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０８０１３ ３月２５日 晴 不良 （２４中山３）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

６１２ キーエキスパート 牡３栗 ５６ 松岡 正海北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４６０－ ２１：５５．８ ７．８�

７１３ フレンドフィーバー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 南部 功 ４４８± ０ 〃 アタマ ３．３�
３６ 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± ０１：５６．１１� １０．１�
１１ ダンスオンザルーフ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：５６．８４ ９．３�
３５ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４１８± ０ 〃 クビ ３．４�
４７ 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 ５１０＋ ４１：５７．０１� ７．６�
８１５ パッシフローラ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４２８－１２１：５７．１クビ １９．６	
７１４ コトブキハレスガタ 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 ４５４± ０１：５７．３１� ４３．４

５９ アドリアーネ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次石川 一義氏 保田 一隆 新ひだか ダイイチ牧場 ４１６－ ２ 〃 クビ ２１０．２�
２３ ゼンノグライム 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜大迫久美子氏 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５０４ ―１：５７．７２� ８２．９�
１２ 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 ４６６－ ６１：５７．９１� １４．７
４８ 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 ５１８－ ６ 〃 アタマ ５９．２�
２４ リブストロング 牡３芦 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４５８－ ６１：５８．１１ ３０２．１�
８１６ ジャングルスター 牡３鹿 ５６ 石神 深一冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５６４＋ ４１：５８．８４ ３１６．２�
５１０ ス コ ー ル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉田 喬氏 鹿戸 雄一 日高 白井牧場 B４６４－１８１：５９．５４ １０４．８�
６１１ マコトガルデーニエ 牝３鹿 ５４ 江田 照男尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８０± ０２：００．２４ １５１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６４４，２００円 複勝： ２９，４０５，６００円 枠連： １２，１５１，５００円

馬連： ４６，０９８，７００円 馬単： ２９，１６２，９００円 ワイド： １９，７９６，４００円

３連複： ６１，９８２，７００円 ３連単： ９５，２８５，２００円 計： ３０８，５２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（６－７） １，１５０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，０７０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ３，２５０円 ３ 連 単 ��� ２０，２６０円

票 数

単勝票数 計 １４６４４２ 的中 � １４８０８（４番人気）
複勝票数 計 ２９４０５６ 的中 � ３００２９（４番人気）� ７７７１９（１番人気）� ２２４３９（６番人気）
枠連票数 計 １２１５１５ 的中 （６－７） ７８１０（６番人気）
馬連票数 計 ４６０９８７ 的中 �� ３１２２２（２番人気）
馬単票数 計 ２９１６２９ 的中 �� ７９７２（１０番人気）
ワイド票数 計 １９７９６４ 的中 �� １１９８７（２番人気）�� ４３０２（１５番人気）�� ７６５８（７番人気）
３連複票数 計 ６１９８２７ 的中 ��� １４０９１（７番人気）
３連単票数 計 ９５２８５２ 的中 ��� ３４７２（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．３―３９．０―５２．５―１：０５．５―１：１８．２―１：３０．７―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．６
１
３
１，６（７，１２）（１４，１０，１１）９（２，１５）１３（３，５）（４，８）１６
１（６，１２）７（１４，１１）１０（９，１５，１３）（２，５，１６）３，８－４

２
４

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

キーエキスパート �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 タバスコキャット デビュー ２０１１．１２．２４ 中山８着

２００９．３．２３生 牡３栗 母 キ ー ツ ヨ イ 母母 ゴールデンミル ５戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
※ジャングルスター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０８０１４ ３月２５日 晴 不良 （２４中山３）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

５９ テイエムコウノトリ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４５０－ ４１：１２．０ ２．８�

６１１ 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 ４３２＋ ２１：１２．１� ７．０�
６１２ クニコチャン 牝３栗 ５４ 川須 栄彦�岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 B４５４＋ ２１：１２．７３� ７．７�
３５ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４８－ ２１：１２．８クビ １９．９�
７１３ シャドウフェアリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４６０ ―１：１３．１１� １７８．８�
１２ ディーズプリンセス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７４± ０１：１３．２� １２．５�
８１６ デリケートアーチ 牝３栃栗５４ 石橋 脩 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム ４６０－ ６ 〃 アタマ ５．３	
２３ グッドラスベガス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信福本 次雄氏 小西 一男 日高 藤本 直弘 ４４４ ―１：１３．３クビ ７０．８

４８ エレガントタイム 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 ４１４± ０１：１３．４� ５．８�
４７ メテオレイン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４５４＋１４１：１３．５� １９．３�
７１４ スターサファイア 牝３青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：１３．６� １２５．８
８１５ ペリートウショウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３０－ ６１：１４．０２� ６７．８�
５１０ オテンバレディ 牝３栗 ５４

５３ ☆高倉 稜丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 松本牧場 ４５２－ ８１：１４．１� ４７６．４�
２４ マイスピリット 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人伊東 純一氏 小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４６４ ―１：１４．５２� ２０４．５�
３６ サニーエスペランサ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣宮� 守保氏 田中 剛 浦河 丸村村下

ファーム ４２６ ― 〃 クビ ３９．７�
１１ メ リ ル 牝３鹿 ５４ 石神 深一田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 出羽牧場 ４６４＋１０１：１５．５６ ２０３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，１７４，４００円 複勝： ２８，３０１，７００円 枠連： １２，８２０，２００円

馬連： ４４，５２７，０００円 馬単： ２８，４０８，７００円 ワイド： １８，６６１，２００円

３連複： ５６，８１８，４００円 ３連単： ８７，２２５，１００円 計： ２９１，９３６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（５－６） ４３０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ４１０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ５，８２０円

票 数

単勝票数 計 １５１７４４ 的中 � ４４１２６（１番人気）
複勝票数 計 ２８３０１７ 的中 � ６８３７３（１番人気）� ３７４８４（３番人気）� ２４５５０（５番人気）
枠連票数 計 １２８２０２ 的中 （５－６） ２２４１２（１番人気）
馬連票数 計 ４４５２７０ 的中 �� ３９７１５（１番人気）
馬単票数 計 ２８４０８７ 的中 �� １４５８９（２番人気）
ワイド票数 計 １８６６１２ 的中 �� １４０９６（２番人気）�� １１４３３（３番人気）�� ６６３２（７番人気）
３連複票数 計 ５６８１８４ 的中 ��� ２６０８８（２番人気）
３連単票数 計 ８７２２５１ 的中 ��� １１０７６（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．１―１２．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．４―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムコウノトリ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Tunerup デビュー ２０１１．１１．１９ 東京２着

２００９．４．２４生 牝３黒鹿 母 タカトモアップ 母母 Just a Trick ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００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 エリザヴェータ号
（非抽選馬） ２頭 カシノコスモス号・サエッターレ号

第３回 中山競馬 第２日



０８０１５ ３月２５日 晴 不良 （２４中山３）第２日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０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

８１５ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：５３．４ １．４�

６１１ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ９．６�
６１２ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５５６± ０１：５３．６１� １６．３�
１１ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４７０－ ４１：５４．７７ ２６．７�
３６ スパークオンアイス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B４７４± ０１：５６．０８ ５．２�
１２ マキシムギャラント 牡３栗 ５６ 小林 淳一小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４２８－ ４１：５６．２１ ４９．４�
５９ コスモシャンハイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 ４９４＋１８１：５６．６２� ４４．３	
２４ ルーチェデルソーレ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気星野 祐介氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ４１：５６．７クビ ６５．６

５１０ ゴールドルーキー 牡３栗 ５６ 木幡 初広居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４９４－ ４１：５６．８� ３４６．１�
２３ ガーンディーヴァ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５３４－ ２１：５７．１２ ３６．７�
７１３ キタノハヤブサ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ５００－ ４１：５７．２クビ ２３６．９
７１４ ビーバックビート 牡３鹿 ５６ 武士沢友治廣崎 利洋氏 菊沢 隆徳 新冠 石田牧場 ４９６－１２１：５７．３� ３９２．０�
３５ アグネスフレーズ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：５７．９３� ３４１．８�
４８ ミニスタービーン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ５０６＋ ４１：５８．２１� ４７０．２�
８１６ プリンスオブパゴダ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４５０＋ ２１：５８．４１� ７５．０�
４７ ガーディアンギフト 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム ５０２－ ４１：５９．６７ ５１３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，１０２，２００円 複勝： ９２，９７３，２００円 枠連： ２１，１３２，５００円

馬連： ６７，７４２，８００円 馬単： ５９，０３１，３００円 ワイド： ３１，０８４，０００円

３連複： ８２，２１３，１００円 ３連単： １８０，７０９，６００円 計： ５６２，９８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２６０円 枠 連（６－８） ３００円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２３０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ３，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２８１０２２ 的中 � １６７１５６（１番人気）
複勝票数 計 ９２９７３２ 的中 � ６５６４８１（１番人気）� ４０５３３（３番人気）� ３６２１４（４番人気）
枠連票数 計 ２１１３２５ 的中 （６－８） ５２０２３（２番人気）
馬連票数 計 ６７７４２８ 的中 �� １１０８１７（２番人気）
馬単票数 計 ５９０３１３ 的中 �� ６７６７７（２番人気）
ワイド票数 計 ３１０８４０ 的中 �� ３３４７１（３番人気）�� ３８７１８（２番人気）�� ８３８４（７番人気）
３連複票数 計 ８２２１３１ 的中 ��� ６２７８０（３番人気）
３連単票数 計１８０７０９６ 的中 ��� ４３３７８（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１２．４―１３．０―１２．５―１２．３―１２．７―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．０―５０．０―１：０２．５―１：１４．８―１：２７．５―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ハ ー コ ッ ト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．１．１５ 中山３着

２００９．４．２５生 牡３鹿 母 アプリコットデュー 母母 レディシュイエロー ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走状況〕 マキシムギャラント号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガーディアンギフト号は，平成２４年４月２５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。
（非抽選馬） ２頭 ジャングルスター号・リアルアビリティー号

０８０１６ ３月２５日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２４中山３）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

５８ ニシノラブキング 牡６栗 ６０ 中村 将之西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４７８－ ８３：１７．６ １５．８�

１１ フェバリットアワー 牡５鹿 ６０ 横山 義行�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５３０－ ６３：１９．５大差 ５．０�
６１０� ブルーデザフィーオ 牡６青 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４９４± ０ 〃 ハナ ６．０�
４６ タイキデイブレイク �５鹿 ６０ 江田 勇亮�大樹ファーム 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム ４７０－ ６ 〃 アタマ １０．０�
４５ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 五十嵐雄祐櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４９６± ０３：２０．２４ ３．５�
８１３ オウケンウッド 牡４芦 ５９ 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４４８± ０３：２０．３� ４４．９	
６９ � コブラボール 牡８青鹿６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４８６＋ ４３：２０．９３� ３．６

３３ アトミックハート 牝４栗 ５７ 池崎 祐介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３８－ ４３：２１．３２� ２１２．０�
２２ ソニックスパーク 牡５鹿 ６０ 高野 和馬関 駿也氏 武市 康男 宮城 関兵牧場 ４９４＋ ４３：２２．６８ １５７．９�
７１２ ウエスタンウェイブ �５鹿 ６０ 山本 康志西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４６４－ ６３：２２．７� ２５．３
７１１ セイユアドリーム 牝４栗 ５７ 草野 太郎�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４５２＋１６３：２５．３大差 １８１．４�
５７ シルクアリオン 牡４栗 ５９ 鈴木 慶太有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 飛渡牧場 ４７０＋１０３：３２．５大差 ９４．７�
３４ マイネルプルート 牡８黒鹿６０ 穂苅 寿彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 門別 庄野牧場 ４９０－ ２ （競走中止） ２２．２�
８１４� ブルーフォーチュン 牝６鹿 ５８ 大江原 圭桜井 欣吾氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４６８＋２４ （競走中止） ４０．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５２５，１００円 複勝： １９，０９４，８００円 枠連： １５，４８８，３００円

馬連： ３８，９０４，４００円 馬単： ２６，９１８，３００円 ワイド： １４，８０２，６００円

３連複： ５０，２２２，５００円 ３連単： ８２，２５４，９００円 計： ２６２，２１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ３６０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（１－５） ３，３５０円

馬 連 �� ３，２２０円 馬 単 �� ８，２９０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� １，５００円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ８，５３０円 ３ 連 単 ��� ７０，８４０円

票 数

単勝票数 計 １４５２５１ 的中 � ７２７４（６番人気）
複勝票数 計 １９０９４８ 的中 � １１６０１（６番人気）� ２９１３１（３番人気）� ２８４８５（４番人気）
枠連票数 計 １５４８８３ 的中 （１－５） ３４２１（１４番人気）
馬連票数 計 ３８９０４４ 的中 �� ８９２６（１２番人気）
馬単票数 計 ２６９１８３ 的中 �� ２３９９（３２番人気）
ワイド票数 計 １４８０２６ 的中 �� ３０５１（１４番人気）�� ２３８８（１８番人気）�� ４９６６（９番人気）
３連複票数 計 ５０２２２５ 的中 ��� ４３４９（３０番人気）
３連単票数 計 ８２２５４９ 的中 ��� ８５７（２２４番人気）

上り １マイル １：５２．３ ４F ５５．３－３F ４１．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノラブキング �
�
父 Dalakhani �

�
母父 Unfuwain デビュー ２００８．８．２４ 札幌４着

２００６．３．２４生 牡６栗 母 イ ン ラ ヴ 母母 Nemesia 障害：４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ブルーフォーチュン号は，１周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

マイネルプルート号は，１周目５号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ブルーフォーチュン」号に触れ，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブライティアアース号
（非抽選馬） １頭 モエレジンダイコ号



０８０１７ ３月２５日 晴 重 （２４中山３）第２日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

３６ ブラインドサイド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４２：０４．５ ２．３�

６１１ コスモグレースフル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４８２－ ２２：０４．７１� ４．０�
２４ マジックポスト 牡３青鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 ４４８± ０２：０４．８クビ １１．９�
８１７ クラーロデルナ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 ４７６＋ ２２：０５．０１� １８０．０�
１２ � アントゥワード 牝３栗 ５４ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 愛 Strategy

Bloodstock ４１０－ ４２：０６．０６ ２７．１�
７１５ パ ス テ ィ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 吉田 又治 ４５０－１０ 〃 ハナ １１．４�
８１６ エクセレントマン 牡３黒鹿５６ 北村 友一�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ４７４＋１０２：０６．１クビ ５１．５	
３５ ショウナンラピス 牡３青鹿５６ 丸山 元気国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム B４６２－ ４２：０６．３１ ２４．１

８１８ ガ ニ オ ン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４３２－ ２２：０６．６１	 ３２．７�
４７ マンハッタンコード 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４２：０６．７	 ５．８
７１３ 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 ４９４－ ２ 〃 ハナ ３８１．１�
５９ ハクサンフォレスト 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝河� 五市氏 木村 哲也 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０８－ ６２：０７．４４ １９．５�
５１０ ヴィンドランダ 牡３青鹿５６ 的場 勇人 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 ４８０－ ２２：０７．７２ ５０．４�
１１ イットーオジョウ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信熊坂 俊一氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 ４７０ ―２：０７．９１� １６１．０�
４８ シャイニーアース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲原田 和真小林 昌志氏 菊川 正達 日高 原田牧場 B５２０＋ ４２：０８．１１� ５３４．９�
７１４ スーパードリーム 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜水谷 精吾氏 栗田 徹 新ひだか 田原橋本牧場 ４１８－ ８２：０９．１６ ５３７．９�
６１２ マイネルバルドル 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ５１８＋ ４２：１０．１６ ７０．１�
２３ キンショーダイシ 牡３栗 ５６ 伊藤 工真礒野日出夫氏 田島 俊明 日高 中川 欽一 ４５６－ ６２：１０．８４ ５４１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，８９０，９００円 複勝： ３４，１４２，１００円 枠連： １５，７８７，７００円

馬連： ５７，９４３，３００円 馬単： ３９，１４１，４００円 ワイド： ２４，０５７，０００円

３連複： ７１，９０６，５００円 ３連単： １２０，０９９，５００円 計： ３８６，９６８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２４０円 枠 連（３－６） ４８０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ６６０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� ６，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２３８９０９ 的中 � ８２０４１（１番人気）
複勝票数 計 ３４１４２１ 的中 � ９５３３１（１番人気）� ５８５２８（２番人気）� ２７５７４（５番人気）
枠連票数 計 １５７８７７ 的中 （３－６） ２４３４９（１番人気）
馬連票数 計 ５７９４３３ 的中 �� ７０１９２（１番人気）
馬単票数 計 ３９１４１４ 的中 �� ３１５０９（１番人気）
ワイド票数 計 ２４０５７０ 的中 �� ２５３２５（１番人気）�� ８４７３（５番人気）�� ７４３２（６番人気）
３連複票数 計 ７１９０６５ 的中 ��� ２４７８０（５番人気）
３連単票数 計１２００９９５ 的中 ��� １３３３７（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．３―１２．６―１２．７―１２．６―１２．９―１２．５―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．０―４８．６―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．８―１：３９．３―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．７
１
３

・（４，１１）（１２，１５）６，８（３，１６）（２，７）１３，９（１，１０）（１７，１８）－１４－５・（４，１１）（６，１５）１６（１２，９）（７，８）（２，１３，１８）３，１７（１，１０）－（１４，５）
２
４

・（４，１１）（１２，１５）６，８（３，１６）７，２，１３，９（１，１７，１０）１８＝１４－５・（４，１１）６（１５，１６，９）－（７，１８）（２，１３）（１７，８）－（１２，１０）（１，５）３－１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラインドサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．１５ 東京２着

２００９．４．４生 牡３鹿 母 ギミーシェルター 母母 オークツリー ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルバルドル号・キンショーダイシ号は，平成２４年４月２５日まで平地競走に出走できない。

０８０１８ ３月２５日 晴 不良 （２４中山３）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

６１２ ヴェルティゴ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ５０４＋ ８１：１１．７ ４．７�

３６ マックスガイ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム ４６０－ ６ 〃 クビ ４．９�
６１１ ナイスゴールド 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 木村牧場 ４４４－ ４１：１１．９１� ５．９�
１２ カシノアポロン 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４８２＋ ２ 〃 クビ ４８．４�
２３ タンブルブルータス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４８４＋ ２１：１２．０クビ ７．２�
７１４ エバーローズ 牝３栗 ５４ 津村 明秀 	スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４５４＋ ２１：１２．３１� ３７．６

４７ ハタノアブソルート 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 	グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ５１８± ０１：１２．５１� ６．２�
３５ ド ル モ ン 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B４９０－ ６１：１２．６� １１１．４�
４８ ドリームリーグ 牡３栗 ５６ 北村 宏司セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５１０－ ４１：１２．７� １２９．５
２４ ジャーフライト 牝３青 ５４ 木幡 初広本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４７０－ ２１：１２．９１� ７．８�
５９ ジ ア ッ ロ 牡３栗 ５６ 川須 栄彦吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５２８＋２０ 〃 クビ ３６．２�
８１６ キンシツーストン 牡３鹿 ５６ 北村 友一若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 ４６４± ０１：１３．０クビ ９９．１�
７１３ ラ リ エ ッ ト 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４２８－ ６１：１３．１� ４０．８�
８１５ ピアチェーレ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春堀 祥子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４５０＋１０１：１３．２� ２５．４�
１１ エクスプローラー 牡３青 ５６ 石橋 脩薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム B４９６－ ２１：１４．０５ １４．２�
５１０ 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± ０１：１７．５大差 ２１３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，４７０，８００円 複勝： ４２，８６４，６００円 枠連： ２４，５６７，０００円

馬連： ７２，５９３，５００円 馬単： ４１，１５６，０００円 ワイド： ２９，７１６，３００円

３連複： ８８，６５３，１００円 ３連単： １４６，２３２，３００円 計： ４７１，２５３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（３－６） ７７０円

馬 連 �� １，５９０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ７３０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，６１０円 ３ 連 単 ��� ２１，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２５４７０８ 的中 � ４３１２４（１番人気）
複勝票数 計 ４２８６４６ 的中 � ７３６３４（１番人気）� ６６７１７（２番人気）� ４６６４３（４番人気）
枠連票数 計 ２４５６７０ 的中 （３－６） ２３６６８（２番人気）
馬連票数 計 ７２５９３５ 的中 �� ３３７６８（３番人気）
馬単票数 計 ４１１５６０ 的中 �� ９５７１（６番人気）
ワイド票数 計 ２９７１６３ 的中 �� １４０４８（１番人気）�� ９８９４（８番人気）�� ９４８５（１０番人気）
３連複票数 計 ８８６５３１ 的中 ��� １８１６３（６番人気）
３連単票数 計１４６２３２３ 的中 ��� ４９４６（３７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．９―１１．６―１２．４―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．８―３４．４―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルティゴ �
�
父 オンファイア �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．１１．５ 東京６着

２００９．４．２６生 牡３青鹿 母 レスティヴコマンダ 母母 シノサクシード ５戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
〔その他〕 スターゲイジング号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アンディタード号・エスプレッソ号・カフェシュプリーム号・キタルファ号・グラスメジャー号・クリーンチャンス号・

ジョーオリオン号・スピーディードータ号・タニセンジャッキー号・トウショウブーム号・フェアリーガーデン号・
フォルテリコルド号・マロンクン号・ロードナイト号



０８０１９ ３月２５日 晴 重 （２４中山３）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４４ オペラダンシング 牡３黒鹿５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４５８＋１０１：５０．４ ４６．３�

８９ スーパームーン 牡３青鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：５０．６１� ７．４�

７７ マイネルスパーブ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �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 ４５６－ ２１：５０．９１� １６．０�

８１０ サトノレオパード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：５１．０クビ ５．３�
５５ 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 ４６６－ ２１：５１．２１� １．８�
７８ パワーヒッター 牡３鹿 ５６ 丸山 元気丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 ４８２± ０１：５１．４１� ６３．６�
３３ 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 ５０４－ ６１：５１．７２ ６．１	
１１ 	 コパノワーニング 牡３芦 ５６ 石橋 脩小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ５５２＋ ４１：５１．８� ２１１．３

２２ スーパーボルト 牡３栗 ５６ 田辺 裕信浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 ５２０± ０１：５２．６５ １８．４�
６６ アルコシエロ 牝３栗 ５４ 小林 淳一 �MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４１０－ ４１：５２．９２ ２４．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，８６４，８００円 複勝： ６１，７１２，８００円 枠連： １６，８０６，９００円

馬連： ５７，０２０，３００円 馬単： ５２，１９６，７００円 ワイド： ２４，７５５，７００円

３連複： ６４，８３３，４００円 ３連単： １９３，８５２，８００円 計： ４９８，０４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６３０円 複 勝 � １，４８０円 � ３４０円 � ５９０円 枠 連（４－８） ８，２７０円

馬 連 �� １８，８１０円 馬 単 �� ５５，１９０円

ワ イ ド �� ３，５８０円 �� ５，３５０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ６３，７２０円 ３ 連 単 ��� ６２２，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２６８６４８ 的中 � ４５７９（８番人気）
複勝票数 計 ６１７１２８ 的中 � １０００９（８番人気）� ５３２８５（４番人気）� ２７４７６（５番人気）
枠連票数 計 １６８０６９ 的中 （４－８） １５０１（１５番人気）
馬連票数 計 ５７０２０３ 的中 �� ２２３８（２９番人気）
馬単票数 計 ５２１９６７ 的中 �� ６９８（５９番人気）
ワイド票数 計 ２４７５５７ 的中 �� １６８９（２６番人気）�� １１２０（３０番人気）�� ４６２６（１５番人気）
３連複票数 計 ６４８３３４ 的中 ��� ７５１（７２番人気）
３連単票数 計１９３８５２８ 的中 ��� ２３０（４３３番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．３―１２．６―１２．５―１２．４―１１．９―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．０―４９．６―１：０２．１―１：１４．５―１：２６．４―１：３８．１

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

オペラダンシング 
�
父 オペラハウス 

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．６．２６ 中山３着

２００９．２．２０生 牡３黒鹿 母 セイントリープレア 母母 オールハローズ ８戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
〔発走状況〕 スーパーボルト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スーパーボルト号は，発走調教再審査。

０８０２０ ３月２５日 晴 不良 （２４中山３）第２日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

７９ ヤマニンパソドブル 牝５青鹿５５ 三浦 皇成土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６６－ ２１：５５．０ ２．６�

１１ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 田辺 裕信吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：５５．２１� ３．０�
７８ サクラトップクイン 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４１：５５．３クビ ４．１�
８１０ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３２＋ ２１：５５．４� ２６．５�
２２ � アドマイヤキャロル 牝５黒鹿５５ 北村 宏司近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４１：５５．８２� ３１．５�
５５ ピュアマインド 牝４栗 ５５ 川須 栄彦吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：５６．０� ７．６�
８１１� ミスチフキッツ 牝４栗 ５５

５２ ▲原田 和真 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４４４± ０１：５６．１� ６９．１	
３３ � ホワイトジュエル 牝５芦 ５５ 二本柳 壮 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４６＋ ４１：５６．２� ２０．６

４４ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 木幡 初広吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４６８＋２０１：５６．６２� ６６．９�
６６ ホワイトアッシュ 牝４芦 ５５ 津村 明秀�グランド牧場 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４２± ０１：５７．１３ ５４．１�

（１０頭）
６７ マ ン マ ル コ 牝４栗 ５５ 武士沢友治清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，７８６，１００円 複勝： ３７，９１０，７００円 枠連： １９，１７０，６００円

馬連： ６７，７８２，２００円 馬単： ４８，０７９，１００円 ワイド： ２５，９０６，７００円

３連複： ８０，５７５，８００円 ３連単： １７９，３５７，０００円 計： ４８５，５６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（１－７） ２４０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ２２０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� １，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２６７８６１ 的中 � ８２３７６（１番人気）
複勝票数 計 ３７９１０７ 的中 � １２６７４６（１番人気）� ８２６７８（２番人気）� ５４５００（３番人気）
枠連票数 計 １９１７０６ 的中 （１－７） ５９５７７（１番人気）
馬連票数 計 ６７７８２２ 的中 �� １５１５９０（１番人気）
馬単票数 計 ４８０７９１ 的中 �� ５６４７４（１番人気）
ワイド票数 計 ２５９０６７ 的中 �� ５２２６５（１番人気）�� ２７４６８（２番人気）�� ２０８６０（４番人気）
３連複票数 計 ８０５７５８ 的中 ��� １３６７７１（１番人気）
３連単票数 計１７９３５７０ 的中 ��� ８２２１２（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．６―１３．３―１３．３―１２．８―１２．８―１２．４―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．５―３８．８―５２．１―１：０４．９―１：１７．７―１：３０．１―１：４２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンパソドブル 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００９．１０．４ 中山９着

２００７．５．３生 牝５青鹿 母 ヤマニンスフィアー 母母 ヤマニンドルチェ ２４戦３勝 賞金 ４０，１００，０００円
〔出走取消〕 マンマルコ号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。



０８０２１ ３月２５日 晴 稍重 （２４中山３）第２日 第９競走 ��
��２，５００�

あ わ

安 房 特 別
発走１４時１５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

３３ サトノエンペラー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８８－ ６２：３５．９ ２．４�

６９ シンボリボルドー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６４＋１０２：３６．５３� １２．１�
８１２ ヤマニンシャスール 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４７８± ０２：３６．６� １３．０�
４４ セイカプレスト 牡６黒鹿５７ 北村 友一久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７０－ ４２：３６．９１� ２１９．９�
５６ コスモエンペラー 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 B５１６± ０２：３７．０� ４．６�
２２ タガノキャプテン 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９４－ ４ 〃 クビ １２．１�
８１３	
 ホウショウアマネ 牝７芦 ５５ 的場 勇人芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８４－ ４２：３７．１クビ ２１．６	
４５ ヒラボクビクトリー 牡４鹿 ５６ 川須 栄彦
平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ２２：３７．３１� ６．５�
６８ ヒールゼアハーツ 牡４栗 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ４２：３７．５１� １０．３�
１１ マイネルネオハート 牡５黒鹿５７ 武士沢友治 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４７０＋２６２：３７．８２ ３９．９
５７ ギムレットアイ 牡７鹿 ５７ 五十嵐雄祐小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 B４６８± ０ 〃 クビ １９１．７�
７１０ ジェイケイラン 牝６黒鹿５５ 石橋 脩小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０６－ ６２：３８．２２� ５５．２�
７１１ リキアイクロフネ 牡５鹿 ５７ 江田 照男高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６２－ ４２：３８．３� ３８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，７９８，４００円 複勝： ５１，０１０，９００円 枠連： ２４，８９３，５００円

馬連： １０４，２０２，４００円 馬単： ６２，７１９，５００円 ワイド： ３５，８２２，４００円

３連複： １１６，９９７，５００円 ３連単： ２２４，５１９，４００円 計： ６５０，９６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � ２８０円 枠 連（３－６） ６４０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ５８０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ３，９６０円 ３ 連 単 ��� １６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ３０７９８４ 的中 � １０４３１７（１番人気）
複勝票数 計 ５１０１０９ 的中 � １４５７０４（１番人気）� ４１８７３（５番人気）� ３９７５４（６番人気）
枠連票数 計 ２４８９３５ 的中 （３－６） ２９１２０（２番人気）
馬連票数 計１０４２０２４ 的中 �� ５４７３２（５番人気）
馬単票数 計 ６２７１９５ 的中 �� ２１５２３（７番人気）
ワイド票数 計 ３５８２２４ 的中 �� １７４１４（４番人気）�� １５８２５（５番人気）�� ５５７９（２０番人気）
３連複票数 計１１６９９７５ 的中 ��� ２１８４２（１３番人気）
３連単票数 計２２４５１９４ 的中 ��� ９９６７（４６番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１１．８―１２．３―１２．１―１３．０―１３．２―１３．２―１２．７―１２．３―１２．１―１２．１―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．９―１８．４―３０．２―４２．５―５４．６―１：０７．６―１：２０．８―１：３４．０―１：４６．７―１：５９．０―２：１１．１―２：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．２―３F３６．９
１
�
１３（３，５）（６，１１）（１，４）－（２，８）（９，１０）７－１２
１３（３，５）１１（１，６，１０）（８，２，１２）（４，９）７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノエンペラー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Fairy King デビュー ２００８．７．１３ 函館４着

２００６．２．１７生 牡６鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet １３戦４勝 賞金 ５５，３６０，０００円

０８０２２ ３月２５日 晴 稍重 （２４中山３）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�

じょうそう

常総ステークス
発走１４時５０分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．３．２６以降２４．３．１８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．２
１：５６．１

良

良

６６ タムロスカイ 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４９２＋ ４２：０３．５ ６．０�

２２ サトノシュレン 牡４黒鹿５５ 川須 栄彦里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４７６± ０２：０３．７１� ３．１�
８９ レインボーダリア 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６６＋１２ 〃 ハナ ４．５�
８８ マコトギャラクシー 牡５栃栗５７ 石橋 脩尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ７．７�
５５ カルドブレッサ 牡４栗 ５５ 田辺 裕信 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８± ０２：０３．８クビ ５．８�
４４ エチゴイチエ 牡４鹿 ５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ 〃 アタマ １３．５�
７７ ニシノメイゲツ 牡５青鹿５６ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４６０± ０ 〃 クビ １８．３	
３３ � メ ー ヴ ェ 牝４黒鹿５３ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４６４＋１２２：０３．９� １３．４

１１ エナージバイオ 牡７栗 ５３ 北村 友一バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６６＋ ２２：０４．１１� ２５．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４０，２０９，６００円 複勝： ６３，１７５，２００円 枠連： ２４，３７８，３００円

馬連： １２８，９８６，７００円 馬単： ７９，０８２，０００円 ワイド： ４１，５５０，９００円

３連複： １３２，９９９，７００円 ３連単： ３０５，７８７，６００円 計： ８１６，１７０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（２－６） ９７０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ４４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ９，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４０２０９６ 的中 � ５３２１６（４番人気）
複勝票数 計 ６３１７５２ 的中 � １０７９６５（２番人気）� １３５０７０（１番人気）� １０５２５０（３番人気）
枠連票数 計 ２４３７８３ 的中 （２－６） １８５６３（５番人気）
馬連票数 計１２８９８６７ 的中 �� ９９５３７（３番人気）
馬単票数 計 ７９０８２０ 的中 �� ２３８３２（７番人気）
ワイド票数 計 ４１５５０９ 的中 �� ３０８４３（２番人気）�� ２３００９（４番人気）�� ２７０７３（３番人気）
３連複票数 計１３２９９９７ 的中 ��� ６７０００（２番人気）
３連単票数 計３０５７８７６ 的中 ��� ２３５７１（１５番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１３．３―１２．８―１２．７―１２．５―１２．０―１１．７―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．１―３８．４―５１．２―１：０３．９―１：１６．４―１：２８．４―１：４０．１―１：５１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タムロスカイ 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 セ ク レ ト デビュー ２００９．１１．８ 京都２着

２００７．５．８生 牡５栗 母 タムロチェリー 母母 ミスグローリー ２９戦５勝 賞金 １２１，１５２，０００円

１レース目



０８０２３ ３月２５日 晴 重 （２４中山３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１９回マーチステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （ダート・右）

４歳以上，２３．３．２６以降２４．３．１８まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
地方競馬全国協会理事長賞（１着）

賞 品
本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１１ サイレントメロディ 牡５青 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：５１．０ １２．５�

４７ メイショウタメトモ 牡７鹿 ５５ 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４５０＋ ６ 〃 クビ １０９．５�
８１６ バーディバーディ 牡５黒鹿５８ 松岡 正海里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B４９８＋ ４１：５１．２１� １４．８�
２３ トーセンアドミラル 牡５鹿 ５６ 高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ 〃 ハナ １６．６�
８１５ ナムラタイタン 牡６栗 ５８ 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１８－ ２１：５１．４１� ８．６�
７１３ シルクシュナイダー 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６－ ８ 〃 ハナ ３．５	
２４ � ライブコンサート 	８黒鹿５７ 田中 勝春グリーンフィールズ
 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７４－ ２ 〃 ハナ ５９．７�
５９ クリールパッション 牡７鹿 ５７ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B４８０＋ ３１：５１．５クビ ３８．５�
５１０ トーセンアレス 牡５鹿 ５５ 柴田 善臣島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４７８－ ８ 〃 クビ ６．３
４８ マイネルオベリスク 牡５鹿 ５５ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 ４８４－ ２１：５１．６
 １１．９�
６１２ アイファーソング 牡４青鹿５４ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 ４８０－ ４１：５１．８１� １９．４�
１１ マイネルアワグラス 牡８鹿 ５６ 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ５３０＋１０１：５１．９� ４０．２�
３６ タガノロックオン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１２－１２１：５２．０クビ ５．７�
３５ ブ ル ロ ッ ク 牡５鹿 ５４ 佐藤 哲三小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４７６－ ８１：５２．１
 ２１．８�
７１４ エイシンダッシュ 牡６鹿 ５４ 江田 照男平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４９２＋１４１：５２．４１
 ７８．８�
１２ タカオノボル 牡４黒鹿５６ 丸山 元気櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４３６－ ２１：５２．７１
 ２２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７６，２５７，５００円 複勝： １１４，５４６，８００円 枠連： ９２，１２７，５００円

馬連： ４３８，１９６，３００円 馬単： ２１６，０５５，０００円 ワイド： １２７，３３２，０００円

３連複： ５７１，７７１，５００円 ３連単： １，０１３，０１２，６００円 計： ２，６４９，２９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ４４０円 � ３，１２０円 � ５３０円 枠 連（４－６） ４，１９０円

馬 連 �� ８２，８４０円 馬 単 �� １３９，６３０円

ワ イ ド �� ２０，３３０円 �� ３，４８０円 �� ２１，０４０円

３ 連 複 ��� ４２６，２３０円 ３ 連 単 ��� ２，３２１，７５０円

票 数

単勝票数 計 ７６２５７５ 的中 � ４８４３５（６番人気）
複勝票数 計１１４５４６８ 的中 � ７３９６８（６番人気）� ８７５３（１６番人気）� ５９４２７（７番人気）
枠連票数 計 ９２１２７５ 的中 （４－６） １６２４２（２３番人気）
馬連票数 計４３８１９６３ 的中 �� ３９０４（１０８番人気）
馬単票数 計２１６０５５０ 的中 �� １１４２（２０２番人気）
ワイド票数 計１２７３３２０ 的中 �� １５３２（１１０番人気）�� ９１１９（４６番人気）�� １４８０（１１１番人気）
３連複票数 計５７１７７１５ 的中 ��� ９９０（４６６番人気）
３連単票数 計１０１３０１２６ 的中 ��� ３２２（２５７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３６．０―４９．２―１：０１．４―１：１３．４―１：２５．９―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サイレントメロディ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 中山３着

２００７．１．２７生 牡５青 母 サイレントハピネス 母母 レガシーオブストレングス １７戦６勝 賞金 １１４，３２１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２２頭 アンシェルブルー号・アンノルーチェ号・インオラリオ号・インペリアルマーチ号・エプソムアーロン号・

エーシンホワイティ号・オペラブラーボ号・オールアズワン号・キョウワマグナム号・ゴールデンチケット号・
シャウトライン号・スタッドジェルラン号・スリーアリスト号・セイカアレグロ号・ソリタリーキング号・
ダイワナイト号・デストラメンテ号・ファリダット号・フォーエバーマーク号・ボクノタイヨウ号・モンテエン号・
モンテクリスエス号

０８０２４ ３月２５日 晴 稍重 （２４中山３）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０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

７１２ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿５７ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４６６－ ４１：０９．６ ３４．４�

７１３ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B４６２－ ８１：０９．９１� ２８．７�
５９ サイレントソニック 牝４黒鹿５５ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ ２．１�
３５ モ ト ヒ メ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド ４４０－ ６１：１０．０� １１．５�
４７ 	 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 ５３８＋ ２ 〃 クビ ５９．１�
６１１ ウインバンディエラ 牡６栗 ５７ 的場 勇人�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４７６－ ４１：１０．１� ５．２	
２２ サザンブレイズ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４６８－ ６１：１０．２� ６．７

８１４ 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 ４８０－ ６１：１０．３� １０．０�
５８ オメガブルーライン 牝５芦 ５５ 石橋 脩原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：１０．４� ２３．５�
３４ アイアンデューク 牡６芦 ５７ 柴田 善臣栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４７８＋ ６１：１０．６１ ４０．１
１１ 	 モルフェメイト 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４１８＋ ４ 〃 クビ ２３９．３�
４６ 	 フラワーウィンド 牝６黒鹿５５ 太宰 啓介川島 吉男氏 成島 英春 三石 下屋敷牧場 ４５２± ０１：１０．７クビ ２３６．２�
２３ ウエスタンハピネス 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ １４．７�
８１５ シンボリマルセイユ 牡５芦 ５７ 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９４－ ２１：１０．９１� ５７．３�
６１０ トロンプルイユ 牝５栗 ５５ 北村 友一前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－ ４１：１１．７５ ６１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５３，１０７，０００円 複勝： ７２，２０２，３００円 枠連： ４３，０５８，３００円

馬連： １６９，２２６，２００円 馬単： １０４，２３２，１００円 ワイド： ５９，５５１，６００円

３連複： ２０７，３７１，４００円 ３連単： ４２７，８４７，０００円 計： １，１３６，５９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４４０円 複 勝 � ６１０円 � ６９０円 � １４０円 枠 連（７－７） １９，４５０円

馬 連 �� ２２，７００円 馬 単 �� ５３，０９０円

ワ イ ド �� ４，８３０円 �� １，２００円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２４，３９０円 ３ 連 単 ��� ２６９，１９０円

票 数

単勝票数 計 ５３１０７０ 的中 � １２１７０（９番人気）
複勝票数 計 ７２２０２３ 的中 � ２４１４６（８番人気）� ２０９６０（１０番人気）� ２０７３６６（１番人気）
枠連票数 計 ４３０５８３ 的中 （７－７） １６３４（３０番人気）
馬連票数 計１６９２２６２ 的中 �� ５５０２（５３番人気）
馬単票数 計１０４２３２１ 的中 �� １４４９（１１１番人気）
ワイド票数 計 ５９５５１６ 的中 �� ２９５４（４６番人気）�� １２５５７（１２番人気）�� ９３８５（１６番人気）
３連複票数 計２０７３７１４ 的中 ��� ６２７７（７３番人気）
３連単票数 計４２７８４７０ 的中 ��� １１７３（６４０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．３―１１．７―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．７―４５．４―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ス カ ー ダ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００９．６．２８ 福島５着

２００７．４．１４生 牡５青鹿 母 ベーシックフジ 母母 ジヨナゴールド ３２戦３勝 賞金 ４０，２７７，０００円

４レース目



（２４中山３）第２日 ３月２５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １６９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３６，１９０，０００円
４，１６０，０００円
５，２９０，０００円
１，７００，０００円
２１，４９０，０００円
５８，３５９，５００円
５，３４０，８００円
１，６２２，４００円

勝馬投票券売得金
３７５，８３１，０００円
６４７，３４０，７００円
３２２，３８２，３００円
１，２９３，２２３，８００円
７８６，１８３，０００円
４５３，０３６，８００円
１，５８６，３４５，６００円
３，０５６，１８３，０００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 ８，５２０，５２６，２００円

総入場人員 ２９，２３０名 （有料入場人員 ２６，９７５名）


