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09013 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第1競走 ��1，200�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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 キタサンミカヅキ 牡3鹿 56 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 522＋ 41：13．3 3．7�
34 スノーモンキー 牡3鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 438－ 61：13．4� 5．9�
712 ケージーササニシキ 牝3鹿 54 三浦 皇成川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 478＋ 81：13．5� 2．7�
47 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 452－ 81：14．35 4．1�
35 セプテンバーローズ 牝3芦 54

52 △杉原 誠人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 424－ 21：14．72� 24．6�
59 フジフローラ 牝3鹿 54

51 ▲横山 和生藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 446－ 2 〃 同着 212．2	
815 イデアリスタ �3鹿 56 中谷 雄太岡田 壮史氏 菊川 正達 平取 原田 新治 474＋ 41：15．01� 83．7

611 フレンドリーゼウス 牡3栗 56 江田 照男増山 武志氏 中川 公成 浦河 山春牧場 444－ 21：15．1� 74．8�
610 レッドジュピター 牝3栗 54 北村 宏司�コオロ 高柳 瑞樹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 466 ―1：15．2� 16．5�
58 モルフェキッド 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 422－ 4 〃 ハナ 172．6
713 レ デ ィ ノ ボ 牝3鹿 54 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 474－ 81：15．41� 52．8�
46 ヒーフーミーチャン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行竹本いずみ氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 410 ―1：16．03� 66．7�
22 スイートルンバ 牝3鹿 54 田中 博康シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 418－ 4 〃 ハナ 53．4�
814 ハッピーハート 牝3黒鹿54 二本柳 壮志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 454－121：16．74 330．5�
23 ランフォース 牝3鹿 54 村田 一誠 �賀張中川牧場 田中 剛 日高 中川 浩典 402－101：17．76 126．3�
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売 得 金
単勝： 12，413，600円 複勝： 21，986，400円 枠連： 8，956，100円
馬連： 36，561，700円 馬単： 26，998，300円 ワイド： 15，234，700円
3連複： 47，183，700円 3連単： 84，734，800円 計： 254，069，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 120円 枠 連（1－3） 1，020円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 430円 �� 260円 �� 370円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 124136 的中 � 26575（2番人気）
複勝票数 計 219864 的中 � 42514（3番人気）� 32860（4番人気）� 59559（1番人気）
枠連票数 計 89561 的中 （1－3） 6506（6番人気）
馬連票数 計 365617 的中 �� 22334（6番人気）
馬単票数 計 269983 的中 �� 9209（9番人気）
ワイド票数 計 152347 的中 �� 8288（6番人気）�� 16169（2番人気）�� 9883（5番人気）
3連複票数 計 471837 的中 ��� 38170（3番人気）
3連単票数 計 847348 的中 ��� 10080（19番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．5―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．8―47．3―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンミカヅキ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．3．2 中山2着

2010．5．10生 牡3鹿 母 キタサンジュエリー 母母 キタサンコール 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランフォース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月24日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 ビームマシンガン号（疾病〔左肩跛行〕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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デンポウ号
（非抽選馬） 6頭 エムオータイガー号・タニセンダイナスト号・チェリーヘステイア号・ティアップドリーム号・バーニーズ号・

ヨベルシチー号

09014 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時20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

713 プラントハンター 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 454－101：58．1 5．6�
59 ダブルウォー 牡3鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 2 〃 クビ 2．7�
611 トキメキボーイ 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 446－ 81：58．2� 6．0�
48 プラチナレイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 490－ 41：58．51� 19．3�
612 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 514＋ 41：58．6クビ 28．4	
23 	 キ ャ バ ー ン 牡3栗 56

53 ▲横山 和生�グランド牧場 菊沢 隆徳 米 Yoshiyuki Ito 512± 01：58．7� 28．8

36 カ ッ シ ー ニ 牡3鹿 56 三浦 皇成松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 534± 0 〃 クビ 7．6�
24 アルマライズ 牡3黒鹿56 松岡 正海コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 486± 01：59．23 24．7�
11 クリアプロフィット 牡3鹿 56 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 486－ 61：59．41� 50．4
815 ダイワブレーブ 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：59．5クビ 5．5�
35 リネンウインド 
3黒鹿56 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 444＋ 21：59．92� 63．8�
714 キープトライン 牡3鹿 56 張田 京岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 三石川上牧場 B476＋ 22：00．0� 318．5�

（船橋）

47 ハッピーキャスト 牡3鹿 56
54 △杉原 誠人小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 480＋ 42：00．1� 198．8�

12 トップトライ 牡3黒鹿56 古川 吉洋�コオロ 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム 466＋ 42：00．2� 191．6�
816 グラスルーツ 牡3栗 56 小島 太一丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 470± 02：00．51� 289．3�
510 エルマックス 
3黒鹿56 田中 勝春吉田 喬氏 黒岩 陽一 日高 白井牧場 502－ 62：02．2大差 146．3�
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売 得 金
単勝： 16，772，300円 複勝： 27，949，600円 枠連： 9，759，200円
馬連： 44，591，200円 馬単： 27，102，200円 ワイド： 17，571，800円
3連複： 50，500，200円 3連単： 83，683，200円 計： 277，929，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 130円 � 150円 枠 連（5－7） 730円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 300円 �� 350円 �� 300円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 167723 的中 � 23997（3番人気）
複勝票数 計 279496 的中 � 40865（3番人気）� 69994（1番人気）� 50582（2番人気）
枠連票数 計 97592 的中 （5－7） 9972（2番人気）
馬連票数 計 445912 的中 �� 45649（1番人気）
馬単票数 計 271022 的中 �� 11051（3番人気）
ワイド票数 計 175718 的中 �� 14745（1番人気）�� 12130（3番人気）�� 14729（2番人気）
3連複票数 計 505002 的中 ��� 40339（1番人気）
3連単票数 計 836832 的中 ��� 11648（3番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―13．5―13．6―13．0―13．1―13．1―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．5―39．0―52．6―1：05．6―1：18．7―1：31．8―1：44．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プラントハンター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．3 中山2着

2010．2．10生 牡3黒鹿 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
※ハッピーキャスト号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回 中山競馬 第２日



09015 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （芝・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
1：58．2
1：56．1

良
良

11 スーパーマダム 牝3鹿 54 蛯名 正義原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 62：05．2 3．7�
48 サンタクローチェ 牝3青鹿54 津村 明秀村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470－122：05．41� 117．1�
510 パシャドーラ 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 ハナ 17．9�
59 アンバードリーム 牝3黒鹿54 三浦 皇成髙橋 大氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 486＋ 62：05．61� 16．0�
817 ミラクルルージュ 牝3青鹿54 張田 京 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：05．7� 18．5�

（船橋）

816 シンクロニシティ 牝3黒鹿54 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 468－ 6 〃 アタマ 11．6	
36 コウヨウルビー 牝3鹿 54 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 504＋ 62：05．91� 18．2

612 ドラゴントーク 牝3黒鹿54 北村 宏司窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 440－ 22：06．0� 2．9�
818 ナイトブルーミング 牝3芦 54 松岡 正海平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 444－ 22：06．31� 18．0�
24 ミラクルアスク 牝3鹿 54 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 416－ 22：06．4� 12．5
12 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 428－ 6 〃 クビ 79．2�
47 ヤマニンバニーユ 牝3栗 54

52 △嶋田 純次土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 416± 0 〃 アタマ 413．9�
714 マイネカトレア 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 22：06．61 105．4�
611 ピュアラメール 牝3栗 54 石橋 脩嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 日高 春木 昭雄 424 ―2：06．81� 218．7�
23 トーセンメッツ 牝3青鹿54 武士沢友治島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－18 〃 クビ 227．4�
35 ウエスタンパピヨン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 中島 俊明 432－ 22：07．43� 8．0�
713 ベルモントホウオウ 牝3青鹿54 村田 一誠 �ベルモントファーム鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム 486－ 2 〃 ハナ 40．0�
715 プヴォワール 牝3鹿 54 今野 忠成�川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 448＋202：08．35 462．3�

（川崎）
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売 得 金
単勝： 24，579，200円 複勝： 40，137，800円 枠連： 19，188，900円
馬連： 58，886，500円 馬単： 37，760，800円 ワイド： 26，421，200円
3連複： 72，874，900円 3連単： 109，448，500円 計： 389，297，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 2，700円 � 600円 枠 連（1－4） 15，220円

馬 連 �� 31，910円 馬 単 �� 56，990円

ワ イ ド �� 9，200円 �� 1，260円 �� 14，390円

3 連 複 ��� 140，790円 3 連 単 ��� 815，890円

票 数

単勝票数 計 245792 的中 � 52690（2番人気）
複勝票数 計 401378 的中 � 71931（2番人気）� 3175（14番人気）� 15795（10番人気）
枠連票数 計 191889 的中 （1－4） 931（27番人気）
馬連票数 計 588865 的中 �� 1362（56番人気）
馬単票数 計 377608 的中 �� 489（111番人気）
ワイド票数 計 264212 的中 �� 695（61番人気）�� 5364（15番人気）�� 443（75番人気）
3連複票数 計 728749 的中 ��� 382（216番人気）
3連単票数 計1094485 的中 ��� 99（1222番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―37．3―51．0―1：04．3―1：16．9―1：29．8―1：41．8―1：53．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．4
1
3
16（10，6）13（2，1，7，15）（5，12，18）8（9，14）－（4，3）11，17
16，6（2，10，13，15）（8，1，7，12）（5，18）（9，14）（17，4）3，11

2
4

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

スーパーマダム �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．6 中山2着

2010．3．4生 牝3鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ドラゴントーク号の騎手北村宏司は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

ミラクルルージュ号の騎手張田京は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※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 ステラコーヴァ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09016 3月24日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25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 トーセンマグナム 牡4鹿 59 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B458－ 63：11．6 1．6�

610 ガ ニ オ ン 牡4栗 59 金子 光希広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 462＋163：12．87 47．4�
813� セイカペガサス 牡6黒鹿60 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 478－ 23：13．01� 4．7�
11 � ダイヤモンドハウス �5黒鹿60 平沢 健治ロイヤルパーク 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 444－103：13．85 7．6�
69 	 ウ マ テ ッ ク 牡5黒鹿60 高野 和馬石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 466＋103：14．33 30．1	
34 ユニバーサルアゲン 牡5鹿 60 草野 太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 452± 03：15．68 17．2

33 イキシアグレイド 牡4青鹿59 浜野谷憲尚�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 482＋ 63：16．34 119．2�
57 ビュービーナス 牝4鹿 57 黒岩 悠キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム 466＋ 43：17．47 263．1
814 ドラゴンフライ �4鹿 59 植野 貴也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 井高牧場 454－ 83：17．61 32．9�
45 � マ ー ニ ー 牝6鹿 58 田村 太雅浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 420－ 23：19．09 123．5�
46 ロードギフテッド 牡4黒鹿59 石神 深一 �ロードホースクラブ 藤原 辰雄 平取 船越 伸也 484－163：19．42
 47．4�
712 キングダンサー 牝5鹿 58 江田 勇亮菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 490＋123：19．82
 16．3�
22 � エースオブタッチ 牡9黒鹿60 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 新冠 浜口牧場 480＋ 63：20．97 250．7�
711 ブリージーデイズ 牡6栗 60 山本 康志 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 514＋ 63：21．32
 48．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，457，400円 複勝： 31，568，300円 枠連： 12，253，300円
馬連： 34，021，400円 馬単： 30，230，200円 ワイド： 15，702，200円
3連複： 46，739，600円 3連単： 99，794，200円 計： 285，766，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 630円 � 140円 枠 連（5－6） 1，260円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 190円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 23，280円

票 数

単勝票数 計 154574 的中 � 79300（1番人気）
複勝票数 計 315683 的中 � 188369（1番人気）� 4693（10番人気）� 39661（2番人気）
枠連票数 計 122533 的中 （5－6） 7220（6番人気）
馬連票数 計 340214 的中 �� 6988（11番人気）
馬単票数 計 302302 的中 �� 4889（15番人気）
ワイド票数 計 157022 的中 �� 3164（13番人気）�� 27606（1番人気）�� 1303（26番人気）
3連複票数 計 467396 的中 ��� 8294（13番人気）
3連単票数 計 997942 的中 ��� 3164（63番人気）
上り 1マイル 1：46．0 4F 51．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンマグナム �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．8．21 札幌8着

2009．3．16生 牡4鹿 母 フ ァ モ ー ザ 母母 ボーンフェイマス 障害：3戦1勝 賞金 10，500，000円
〔発走状況〕 イキシアグレイド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 キングダンサー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キングダンサー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年4月24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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヨドノエース号



09017 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時10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

815 ツクバリンカーン 牡3芦 56 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 520＋ 61：09．0 18．7�
611 ジョージジョージ 牡3栗 56 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 448－ 21：09．21� 12．0�
816 キネオリュウセイ 牡3黒鹿56 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 472＋ 61：09．41� 4．3�
510 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 440－ 2 〃 クビ 26．1�
612 ヴァレンティーネ 牝3鹿 54 武士沢友治佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 456＋ 61：09．5クビ 65．1�
713 ベ ラ ベ ラ 牡3栗 56 嘉藤 貴行中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム 446－ 41：09．6� 99．0	
48 ハプスブルク 牡3鹿 56 津村 明秀片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 438－ 4 〃 クビ 23．8

714 ロジウエスト 牝3鹿 54 三浦 皇成久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 490＋ 2 〃 アタマ 10．5�
59 カシノワルツ 牝3黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B434± 0 〃 ハナ 14．9�
35 イーサンヘイロー 牡3黒鹿56 今野 忠成国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 466＋ 41：09．7	 23．5

（川崎）

23 ラヴネヴァーダイズ 牝3鹿 54 村田 一誠岡田 牧雄氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 412－ 41：09．91� 25．6�
24 エトルアンフルール 牝3栗 54 四位 洋文村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 474＋ 4 〃 クビ 5．1�
36 ワンダフルジュエル 牝3鹿 54 的場 勇人�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 448－ 8 〃 アタマ 80．9�
47 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± 01：10．21� 3．8�
11 リ シ ェ ス 牝3芦 54 北村 宏司原 
子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 444－ 41：10．3� 23．8�
12 アイサレジョウズ 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 400－ 61：10．62 38．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，199，600円 複勝： 32，768，100円 枠連： 15，927，900円
馬連： 56，261，300円 馬単： 35，180，900円 ワイド： 23，540，600円
3連複： 68，892，900円 3連単： 114，991，900円 計： 367，763，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 520円 � 350円 � 200円 枠 連（6－8） 1，820円

馬 連 �� 14，030円 馬 単 �� 26，150円

ワ イ ド �� 4，450円 �� 1，300円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 19，480円 3 連 単 ��� 169，060円

票 数

単勝票数 計 201996 的中 � 8519（7番人気）
複勝票数 計 327681 的中 � 14429（7番人気）� 23728（5番人気）� 52218（2番人気）
枠連票数 計 159279 的中 （6－8） 6465（9番人気）
馬連票数 計 562613 的中 �� 2960（50番人気）
馬単票数 計 351809 的中 �� 993（90番人気）
ワイド票数 計 235406 的中 �� 1265（53番人気）�� 4516（12番人気）�� 4949（10番人気）
3連複票数 計 688929 的中 ��� 2611（62番人気）
3連単票数 計1149919 的中 ��� 502（537番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．2―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．7―45．4―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツクバリンカーン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2012．10．6 東京3着

2010．2．5生 牡3芦 母 ウェディングバレー 母母 Dime Queen 7戦2勝 賞金 13，800，000円
〔制裁〕 ホオポノポノ号の騎手松岡正海は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウエスタンソーレ号・コスモリープリング号・ドクトルバロン号・ハクサンレガシー号・ファンアットコート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09018 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40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

611 イントレピッド 牡3鹿 56 松岡 正海会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 440＋ 81：50．9 8．5�
22 アポロカーネル �3鹿 56 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 462＋ 21：51．0� 16．6�
712 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 508－ 21：51．31	 17．8�
23 
 ヒシサイレンス 牡3黒鹿56 三浦 皇成阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe 450± 01：51．51� 7．6�
713 トーセンパワフル 牡3鹿 56 四位 洋文島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 クビ 3．2�
58 カ ケ ダ シ 牡3鹿 56 内田 博幸山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508＋ 21：51．6クビ 3．5	
11 トミケングレンサ 牡3栗 56 石橋 脩冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 474－ 21：51．7	 34．3

610 ティンホイッスル 牝3黒鹿54 木幡 初広 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 191．7�
46 ファンアットコート 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 6 〃 ハナ 69．4
814 オマツリマンボ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：51．8� 339．5�
35 エルインペレイター 牡3鹿 56 黛 弘人�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム B492－10 〃 ハナ 37．0�
59 インナーアージ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 412－ 61：52．11	 4．8�
47 � 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± 01：52．42 201．4�

（大井） （川崎）

34 メリオンジョー 牝3黒鹿54 中谷 雄太冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 462± 01：53．46 423．3�
815 バンテアイスレイ 牝3鹿 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 真歌田中牧場 420＋ 21：53．72 573．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，246，200円 複勝： 38，630，400円 枠連： 18，174，300円
馬連： 63，034，600円 馬単： 37，096，200円 ワイド： 25，729，500円
3連複： 68，299，400円 3連単： 122，070，600円 計： 398，281，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 280円 � 370円 � 510円 枠 連（2－6） 1，760円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 9，240円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，230円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 24，540円 3 連 単 ��� 111，500円

票 数

単勝票数 計 252462 的中 � 23662（5番人気）
複勝票数 計 386304 的中 � 39215（5番人気）� 28008（6番人気）� 18722（7番人気）
枠連票数 計 181743 的中 （2－6） 7635（7番人気）
馬連票数 計 630346 的中 �� 8832（19番人気）
馬単票数 計 370962 的中 �� 2965（36番人気）
ワイド票数 計 257295 的中 �� 4946（18番人気）�� 2826（25番人気）�� 1946（31番人気）
3連複票数 計 682994 的中 ��� 2054（65番人気）
3連単票数 計1220706 的中 ��� 808（320番人気）

ハロンタイム 12．7―12．7―12．6―12．8―12．4―12．1―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．4―38．0―50．8―1：03．2―1：15．3―1：27．2―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イントレピッド �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．26 小倉9着

2010．5．12生 牡3鹿 母 ロッソペーガゾ 母母 レディアレグレット 10戦2勝 賞金 16，450，000円
※エルインペレイター号・ファンアットコート号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



09019 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時10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

78 オメガエンブレム 牝4青 55 蛯名 正義原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456＋ 41：56．2 12．7�
66 サンデースイセイ 牝5鹿 55

53 △嶋田 純次浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B476－ 8 〃 クビ 8．6�
810 フ ォ ー ミ ー 牝5鹿 55 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 486＋101：56．73 4．2�
33 ラ ン ブ イ エ 牝5青 55 松岡 正海吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B496± 01：57．01� 8．1�
55 ウエスタンルーチェ 牝4黒鹿55 石神 深一西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 448＋ 4 〃 クビ 2．8�
11 � レインボーデイズ 牝5栗 55 大野 拓弥	ターフ・スポート新開 幸一 日高 ナカノファーム 432－ 21：57．1クビ 120．7

44 ケイツークロート 牝4栗 55 田中 勝春楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 462± 0 〃 アタマ 12．2�
22 コスモレイラ 牝4青鹿55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 2 〃 ハナ 13．0�
77 サ ラ フ ァ ン 牝4栗 55

53 △杉原 誠人	ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 472－ 41：57．63 5．9
89 センティラシオン 牝5芦 55 今野 忠成中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B476± 01：58．98 69．6�

（川崎）

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，537，600円 複勝： 30，076，300円 枠連： 12，118，500円
馬連： 57，174，100円 馬単： 36，354，600円 ワイド： 22，637，600円
3連複： 63，609，200円 3連単： 132，046，500円 計： 374，554，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 310円 � 200円 � 190円 枠 連（6－7） 1，770円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 8，730円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，040円 �� 600円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 49，170円

票 数

単勝票数 計 205376 的中 � 12823（7番人気）
複勝票数 計 300763 的中 � 22725（7番人気）� 42710（3番人気）� 45411（2番人気）
枠連票数 計 121185 的中 （6－7） 5063（10番人気）
馬連票数 計 571741 的中 �� 9644（24番人気）
馬単票数 計 363546 的中 �� 3076（43番人気）
ワイド票数 計 226376 的中 �� 4058（25番人気）�� 5320（16番人気）�� 9834（7番人気）
3連複票数 計 636092 的中 ��� 8405（29番人気）
3連単票数 計1320465 的中 ��� 1982（204番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．1―13．1―12．7―12．4―12．5―12．9―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―38．5―51．6―1：04．3―1：16．7―1：29．2―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．19 東京8着

2009．5．21生 牝4青 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 9戦2勝 賞金 13，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09020 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時40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
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ロングスローイン 牡5鹿 57
55 △杉原 誠人渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 498＋ 61：12．2 13．6�

47 ミラクルミイクン 牡4鹿 57 田辺 裕信内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 532－ 81：12．41� 9．4�
48 サーストンデンバー 牡4鹿 57 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B512－ 81：12．82	 8．5�
816 ホンインボウ 牡4黒鹿57 的場 勇人新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 588＋ 41：12．9	 29．3�
12 ラ シ ー ク 牝4鹿 55 武士沢友治�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 482－ 21：13．0クビ 7．2�
713 ストロングティラノ 牡4芦 57 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B506± 01：13．31
 7．3	
815� アランルース �5栃栗57 松岡 正海�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 454＋16 〃 ハナ 7．5

611 キングビート 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 和生�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 476－ 41：13．51 84．5�
612 アウトオブオーダー 牡7鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：13．6
 9．8�
510� キボウノチカラ 牡4鹿 57 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 458－ 61：13．7	 75．0
24 リュウシンヒーロー �5鹿 57

55 △嶋田 純次桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 444－221：13．8
 225．4�
11 シャインブレイザー 牡4黒鹿57 三浦 皇成杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 486－ 21：13．9クビ 2．9�
23 � アキノギムレット 牝4栗 55 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 414－18 〃 ハナ 46．3�
36 キングスウィープ 牡7青鹿 57

54 ▲山崎 亮誠増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 B474＋ 21：14．32	 131．8�
714� カンタベリーママ 牝4鹿 55 柴田 大知峰 哲馬氏 蛯名 利弘 新ひだか 藤吉牧場 414＋ 4 〃 クビ 284．0�
59 クレバーバラード 牡4芦 57 田中 博康本間 充氏 岩戸 孝樹 浦河 川越ファーム 480－ 21：14．61
 156．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，702，700円 複勝： 34，264，400円 枠連： 23，028，200円
馬連： 69，012，800円 馬単： 41，286，500円 ワイド： 27，295，300円
3連複： 80，235，100円 3連単： 143，072，200円 計： 440，897，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 340円 � 300円 � 280円 枠 連（3－4） 2，400円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 9，220円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，290円 �� 820円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 64，980円

票 数

単勝票数 計 227027 的中 � 13195（8番人気）
複勝票数 計 342644 的中 � 26117（7番人気）� 30894（6番人気）� 33196（5番人気）
枠連票数 計 230282 的中 （3－4） 7084（13番人気）
馬連票数 計 690128 的中 �� 11626（27番人気）
馬単票数 計 412865 的中 �� 3308（53番人気）
ワイド票数 計 272953 的中 �� 6707（14番人気）�� 5118（23番人気）�� 8355（7番人気）
3連複票数 計 802351 的中 ��� 6411（43番人気）
3連単票数 計1430722 的中 ��� 1625（314番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―12．3―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．9―46．2―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロングスローイン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2010．11．28 東京2着

2008．4．3生 牡5鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 16戦3勝 賞金 28，870，000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 シゲルアボカド号・デジタルハーツ号



09021 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第9競走 ��
��1，800�千 葉 日 報 杯

発走14時15分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

千葉日報杯（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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

44 ル ナ 牡4芦 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 472－ 41：47．6 6．2�
88 オリエンタルジェイ 牡6黒鹿57 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 508＋ 41：47．81� 5．1�
55 フェスティヴタロー 牡4栗 57 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 486＋ 41：47．9� 3．3�
33 レッドクロス 牡6栗 57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 468－ 21：48．11	 22．5�
77 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 504＋ 2 〃 クビ 3．4	
66 オペラダンシング 牡4黒鹿57 大野 拓弥鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 464－ 41：48．41
 10．8

22 � ダークマレイン 牝4鹿 55 蛯名 正義門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 454＋ 2 〃 クビ 23．9�
11 ドリームマジシャン 牡6青鹿57 石橋 脩セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 492－ 21：48．82� 55．0�
89 ショウナンカミング 牡5栗 57 内田 博幸国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 460－161：48．9
 9．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，100，700円 複勝： 48，627，200円 枠連： 16，032，700円
馬連： 85，456，400円 馬単： 53，801，000円 ワイド： 31，957，600円
3連複： 91，137，600円 3連単： 224，041，200円 計： 580，154，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 170円 � 130円 枠 連（4－8） 1，270円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 510円 �� 380円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 291007 的中 � 37533（4番人気）
複勝票数 計 486272 的中 � 57819（4番人気）� 71337（3番人気）� 122113（1番人気）
枠連票数 計 160327 的中 （4－8） 9337（6番人気）
馬連票数 計 854564 的中 �� 37206（7番人気）
馬単票数 計 538010 的中 �� 11601（16番人気）
ワイド票数 計 319576 的中 �� 14761（6番人気）�� 21157（4番人気）�� 25261（3番人気）
3連複票数 計 911376 的中 ��� 43642（4番人気）
3連単票数 計2240412 的中 ��� 13297（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．0―49．0―1：01．0―1：12．7―1：24．5―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．9
1
3
4，5－（1，7）9（2，6）－8，3
4，5，1，7，2，9，6，8，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ル ナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．11 中山7着

2009．3．15生 牡4芦 母 レッダンゴールド 母母 ホクトペンダント 19戦3勝 賞金 42，840，000円

09022 3月24日 曇 良 （25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，24．3．24以降25．3．17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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．2
1：56．1

良
良

810 ヴェルデグリーン 牡5栗 55 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476± 02：02．0 3．4�
11 ジョングルール 牡4黒鹿55 蛯名 正義吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 512＋ 22：02．1� 2．1�
66 ニシノジャブラニ 牡5鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 492－ 42：02．2クビ 18．7�
22 フジマサエンペラー 牡4黒鹿55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 494＋ 62：02．41� 19．9�
33 アロマカフェ 牡6黒鹿56 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 480＋ 2 〃 クビ 10．5�
44 アドマイヤブルー 牡4鹿 55 石橋 脩近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490± 02：02．5クビ 8．4�
78 ダ ノ ン ミ ル 	5栗 56 三浦 皇成	ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 13．3

67 ウインマリアベール 牝6栗 51 武士沢友治	ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム 448－ 42：02．6
 211．7�
79 スマートリバティー 牡5鹿 53 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 446－ 42：02．7� 63．7�
811� サクラボールド 牡6栗 55 北村 宏司	さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 482± 02：02．91� 15．0
55 シンボリボルドー 牡6鹿 52 田中 博康シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 466＋ 22：03．0
 236．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，463，400円 複勝： 70，595，500円 枠連： 24，431，800円
馬連： 131，881，600円 馬単： 81，819，000円 ワイド： 44，665，500円
3連複： 146，443，700円 3連単： 327，509，500円 計： 869，810，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 110円 � 320円 枠 連（1－8） 270円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 170円 �� 980円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 424634 的中 � 100727（2番人気）
複勝票数 計 705955 的中 � 152287（2番人気）� 259291（1番人気）� 31983（7番人気）
枠連票数 計 244318 的中 （1－8） 68826（1番人気）
馬連票数 計1318816 的中 �� 288190（1番人気）
馬単票数 計 818190 的中 �� 85586（2番人気）
ワイド票数 計 446655 的中 �� 90964（1番人気）�� 9034（16番人気）�� 14602（9番人気）
3連複票数 計1464437 的中 ��� 57592（7番人気）
3連単票数 計3275095 的中 ��� 34555（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―37．5―50．3―1：03．2―1：15．4―1：27．6―1：39．0―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルデグリーン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2010．12．25 中山1着

2008．3．26生 牡5栗 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー 16戦5勝 賞金 63，460，000円
〔制裁〕 ジョングルール号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

１レース目



09023 3月24日 曇 良 （25中山3）第2日 第11競走 ��
��1，800�第20回マーチステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，24．3．24以降25．3．17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

815 グランドシチー 牡6鹿 58 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 498＋101：52．6 4．1�
24 バーディバーディ 牡6黒鹿58 北村 宏司里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B500－ 2 〃 ハナ 11．2�
11 フレイムオブピース 牡4黒鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 460－ 81：52．92 6．6�
510 グラッツィア 牡5鹿 56 柴田 善臣山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 ハナ 10．0�
23 ドラゴンフォルテ 牡4鹿 54 内田 博幸窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 478± 0 〃 クビ 7．2	
612 ナイトフッド 牡7青鹿54 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B516－ 61：53．0� 47．4

12 ナリタシルクロード 牡6鹿 54 江田 照男�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 532－141：53．32 66．8�
48 サイレントメロディ 牡6青 57．5 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 496＋ 41：53．4� 14．4�
35 � トーセンアレス 牡6鹿 55 張田 京島川 哉氏 小久保 智 安平 ノーザンファーム 472－ 11：53．5クビ 39．3�

（浦和） （船橋）

816 ジョヴァンニ 牡4栗 56 四位 洋文 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 4 〃 ハナ 3．4�

611 メイショウタメトモ 牡8鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 460＋17 〃 クビ 67．5�
714 サ イ オ ン 牡7芦 55 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B504＋ 61：53．7	 29．2�
59 
 メダリアビート 牡7黒鹿54 村田 一誠門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. 468－ 61：54．65 216．0�
36 タカオノボル 牡5黒鹿55 大野 拓弥櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B438＋ 11：55．34 30．8�
713 マイネルスターリー 牡8鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 門別 野島牧場 482－ 41：56．04 166．6�
47 
 コスモファントム 牡6鹿 57．5 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 524＋181：56．95 69．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 84，638，000円 複勝： 116，404，400円 枠連： 94，489，200円
馬連： 415，759，800円 馬単： 206，503，600円 ワイド： 125，234，800円
3連複： 557，266，900円 3連単： 991，011，800円 計： 2，591，308，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 290円 � 230円 枠 連（2－8） 500円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，460円

ワ イ ド �� 710円 �� 570円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 21，280円

票 数

単勝票数 計 846380 的中 � 165755（2番人気）
複勝票数 計1164044 的中 � 220930（1番人気）� 92482（6番人気）� 130631（3番人気）
枠連票数 計 944892 的中 （2－8） 141353（1番人気）
馬連票数 計4157598 的中 �� 153708（7番人気）
馬単票数 計2065036 的中 �� 44123（10番人気）
ワイド票数 計1252348 的中 �� 44033（7番人気）�� 56314（3番人気）�� 26574（13番人気）
3連複票数 計5572669 的中 ��� 100409（8番人気）
3連単票数 計9910118 的中 ��� 34380（41番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．7―13．0―12．4―12．5―12．4―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．5―49．5―1：01．9―1：14．4―1：26．8―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランドシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．4．10 福島11着

2007．4．19生 牡6鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ 23戦8勝 賞金 182，337，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 オーセロワ号・グラスゴッド号・スエズ号・チョイワルグランパ号・ニシノステディー号・ハギノリベラ号・

フリソ号・マルカボルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

09024 3月24日 曇 良 （25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 （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

611 フォルテリコルド 牡4鹿 57 武士沢友治 �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－ 21：12．0 9．0�

48 トーホウジャパン 牡5栗 57 津村 明秀東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 482－121：12．21� 35．8�
35 ノボピュアリティ 牝4鹿 55 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 486＋ 2 〃 クビ 46．0�
59 スガノメダリスト 牡7栗 57 四位 洋文菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 482＋ 8 〃 アタマ 13．7�
714 コ ラ ン ダ ム 牡4栗 57 古川 吉洋山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 500＋ 21：12．3� 24．8	
612 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 492－ 8 〃 ハナ 9．7

11 テイエムシシオー 牡4黒鹿57 大野 拓弥竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 464－121：12．4クビ 6．0�
816 ト レ ボ ー ネ �5鹿 57 内田 博幸田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 446－ 81：12．5� 3．7�
23 バトルドミンゴ 牡4芦 57 北村 宏司宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 566± 01：12．6クビ 5．3
815 テングジョウ 牝8鹿 55 今野 忠成中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 464－141：12．7� 76．6�

（川崎）

24 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 446－ 61：12．8� 24．3�
713 ロードナイト 牝4鹿 55

52 ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 476＋ 41：13．11	 94．7�
12 
 シンビオシス �6青鹿57 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 486＋ 21：13．2� 125．7�
510 メイショウゾンビ 牡4鹿 57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 486＋201：13．83� 6．0�
47 ラ フ ァ ダ リ 牝4黒鹿55 張田 京 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－141：14．0	 80．3�
（船橋）

36 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± 01：14．1	 149．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，877，200円 複勝： 63，009，400円 枠連： 44，419，400円
馬連： 147，247，800円 馬単： 75，333，900円 ワイド： 52，785，500円
3連複： 183，786，900円 3連単： 344，472，100円 計： 954，932，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 290円 � 810円 � 1，420円 枠 連（4－6） 4，950円

馬 連 �� 10，700円 馬 単 �� 19，210円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 5，680円 �� 13，860円

3 連 複 ��� 156，990円 3 連 単 ��� 879，660円

票 数

単勝票数 計 438772 的中 � 38812（5番人気）
複勝票数 計 630094 的中 � 66928（4番人気）� 19301（10番人気）� 10550（11番人気）
枠連票数 計 444194 的中 （4－6） 6633（15番人気）
馬連票数 計1472478 的中 �� 10159（34番人気）
馬単票数 計 753339 的中 �� 2895（64番人気）
ワイド票数 計 527855 的中 �� 4655（32番人気）�� 2283（47番人気）�� 928（82番人気）
3連複票数 計1837869 的中 ��� 864（254番人気）
3連単票数 計3444721 的中 ��� 289（1378番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．2―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．2―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．0
3 3（5，6，7，16）4－（12，9）13（2，10）14，11（1，15）8 4 3（5，7，16）－（4，6）（12，9）（2，10，11，13）－14（1，15）8

勝馬の
紹 介

フォルテリコルド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 End Sweep デビュー 2011．7．9 中山6着

2009．2．11生 牡4鹿 母 ストロングメモリー 母母 アピーリングストーリー 16戦3勝 賞金 29，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キクノレジーナ号
（非抽選馬） 5頭 エキナシア号・クレバーデステニー号・ケビンドゥ号・シセイハヤテ号・ハワイアンシュガー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



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

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

242，360，000円
2，080，000円
4，020，000円
1，560，000円
22，200，000円
64，910，000円
5，418，800円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
357，987，900円
556，017，800円
298，779，500円
1，199，889，200円
689，467，200円
428，776，300円
1，476，970，100円
2，776，876，500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 7，784，764，500円

総入場人員 25，398名 （有料入場人員 23，043名）
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