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06085 3月23日 晴 良 （26中山2）第8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）

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

611 ヒラボクレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 474－ 41：57．4 13．1�
12 ハタノエンジェル 牝3鹿 54 柴田 善臣 �グッドラック・ファーム 藤沢 和雄 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 474± 01：57．71� 2．1�
24 ワッグルダンス 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 伊藤 大士 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：58．44 18．4�
35 シュンドルボン 牝3青鹿54 田辺 裕信�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 476－101：58．5� 6．8�
11 デザートオブムーン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470± 01：58．6� 7．1	
713 イタリアンフェッテ 牝3鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 422－ 41：59．02� 56．8

510 ブルザンインディゴ 牝3芦 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 434－ 81：59．1� 6．3�
48 ヤマタケデュック 牝3鹿 54 丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442－ 41：59．2� 226．2�
47 デアフェイム 牝3鹿 54 柴田 未崎伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 438－181：59．3� 383．8
36 シャイニーパティオ 牝3鹿 54 藤田 伸二小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 408－ 41：59．62 41．2�
612 ランデックディオサ 牝3黒鹿54 大野 拓弥簗田 満氏 高市 圭二 日高 大江牧場 454－ 6 〃 ハナ 29．5�
815 ヤサカメジェール 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行志邑 宣彦氏 蛯名 利弘 日高 高柳 隆男 488－ 62：00．02� 428．2�
23 ビューティフルラン 牝3黒鹿54 M．デムーロ�須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 420－ 22：00．42� 16．5�
（伊）

714 ダイワシェリー 牝3栗 54 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470－12 〃 アタマ 20．4�
816 トキメキブンブン 牝3黒鹿54 杉原 誠人片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 432－122：00．61� 468．0�
59 フジマサレグルス 牝3鹿 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム 418－ 42：13．4大差 148．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，882，200円 複勝： 53，804，800円 枠連： 16，426，400円
馬連： 60，480，000円 馬単： 41，570，800円 ワイド： 30，316，800円
3連複： 85，458，700円 3連単： 141，900，300円 計： 454，840，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 330円 � 120円 � 430円 枠 連（1－6） 910円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，680円 �� 730円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 59，850円

票 数

単勝票数 計 248822 的中 � 15027（5番人気）
複勝票数 計 538048 的中 � 31267（5番人気）� 195386（1番人気）� 22532（6番人気）
枠連票数 計 164264 的中 （1－6） 13456（5番人気）
馬連票数 計 604800 的中 �� 25945（7番人気）
馬単票数 計 415708 的中 �� 5898（19番人気）
ワイド票数 計 303168 的中 �� 11136（6番人気）�� 2636（34番人気）�� 10523（7番人気）
3連複票数 計 854587 的中 ��� 8251（24番人気）
3連単票数 計1419003 的中 ��� 1750（186番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．9―13．4―12．9―13．1―13．4―12．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．6―51．0―1：03．9―1：17．0―1：30．4―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．5―3F40．4
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクレジーナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．10．12 東京10着

2011．4．8生 牝3鹿 母 パンドラロード 母母 ホワイトウォーターレディ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ブルザンインディゴ号は，発進不良〔膠着〕。
〔制裁〕 デアフェイム号の騎手柴田未崎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブルザンインディゴ号は，平成26年3月24日から平成26年4月13日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジマサレグルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 セイカイリス号・タイキエミリー号・ドナアヴィード号
（非抽選馬） 1頭 ムーンパスラブ号
※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。

06086 3月23日 晴 良 （26中山2）第8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

35 オリエンタルダガー 牡3鹿 56 田辺 裕信棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 436－ 81：13．1 1．7�
36 フジマサレジェンド 牡3芦 56 内田 博幸藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 506－ 41：13．31� 4．2�
816 マイネルボルソー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 452－ 61：13．72� 14．0�
815 ケージープリサイス 牡3黒鹿56 北村 宏司川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 514－ 4 〃 ハナ 8．6�
714 ゴーアップファイト 牡3栗 56 丸田 恭介後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 480－ 21：13．8	 361．9�
59 ゴッドマザー 牝3栗 54 柴山 雄一寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 424＋ 61：13．9� 489．2	
510 デモクラシー 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B456＋ 41：14．21	 22．9

611 コ ア ク マ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 404－ 41：14．3� 16．1�
23 パ ル メ ッ ト 牝3鹿 54 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B444－16 〃 クビ 181．0�
48 フジサンマーケット 牡3栗 56 柴田 善臣藤田 秀行氏 高橋 祥泰 浦河トラストスリーファーム 430－ 61：14．51� 52．5
713 リックバナード 牡3栗 56 丹内 祐次山邉 浩氏 清水 英克 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B488＋ 81：14．71 101．2�
12 グレイスナカヤマ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 488± 0 〃 アタマ 14．1�
47 レディゴールド 牝3青鹿54 大野 拓弥片山 浄見氏 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 446－ 61：15．33� 226．6�
24 アウラグリーン 牝3鹿 54 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 408－ 61：15．61	 147．3�
11 ユメノナカヘ 牝3青鹿54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 448－ 8 〃 ハナ 202．7�

（15頭）
612 モリトハリウッド 牡3鹿 56 松岡 正海石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 508 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，059，400円 複勝： 80，663，900円 枠連： 17，938，300円
馬連： 53，905，300円 馬単： 43，382，500円 ワイド： 29，465，400円
3連複： 75，849，300円 3連単： 142，081，100円 計： 471，345，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 300円 枠 連（3－3） 300円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 170円 �� 490円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 差引計 280594（返還計 1829） 的中 � 134024（1番人気）
複勝票数 差引計 806639（返還計 3072） 的中 � 483964（1番人気）� 109452（2番人気）� 26931（7番人気）
枠連票数 差引計 179383（返還計 223） 的中 （3－3） 44712（1番人気）
馬連票数 差引計 539053（返還計 9938） 的中 �� 136707（1番人気）
馬単票数 差引計 433825（返還計 7935） 的中 �� 73681（1番人気）
ワイド票数 差引計 294654（返還計 6436） 的中 �� 60187（1番人気）�� 12790（6番人気）�� 8806（10番人気）
3連複票数 差引計 758493（返還計 25673） 的中 ��� 44614（5番人気）
3連単票数 差引計1420811（返還計 45818） 的中 ��� 33181（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．5―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―46．7―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリエンタルダガー �
�
父 デュランダル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2013．10．5 東京3着

2011．5．13生 牡3鹿 母 ピンクピンク 母母 ピンクシェイド 6戦1勝 賞金 9，300，000円
〔競走除外〕 モリトハリウッド号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 アモロッソ号・ウェイトアンドシー号・コウヨウシャトー号

第２回 中山競馬 第８日



06087 3月23日 晴 良 （26中山2）第8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）
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 トーセンミラージュ 牡3青鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：58．8 2．7�
510 ドラムメジャー 牡3青 56 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 464＋ 41：58．9� 22．3�
47 ゴールデンスピン 牡3栗 56 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 488－ 41：59．22 11．7�
24 � ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 476－ 21：59．3クビ 26．3�
815 シャドウシティー 牡3鹿 56 川田 将雅飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 アタマ 8．8	
816 ダークファンタジー 牡3栗 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 532± 0 〃 クビ 7．0

612 キタサンダイチ 牡3青鹿56 丸田 恭介�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 458－ 21：59．51 90．4�
11 � タ マ ユ ラ 牝3栗 54 福永 祐一吉田 安惠氏 戸田 博文 愛 Redpender

Stud Ltd 468－ 41：59．71 3．2
36 � コスモナチュラル 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 490－ 41：59．91 123．8�
611 エーブサムライ 牡3鹿 56 吉田 豊 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 浦河 大北牧場 424－ 62：00．11 23．5�
23 サダムホノルアベイ 牡3栗 56 後藤 浩輝大西 定氏 田中 剛 新冠 ハシモトフアーム 494－182：01．37 14．9�
714 クイックデピュティ 牡3栗 56 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 貞広 賢治 458－ 22：01．4� 100．4�
35 ネクストロード 牡3栗 56

53 ▲石川裕紀人長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 480－ 22：01．82	 259．1�
48 カ シ ノ バ ル 
3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 450－ 62：01．9	 490．0�
12 センショウフージン 牡3栗 56 丹内 祐次齊藤 宣勝氏 高橋 裕 青森 石田 英機 462－ 22：02．0	 466．5�
59 フ ユ ハ ナ ビ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 444－ 22：02．53 598．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，901，600円 複勝： 54，014，500円 枠連： 20，119，000円
馬連： 64，812，700円 馬単： 42，055，600円 ワイド： 33，308，600円
3連複： 89，502，100円 3連単： 148，244，200円 計： 482，958，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 340円 � 250円 枠 連（5－7） 2，980円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 750円 �� 520円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 19，190円

票 数

単勝票数 計 309016 的中 � 91228（1番人気）
複勝票数 計 540145 的中 � 140135（1番人気）� 32940（6番人気）� 50613（5番人気）
枠連票数 計 201190 的中 （5－7） 4983（12番人気）
馬連票数 計 648127 的中 �� 21482（8番人気）
馬単票数 計 420556 的中 �� 9219（11番人気）
ワイド票数 計 333086 的中 �� 10982（8番人気）�� 16648（4番人気）�� 6719（18番人気）
3連複票数 計 895021 的中 ��� 14349（13番人気）
3連単票数 計1482442 的中 ��� 5703（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．4―52．3―1：05．7―1：19．1―1：32．6―1：45．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．7
1
3
4（6，12）（1，13）（10，16）2（14，15）（8，11）（5，3）（7，9）・（4，6）12（1，10，13，16）（2，14，15，3）（8，11，7）5－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンミラージュ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．12．23 中山4着

2011．2．26生 牡3青鹿 母 ティエッチマンボ 母母 Brought to Mind 4戦1勝 賞金 8，100，000円

06088 3月23日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26中山2）第8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400万円超過馬は
超過額300万円毎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

814 エイシンオスマン 牡6鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー
ザンレーシング 478－ 83：36．2 3．0�

11 サンライズロイヤル 牡5鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 528－ 63：36．41� 8．1�
610� エーシンジーライン 牡9黒鹿60 西谷 誠�栄進堂 坂口 正則 米 Winches-

ter Farm 498－103：36．5� 11．3�
57 ショウナンカミング 牡6栗 60 R．エノン 国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 480＋ 23：38．3大差 18．3�

（豪）

46 サンレイランキング 牡7鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 462－ 43：38．93� 282．8�
45 マッキーバッハ 牡9鹿 60 高田 潤薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 488± 03：39．11� 4．2	
58 ビービーラッシュ 牡4芦 59 山本 康志
坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 484＋103：39．84 24．7�
813 ローレルエルヴェル 牡9鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 462± 03：39．9� 71．8�
69 リリースバージョン 牡7鹿 60 横山 義行薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 472－ 43：40．43 186．4
34 � シシャモフレンド 牝9鹿 58 白浜 雄造阪口 享氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 486＋ 23：41．25 60．3�
711 ボストンプラチナ 牡7青鹿60 上野 翔ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 474＋ 83：43．1大差 99．2�
22 � ウォークラウン 牡8鹿 60 林 満明加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates 516＋ 63：43．73� 35．2�
33 コスモソユーズ 牡6栗 60 石神 深一 
ビッグレッドファーム 田中 剛 新ひだか マークリ牧場 492－ 6 （競走中止） 3．4�

（13頭）
712 ユニバーサルアゲン 牡6鹿 60 高野 和馬浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，177，400円 複勝： 30，043，600円 枠連： 14，551，800円
馬連： 45，112，800円 馬単： 29，757，800円 ワイド： 20，551，100円
3連複： 63，998，000円 3連単： 107，838，200円 計： 335，030，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 210円 � 270円 枠 連（1－8） 1，320円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 630円 �� 720円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 15，380円

票 数

単勝票数 計 231774 的中 � 62831（1番人気）
複勝票数 計 300436 的中 � 50132（3番人気）� 38644（4番人気）� 26969（5番人気）
枠連票数 計 145518 的中 （1－8） 8169（7番人気）
馬連票数 計 451128 的中 �� 20861（8番人気）
馬単票数 計 297578 的中 �� 8589（10番人気）
ワイド票数 計 205511 的中 �� 8251（8番人気）�� 7047（9番人気）�� 6202（10番人気）
3連複票数 計 639980 的中 ��� 12134（12番人気）
3連単票数 計1078382 的中 ��� 5177（46番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．8－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

エイシンオスマン �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 Luhuk デビュー 2010．6．20 阪神2着

2008．4．29生 牡6鹿 母 ゲ ル ニ カ 母母 Gouache 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
〔出走取消〕 ユニバーサルアゲン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 コスモソユーズ号は，2周目2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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アドマイヤサイモン号・ヴィーヴァギブソン号・ウォンテッド号・シュンケイリ号・テルバイク号・

トーセンタイガー号・トーセンプラチナ号・パリスブルー号
（非抽選馬） 4頭 シャイニーデザート号・スズカマジェスタ号・トウシンボルト号・メジロサンノウ号
※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。



06089 3月23日 晴 良 （26中山2）第8日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30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
1：58．0
1：56．1

良
良

36 キネオペガサス 牡3鹿 56 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 522－ 82：04．2 2．7�
11 ウインインスパイア 牡3黒鹿56 M．デムーロ�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 442＋ 42：04．83� 2．6�

（伊）

816 ラ イ ヨ ー ル 牡3鹿 56 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか タツヤファーム 486＋162：05．22� 7．2�
611 サマーブリーズ 牡3黒鹿56 西田雄一郎飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 452－ 2 〃 クビ 379．0�
12 ア ウ ス ト ル 牡3芦 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470 ―2：05．3� 15．1	
510 バトルランチャ 牡3栗 56 柴田 大知宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 合資会社カ

ネツ牧場 508－142：05．4� 412．3

35 レッドレギオン 牡3鹿 56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474＋ 22：05．5クビ 8．1�
815 ファイントライ 牡3栗 56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 日高 出口牧場 B494－122：05．6� 304．0�
713 ミヤビホークアイ 牡3鹿 56 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 506± 02：05．7� 10．8
47 サンファーゴ 牝3栗 54 松岡 正海加藤 信之氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 432－ 42：06．01� 299．9�
59 タケルムーン 牡3鹿 56 柴山 雄一森 保彦氏 田村 康仁 平取 びらとり牧場 452＋ 22：06．31� 169．1�
48 パイストロピカル 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 428－122：06．72� 94．2�
24 ヴリルスター 牡3鹿 56 幸 英明キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 460＋ 22：06．91	 235．3�
612 スキャットソング 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也 �高木競走馬育成牧場 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 412± 02：07．32� 245．5�
23 ボーノボーノ 牝3栗 54 横山 典弘友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 462＋102：07．93� 50．3�
714 ミュゼクリエイター 牡3鹿 56 江田 照男髙橋 仁氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 462＋ 82：08．11	 49．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，478，000円 複勝： 54，080，200円 枠連： 20，808，000円
馬連： 69，693，000円 馬単： 48，243，700円 ワイド： 31，829，800円
3連複： 86，187，400円 3連単： 156，142，800円 計： 501，462，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 180円 枠 連（1－3） 230円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 150円 �� 300円 �� 360円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，070円

票 数

単勝票数 計 344780 的中 � 101626（2番人気）
複勝票数 計 540802 的中 � 153883（2番人気）� 155416（1番人気）� 54086（3番人気）
枠連票数 計 208080 的中 （1－3） 67080（1番人気）
馬連票数 計 696930 的中 �� 171116（1番人気）
馬単票数 計 482437 的中 �� 50399（2番人気）
ワイド票数 計 318298 的中 �� 69060（1番人気）�� 23344（2番人気）�� 17999（4番人気）
3連複票数 計 861874 的中 ��� 86138（1番人気）
3連単票数 計1561428 的中 ��� 37589（5番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．7―12．9―12．7―12．3―12．3―12．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．0―49．9―1：02．6―1：14．9―1：27．2―1：39．7―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオペガサス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．24 東京2着

2011．2．5生 牡3鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ 5戦1勝 賞金 13，100，000円
〔制裁〕 キネオペガサス号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番・14番・8

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウイングオブハーツ号・ラフィンテール号・ロンギングケイシー号
（非抽選馬） 1頭 レッドボルゲーゼ号
※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。

06090 3月23日 晴 良 （26中山2）第8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）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

22 ウインフェニックス 牡3鹿 56 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 446± 01：37．2 2．5�
815 トレクァルティスタ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 クビ 4．8�
58 ロジテースト 牡3鹿 56 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 アタマ 27．2�
814 ブルーフラッシュ 牡3芦 56 福永 祐一桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 446－ 6 〃 ハナ 5．4�
35 ハ ツ ガ ツ オ 牝3鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 476－ 61：37．3� 118．4	
47 ダイワソフィー 牝3芦 54 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464＋ 21：37．4クビ 9．0

610 ラジオデイズ 牡3青鹿56 M．デムーロ �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480＋ 21：37．5� 7．8�

（伊）

713 キーンソード 牡3黒鹿56 三浦 皇成佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 458＋ 2 〃 アタマ 16．8�
46 ワールドダンス 牡3栗 56 後藤 浩輝杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 466－101：37．6クビ 26．4
611 コスモドーム 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 21：37．7� 66．8�
23 レ ガ リ ア 牡3鹿 56 幸 英明杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 508＋ 41：37．8クビ 22．2�
11 シャインシュラーク 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 462－ 61：38．12 115．4�
712 パワーショット 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 446＋ 21：38．42 510．8�
34 ニ ヴ ォ ー ズ 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 450－ 41：38．71� 624．9�
59 サンマルウィーク 牡3青鹿56 勝浦 正樹相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 446－ 11：39．44 153．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，554，300円 複勝： 61，196，700円 枠連： 24，024，700円
馬連： 76，181，800円 馬単： 46，118，800円 ワイド： 35，902，100円
3連複： 95，300，000円 3連単： 153，530，400円 計： 528，808，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 410円 枠 連（2－8） 260円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 300円 �� 840円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 15，180円

票 数

単勝票数 計 365543 的中 � 117187（1番人気）
複勝票数 計 611967 的中 � 163651（1番人気）� 93680（2番人気）� 27453（7番人気）
枠連票数 計 240247 的中 （2－8） 69279（1番人気）
馬連票数 計 761818 的中 �� 78647（1番人気）
馬単票数 計 461188 的中 �� 24706（1番人気）
ワイド票数 計 359021 的中 �� 33938（1番人気）�� 10031（11番人気）�� 5975（18番人気）
3連複票数 計 953000 的中 ��� 17915（13番人気）
3連単票数 計1535304 的中 ��� 7467（34番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．1―12．3―12．4―12．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．6―48．9―1：01．3―1：13．6―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9

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

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

ウインフェニックス �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2013．6．16 東京2着

2011．3．24生 牡3鹿 母 シャインプレジャー 母母 ウィンヒストリー 8戦2勝 賞金 34，474，000円
〔制裁〕 サンマルウィーク号の騎手勝浦正樹は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・11番・12番）
※出走取消馬 サフランスカイ号（疾病〔左飛節炎〕のため）
※サフランスカイ号・サンマルウィーク号・ダイワソフィー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



06091 3月23日 晴 良 （26中山2）第8日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

69 ヴァルディヴィア 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �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 508± 01：56．5 3．5�

610 マイネルパイレーツ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 496－101：56．6� 34．7�

814	 シングンカイロス 牡5鹿 57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 478－ 61：56．7
 13．0�
34 トウショウプライド 牡4栗 57 江田 照男トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500－ 81：56．8
 5．0�
33 モンプレジール 牡4鹿 57 北村 宏司平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 456－ 2 〃 アタマ 4．0	
57 ショウリノウタゲ 牝4鹿 55 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 516－ 61：57．33 19．1

711	 ホクレアポパイ �5黒鹿57 柴田 善臣萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 426－ 41：57．61� 35．4�
46 ロバーストナカヤマ 牡4黒鹿57 木幡 初広�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 524＋ 41：57．81 5．5�
22 ト キ ノ ユ ウ 牡5鹿 57 西田雄一郎岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 446－ 2 〃 ハナ 282．4
45 アウレオーラ 牝4黒鹿55 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B520＋ 21：57．9� 67．1�
813 キリシマトリオ 牡5黒鹿57 丸田 恭介西村新一郎氏 和田 雄二 新冠 赤石 久夫 514＋161：58．11 87．7�
58 	 エーシンラピッド 牝4鹿 55 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 浦河 栄進牧場 432－ 21：58．31 202．9�
712	 エルインペレイター �4鹿 57 福永 祐一�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494－112：00．2大差 18．7�
11 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 492＋ 22：00．52 15．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，350，100円 複勝： 52，174，200円 枠連： 23，363，300円
馬連： 83，701，600円 馬単： 48，759，300円 ワイド： 34，873，800円
3連複： 105，118，600円 3連単： 170，405，400円 計： 549，746，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 590円 � 290円 枠 連（6－6） 4，920円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 7，610円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 700円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 64，300円

票 数

単勝票数 計 313501 的中 � 71989（1番人気）
複勝票数 計 521742 的中 � 109929（1番人気）� 18487（9番人気）� 44878（5番人気）
枠連票数 計 233633 的中 （6－6） 3505（16番人気）
馬連票数 計 837016 的中 �� 13160（20番人気）
馬単票数 計 487593 的中 �� 4734（32番人気）
ワイド票数 計 348738 的中 �� 6513（16番人気）�� 12944（6番人気）�� 2426（39番人気）
3連複票数 計1051186 的中 ��� 6777（42番人気）
3連単票数 計1704054 的中 ��� 1956（224番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―38．5―52．4―1：04．4―1：16．7―1：29．6―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

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6鹿 母 ヴァルパライソ 母母 ト コ ピ ジ ャ 27戦3勝 賞金 39，610，000円

06092 3月23日 晴 良 （26中山2）第8日 第8競走 ��
��2，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

68 レッドエンブレム 牡4黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 62：37．1 2．9�
22 フィーユブルー �5鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B480－ 22：37．41	 15．3�
44 メイスンキャプテン 牡5栗 57 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 506± 02：38．03
 6．2�
79 バ ン ク シ ー 牡4鹿 56

53 ▲木幡 初也渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 484－ 22：39．06 24．9�
11 � ウェルウィッチア 牡5鹿 57 後藤 浩輝塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B480± 02：39．1
 3．6�
55 ジャストザシーズン 牡7鹿 57 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 480－ 42：39．31� 171．6	
67 ガッテンキャンパス 牡5鹿 57 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 460＋ 42：39．51 18．1

33 リキサンイレブン 牡5黒鹿57 幸 英明 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 512－ 6 〃 アタマ 23．7�
812 ワイドクロス 牡5栃栗57 田辺 裕信幅田 昌伸氏 武井 亮 米 Joan Hadley

Thoroughbreds 494－ 82：39．82 86．8
710 ロ ジ ダ ン ス 牡5栗 57 田中 勝春久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：41．07 5．1�
56 ポイントキセキ 牝4栗 54 大野 拓弥小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 500－ 42：42．9大差 44．4�
811 マジックポスト 牡5青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 460＋ 62：43．64 37．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，309，800円 複勝： 55，866，000円 枠連： 19，372，200円
馬連： 81，784，900円 馬単： 49，798，100円 ワイド： 35，899，600円
3連複： 102，524，400円 3連単： 190，993，000円 計： 568，548，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 310円 � 180円 枠 連（2－6） 1，620円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 730円 �� 380円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 13，860円

票 数

単勝票数 計 323098 的中 � 90846（1番人気）
複勝票数 計 558660 的中 � 134958（1番人気）� 36794（5番人気）� 81350（3番人気）
枠連票数 計 193722 的中 （2－6） 8868（6番人気）
馬連票数 計 817849 的中 �� 32758（6番人気）
馬単票数 計 497981 的中 �� 12558（11番人気）
ワイド票数 計 358996 的中 �� 11865（7番人気）�� 25792（2番人気）�� 8385（14番人気）
3連複票数 計1025244 的中 ��� 27601（8番人気）
3連単票数 計1909930 的中 ��� 10176（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．4―38．8―52．2―1：05．9―1：19．5―1：32．7―1：44．9―1：57．3―2：10．1―2：22．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．12．23 中山9着

2010．2．25生 牡4黒鹿 母 キャスケードブーケ 母母 スカーレットブーケ 15戦2勝 賞金 25，950，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジックポスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月23日まで平地競

走に出走できない。



06093 3月23日 晴 良 （26中山2）第8日 第9競走 ��1，800�
か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走14時35分 （芝・右）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
鎌ケ谷市長賞（1着）

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

35 サトノジュピター 牝5鹿 55 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：50．3 1．6�
611 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 55 田辺 裕信伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 476＋ 8 〃 クビ 98．3�
714 ストラスペイ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 488± 01：50．51 34．3�
24 イルミナティ 牝4鹿 55 黛 弘人ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 474－ 61：50．6� 32．4�
612 トロワボヌール 牝4鹿 55 後藤 浩輝村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－101：50．7クビ 9．3�
47 シャドウライフ 牝5黒鹿55 川田 将雅飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 15．1	
713 エ イ ン セ ル 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 アタマ 7．2


（伊）

815 ソムニアシチー 牝4鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 452－ 41：50．8クビ 25．3�
510 シュピッツェ 牝5鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 クビ 23．0
59 ダイワデッセー 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 486－ 81：50．9� 19．4�
12 サイレントクロップ 牝5青鹿55 吉田 隼人 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 526＋ 21：51．22 20．3�
816 ファストソング 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 494± 01：51．73 334．7�
23 ピクシーホロウ 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 478＋ 81：51．91 24．6�
48 カラダエーピー 牝4栗 55 長岡 禎仁子安 裕樹氏 尾形 和幸 平取 清水牧場 476－ 41：52．22 393．4�
36 アドマイヤイチバン 牝4青鹿55 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 470－ 4 〃 アタマ 75．8�
11 カゼノサファイア 牝4青 55 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 454－ 81：52．3� 313．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，216，200円 複勝： 85，271，600円 枠連： 28，870，200円
馬連： 135，601，900円 馬単： 80，490，000円 ワイド： 53，705，000円
3連複： 167，610，100円 3連単： 316，901，200円 計： 919，666，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 120円 � 1，830円 � 480円 枠 連（3－6） 600円

馬 連 �� 8，300円 馬 単 �� 10，460円

ワ イ ド �� 2，840円 �� 800円 �� 17，360円

3 連 複 ��� 40，860円 3 連 単 ��� 169，850円

票 数

単勝票数 計 512162 的中 � 256936（1番人気）
複勝票数 計 852716 的中 � 312035（1番人気）� 7824（13番人気）� 34408（8番人気）
枠連票数 計 288702 的中 （3－6） 35734（2番人気）
馬連票数 計1356019 的中 �� 12067（26番人気）
馬単票数 計 804900 的中 �� 5680（29番人気）
ワイド票数 計 537050 的中 �� 4588（34番人気）�� 17584（8番人気）�� 732（79番人気）
3連複票数 計1676101 的中 ��� 3028（106番人気）
3連単票数 計3169012 的中 ��� 1377（419番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．6―50．1―1：02．4―1：14．6―1：26．5―1：38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノジュピター �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2011．12．3 中山2着

2009．3．3生 牝5鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 9戦3勝 賞金 43，228，000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 アイスフォーリス号・ウィケットキーパー号・カディーシャ号・ガーネットチャーム号・コスモバルバラ号・

フェータルローズ号・ブライトポジー号・ブルーバレット号
※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。

06094 3月23日 晴 良 （26中山2）第8日 第10競走 ��
��1，600�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

韓国馬事会賞（1着）
賞 品

本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

35 インプロヴァイズ 牡4青 57 戸崎 圭太有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 41：34．3 6．7�

23 サトノネプチューン 牡4鹿 57 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494－ 41：34．4� 11．9�
12 リヴェレンテ 牡6青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 512＋12 〃 クビ 36．7�
24 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 55 津村 明秀�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 468－ 41：34．61 21．0�
611 メイショウスザンナ 牝5鹿 55 勝浦 正樹松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 460＋ 61：34．7	 14．0	
48 マコトギャラクシー 牡7栃栗57 吉田 豊
ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 488＋18 〃 クビ 111．8�
713 ラ ロ メ リ ア 
6鹿 57 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：34．8� 11．1�
47 カフェリュウジン 牡4鹿 57 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 524± 01：34．9� 11．0
612 ハ ー コ ッ ト 牡5鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B468± 01：35．0	 11．3�
11 マイネヒメル 牝5栗 55 松岡 正海 
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 474－ 6 〃 アタマ 33．4�
36 � タ ー フ ェ ル 牡6栗 57 後藤 浩輝伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B504± 0 〃 アタマ 8．2�
816 キョウエイアシュラ 牡7鹿 57 幸 英明田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 466± 0 〃 ハナ 59．5�
59 ローゼンケーニッヒ 牡5黒鹿57 内田 博幸 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 クビ 7．2�
714 ノーブルディード 牡6黒鹿57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 496－ 21：35．1クビ 62．2�
510 オメガホームラン 
5芦 57 M．デムーロ原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 クビ 3．8�

（伊）

815 ドリームトレイン 牡5黒鹿57 丸山 元気前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 502－ 81：35．52� 62．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，841，700円 複勝： 81，781，700円 枠連： 49，651，900円
馬連： 199，747，000円 馬単： 93，838，400円 ワイド： 68，493，100円
3連複： 248，555，300円 3連単： 424，325，800円 計： 1，217，234，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 270円 � 410円 � 1，180円 枠 連（2－3） 1，370円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 4，920円 �� 6，180円

3 連 複 ��� 49，890円 3 連 単 ��� 245，420円

票 数

単勝票数 計 508417 的中 � 59991（2番人気）
複勝票数 計 817817 的中 � 92006（3番人気）� 52946（8番人気）� 15949（13番人気）
枠連票数 計 496519 的中 （2－3） 26919（6番人気）
馬連票数 計1997470 的中 �� 49455（10番人気）
馬単票数 計 938384 的中 �� 10851（21番人気）
ワイド票数 計 684931 的中 �� 16612（8番人気）�� 3366（54番人気）�� 2671（65番人気）
3連複票数 計2485553 的中 ��� 3677（148番人気）
3連単票数 計4243258 的中 ��� 1276（735番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．0―46．7―58．4―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

インプロヴァイズ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．18 新潟3着

2010．2．26生 牡4青 母 カ デ ン ツ ァ 母母 ビ ー モ ル 14戦4勝 賞金 57，664，000円
※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 エンドレスノット号・オメガキングティー号・セイクレットレーヴ号・ヒラボクインパクト号・フラアンジェリコ号
※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。

１レース目 ３レース目



06095 3月23日 晴 良 （26中山2）第8日 第11競走 ��
��1，800�第63回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （皐月賞トライアル） （芝・右）
牡・牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

フジテレビ賞（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 1，246，000円 356，000円 178，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

22 ロサギガンティア 牡3青 56 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 528± 01：48．4 5．6�
（伊）

34 � アジアエクスプレス 牡3栗 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 528± 01：48．61� 2．3�
610 クラリティシチー 牡3鹿 56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 8 〃 クビ 6．3�
35 モ ー リ ス 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 日高 戸川牧場 494＋ 21：48．81� 19．8�
59 リーゼントロック 牡3黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 512－ 21：49．01� 88．4	
23 ベルキャニオン 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－ 41：49．21	 3．6

815 ナスノアオバ 牡3鹿 56 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 528－ 2 〃 ハナ 99．2�
58 ウインマーレライ 牡3黒鹿56 石橋 脩�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 61：49．3	 49．9
611 マイネルアウラート 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 4 〃 アタマ 82．5�
712 ネオヴァロン 牡3鹿 56 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462－ 41：50．47 285．0�
11 サクラエール 牡3黒鹿56 幸 英明�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 460－ 21：50．5	 36．0�
713 シベリアンタイガー 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 478± 01：51．03 165．7�
46 ミッキーデータ 牡3鹿 56 蛯名 正義野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 500－ 21：52．06 46．9�
47 ダノンアンビシャス 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464＋ 21：52．53 43．7�
814 クインズハリジャン 牡3黒鹿56 藤田 伸二 �クイーンズ・ランチ 白井 寿昭 むかわ 上水牧場 484－ 21：52．6クビ 59．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 230，188，700円 複勝： 293，418，200円 枠連： 139，964，100円 馬連： 658，268，300円 馬単： 400，553，100円
ワイド： 240，744，400円 3連複： 950，768，100円 3連単： 2，130，800，900円 5重勝： 975，864，900円 計： 6，020，570，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 140円 � 170円 枠 連（2－3） 290円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 370円 �� 530円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 10，010円

5 重 勝
対象競走：中山9R／阪神10R／中山10R／阪神11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 74，650円

票 数

単勝票数 計2301887 的中 � 329339（3番人気）
複勝票数 計2934182 的中 � 399880（4番人気）� 661744（2番人気）� 440534（3番人気）
枠連票数 計1399641 的中 （2－3） 357846（1番人気）
馬連票数 計6582683 的中 �� 575362（3番人気）
馬単票数 計4005531 的中 �� 151799（8番人気）
ワイド票数 計2407444 的中 �� 168598（4番人気）�� 108172（6番人気）�� 151522（5番人気）
3連複票数 計9507681 的中 ��� 371263（4番人気）
3連単票数 計21308009 的中 ��� 157166（21番人気）
5重勝票数 計9758649 的中 ����� 11075

ハロンタイム 12．4―11．4―12．0―12．4―12．1―12．1―12．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．8―48．2―1：00．3―1：12．4―1：24．5―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
13，15－（6，9）14（1，4）7（2，3，10）5，11－8，12・（13，15）－（6，9）（2，1，14）（4，7）（11，10）（5，3）12，8

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

勝馬の
紹 介

ロサギガンティア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2013．7．7 函館4着

2011．4．18生 牡3青 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 5戦3勝 賞金 70，460，000円
〔制裁〕 ロサギガンティア号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※出走取消馬 ダイワリベラル号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりロサギガンティア号・アジアエクスプレス号・クラリティシチー号は，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。

06096 3月23日 晴 良 （26中山2）第8日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

713 ヘアーオブザドッグ 牡5鹿 57 松岡 正海平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 516－ 41：12．0 15．5�
47 ゴーインググレート 牡4栗 57 柴田 善臣田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 466－10 〃 クビ 13．8�
23 メイショウノーベル 牡5栗 57 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 500± 01：12．1� 6．7�
510 デリケートアーチ 牝5栃栗 55

52 ▲木幡 初也 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B468－ 61：12．31 83．9�
36 タ サ ジ ャ ラ 牡4鹿 57 内田 博幸 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B528－ 41：12．83 1．9�
815	 ビービーボイジャー 牡4栗 57 江田 照男�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 496－ 6 〃 アタマ 11．7	
24 フィールザラブ 牝5栗 55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 422－ 21：13．22� 16．1

11 
 ジャガーバローズ 牡4鹿 57 戸崎 圭太猪熊 広次氏 牧 光二 米 Dierdre T. Marsh

& David LaCroix 498＋ 41：13．62� 30．6�
612 ビナスイート 牝5栗 55 柴田 大知井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 468－22 〃 クビ 18．4�
714 モレサンドニ 牝4栗 55 三浦 皇成密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 438＋ 21：13．81� 57．3
12 	 トーホウペガサス 牡7鹿 57 北村 宏司東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 500± 01：14．01 100．7�
816 メイショウジビュス 牝5鹿 55 藤田 伸二松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 452－141：14．1� 118．9�
35 ノボピュアリティ 牝5鹿 55 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 494－ 81：15．27 11．7�
59 マジカルポケット 牡6鹿 57 M．デムーロ榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 森永牧場 484± 01：15．51� 57．0�

（伊）

48 
 サウンドカスケード 牡4鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 池上 昌弘 米
Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B502＋ 4 〃 クビ 21．9�
611 スズノオオタカ 牡6鹿 57 後藤 浩輝阿部 雅子氏 森田 直行 日高 大沢育成牧場 522＋ 6 〃 ハナ 73．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，501，300円 複勝： 128，327，100円 枠連： 60，411，900円
馬連： 298，003，600円 馬単： 123，064，500円 ワイド： 98，682，300円
3連複： 307，243，600円 3連単： 597，305，700円 計： 1，696，540，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 460円 � 340円 � 230円 枠 連（4－7） 3，540円

馬 連 �� 8，500円 馬 単 �� 14，670円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 2，350円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 20，190円 3 連 単 ��� 134，600円

票 数

単勝票数 計 835013 的中 � 42562（6番人気）
複勝票数 計1283271 的中 � 67471（7番人気）� 97467（4番人気）� 167120（2番人気）
枠連票数 計 604119 的中 （4－7） 12597（14番人気）
馬連票数 計2980036 的中 �� 27606（29番人気）
馬単票数 計1230645 的中 �� 6192（49番人気）
ワイド票数 計 986823 的中 �� 11982（19番人気）�� 10253（28番人気）�� 17469（10番人気）
3連複票数 計3072436 的中 ��� 11234（59番人気）
3連単票数 計5973057 的中 ��� 3275（371番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．3―12．3―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．1―46．4―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘアーオブザドッグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2011．12．24 中山5着

2009．4．23生 牡5鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール 18戦4勝 賞金 40，370，000円
〔発走状況〕 ノボピュアリティ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 ゴーインググレート号の騎手柴田善臣は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔調教再審査〕 ノボピュアリティ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シルバーレイショウ号
（非抽選馬） 8頭 ウインクロニクル号・ウインプロスパー号・ジョージジョージ号・ノッキングオン号・ハイタッチ号・ヒショウ号・

フランキンセンス号・ミステリートレイン号
※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。

５レース目



（26中山2）第8日 3月23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 180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

283，810，000円
5，250，000円
2，810，000円
26，250，000円
70，962，500円
5，691，600円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
657，460，700円
1，030，642，500円
435，501，800円
1，827，292，900円
1，047，632，600円
713，772，000円
2，378，115，600円
4，680，469，000円
975，864，900円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，746，752，000円

総入場人員 28，015名 （有料入場人員 24，782名）



平成26年度 第2回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，436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

1，984，380，000円
6，240，000円
55，550，000円
15，441，000円
180，520，000円
559，817，500円
41，243，200円
13，785，600円

勝馬投票券売得金
4，346，741，000円
7，318，430，200円
2，947，726，300円
12，334，244，700円
6，905，270，000円
4，898，923，700円
15，947，712，700円
29，875，300，000円
3，778，556，700円
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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 88，352，905，300円

総入場延人員 173，223名 （有料入場延人員 152，228名）
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