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06013 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10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
1：48．5
1：47．8

重
重

815 グラスソニック 牡3栗 56 津村 明秀半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 466± 01：59．7 33．2�
713 ケイジータイタン 牡3青鹿56 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 516＋ 2 〃 クビ 12．5�
36 クレバーセレクト 牡3鹿 56 田辺 裕信�岡崎牧場 小西 一男 日高 白瀬 明 492± 02：00．01� 5．1�
611 キネオハレー 牡3鹿 56 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B496＋ 62：00．1クビ 2．0�
11 アイディドゥイット 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 42：00．41� 8．4	
12 マイネルエウロス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 4 〃 アタマ 28．4

47 トーセンワイルド 牡3青 56

53 ▲平野 優島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 496± 0 〃 ハナ 31．2�

23 サルジェンツチェリ 牡3芦 56 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 468＋ 2 〃 アタマ 152．8
612 プリズンブレーク 牡3青 56 木幡 初広細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 440＋ 82：00．82� 125．1�
24 アンサングヒーロー 牡3栗 56 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 林 孝輝 508＋ 2 〃 ハナ 241．2�
816 タカラプリンス 牡3黒鹿56 内田 博幸村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 466－ 42：00．9クビ 5．8�
714 ブルーローズ 牡3鹿 56 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 460＋ 22：01．53� 21．2�
48 ケンブリッジモス 牡3栗 56 G．ブノワ 中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 460± 02：02．56 251．5�
（仏）

510 キーコレクション 牡3栗 56 石橋 脩北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 468＋ 62：02．6� 95．2�
59 ワ ン パ ン チ 牡3芦 56

54 △嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B414＋ 62：02．7� 108．0�
35 ブラックユニバンス 牡3黒鹿56 F．ベリー 亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 470＋12 〃 ハナ 243．7�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，994，900円 複勝： 34，774，900円 枠連： 15，626，000円
馬連： 52，334，700円 馬単： 35，084，100円 ワイド： 25，188，000円
3連複： 69，025，400円 3連単： 110，716，900円 計： 363，744，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，320円 複 勝 � 830円 � 360円 � 180円 枠 連（7－8） 1，410円

馬 連 �� 11，730円 馬 単 �� 27，350円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 1，980円 �� 850円

3 連 複 ��� 18，980円 3 連 単 ��� 181，180円

票 数

単勝票数 計 209949 的中 � 4998（9番人気）
複勝票数 計 347749 的中 � 8962（9番人気）� 24202（5番人気）� 65461（2番人気）
枠連票数 計 156260 的中 （7－8） 8208（8番人気）
馬連票数 計 523347 的中 �� 3293（30番人気）
馬単票数 計 350841 的中 �� 947（62番人気）
ワイド票数 計 251880 的中 �� 2000（29番人気）�� 3096（20番人気）�� 7596（8番人気）
3連複票数 計 690254 的中 ��� 2685（52番人気）
3連単票数 計1107169 的中 ��� 451（413番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―13．9―14．1―13．6―13．2―13．0―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．4―39．3―53．4―1：07．0―1：20．2―1：33．2―1：46．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラスソニック �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．9 東京3着

2010．4．6生 牡3栗 母 グラスオードリー 母母 ケイパビリティー 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ブラックユニバンス号の騎手F．ベリーは，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

ケイジータイタン号の騎手岩部純二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。
（非抽選馬） 5頭 カツトシクン号・ケツァルコアトル号・ダイゴハクリュウ号・タイセイホーク号・ブランドハヤテ号
※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。

06014 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第2競走 ��1，200�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
1：08．7
1：08．7

重
重

816 アップルハウス 牡3青鹿56 津村 明秀新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 446－ 21：13．5 2．6�
713 エバーダンシング 牝3栗 54 蛯名 正義宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450－101：13．71� 6．2�
612 アイネクライネ 牝3芦 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社

松田牧場 452± 01：13．8� 8．7�
36 ベルウッドジンプウ 牡3栗 56 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 460＋ 41：14．01� 5．3�
48 リバイバルワンダー 牡3鹿 56 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：14．21� 66．0�
714 プリサイスガール 牝3青 54 村田 一誠�グランド牧場 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 430－ 61：14．3� 14．2	
47 マヤノダークマター 牡3鹿 56 G．ブノワ 田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 B500± 01：14．61� 6．7


（仏）

35 ポ タ ラ カ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 小野 秀治 438＋ 4 〃 ハナ 227．9�
510 トミケンフィアブル 牡3栗 56 松岡 正海冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 490＋ 81：14．7クビ 57．1�
23 プリマチュチュ 牝3栗 54 中谷 雄太スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 有限会社武岡牧場 444－ 2 〃 クビ 260．0
12 ウエスタンサムソン 牡3鹿 56 小島 太一西川 賢氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 474＋101：14．8クビ 274．5�
59 ノボサイボーグ 牡3栗 56 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 468＋ 8 〃 クビ 141．3�
815 ディアストライカー 牡3鹿 56 内田 博幸ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 480－ 21：15．54 11．2�
611 ザエリモホース 牡3鹿 56

53 ▲杉原 誠人平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 496＋281：15．71� 78．5�
11 トーセンレインボー 牝3栗 54 北村 宏司島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋101：16．12� 40．0�
24 バンダムロビン 牡3鹿 56 田中 博康山科 統氏 南田美知雄 浦河 富塚 元喜 464＋221：16．3� 479．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，277，200円 複勝： 35，520，800円 枠連： 16，526，500円
馬連： 52，568，100円 馬単： 34，182，100円 ワイド： 22，741，700円
3連複： 65，388，300円 3連単： 103，750，200円 計： 351，954，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 230円 � 220円 枠 連（7－8） 510円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 540円 �� 440円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 10，040円

票 数

単勝票数 計 212772 的中 � 66493（1番人気）
複勝票数 計 355208 的中 � 81675（1番人気）� 36974（5番人気）� 39771（4番人気）
枠連票数 計 165265 的中 （7－8） 24059（1番人気）
馬連票数 計 525681 的中 �� 37634（4番人気）
馬単票数 計 341821 的中 �� 12967（5番人気）
ワイド票数 計 227417 的中 �� 10493（6番人気）�� 13507（3番人気）�� 5556（13番人気）
3連複票数 計 653883 的中 ��� 19520（6番人気）
3連単票数 計1037502 的中 ��� 7631（14番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―12．6―13．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―46．6―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップルハウス �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．2．3 東京2着

2010．4．15生 牡3青鹿 母 アジアンプリンセス 母母 Golden Aster 2戦1勝 賞金 7，400，000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 イーグルカッター号・キャニオンティアモ号・ショウナンバグース号・ナスケンプレアデス号
※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２日



06015 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 アディシオン 牝3鹿 54 柴田 善臣島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 494＋ 22：00．1 5．4�
59 ペプチドアメジスト 牝3栗 54 三浦 皇成沼川 一彦氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 476＋14 〃 クビ 29．6�
714 シャトルダンサー 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 444± 0 〃 アタマ 36．2�
47 メイショウキリコ 牝3鹿 54 津村 明秀松本 好雄氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 534－ 4 〃 アタマ 31．4�
35 ネ ス 牝3青 54 北村 宏司楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 450－ 62：01．05 14．5�
24 ガッテンハピネス 牝3芦 54 松岡 正海大島 芳子氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 460－ 62：01．1� 18．4�
36 ルーベンスクラフト 牝3栗 54 石橋 脩 	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 474± 02：01．42 12．9

23 フリーマインド 牝3鹿 54 武士沢友治上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 碧雲牧場 B422＋ 82：01．61 20．8�
48 コンシェルジュ 牝3鹿 54 柴田 大知細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 468－ 42：01．92 28．5�
816 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 W．ビュイック 石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 B450＋ 22：02．32� 2．1

（英）

611 サクラゲルダ 牝3芦 54 横山 典弘	さくらコマース田中 清隆 新ひだか 谷岡牧場 448－ 22：02．72� 5．4�
815 トーアアナスタシア 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次高山ランド	 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 448－28 〃 ハナ 257．0�
12 グラストンベリー 牝3芦 54 江田 照男日下部勝德氏 栗田 徹 新ひだか 森 俊雄 430－ 22：02．8� 111．0�
713 ダイワマザーランド 牝3栗 54

51 ▲平野 優大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 440－ 22：03．54 226．5�
612 ブリーズギフト 牝3黒鹿54 今野 忠成飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 442－ 22：03．92� 122．3�

（川崎）

11 トミケンリジョイス 牝3鹿 54
51 ▲杉原 誠人冨樫 賢二氏 水野 貴広 えりも エクセルマネジメント 428＋ 22：04．0クビ 151．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，041，300円 複勝： 29，429，100円 枠連： 17，871，900円
馬連： 50，679，500円 馬単： 34，803，700円 ワイド： 24，492，800円
3連複： 64，828，500円 3連単： 106，702，500円 計： 350，849，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 220円 � 630円 � 770円 枠 連（5－5） 8，440円

馬 連 �� 8，100円 馬 単 �� 14，270円

ワ イ ド �� 2，640円 �� 2，730円 �� 5，680円

3 連 複 ��� 60，490円 3 連 単 ��� 317，530円

票 数

単勝票数 計 220413 的中 � 32572（3番人気）
複勝票数 計 294291 的中 � 44838（2番人気）� 11050（9番人気）� 8866（11番人気）
枠連票数 計 178719 的中 （5－5） 1563（22番人気）
馬連票数 計 506795 的中 �� 4623（24番人気）
馬単票数 計 348037 的中 �� 1800（40番人気）
ワイド票数 計 244928 的中 �� 2301（28番人気）�� 2218（29番人気）�� 1051（50番人気）
3連複票数 計 648285 的中 ��� 791（136番人気）
3連単票数 計1067025 的中 ��� 248（702番人気）

ハロンタイム 13．0―12．9―13．9―14．0―13．2―12．5―13．0―13．2―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．9―39．8―53．8―1：07．0―1：19．5―1：32．5―1：45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．6
1
3
14（9，13）（8，10）（4，12）（3，6，16）（7，15）－5（2，11）－1・（14，9）10（8，4）（13，1）（3，7，6，12）16（5，15）－（2，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アディシオン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．16 中山6着

2010．3．10生 牝3鹿 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー 4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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アイサメヤラズ号・シェーンフレール号・ハートアンドハート号・ファストソング号・プレジール号・

ボーラキアーラ号・リキノナンブビジン号・レオソルシエール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

06016 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11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
1：48．5
1：47．8

重
重

11 ショウナンダイラ 牡3鹿 56 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518－ 21：57．3 4．1�

22 � ヤンキーソヴリン 牡3黒鹿56 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.
Brilie, L. P. 488＋ 41：58．04 21．3�

710 ダノンアイガー 牡3芦 56 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 494－ 21：58．21� 2．6�
68 ケイアイリブラ 牝3鹿 54 石橋 脩亀田 和弘氏 柴崎 勇 新ひだか 村上牧場 448± 01：58．41� 10．3�
67 ゲマインシャフト 牡3鹿 56 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 484－ 61：58．5	 22．6	
811 キタノイットウセイ 牡3鹿 56 津村 明秀北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 500＋ 6 〃 ハナ 16．3

812 ケツァルコアトル 牡3青鹿56 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 512＋161：58．6
 305．9�
33 ディーエスコマンド 牡3鹿 56 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 494－ 41：58．7クビ 81．4�
55 コスモアリュール 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか ウエスタンファーム 454－ 21：59．33	 71．8
56 ヘイローフォンテン 牡3鹿 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 510－ 61：59．4	 3．4�
79 マイネルガブリエル 牡3黒鹿56 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 482＋ 82：02．4大差 49．6�
（愛）

44 ブルーバレット 牝3黒鹿 54
51 ▲杉原 誠人泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 458－ 4 （競走中止） 30．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，524，400円 複勝： 36，759，900円 枠連： 12，827，200円
馬連： 56，430，600円 馬単： 40，048，000円 ワイド： 24，647，200円
3連複： 71，185，700円 3連単： 138，249，300円 計： 403，672，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 370円 � 140円 枠 連（1－2） 4，150円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 6，520円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 240円 �� 870円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 28，270円

票 数

単勝票数 計 235244 的中 � 46142（3番人気）
複勝票数 計 367599 的中 � 68475（3番人気）� 18279（6番人気）� 87798（1番人気）
枠連票数 計 128272 的中 （1－2） 2282（12番人気）
馬連票数 計 564306 的中 �� 9733（15番人気）
馬単票数 計 400480 的中 �� 4538（23番人気）
ワイド票数 計 246472 的中 �� 4845（16番人気）�� 30640（2番人気）�� 6335（9番人気）
3連複票数 計 711857 的中 ��� 15409（10番人気）
3連単票数 計1382493 的中 ��� 3610（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．5―50．5―1：03．8―1：16．7―1：30．1―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．6
1
3
4（5，6，10）－3－12，1，9－（2，8）－11－7・（10，6）9（5，1）（3，12，8）－2－11，4，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンダイラ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エアジハード デビュー 2012．12．9 中山2着

2010．2．26生 牡3鹿 母 ヒカルマイゴール 母母 クライウィズジョイ 3戦2勝 賞金 14，800，000円
〔競走中止〕 ブルーバレット号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 コスモアリュール号の騎手柴田大知は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルガブリエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月24日まで平

地競走に出走できない。
※ケツァルコアトル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



06017 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第5競走 ��
��1，600�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
1：30．7
1：30．7

良
良

510 バロンドゥフォール 牡3鹿 56 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474± 01：35．6 2．2�
24 クラウンマイスター 牡3青鹿56 田辺 裕信矢野 悦三氏 菊川 正達 青森 佐々木牧場 494± 01：35．7� 4．0�
714 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 494＋ 21：35．8クビ 8．0�
12 シ ェ ー ル 牝3芦 54 G．ブノワ 谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 440± 01：36．22� 32．5�

（仏）

48 コスモケリア 牝3栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 460± 01：36．52 115．2�
36 ディーズミストレス 牝3黒鹿54 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新ひだか 有限会社石川牧場 436－ 4 〃 クビ 49．5	
47 キッズラルナ 牡3黒鹿56 F．ベリー 瀬谷 
雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 ハナ 17．4�

（愛）

713 マリアローザ 牝3青鹿54 三浦 皇成山本 剛史氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 436± 01：36．71	 34．2�
815 サウスマキシム 牡3鹿 56 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 510＋ 41：36．8クビ 35．1
612 ネルトスグアサ 牡3黒鹿56 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 454＋ 2 〃 クビ 76．5�
59 ブライトクルーズ 牡3鹿 56 W．ビュイック �岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 458＋ 21：37．11� 43．3�

（英）

23 コスモソーク 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 532＋24 〃 クビ 85．5�
35 ラストチャンス 牡3鹿 56 江田 照男白井 岳氏 矢野 照正 日高 白井牧場 488＋ 21：37．31	 305．2�
611 エ グ ゼ ビ ア 牡3黒鹿56 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 528± 01：37．51	 5．7�
816 オーペドアンジョ 牡3青 56

54 △嶋田 純次桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 422－ 21：38．03 49．8�
11 サンマルアクトレス 牝3栗 54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新ひだか 武 牧場 448－ 61：38．1� 272．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，381，800円 複勝： 45，536，700円 枠連： 18，077，600円
馬連： 69，868，700円 馬単： 48，311，400円 ワイド： 32，942，900円
3連複： 92，048，700円 3連単： 159，013，100円 計： 494，180，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 180円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 560円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 283818 的中 � 103296（1番人気）
複勝票数 計 455367 的中 � 130948（1番人気）� 92257（2番人気）� 50782（4番人気）
枠連票数 計 180776 的中 （2－5） 27848（1番人気）
馬連票数 計 698687 的中 �� 103738（1番人気）
馬単票数 計 483114 的中 �� 45387（1番人気）
ワイド票数 計 329429 的中 �� 46759（1番人気）�� 28930（3番人気）�� 12361（5番人気）
3連複票数 計 920487 的中 ��� 73038（2番人気）
3連単票数 計1590131 的中 ��� 34169（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―12．3―12．6―12．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．3―46．6―59．2―1：11．7―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バロンドゥフォール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．11．11 東京2着

2010．3．3生 牡3鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ 3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 テイエムトップガン号
（非抽選馬） 2頭 エアセノーテ号・ゴールデンファレノ号
※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。

06018 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・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
1：58．2
1：56．1

良
良

44 スリーデーモン 牡3青鹿56 三浦 皇成永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 522 ―2：11．3 5．0�
55 マンインザムーン 牡3芦 56 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498 ― 〃 クビ 3．5�
22 ラッフルズチョイス 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446 ―2：11．51� 5．2�
66 エ ー ラ イ ン 牝3黒鹿54 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 434 ―2：11．82 88．4�
11 ボールドカーナ 牡3青鹿56 柴田 大知増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 新冠橋本牧場 474 ―2：11．9クビ 30．5	
77 ネオヴァンデロア 牡3黒鹿56 内田 博幸小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 530 ― 〃 クビ 21．4

88 レッドレガーロ 牡3鹿 56 G．ブノワ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 542 ―2：12．11� 15．5�

（仏）

89 クールオトヒメ 牝3黒鹿54 武士沢友治川上 哲司氏 矢野 英一 新冠 飛渡牧場 478 ― 〃 ハナ 89．9�
33 シュガーパイン 牡3鹿 56 F．ベリー 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490 ―2：12．31 2．4

（愛）

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，372，900円 複勝： 29，806，700円 枠連： 11，112，500円
馬連： 45，406，100円 馬単： 37，075，200円 ワイド： 19，293，500円
3連複： 51，962，500円 3連単： 130，362，800円 計： 354，392，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 150円 � 160円 枠 連（4－5） 920円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 400円 �� 350円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 293729 的中 � 46379（3番人気）
複勝票数 計 298067 的中 � 51814（3番人気）� 55477（2番人気）� 49167（4番人気）
枠連票数 計 111125 的中 （4－5） 8937（5番人気）
馬連票数 計 454061 的中 �� 33969（5番人気）
馬単票数 計 370752 的中 �� 14077（8番人気）
ワイド票数 計 192935 的中 �� 11784（6番人気）�� 13923（4番人気）�� 12554（5番人気）
3連複票数 計 519625 的中 ��� 27806（4番人気）
3連単票数 計1303628 的中 ��� 11408（29番人気）

ハロンタイム 13．6―13．0―14．0―13．6―14．1―13．6―13．6―13．0―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―26．6―40．6―54．2―1：08．3―1：21．9―1：35．5―1：48．5―1：59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F35．8
1
3
・（6，5）（3，7）2，4，1，8，9・（6，5）7（2，3）4，1－8－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリーデーモン �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2010．5．13生 牡3青鹿 母 レ オ コ マ チ 母母 ローズレッド 1戦1勝 賞金 6，000，000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。



06019 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

24 アポロオラクル 牡3鹿 56 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 438＋ 21：10．0 17．4�
59 チェリーペトルズ 牝3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 458－ 2 〃 アタマ 3．3�
612 ウエスタンソーレ 牡3芦 56 石橋 脩西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 482－ 6 〃 クビ 16．7�
611 ナ カ ナ カ �3鹿 56 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 432± 01：10．21 5．9�
47 ジョアンシーピン 牝3黒鹿54 柴田 大知西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 444－ 2 〃 クビ 10．0�
36 ヒュウガミズキ 牝3鹿 54 横山 典弘山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 460± 01：10．3クビ 7．9	
816 ホオポノポノ 牝3鹿 54 松岡 正海松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 422－ 6 〃 クビ 4．9

12 クインスウィーティ 牝3芦 54

51 ▲杉原 誠人田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 412－121：10．4� 30．4�
713 エフティチャーミー 牝3鹿 54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 442＋ 2 〃 アタマ 54．3�
815 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 458＋ 61：10．61	 151．9
23 モンサンスピカ 牝3鹿 54 津村 明秀山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 464－ 2 〃 クビ 47．2�
714
 マンボマーチ 牝3青鹿 54

51 ▲平野 優栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 448＋ 4 〃 ハナ 309．9�
35 � リコーレヴェントン 牡3鹿 56 今野 忠成土橋 正雄氏 荒山 勝徳 新冠 リコーファーム 468＋ 41：10．7� 259．0�

（大井） （川崎）

11 ツクバリンカーン 牡3芦 56 G．ブノワ 荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 520－ 41：10．9� 10．5�
（仏）

510 グ レ カ ー レ 牝3鹿 54
52 △嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 422－ 61：11．0� 21．6�

48 
 マンセイグレネード 牡3鹿 56 F．ベリー 簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 486＋ 41：11．42� 112．7�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，407，000円 複勝： 42，260，400円 枠連： 22，126，700円
馬連： 80，322，400円 馬単： 46，161，100円 ワイド： 34，322，400円
3連複： 96，091，900円 3連単： 155，661，100円 計： 504，353，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 440円 � 180円 � 400円 枠 連（2－5） 2，290円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 3，500円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 16，010円 3 連 単 ��� 104，440円

票 数

単勝票数 計 274070 的中 � 12466（8番人気）
複勝票数 計 422604 的中 � 21740（8番人気）� 81273（1番人気）� 25064（7番人気）
枠連票数 計 221267 的中 （2－5） 7153（12番人気）
馬連票数 計 803224 的中 �� 17244（13番人気）
馬単票数 計 461611 的中 �� 3846（34番人気）
ワイド票数 計 343224 的中 �� 6673（12番人気）�� 2362（45番人気）�� 6024（14番人気）
3連複票数 計 960919 的中 ��� 4432（57番人気）
3連単票数 計1556611 的中 ��� 1100（363番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―11．7―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．3―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．4
3 16（12，13）11（10，9）（6，7，15）（2，4，14）5－3－1，8 4 16（12，13）10（11，9）（6，7，4，15）（2，14）（3，5）－1－8

勝馬の
紹 介

アポロオラクル �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ウォーニング デビュー 2012．9．23 中山1着

2010．4．2生 牡3鹿 母 ベ ル ビ オ ラ 母母 フリーウィル 6戦2勝 賞金 16，444，000円
※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 リアリティー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

06020 2月24日 晴 良 （25中山2）第2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，4歳56�5歳以上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

35 プリュキエール 牡4青鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 494＋ 41：56．9 6．9�
59 ソルデマーヨ �5黒鹿57 石橋 脩吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 520－14 〃 アタマ 20．0�
714 クレバーカイザー 牡4鹿 56 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 ハナ 3．0�
24 セ ン キ 牡4鹿 56 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 472＋ 21：57．22 2．5�
612 スターライラック 牝4鹿 54 江田 照男庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 452－ 61：57．51	 15．1	
11 トキノワイルド 牡4鹿 56

53 ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：57．6クビ 150．4

12 カントリースノー �6黒鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B516＋ 2 〃 アタマ 46．1�
815 レッドブルピサ 牡4鹿 56 内田 博幸市川 義美氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 532＋121：57．91	 7．7�
47 
 アポロスカイナイト 牡5鹿 57 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

B468＋ 21：58．32� 123．8
713� デンコウチャーム 牡4栗 56 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 482－221：58．72� 363．0�
611 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 512＋ 41：58．8� 28．4�
36 � ボ タ モ チ 牡4鹿 56

53 ▲杉原 誠人中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 448－ 51：58．9	 201．5�
23 � サクラマニフィーク 牡5黒鹿57 村田 一誠�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 546－141：59．11 85．7�
816 ドラゴンフラッシュ 牡4栗 56 G．ブノワ 窪田 芳郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 518＋241：59．73� 35．6�

（仏）

48 � ブラウシュタイン 牡4黒鹿 56
54 △嶋田 純次吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 414－112：00．55 220．7�

510� ガ ル ホ ー ム 牡4栗 56 三浦 皇成國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 長谷部牧場 488＋112：01．56 267．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，474，500円 複勝： 43，586，900円 枠連： 26，731，100円
馬連： 82，582，400円 馬単： 52，413，600円 ワイド： 34，351，200円
3連複： 104，843，400円 3連単： 183，408，300円 計： 560，391，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 460円 � 150円 枠 連（3－5） 7，940円

馬 連 �� 7，650円 馬 単 �� 13，130円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 470円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 8，520円 3 連 単 ��� 71，550円

票 数

単勝票数 計 324745 的中 � 37507（3番人気）
複勝票数 計 435869 的中 � 53616（3番人気）� 18733（7番人気）� 105562（2番人気）
枠連票数 計 267311 的中 （3－5） 2486（21番人気）
馬連票数 計 825824 的中 �� 7967（20番人気）
馬単票数 計 524136 的中 �� 2947（36番人気）
ワイド票数 計 343512 的中 �� 4070（21番人気）�� 19643（3番人気）�� 6342（14番人気）
3連複票数 計1048434 的中 ��� 9083（25番人気）
3連単票数 計1834083 的中 ��� 1892（189番人気）

ハロンタイム 13．0―12．6―13．5―13．6―12．8―12．3―12．8―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．6―39．1―52．7―1：05．5―1：17．8―1：30．6―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3
1，9，12（7，15）（2，14）（5，16）－11（4，10，13）－3－6，8・（1，9）12（7，15）（2，11）14，5（4，13）16－（10，3）－6－8

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

勝馬の
紹 介

プリュキエール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2011．11．6 東京5着

2009．4．2生 牡4青鹿 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 13戦2勝 賞金 24，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 サクラマニフィーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 クラウドチェンバー号・ダーズンローズ号・プロミシングユース号
※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。



06021 2月24日 晴 良 （25中山2）第2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，24．2．25以降25．2．17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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

45 ヒラボクインパクト 牡5鹿 56 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 490＋ 21：48．1 2．8�
22 セコンドピアット 牝4鹿 53 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 2．9�
812 タツミリュウ 牡5栗 57 田辺 裕信�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 502＋181：48．2� 25．9�
813 コ ン カ ラ ン 牝6栗 53 三浦 皇成吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 464－ 61：48．3� 12．1�
44 オペラダンシング 牡4黒鹿54 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 468＋ 61：48．4クビ 8．8	
11 ブライトボーイ 牡4鹿 54 石橋 脩古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480＋ 21：48．5� 20．1

711	 ユウターウェーヴ 牡6栗 53 村田 一誠北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 498＋ 61：48．81� 37．5�
710 マイネヒメル 牝4栗 51 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 41：49．12 48．8�
33 コスモバルバラ 牝4黒鹿52 松岡 正海 �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 442＋ 81：49．2� 16．3
56 コウヨウレジェンド 牡5鹿 54 G．ブノワ 寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 514± 01：49．3クビ 15．7�

（仏）

68 デュリュクス 牝6鹿 51 嶋田 純次井村誉志雄氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 426－121：49．83 125．9�
57 ヘレナモルフォ 牝4鹿 52 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 458＋ 61：50．22� 13．0�
69 	 レオアドミラル 牡7栗 53 今野 忠成田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 B496＋ 61：50．3クビ 234．0�

（川崎）

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，015，600円 複勝： 58，285，900円 枠連： 33，198，100円
馬連： 118，120，700円 馬単： 71，726，100円 ワイド： 44，038，900円
3連複： 137，929，200円 3連単： 279，742，200円 計： 779，056，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 470円 枠 連（2－4） 290円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，140円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計 360156 的中 � 103820（1番人気）
複勝票数 計 582859 的中 � 149662（1番人気）� 132294（2番人気）� 20248（9番人気）
枠連票数 計 331981 的中 （2－4） 86333（1番人気）
馬連票数 計1181207 的中 �� 236909（1番人気）
馬単票数 計 717261 的中 �� 73614（1番人気）
ワイド票数 計 440389 的中 �� 74323（1番人気）�� 8123（14番人気）�� 8476（13番人気）
3連複票数 計1379292 的中 ��� 35899（6番人気）
3連単票数 計2797422 的中 ��� 24370（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．8―48．5―59．5―1：11．2―1：23．5―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 メジロライアン デビュー 2010．6．27 福島1着

2008．3．17生 牡5鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 16戦4勝 賞金 60，214，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

06022 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第10競走 ��
��1，200�ブラッドストーンステークス

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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：08．7
1：08．7

重
重

22 ハッピーカオル 牡6青 57 田辺 裕信芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：11．7 11．9�
814 タマブラックホール 牡4黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 504－10 〃 クビ 3．2�
34 カフェシュプリーム 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 514＋ 21：11．8クビ 3．3�
59 ケージーハヤブサ 牡4鹿 57 内田 博幸川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 502± 01：12．22� 7．7�
11 ダンシングマオ 牝6鹿 55 北村 宏司森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 クビ 16．7�
47 チャンピオンラブ 牡7青鹿57 蛯名 正義坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 500＋ 41：12．3	 37．7	
610 トーセンナスクラ 牡5黒鹿57 F．ベリー 島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 482± 0 〃 アタマ 14．4

（愛）

58 エイコオウイング 牝5鹿 55 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 488＋ 61：12．5	 7．2�
713 カフェマーシャル 牡7芦 57 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 510－ 21：12．6	 38．1�
815
 チャンピオンヤマト 牡4鹿 57 津村 明秀坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 468＋ 61：12．81� 48．0
712 ハンマープライス 牡7栗 57 木幡 初広 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 211．5�
23 サマーソング 牝6鹿 55 江田 照男セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 61：13．22� 70．1�
611 フリートアロー 牡4栗 57 G．ブノワ 矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 498＋ 41：13．62� 118．4�

（仏）

35 ナムラジュエル 牝5栗 55 三浦 皇成奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 430－18 〃 ハナ 17．1�
46 ハードウォン 牡7鹿 57 村田 一誠津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 486－ 21：13．7クビ 460．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，515，200円 複勝： 71，286，000円 枠連： 42，375，400円
馬連： 167，330，200円 馬単： 89，160，000円 ワイド： 57，492，700円
3連複： 204，605，900円 3連単： 374，416，200円 計： 1，050，181，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 250円 � 140円 � 130円 枠 連（2－8） 2，620円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 910円 �� 610円 �� 220円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 27，450円

票 数

単勝票数 計 435152 的中 � 29003（5番人気）
複勝票数 計 712860 的中 � 53078（5番人気）� 161680（2番人気）� 168958（1番人気）
枠連票数 計 423754 的中 （2－8） 11943（10番人気）
馬連票数 計1673302 的中 �� 38912（13番人気）
馬単票数 計 891600 的中 �� 7646（31番人気）
ワイド票数 計 574927 的中 �� 13626（12番人気）�� 21330（5番人気）�� 82013（1番人気）
3連複票数 計2046059 的中 ��� 69112（6番人気）
3連単票数 計3744162 的中 ��� 10067（76番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―11．1―12．3―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―33．2―45．5―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーカオル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー 2009．10．24 京都4着

2007．4．8生 牡6青 母 カムイイットー 母母 イ ツ ト ー 21戦5勝 賞金 72，729，000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。

２レース目



06023 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第11競走 ��
��1，800�第87回中 山 記 念（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，24．2．25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，24．2．24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）

千葉県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

815 ナカヤマナイト 牡5栗 57 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 486－ 41：47．3 4．5�
610 ダイワファルコン 牡6鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514± 0 〃 クビ 5．8�
59 シ ル ポ ー ト 牡8鹿 57 松岡 正海河﨑 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 504± 0 〃 ハナ 13．3�
814� タッチミーノット 牡7黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 504－ 21：47．4	 4．3�
34 トーセンレーヴ 牡5鹿 56 W．ビュイック 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：47．61
 7．5�

（英）

712 ダノンバラード 牡5黒鹿57 F．ベリー 	ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 480± 01：47．7クビ 6．0

（愛）

47 スマイルジャック 牡8黒鹿56 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 500＋ 21：47．8	 30．3�
22 リアルインパクト 牡5鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 532＋ 4 〃 クビ 11．7
713 ニシノメイゲツ 牡6青鹿56 江田 照男西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 464＋ 41：47．9クビ 159．4�
23 カ リ バ ー ン �6鹿 56 G．ブノワ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B482－101：48．22 145．1�

（仏）

58 � アンコイルド 牡4鹿 55 蛯名 正義�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC 496＋10 〃 ハナ 9．7�

35 シ ン ゲ ン 牡10黒鹿56 三浦 皇成吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 504± 01：48．51	 116．1�
611 ト シ ザ マ キ 牝6栗 54 石橋 脩上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 462－ 41：49．13 187．0�
46 ルールプロスパー 牡8青鹿56 津村 明秀儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 474＋ 41：49．2クビ 265．3�
11 スノークラッシャー 牡8栃栗56 村田 一誠堀江 貞幸氏 土田 稔 鵡川 上水牧場 458＋121：49．94 326．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 175，603，800円 複勝： 265，703，600円 枠連： 163，136，900円 馬連： 797，163，500円 馬単： 417，048，300円
ワイド： 228，206，000円 3連複： 996，281，200円 3連単： 2，025，531，400円 5重勝： 844，728，800円 計： 5，913，403，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 210円 � 390円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，370円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 6，560円 3 連 単 ��� 28，270円

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

キャリーオーバー なし����� 356，850円

票 数

単勝票数 計1756038 的中 � 312297（2番人気）
複勝票数 計2657036 的中 � 422838（2番人気）� 363023（4番人気）� 150366（8番人気）
枠連票数 計1631369 的中 （6－8） 176822（3番人気）
馬連票数 計7971635 的中 �� 433111（5番人気）
馬単票数 計4170483 的中 �� 123811（6番人気）
ワイド票数 計2282060 的中 �� 113264（4番人気）�� 39767（23番人気）�� 42498（21番人気）
3連複票数 計9962812 的中 ��� 112167（30番人気）
3連単票数 計20255314 的中 ��� 52891（108番人気）
5重勝票数 計8447288 的中 ����� 1747

ハロンタイム 12．9―11．8―11．5―11．3―11．1―11．4―12．0―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―36．2―47．5―58．6―1：10．0―1：22．0―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナカヤマナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2010．8．8 新潟3着

2008．3．24生 牡5栗 母 フィジーガール 母母 ツ バ キ ヒ メ 18戦6勝 賞金 283，684，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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。

06024 2月24日 晴 良 （25中山2）第2日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ケンエンブレム 牡5鹿 57 三浦 皇成中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 466＋ 21：12．0 4．1�
35 ワンモアジョー 牡6鹿 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 480＋ 4 〃 アタマ 28．3�
23 デルマダイコク 牡4栗 57 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 518－ 6 〃 ハナ 10．0�
510 ト レ ボ ー ネ �5鹿 57 F．ベリー 田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：12．21	 8．5�

（愛）

11 ローブドヴルール 牝7鹿 55 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 486－12 〃 アタマ 17．4�
612 ケイアイクライム 牡6黒鹿57 石橋 脩亀田 和弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 524＋121：12．3
 19．6	
48 シンキングマシーン 牡4黒鹿57 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 524＋221：12．4
 5．4

714� ローレンルーナ 牡4鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 476＋ 41：12．5
 6．4�
47 シャラントレディ 牝6黒鹿55 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム 452± 01：12．6クビ 14．5�
713 センジンジョー 牡6鹿 57 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 456＋ 21：12．7� 42．0
24 ガ ク ニ ホ シ 牡7鹿 57 江田 照男矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 500＋ 21：12．8� 6．2�
611 オオタニジムチョウ 牡4黒鹿57 増沢由貴子國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 468＋141：13．22� 88．8�
816 スターゲイジング 牝4黒鹿55 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：13．3クビ 384．0�
12 ロードナイト 牝4鹿 55

52 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 472± 0 〃 クビ 112．7�
36 カシノピストン 牡6芦 57

54 ▲平野 優柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 竹原 孝昭 474＋ 21：13．93� 337．5�
59 ノボピュアリティ 牝4鹿 55 G．ブノワ �LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 484－ 8 （競走中止） 28．3�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，716，200円 複勝： 108，172，200円 枠連： 60，011，800円
馬連： 196，002，100円 馬単： 99，834，100円 ワイド： 76，774，800円
3連複： 261，074，400円 3連単： 469，400，400円 計： 1，331，986，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 210円 � 650円 � 350円 枠 連（3－8） 5，930円

馬 連 �� 6，310円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，040円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 24，630円 3 連 単 ��� 126，900円

票 数

単勝票数 計 607162 的中 � 117358（1番人気）
複勝票数 計1081722 的中 � 162063（2番人気）� 37665（10番人気）� 79835（6番人気）
枠連票数 計 600118 的中 （3－8） 7474（24番人気）
馬連票数 計1960021 的中 �� 22951（27番人気）
馬単票数 計 998341 的中 �� 7518（43番人気）
ワイド票数 計 767748 的中 �� 9294（29番人気）�� 18776（10番人気）�� 5807（44番人気）
3連複票数 計2610744 的中 ��� 7824（94番人気）
3連単票数 計4694004 的中 ��� 2730（475番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．4―12．5―12．4―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．6―46．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンエンブレム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー 2010．11．6 福島3着

2008．5．15生 牡5鹿 母 イ ル バ チ オ 母母 サーファーガール 13戦2勝 賞金 24，900，000円
［他本会外：2戦2勝］

〔競走中止〕 ノボピュアリティ号は，発走直後につまずき，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シルクパルサー号
※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。

５レース目



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

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

283，590，000円
7，260，000円
2，520，000円
26，010，000円
66，992，000円
4，831，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
521，324，800円
801，123，100円
439，621，700円
1，768，809，000円
1，005，847，700円
624，492，100円
2，215，265，100円
4，236，954，400円
844，728，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 12，458，166，700円

総入場人員 25，705名 （有料入場人員 22，462名）
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