36 ケンエンブレム 牡6鹿 57 横山 和生中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 472＋ 41：12．8� 153．0�
611 レッドヴァンクール �8鹿 57 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 516－ 61：13．01
 30．2�
47 サウスビクトル 牡5黒鹿57 田辺 裕信南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 468－ 4 〃 アタマ 7．4�
713 ヤマノサファイア 牡6栗 57 M．デムーロ澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 434－ 41：13．42� 20．5�

（伊）

815 アクションバイオ 牡4黒鹿57 藤岡 康太バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 496－ 61：13．5� 12．4�
816 エ ス カ ー ダ 牡7青鹿57 柴田 未崎山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 472＋ 21：13．92� 384．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，708，100円 複勝： 74，273，700円 枠連： 31，767，600円
馬連： 130，676，200円 馬単： 69，649，900円 ワイド： 50，111，900円
3連複： 156，571，700円 3連単： 276，643，300円 計： 831，402，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，760円 複 勝 � 830円 � 130円 � 320円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 17，080円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 7，020円 �� 690円

3 連 複 ��� 17，360円 3 連 単 ��� 171，570円

票 数

単勝票数 計 417081 的中 � 6911（12番人気）
複勝票数 計 742737 的中 � 16251（12番人気）� 228870（1番人気）� 51279（4番人気）
枠連票数 計 317676 的中 （4－5） 42484（2番人気）
馬連票数 計1306762 的中 �� 17417（19番人気）
馬単票数 計 696499 的中 �� 3010（49番人気）
ワイド票数 計 501119 的中 �� 6164（21番人気）�� 1680（57番人気）�� 19103（5番人気）
3連複票数 計1565717 的中 ��� 6657（51番人気）
3連単票数 計2766433 的中 ��� 1190（450番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―12．1―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．4―46．5―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノストーム �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー 2011．7．10 京都1着

2009．4．8生 牡5鹿 母 シ ラ ー 母母 Silicon Lady 21戦5勝 賞金 64，906，000円
〔制裁〕 ケンエンブレム号の騎手横山和生は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害

馬：7番）
※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 アルベルティ号・サザンブレイズ号・トーセントレジャー号・ビーナストリック号
※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。



09011 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第11競走 ��
��2，500�第62回日 経 賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，25．3．23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，25．3．22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）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

610 ウインバリアシオン 牡6鹿 56 岩田 康誠�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 526－ 82：34．4 2．0�
611 ホッコーブレーヴ 牡6鹿 56 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 480－ 62：34．71� 85．0�
22 ラストインパクト 牡4青鹿55 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 02：34．91	 7．0�
35 サトノアポロ 牡6黒鹿56 三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 ハナ 151．9�
58 フェノーメノ 牡5青鹿58 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム 488－ 8 〃 アタマ 3．7	
815 ダービーフィズ 牡4栗 55 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 452－ 82：35．11 124．9

34 サイレントメロディ 牡7青 56 柴田 善臣 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B506＋ 62：35．2
 370．1�
47 アスカクリチャン 牡7鹿 57 戸崎 圭太栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 496＋ 4 〃 クビ 30．9�
23 ジャガーメイル 牡10鹿 57 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B488＋14 〃 ハナ 154．2
713 オーシャンブルー 牡6鹿 56 M．デムーロ青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム B446＋ 62：35．3クビ 9．3�

（伊）

46 サクラアルディート 牡6鹿 56 吉田 豊�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 480－ 42：35．4
 69．2�
814 アドマイヤフライト 牡5鹿 56 内田 博幸近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 530－ 82：35．61	 9．4�
11 プロモントーリオ 牡4鹿 55 横山 典弘水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 488－ 2 〃 クビ 59．9�
712 マイネルジェイド 牡4鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 454－ 62：36．34 38．8�
59 トレイルブレイザー 牡7鹿 56 後藤 浩輝前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント 496± 02：36．72
 125．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 158，724，600円 複勝： 255，725，700円 枠連： 74，230，100円
馬連： 461，174，200円 馬単： 255，386，100円 ワイド： 179，823，600円
3連複： 624，282，300円 3連単： 1，289，487，700円 計： 3，298，834，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 960円 � 190円 枠 連（6－6） 6，230円

馬 連 �� 5，920円 馬 単 �� 8，220円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 310円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 60，560円

票 数

単勝票数 計1587246 的中 � 627041（1番人気）
複勝票数 計2557257 的中 � 952417（1番人気）� 39773（11番人気）� 307143（3番人気）
枠連票数 計 742301 的中 （6－6） 8800（17番人気）
馬連票数 計4611742 的中 �� 57548（16番人気）
馬単票数 計2553861 的中 �� 22948（27番人気）
ワイド票数 計1798236 的中 �� 25047（16番人気）�� 170887（2番人気）�� 8382（36番人気）
3連複票数 計6242823 的中 ��� 40724（30番人気）
3連単票数 計12894877 的中 ��� 15716（161番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―19．1―31．8―44．6―57．1―1：10．1―1：22．9―1：35．6―1：47．8―1：59．7―2：11．4―2：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．6―3F34．7
1
�
9，5（4，8）（6，14）（2，7）（13，11，10，15）12－（3，1）・（9，5）（4，8）14（6，7）（2，15）11（13，10，12）（3，1）

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

勝馬の
紹 介

ウインバリアシオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Bird デビュー 2010．8．1 小倉1着

2008．4．10生 牡6鹿 母 スーパーバレリーナ 母母 Count On a Change 17戦4勝 賞金 499，626，000円
〔制裁〕 ラストインパクト号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：9番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりウインバリアシオン号は，天皇賞（春）（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。

09012 3月29日 晴 良 （26中山3）第1日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （芝・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
1：44．9
1：44．1

良
良

510� シベリアンスパーブ 牡5鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 494－ 61：49．4 3．8�
23 ダイワアクシス 牡5黒鹿57 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 ハナ 3．3�
815 マイネルシュライ 牡6青 57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B488± 01：49．61	 6．5�

611 ガーネットチャーム 牝5鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 430－16 〃 ハナ 6．3�
713 コスモバルバラ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 61：49．7
 17．0	
35 ウィケットキーパー 牝5鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B446－ 8 〃 クビ 19．0

816 マ グ メ ル 牡5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 B466± 01：49．8クビ 11．4�
612 ソールデスタン 牡7鹿 57 横山 典弘�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 470± 0 〃 クビ 32．4�
714� コスモソウタ 牡5鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 478－ 2 〃 アタマ 103．5
47 トウカイアストロ 牡5栗 57

54 ▲原田 和真内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 496－ 41：49．9クビ 39．6�
48 アースガルド 牡7鹿 57 田中 勝春 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 482－121：50．0� 48．5�
11 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝5鹿 55

52 ▲石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432－101：50．21� 22．9�

24 ヤマタケディガー 牡8栗 57 武士沢友治山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 454－ 4 〃 アタマ 343．4�
36 � ナスノシベリウス 牝5芦 55 大野 拓弥�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

498－ 41：50．3� 36．9�
59 � カディーシャ 牝5栗 55 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 418－ 21：50．62 48．6�
12 スズカゲイル 牡9鹿 57

54 ▲木幡 初也永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 426－ 21：55．0大差 395．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，690，500円 複勝： 91，360，600円 枠連： 43，160，200円
馬連： 152，964，800円 馬単： 75，870，200円 ワイド： 64，587，600円
3連複： 188，871，900円 3連単： 334，687，700円 計： 1，006，193，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 150円 � 180円 枠 連（2－5） 560円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 280円 �� 420円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 546905 的中 � 114279（2番人気）
複勝票数 計 913606 的中 � 171283（2番人気）� 182039（1番人気）� 125386（3番人気）
枠連票数 計 431602 的中 （2－5） 57469（1番人気）
馬連票数 計1529648 的中 �� 173716（1番人気）
馬単票数 計 758702 的中 �� 40297（2番人気）
ワイド票数 計 645876 的中 �� 61130（1番人気）�� 36605（3番人気）�� 43480（2番人気）
3連複票数 計1888719 的中 ��� 102728（1番人気）
3連単票数 計3346877 的中 ��� 41346（3番人気）

ハロンタイム 12．5―12．2―12．7―12．7―12．1―12．2―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．7―37．4―50．1―1：02．2―1：14．4―1：25．9―1：37．3

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

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

勝馬の
紹 介

�シベリアンスパーブ �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 With Approval

2009．2．1生 牡5鹿 母 マルターズスパーブ 母母 Primedex 19戦3勝 賞金 51，265，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ダイワアクシス号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 スズカゲイル号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症。なお、同馬は予後不良。
※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 ベルウッドテラス号



（26中山3）第1日 3月29日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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

284，830，000円
5，360，000円
2，470，000円
26，280，000円
70，514，500円
4，987，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
490，988，800円
843，844，900円
297，041，500円
1，264，533，100円
726，472，300円
536，668，200円
1，619，505，800円
3，005，757，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，784，812，500円

総入場人員 22，791名 （有料入場人員 20，604名）
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