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０５０３７ ３月４日 曇 重 （２４中山２）第４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

７１４ スピーディードータ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４５２＋ ６１：１２．６ ３．１�

８１５ トラストシンシ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４７０－ ６１：１２．９２ ９２．３�
４８ エバーシャン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝青柳征八郎氏 田村 康仁 新ひだか 由利 徳之 ４３０－ ２１：１３．３２� ４．３�
１１ ハルピュイア 牝３芦 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４２＋ ４１：１３．４クビ １１３．７�
５１０ シーキングザルビー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４３８－ ６ 〃 クビ ２．７�
３５ チンタジャティー 牝３鹿 ５４ 岩部 純二坂田 行夫氏 萱野 浩二 新ひだか 中村 和夫 ４３４－ ２１：１３．５クビ １２．５�
４７ ユウミプリンセス 牝３栗 ５４ 丸山 元気相原 宏�氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 ４３４＋１６１：１４．３５ ２３．８	
２４ スマートミスティア 牝３鹿 ５４ 小島 太一大川 徹氏 小島 太 新冠 長浜牧場 ４１８± ０１：１４．４� ５９．３

３６ デルマベンザイ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：１４．５クビ ５５．０�
８１６ パンナムクリッパー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 日高 中川牧場 ４３２ ―１：１４．６� ２８．９�
６１１ ミスウィスコンシン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣阿部 紀子氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 ３８８± ０１：１４．９２ ２８７．７
６１２ クールフォエバー 牝３栗 ５４ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 新ひだか 沖田 博志 ４７６－ ２１：１５．６４ １１．８�
１２ チェリーソング 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ３９８ ―１：１５．７クビ １８４．２�
２３ リスキートウショウ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２８－１０１：１６．３３� ４６．２�
７１３ ブライティアピース 牝３鹿 ５４ 江田 照男小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 ４８２ ―１：１７．２５ ２１１．６�

（１５頭）
５９ トウカイガーベラ 牝３鹿 ５４ 横山 義行内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，２７６，６００円 複勝： ３１，３６８，７００円 枠連： １４，３９１，６００円

馬連： ５２，４９７，４００円 馬単： ３７，１２９，８００円 ワイド： ２２，３０７，０００円

３連複： ６７，１９７，１００円 ３連単： １０６，７７６，６００円 計： ３５０，９４４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � １，２２０円 � １６０円 枠 連（７－８） ２，８６０円

馬 連 �� ９，４８０円 馬 単 �� １３，７１０円

ワ イ ド �� ２，０５０円 �� ２６０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� ８，６７０円 ３ 連 単 ��� ７０，１１０円

票 数

単勝票数 計 １９２７６６ 的中 � ４９８３７（２番人気）
複勝票数 計 ３１３６８７ 的中 � ６９３３７（１番人気）� ４３４４（１１番人気）� ５９５７４（３番人気）
枠連票数 計 １４３９１６ 的中 （７－８） ３７１５（１１番人気）
馬連票数 計 ５２４９７４ 的中 �� ４０８９（２２番人気）
馬単票数 計 ３７１２９８ 的中 �� ２０００（３３番人気）
ワイド票数 計 ２２３０７０ 的中 �� ２４０５（２１番人気）�� ２６２５５（１番人気）�� １４９８（３４番人気）
３連複票数 計 ６７１９７１ 的中 ��� ５７２０（２１番人気）
３連単票数 計１０６７７６６ 的中 ��� １１２４（１６７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．４―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．９―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピーディードータ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２０１１．９．２５ 札幌４着

２００９．２．９生 牝３鹿 母 グロリアスドータ 母母 インパチエンス ７戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
〔出走取消〕 トウカイガーベラ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブライティアピース号は，平成２４年４月４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。
（非当選馬） １頭 ウィッシュガバナー号
（非抽選馬） ２頭 マンガンヒカル号・レインボーカムカム号

０５０３８ ３月４日 曇 重 （２４中山２）第４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

４７ キングザブルース 牡３栗 ５６ 岩田 康誠西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４８０± ０１：５６．４ ７．０�

２３ サンリットレイク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５０４－ ４１：５６．６１� ２．４�
２４ プレミアムタイム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ５００＋ ２１：５６．８１� ３．６�
４８ ダイワパーチェス 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ５０６－ ６ 〃 クビ １７．６�
６１２ オパールパワー 牡３芦 ５６ 木幡 初広居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ５４６± ０ 〃 ハナ ８．７�
６１１ ディープアンドソン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春有限会社シルク宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４７２－１４１：５６．９クビ ５２．８�
３５ サムシングエルス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 ４６６± ０１：５７．０� ２２６．９	
３６ トーセンガリレオ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気島川 
哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ５２４－ ４ 〃 クビ １０８．０�
５９ マークユアセルフ 牡３青 ５６ 横山 典弘大谷 正嗣氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４９０－ ２１：５７．２１� ４６．９�
８１６ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７４± ０ 〃 ハナ １０．４
８１５ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ６１：５７．３� ４０．４�
１１ ダイメイサンジ 牡３鹿 ５６ 小島 太一宮本 孝一氏 中野 栄治 平取 北島牧場 ４６０－ ４１：５８．０４ １４９．６�
７１４ ニシノアイリス 牡３黒鹿５６ 江田 照男西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ９６．０�
５１０ トップリターン 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４７６＋ ４１：５８．２１ ３２５．８�
７１３ サクラスプレンダー 牡３栗 ５６ C．デムーロ�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ４４０－１４１：５９．１５ ５９．１�

（伊）

１２ コスモスイング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４５６± ０ （競走中止） ３３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５７０，５００円 複勝： ４０，３０２，６００円 枠連： １９，９６１，３００円

馬連： ６０，７２１，２００円 馬単： ４０，１１８，３００円 ワイド： ２６，７８６，１００円

３連複： ７２，８０６，０００円 ３連単： １１４，６４９，２００円 計： ３９７，９１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（２－４） ４４０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ４３０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ８，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２２５７０５ 的中 � ２５５８３（３番人気）
複勝票数 計 ４０３０２６ 的中 � ５１３３２（３番人気）� １１４９３０（１番人気）� ７６３２１（２番人気）
枠連票数 計 １９９６１３ 的中 （２－４） ３４０３７（１番人気）
馬連票数 計 ６０７２１２ 的中 �� ５０５６７（２番人気）
馬単票数 計 ４０１１８３ 的中 �� １２８８８（７番人気）
ワイド票数 計 ２６７８６１ 的中 �� １８３８７（２番人気）�� １３７３６（４番人気）�� ３７６３３（１番人気）
３連複票数 計 ７２８０６０ 的中 ��� ５８５６０（１番人気）
３連単票数 計１１４６４９２ 的中 ��� １０５６６（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．４―５０．５―１：０３．４―１：１６．８―１：３０．０―１：４２．９

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

２
４

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

キングザブルース �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．１１．１２ 東京４着

２００９．６．１０生 牡３栗 母 グリーンセラフィム 母母 Park Express ６戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔競走中止〕 コスモスイング号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモスイング号は，平成２４年５月４日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オータムカラー号・ブリッサ号・ミライヘノカゼ号
※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。

第２回 中山競馬 第４日



０５０３９ ３月４日 曇 重 （２４中山２）第４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

５１０ デルマダイコク 牡３栗 ５６ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４９８－ ２１：１１．７ １．５�

７１３ テイエムコウノトリ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４５４－１２１：１２．４４ １４．４�
３６ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４７８＋ ２１：１２．５� ８．２�
６１２ ブランドマックス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４５８－ ８１：１２．８２ ２２．８�
７１４ ブルーイングリーン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ４．６�
４７ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 江田 照男内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２２－ ４１：１２．９� ２７．８�
８１５ エピクリオス �３鹿 ５６ 石橋 脩日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ５０２－ ８１：１３．４３ ４２．１	
５９ リュウノスケ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 ４３６－ ８ 〃 ハナ １６８．１

２３ ラブシャーク 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４２８－ ４１：１４．４６ ２３３．０�
３５ ダイワマークアップ 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 折手牧場 ５６４－ ８１：１４．５� １４７．２�
４８ カシノコスモス 牝３青 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４４６± ０１：１４．９２� ４１４．３
６１１ サイトカイン 牡３栗 ５６ 横山 義行加藤 徹氏 成島 英春 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６４± ０１：１５．０クビ ５５６．１�
１１ フレンチローズ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義安原 浩司氏 小野 次郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４５２－１０１：１５．１� ２８．４�
１２ パシステント 牡３栗 ５６ 武士沢友治井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４４６－ ２１：１５．２クビ ２９８．５�
８１６ リネンテイク 牝３鹿 ５４ 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４４４－ ４１：１６．３７ ４０４．７�
２４ ウメジマダイオー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 ４８２＋ ２１：１７．０４ ３１８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８５８，７００円 複勝： ７７，１７８，１００円 枠連： １７，９１１，１００円

馬連： ５５，８１８，４００円 馬単： ４４，４０８，７００円 ワイド： ２６，４３７，０００円

３連複： ７０，５３３，３００円 ３連単： １３９，６２８，２００円 計： ４６０，７７３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １９０円 枠 連（５－７） ２５０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ２７０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� ５，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２８８５８７ 的中 � １５５９９９（１番人気）
複勝票数 計 ７７１７８１ 的中 � ４９８４５６（１番人気）� ３６８５４（４番人気）� ５２０００（３番人気）
枠連票数 計 １７９１１１ 的中 （５－７） ５３７９０（１番人気）
馬連票数 計 ５５８１８４ 的中 �� ４６９５９（３番人気）
馬単票数 計 ４４４０８７ 的中 �� ２７０４４（４番人気）
ワイド票数 計 ２６４３７０ 的中 �� １５８７０（４番人気）�� ２７２５４（２番人気）�� ５９１７（１３番人気）
３連複票数 計 ７０５３３３ 的中 ��� ３２７０１（５番人気）
３連単票数 計１３９６２８２ 的中 ��� １７８８３（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．０―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．８―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマダイコク �
�
父 バトルライン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１０．３０ 新潟２着

２００９．５．２５生 牡３栗 母 トリニティー 母母 イタリアンモダン ５戦１勝 賞金 １１，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンテイク号・ウメジマダイオー号は，平成２４年４月４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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キタサンフジヤマ号・コスモテイクハート号・ダイワロード号・ドラゴントロフィー号・メカマハロ号
（非抽選馬） ３頭 コウヨウスパーク号・ミヤビガーリッシュ号・ラブファンディ号

０５０４０ ３月４日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４中山２）第４日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

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

３４ タガノバッチグー 牡６鹿 ６０ 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ２３：４０．６ ５．８�

８１３ ゴールデンガッツ 牡７栗 ６０ 金子 光希�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５１２－ ４ 〃 アタマ ３０．７�
３３ ミラクルオブレナ 牡４黒鹿５９ 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５２０± ０３：４０．７� １０．３�
４５ ボストンプラチナ 牡５青鹿６０ 草野 太郎ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４５４－ ６ 〃 クビ １２６．５�
８１４ クランエンブレム 牡８鹿 ６２ 山本 康志 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５３２＋２０３：４１．１２� ７．７�
５８ ディアマイホース 牡６黒鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５１６＋１２３：４１．６３ ４．７	
６１０ リザーブカード 牡９鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０８± ０３：４２．８７ ７．８

２２ マスターオブゲーム �７黒鹿６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ８３：４２．９� １７．０�
７１２ ヒカリキャピタル 牡４鹿 ５９ 石神 深一�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ４．２�
４６ ショウナンサミット 牡６栗 ６０ 平沢 健治国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ２ 〃 クビ ２０．２
１１ � スーパーマークン 牡６芦 ６０ 今村 康成小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ４６２－ ６３：４３．０� ２１．９�
６９ � ボンジュールヒカリ 牡５栗 ６０ 北沢 伸也田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ５２２＋ ２３：４４．１７ ２５．７�
５７ アイティゴールド 牡４黒鹿５９ 大庭 和弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８４＋ ２３：５２．４大差 ８８．７�
７１１ ホウライブライアン 牡７黒鹿６２ 植野 貴也橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４８２－ ４ （競走中止） ２６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，５８９，０００円 複勝： ２９，１１３，７００円 枠連： １９，２４８，４００円

馬連： ５５，１４１，５００円 馬単： ３３，２６９，８００円 ワイド： ２２，７１６，５００円

３連複： ７１，８４８，７００円 ３連単： １０５，５４４，６００円 計： ３５６，４７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ７６０円 � ２９０円 枠 連（３－８） １，０１０円

馬 連 �� １０，６３０円 馬 単 �� １９，９００円

ワ イ ド �� ２，４３０円 �� ６８０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ２３，９１０円 ３ 連 単 ��� １７５，４４０円

票 数

単勝票数 計 １９５８９０ 的中 � ２６８９０（３番人気）
複勝票数 計 ２９１１３７ 的中 � ４３３５０（２番人気）� ８４５５（１２番人気）� ２６４９２（６番人気）
枠連票数 計 １９２４８４ 的中 （３－８） １４０７５（４番人気）
馬連票数 計 ５５１４１５ 的中 �� ３８３１（４２番人気）
馬単票数 計 ３３２６９８ 的中 �� １２３４（７９番人気）
ワイド票数 計 ２２７１６５ 的中 �� ２２４０（３２番人気）�� ８７８０（４番人気）�� ２２４４（３１番人気）
３連複票数 計 ７１８４８７ 的中 ��� ２２１８（９３番人気）
３連単票数 計１０５５４４６ 的中 ��� ４４４（６２２番人気）

上り １マイル １：４９．８ ４F ５３．０－３F ３９．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノバッチグー �
�
父 トワイニング �

�
母父 Fappiano デビュー ２００８．６．２８ 阪神３着

２００６．３．２９生 牡６鹿 母 チャーミングファピアノ 母母 Charming Story 障害：４戦２勝 賞金 ２４，７００，０００円
〔競走中止〕 ホウライブライアン号は，１周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 スズマーシャル号・トップシノワーズ号・ハクサン号



０５０４１ ３月４日 曇 稍重 （２４中山２）第４日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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
２：１０．１

良

良

２４ ミッキーナチュラル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５１０± ０２：１９．０ ４．９�

６１１ カ ム フ ィ ー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘清水 二朗氏 大竹 正博 池田 新田牧場 ４５８＋ ８ 〃 クビ ４．５�
７１４ ライトヴァース 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋１２２：１９．１� ３８．３�
３５ マンハッタンコード 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７６－１２２：１９．２� ２７．４�

（伊）

２３ コスモグレースフル 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４８４－ ４ 〃 ハナ ４．２�
５１０ コウヨウラブ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４４４－ ４２：１９．３クビ ２０．６�
４７ フェデラルホール 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４８４± ０２：１９．４� ３．０	
５９ ベルウッドワンキー 牡３青鹿５６ 木幡 初広鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４６６－ ８２：１９．７２ １８３．１

７１３ マイネルサムアップ 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 中村農場 ４０６－ ４２：１９．８� ４０４．３�
３６ レッドヴェレーナ 牝３青 ５４ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４０６－ ２２：１９．９� ３４．０
４８ クリノエルヴィス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４９６－ ８２：２０．０� ５２４．２�
８１５ イキシアグレイド 牡３青鹿５６ 江田 照男�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ５３．６�
１２ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４６４－ ２２：２０．１クビ １６．０�
６１２ トレーロマタドール �３栗 ５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 尾形 充弘 浦河 鎌田 正嗣 ５０６－ ２ 〃 クビ ７８．８�
８１６ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 岩部 純二増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４５８＋ ２２：２０．２� ３６８．０�
１１ リンガスキッド 牡３栗 ５６ 田辺 裕信伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B４６４＋ ４２：２０．５１� １５６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，１３６，０００円 複勝： ４６，０３１，４００円 枠連： ２０，６８９，４００円

馬連： ７１，３０８，４００円 馬単： ４６，００６，６００円 ワイド： ３０，６３０，２００円

３連複： ８２，６９９，７００円 ３連単： １３８，２５６，８００円 計： ４６４，７５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ６８０円 枠 連（２－６） ４７０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ２，２７０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ９，３２０円 ３ 連 単 ��� ３４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２９１３６０ 的中 � ４７００８（４番人気）
複勝票数 計 ４６０３１４ 的中 � ７１８７１（４番人気）� ９０２１３（２番人気）� １２９７３（８番人気）
枠連票数 計 ２０６８９４ 的中 （２－６） ３３１８３（２番人気）
馬連票数 計 ７１３０８４ 的中 �� ５４３２７（４番人気）
馬単票数 計 ４６００６６ 的中 �� １６８３５（９番人気）
ワイド票数 計 ３０６３０２ 的中 �� ２１７９４（４番人気）�� ３１１４（２９番人気）�� ３７８１（２１番人気）
３連複票数 計 ８２６９９７ 的中 ��� ６５５１（３４番人気）
３連単票数 計１３８２５６８ 的中 ��� ２９５３（１０２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１３．０―１３．４―１３．３―１３．２―１３．４―１２．８―１１．８―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．０―３７．０―５０．４―１：０３．７―１：１６．９―１：３０．３―１：４３．１―１：５４．９―２：０６．６

コーナー
通過順位

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

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

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３栗 母 ナチュラルメイク 母母 メ ロ ウ キ ス ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔制裁〕 コスモグレースフル号の騎手柴田大知は，１コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・７番・９番への

進路影響）
※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 テナシティー号・ホッコーアタック号
（非抽選馬） １頭 クリティカルヒット号
※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。

０５０４２ ３月４日 曇 稍重 （２４中山２）第４日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４７ タンゴグラチア 牝３鹿 ５４ 田中 勝春諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：３７．８ ７２．９�

６１２ クラールハイト 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 和美氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６ ―１：３８．０１� ９．６�
５９ モンサンジュピター 牡３栗 ５６ 丸山 元気山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４８８ ―１：３８．４２� １８．１�
７１３ プリンチペッサ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 ４１２ ―１：３８．５クビ ２７８．０�
１２ マイネラヴリー 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新ひだか 泊 寿幸 ４３２ ―１：３８．６� ２５．９�
１１ ビーキュート 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６ ―１：３９．３４ ２．２	
３６ セイウングーノネ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 競優牧場 ４８０ ― 〃 クビ ３．９

５１０ エクセレントマン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ９．４�
３５ キネオスパーク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ジャパンフードビジネス� 高木 登 日高 新井 昭二 ４９４ ―１：３９．６１� ３０．７�
２３ コトブキハレスガタ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 ４５４ ―１：３９．８１ １５．７
８１６ ア ニ マ ー ト 牝３鹿 ５４ 大江原 圭魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４３８ ―１：４０．０１� １６５．７�
７１４ ビ ス ポ ー ク 牡３青鹿５６ 柴田 大知下河�美智子氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 ４５４ ―１：４０．２１� １２０．７�
８１５ オーバーターゲット 牝３青鹿５４ 青木 芳之石川 幸司氏 菊沢 隆徳 新ひだか 矢野牧場 ４５０ ―１：４０．４１ ２１１．１�
６１１ シッチジョウジュ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４５４ ―１：４０．７２ ２０３．７�
２４ カムインハード 牡３鹿 ５６ 石橋 脩山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 中村 和夫 ５２０ ―１：４０．８� １８７．３�
４８ シーズマイタイプ 牝３黒鹿５４ C．デムーロ �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：４１．０１� １１．８�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９４９，４００円 複勝： ３４，８０４，２００円 枠連： １９，５５３，０００円

馬連： ６１，１３５，１００円 馬単： ４２，８０９，４００円 ワイド： ２５，１８８，５００円

３連複： ６５，４７４，０００円 ３連単： １１６，５９６，４００円 計： ３９２，５１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，２９０円 複 勝 � １，５７０円 � ２９０円 � ４５０円 枠 連（４－６） ５，２１０円

馬 連 �� ２０，５８０円 馬 単 �� ５９，２８０円

ワ イ ド �� ５，６００円 �� ７，１４０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ７６，４６０円 ３ 連 単 ��� ６４６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２６９４９４ 的中 � ２９１６（１０番人気）
複勝票数 計 ３４８０４２ 的中 � ５１３２（１０番人気）� ３５４１２（３番人気）� ２０５３０（６番人気）
枠連票数 計 １９５５３０ 的中 （４－６） ２７７４（１６番人気）
馬連票数 計 ６１１３５１ 的中 �� ２１９３（４２番人気）
馬単票数 計 ４２８０９４ 的中 �� ５３３（９２番人気）
ワイド票数 計 ２５１８８５ 的中 �� １０９９（４４番人気）�� ８５９（５０番人気）�� ３３９８（２０番人気）
３連複票数 計 ６５４７４０ 的中 ��� ６３２（１４０番人気）
３連単票数 計１１６５９６４ 的中 ��� １３３（９０８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．８―１２．３―１２．１―１１．８―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．７―３７．５―４９．８―１：０１．９―１：１３．７―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９

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

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

勝馬の
紹 介

タンゴグラチア �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Dare and Go 初出走

２００９．２．１１生 牝３鹿 母 サ ン デ ア 母母 San Empery １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 アキノアポロ号・アクセラレーター号・アサクサマジック号・アスタプロント号・アナンジュパス号・

カタクリズム号・カハラビスティー号・クレバーエンペラー号・ケージートチオトメ号・サクラオルフェウス号・
シャインブレイザー号・ショウナンサッチモ号・ジョウノバトラー号・ジョビジョバ号・スターノエル号・
スプリングアレン号・セプタードアイル号・チアーズアゲン号・ナヴァル号・ハラハラ号・ハローキューチャン号・
ファイナルフォーム号・マサキセキ号・マドカ号・ラブジュリエット号・リネンヴィヴィッド号・レッドマリー号・
ロードハリケーン号

※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。



０５０４３ ３月４日 曇 重 （２４中山２）第４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 ７，０００，０００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

７１４ キンシザイル 牡３鹿 ５６ 小牧 太若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 ４７２－１８１：１１．６ １０．１�

２４ グラスメジャー 牡３鹿 ５６ 江田 照男半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ６ 〃 クビ ２７．５�
５１０� ダブルスター 牡３栗 ５６ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ ５．７�
４７ タニセンジャッキー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７０－ ４１：１１．７クビ １．６�
８１５ ケ ビ ン ド ゥ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信井上 一郎氏 伊藤 大士 日高 いとう牧場 ４５８＋１２１：１２．１２� １４．３�
４８ ラ リ エ ッ ト 牝３黒鹿５４ 田中 勝春島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４３４＋ ６１：１２．２� １３５．６�
１１ スターゲイジング 牝３黒鹿５４ 石神 深一�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ６１：１２．４１	 ２３３．３	
２３ ロードナイト 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ １８．７

１２ ナムラビーム 牝３芦 ５４ 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４４４－ ４１：１２．６１	 ６４．９�
３５ コスモポーラベア 牡３芦 ５６ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新ひだか 沼田 照秋 ４８４－ ６ 〃 クビ ７９．９�
６１１ ハマノヴィグラス 牡３栗 ５６ 北村 宏司浜井 弘至氏 服部 利之 日高 モリナガファーム ５０２－ ４ 〃 ハナ １１８．３
３６ フォルテリコルド 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �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 ５２２－ ２１：１２．７� ９０．０�
８１６� プラススキーラブ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 日高 船越牧場 ４２４－ ４１：１２．８クビ ５３６．４�
７１３ シンデンアラタ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４８２－ ４１：１３．０１	 １２８．３�
５９ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４７０± ０１：１４．１７ １１．６�
６１２ トップフライアー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲長岡 禎仁井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 B４８８＋ ８１：１５．１６ ３２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，０２７，４００円 複勝： ７８，４７０，１００円 枠連： ２５，０３８，１００円

馬連： ８８，２５５，８００円 馬単： ６４，１４３，０００円 ワイド： ３６，５９２，７００円

３連複： １０１，４６５，４００円 ３連単： １９６，３２８，９００円 計： ６２７，３２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ４５０円 � ６５０円 � ２４０円 枠 連（２－７） ３，５７０円

馬 連 �� ８，２３０円 馬 単 �� １５，７５０円

ワ イ ド �� ２，４５０円 �� １，０１０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� １９，７３０円 ３ 連 単 ��� １３８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３７０２７４ 的中 � ２９１３６（３番人気）
複勝票数 計 ７８４７０１ 的中 � ４３９３９（５番人気）� ２８７４５（７番人気）� １０１８６２（２番人気）
枠連票数 計 ２５０３８１ 的中 （２－７） ５１７９（１１番人気）
馬連票数 計 ８８２５５８ 的中 �� ７９１６（２３番人気）
馬単票数 計 ６４１４３０ 的中 �� ３００７（３８番人気）
ワイド票数 計 ３６５９２７ 的中 �� ３６０８（２５番人気）�� ９２０６（９番人気）�� ４７０４（１９番人気）
３連複票数 計１０１４６５４ 的中 ��� ３７９６（５４番人気）
３連単票数 計１９６３２８９ 的中 ��� １０４６（３０２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．８―１３．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４５．２―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンシザイル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１０．８ 京都１着

２００９．３．２２生 牡３鹿 母 ケイシンミツル 母母 サーストンフラッグ ５戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 エバーローズ号・カフェシュプリーム号・サトノインスパイア号・サンセルマン号・サーストンデンバー号・

ジョーオリオン号・ディアワイズマン号・ドリームリーグ号・ヒヅグータス号・プリサイスファイン号・
ヘンリーフォンテン号

０５０４４ ３月４日 曇 重 （２４中山２）第４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

１２ ヴァルディヴィア 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４－ ２１：５３．９ ５．８�

２３ � コパノカーン 牡４栗 ５７ 北村 宏司小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 ５０８－ ７１：５４．２２ １０．３�
１１ � サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 藤田 伸二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８０＋１０１：５４．８３� ７．５�
６１１ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５２± ０１：５４．９クビ ３．５�
８１６ シルクパルサー 牡５鹿 ５７ 内田 博幸有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９８＋ ８１：５５．０� １３．２�
３５ デ ミ チ ン タ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４６６± ０ 〃 ハナ ２７．７�
８１５ トウカイノーマル 牡５青鹿５７ 藤岡 佑介内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５２８＋ ２ 〃 アタマ ２７．８	
２４ � コスモゴールデン 牡４鹿 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ５０６± ０ 〃 クビ ２５．６

５１０ トップストライド 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４９０＋１４１：５５．３２ １８９．４�
４８ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５５ 田辺 裕信丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ １２８．７�
７１４ ドラゴンアルテマ 牡５青 ５７ 田中 勝春窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ４１：５６．１５ ２０．８
７１３ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 江田 照男藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ５０２＋１２１：５６．２� １８２．９�
５９ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 丸山 元気近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６０－ ２１：５６．６２� ２０４．７�
４７ キョウエイプラウド 牡４鹿 ５７ 木幡 初広田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ５００± ０１：５６．８� ５４．６�
３６ マ カ リ オ ス 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：５７．４３� ３．６�
６１２ ファンフェア 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４－ ４１：５８．４６ ８３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，６１０，７００円 複勝： ５２，１９７，７００円 枠連： ３０，４２７，６００円

馬連： ８８，６７７，５００円 馬単： ５２，０３３，２００円 ワイド： ３５，１６４，０００円

３連複： １０５，１４１，８００円 ３連単： １６８，１６６，７００円 計： ５６１，４１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ３１０円 � ２７０円 枠 連（１－２） １，０３０円

馬 連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ６，４９０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ６８０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ４，９９０円 ３ 連 単 ��� ２９，７００円

票 数

単勝票数 計 ２９６１０７ 的中 � ４０６１５（３番人気）
複勝票数 計 ５２１９７７ 的中 � ７３８５４（３番人気）� ４２０７７（５番人気）� ４９９５０（４番人気）
枠連票数 計 ３０４２７６ 的中 （１－２） ２１８７９（４番人気）
馬連票数 計 ８８６７７５ 的中 �� ２３６８８（１１番人気）
馬単票数 計 ５２０３３２ 的中 �� ５９１９（２７番人気）
ワイド票数 計 ３５１６４０ 的中 �� １０６４５（７番人気）�� １３１６０（５番人気）�� ５９６５（１８番人気）
３連複票数 計１０５１４１８ 的中 ��� １５５５６（１５番人気）
３連単票数 計１６８１６６７ 的中 ��� ４１７９（８９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．４―１３．３―１２．５―１２．７―１２．８―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．６―４９．９―１：０２．４―１：１５．１―１：２７．９―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．８
１
３
３，４，１２，２，１６（５，６，１５）１３，９，８（７，１１，１４）－１－１０・（３，４）（１２，２）５（６，１６）１３（８，１５，９）（７，１１）－（１４，１）１０

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

勝馬の
紹 介

ヴァルディヴィア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．４ 中山３着

２００８．１．１６生 牡４鹿 母 ヴァルパライソ 母母 ト コ ピ ジ ャ １４戦２勝 賞金 ２７，０６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



０５０４５ ３月４日 曇 稍重 （２４中山２）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

と み さ と

富 里 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．３．５以降２４．２．２６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

富里市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ トーセンジャガー 牡４青 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム ４８０± ０１：４９．７ ４．８�

５５ ヒシカツジェームス 牡５栗 ５７ 田辺 裕信阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ２１：５０．０１� ５．２�
８９ ラストノート 牡５鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ２１：５０．１� ８．４�
７８ シンボリカージナル 牡６鹿 ５３ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９８± ０１：５０．２クビ ６１．２�
４４ ヤマニンシャスール 牡５鹿 ５６ C．デムーロ 土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４７８－ ６１：５０．３� ９．３�

（伊）

３３ マイネルナロッサ 牝５黒鹿５０ 柴田 大知 	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 ４６４＋ ２ 〃 クビ １４０．０


８１０ アルマトゥーラ 牡５芦 ５４ 内田 博幸コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４６８± ０１：５０．７２� ７１．４�
１１ � ヒカルハナミチ 牡５芦 ５６ 蛯名 正義高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７２＋ ２１：５０．９１ ３．０�
６６ ヴェルデグリーン 牡４栗 ５５ 松岡 正海斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７２－ ２１：５１．４３ ４．４
７７ マッキーバッハ 牡７鹿 ５４ 小牧 太薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４７８－ ６ （競走中止） ３２．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３８，２２１，５００円 複勝： ６０，０７１，３００円 枠連： ２１，６８８，１００円

馬連： １１０，２００，９００円 馬単： ７０，１１２，０００円 ワイド： ３６，９９３，０００円

３連複： １１１，２４３，６００円 ３連単： ２５５，７０１，２００円 計： ７０４，２３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（２－５） １，１４０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ７３０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，９６０円 ３ 連 単 ��� １４，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３８２２１５ 的中 � ６３４８３（３番人気）
複勝票数 計 ６００７１３ 的中 � １０４８０５（２番人気）� ９７５８９（３番人気）� ６１９０７（５番人気）
枠連票数 計 ２１６８８１ 的中 （２－５） １４１０６（５番人気）
馬連票数 計１１０２００９ 的中 �� ７２１３３（５番人気）
馬単票数 計 ７０１１２０ 的中 �� ２３２６３（１１番人気）
ワイド票数 計 ３６９９３０ 的中 �� １９９３６（６番人気）�� １２２０３（１２番人気）�� １４３９５（８番人気）
３連複票数 計１１１２４３６ 的中 ��� ２７８１６（１４番人気）
３連単票数 計２５５７０１２ 的中 ��� １３４１０（５８番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１１．４―１２．１―１２．７―１３．５―１２．９―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３５．０―４７．１―５９．８―１：１３．３―１：２６．２―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３６．４
１
３

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

２
４

・（１，６）＝２＝８－３，５－（４，１０）９・（１，２，８）３（６，９，５）（４，１０）
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４青 母 トーセンザサン 母母 サンセットムーン １３戦３勝 賞金 ４０，７４９，０００円
〔競走中止〕 マッキーバッハ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

０５０４６ ３月４日 曇 重 （２４中山２）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�

か ず さ

上総ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２２ マイネルオベリスク 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４８６± ０１：５１．６ ３．６�

６６ サ イ オ ン 牡６芦 ５７ C．デムーロ 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５１０± ０１：５１．７� ８．５�
（伊）

７９ ドレミファドン 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４８８± ０１：５１．９１� ２．９�
１１ グリッターウイング 牡５栗 ５７ 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６－ ４１：５２．０� ５．６�
５５ 	
 クリュギスト 牡６鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture ５１８－ ２ 〃 ハナ ６．４�
３３ コルポディヴェント 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２－ ２ 〃 クビ １０．１	
８１０ デンコウヤマト 牡６栗 ５７ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４９２＋ ６１：５２．５３ ２７．１

４４ ストロングバサラ 牡７黒鹿５７ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ５００－ ２１：５２．６クビ ６０．４�
７８ マエストラーレ 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ４ 〃 クビ ４７．３�
６７ 
 チョイワルグランパ 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５０６± ０１：５５．７大差 １３１．９
８１１ コウジンアルス 牡１０栗 ５７ 江田 照男加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８０＋ ６１：５６．９７ ２９１．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ５１，７９５，７００円 複勝： ８８，４０２，８００円 枠連： ２６，８６４，５００円

馬連： １６７，６７０，１００円 馬単： ９７，２８６，９００円 ワイド： ５４，７１６，７００円

３連複： １８０，１３９，８００円 ３連単： ３８６，４４１，２００円 計： １，０５３，３１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（２－６） １，５４０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２６０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ９，３３０円

票 数

単勝票数 計 ５１７９５７ 的中 � １１４７８４（２番人気）
複勝票数 計 ８８４０２８ 的中 � １６８１１０（２番人気）� １００６７３（５番人気）� ２０４７０２（１番人気）
枠連票数 計 ２６８６４５ 的中 （２－６） １２９２７（７番人気）
馬連票数 計１６７６７０１ 的中 �� ８９７８６（７番人気）
馬単票数 計 ９７２８６９ 的中 �� ３２７７７（９番人気）
ワイド票数 計 ５４７１６７ 的中 �� ２４８１１（８番人気）�� ５７８９１（１番人気）�� ３１０１３（５番人気）
３連複票数 計１８０１３９８ 的中 ��� ９０４５５（３番人気）
３連単票数 計３８６４４１２ 的中 ��� ３０５６９（２６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．４―１２．２―１２．２―１２．７―１２．６―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．６―４８．８―１：０１．０―１：１３．７―１：２６．３―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルオベリスク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．９．１３ 中山１４着

２００７．３．３１生 牡５鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ ２１戦５勝 賞金 ８２，４１９，０００円
〔騎手変更〕 チョイワルグランパ号の騎手小牧太は，第９競走での落馬による検査のため藤田伸二に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウジンアルス号は，平成２４年４月４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。

２レース目



０５０４７ ３月４日 曇 稍重 （２４中山２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第４９回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，０６４，０００円 ３０４，０００円 １５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

３５ コスモオオゾラ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４７４± ０２：０３．９ ２９．１�

２２ ト リ ッ プ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９２－ ８２：０４．１１� ８．３�
３４ ア ー デ ン ト 牡３芦 ５６ 藤田 伸二 �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 ４６２－ ６２：０４．２クビ １０．５�
５９ ソルレヴァンテ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ８５．０�
８１５ エキストラエンド 牡３鹿 ５６ C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０－ ８２：０４．３� １２．７�

（伊）

５８ フェノーメノ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム ４９２± ０ 〃 ハナ ３．６	
１１ メイショウカドマツ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５２０± ０２：０４．４� １６．０

７１２ アダムスピーク 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 クビ ２．９�
６１０ ジョングルール 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４９８－ ６２：０４．５クビ ９．１�
４７ ア ー カ イ ブ 牡３鹿 ５６ 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 ４７８＋ ２ 〃 ハナ １２８．２
８１４ サイレントサタデー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４２：０４．６� ２９．７�
７１３ ク ラ レ ン ト 牡３栗 ５６ 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６± ０２：０４．７� ３２．２�
２３ タイセイスティング 牡３栗 ５６ 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ４９４－ ２２：０４．８� ３１７．２�
６１１ ブリスアウト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６４－ ８２：０５．３３ ２３．７�
４６ セトブリッジ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４８６－ ４２：０５．４� ３１１．１�

（１５頭）

売 得 金
単勝： ２２７，６５９，２００円 複勝： ３０７，２９７，８００円 枠連： １７０，０７９，２００円 馬連： ９１２，９１８，６００円 馬単： ５１０，２９３，７００円

ワイド： ２６６，２５３，９００円 ３連複： １，１０９，８１９，３００円 ３連単： ２，３５７，９７９，９００円 ５重勝： １，０３５，７３８，１００円 計： ６，８９８，０３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９１０円 複 勝 � ５４０円 � ２６０円 � ３００円 枠 連（２－３） ２，３３０円

馬 連 �� ７，８３０円 馬 単 �� ２２，１９０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� １，８７０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １４，３８０円 ３ 連 単 ��� １２６，７９０円

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

キャリーオーバー なし����� １４，１５５，０９０円

票 数

単勝票数 計２２７６５９２ 的中 � ６１７２４（９番人気）
複勝票数 計３０７２９７８ 的中 � １３４３４７（８番人気）� ３３８０３８（３番人気）� ２７７５１２（４番人気）
枠連票数 計１７００７９２ 的中 （２－３） ５４０８７（１２番人気）
馬連票数 計９１２９１８６ 的中 �� ８６１３７（２８番人気）
馬単票数 計５１０２９３７ 的中 �� １６９７７（６９番人気）
ワイド票数 計２６６２５３９ 的中 �� ３３３１３（２７番人気）�� ３４６６４（２６番人気）�� ７７５５９（９番人気）
３連複票数 計１１０９８１９３ 的中 ��� ５６９９５（５１番人気）
３連単票数 計２３５７９７９９ 的中 ��� １３７２６（３８６番人気）
５重勝票数 計１０３５７３８１ 的中 ����� ５４

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．７―１３．５―１３．４―１３．１―１２．３―１１．９―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．５―３６．２―４９．７―１：０３．１―１：１６．２―１：２８．５―１：４０．４―１：５１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．４
１
３
１（２，３）６（４，５，１２，１１）（９，８）１４，１５，１０（７，１３）
１，３，６，２（５，１２，１１）（４，１４）（９，１５）（７，８）（１０，１３）

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

勝馬の
紹 介

コスモオオゾラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．９．２５ 中山４着

２００９．２．１７生 牡３鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク ６戦３勝 賞金 ７５，１６５，０００円
〔制裁〕 アダムスピーク号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりコスモオオゾラ号・トリップ号・アーデント号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０５０４８ ３月４日 曇 稍重 （２４中山２）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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１１ マイネルロガール 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B４８８＋ ２１：０９．５ ３．７�

３３ サイレントソニック 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４５８＋ ６１：０９．６� ３．５�
２２ タマニューホープ 牡６鹿 ５７ 丸山 元気玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８６＋１２ 〃 クビ １４．０�
８１１ ウインバンディエラ 牡６栗 ５７ 横山 典弘�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４８０＋ ８１：０９．７� ４．４�
７９ ミエノゴーゴー 牡４黒鹿５７ 石橋 脩里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：０９．８� ４．９�
８１２ アタッキングゾーン 牡４鹿 ５７ 木幡 初広広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ５０２－ ２１：１０．０１	 ２９．９�
７１０
 トレノソルーテ �６鹿 ５７ 武士沢友治戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５３６－ ８ 〃 アタマ ６０．２	
６８ リネンパズル 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４７４＋ ２１：１０．１クビ ２１．２

５６ 
 クリノスレンダー 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７８－ ２１：１０．３１	 ７１．０�
４４ アイアンデューク 牡６芦 ５７ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４７２－ ４１：１０．６１� １３．９�
６７ 
 コンプリートラン �８黒鹿５７ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 木村 哲也 三石 幌村牧場 ４４６＋ ４１：１０．８１	 １６５．０
５５ 
 フラワーウィンド 牝６黒鹿５５ 江田 照男川島 吉男氏 成島 英春 三石 下屋敷牧場 ４５２± ０１：１１．０１ １６３．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６６，２５３，２００円 複勝： ９２，７５７，７００円 枠連： ４４，１４５，９００円

馬連： １８６，７０５，３００円 馬単： １１９，７０８，０００円 ワイド： ７１，９７３，５００円

３連複： ２１５，２０８，９００円 ３連単： ５２３，６３１，６００円 計： １，３２０，３８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（１－３） ６１０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ７００円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，８３０円 ３ 連 単 ��� ７，５１０円

票 数

単勝票数 計 ６６２５３２ 的中 � １４３４２２（２番人気）
複勝票数 計 ９２７５７７ 的中 � １６９３８６（１番人気）� １６８２９３（２番人気）� ９５０３１（５番人気）
枠連票数 計 ４４１４５９ 的中 （１－３） ５３４８３（１番人気）
馬連票数 計１８６７０５３ 的中 �� ２３０２６９（１番人気）
馬単票数 計１１９７０８０ 的中 �� ６９８０１（２番人気）
ワイド票数 計 ７１９７３５ 的中 �� ７３２６３（１番人気）�� ２３９９４（７番人気）�� １９６４３（１２番人気）
３連複票数 計２１５２０８９ 的中 ��� ８７０９４（５番人気）
３連単票数 計５２３６３１６ 的中 ��� ５１５１０（１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．２―１１．４―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．５―４５．９―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３５．０
３ ・（８，１）１０（９，６）２（３，１２）１１，４，７，５ ４ ・（８，１）１０（９，６）（２，３，１２）－１１（４，７）５

勝馬の
紹 介

マイネルロガール �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．２６ 福島２着

２００８．３．２４生 牡４鹿 母 オトメノイノリ 母母 テ イ ズ リ ー １７戦３勝 賞金 ５３，８２０，０００円
※出走取消馬 エヴァシャイン号（疾病〔左肩跛行〕のため）・エクレウス号（疾病〔左前挫跖〕のため）

５レース目



（２４中山２）第４日 ３月４日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

２７５，９９０，０００円
７，８６０，０００円
２，２２０，０００円
２５，３００，０００円
６０，５９２，０００円
５，４２７，８００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
５９６，９４７，９００円
９３７，９９６，１００円
４２９，９９８，２００円
１，９１１，０５０，２００円
１，１５７，３１９，４００円
６５５，７５９，１００円
２，２５３，５７７，６００円
４，６０９，７０１，３００円
１，０３５，７３８，１００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
５ 重 勝
計 １３，５８８，０８７，９００円

総入場人員 ２８，７５１名 （有料入場人員 ２６，０３７名）


