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０５０２５ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・右）

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

６１２ ワイズアンドクール 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：１３．４ １２．４�

５１０ グランドジョラス 牡３青鹿５６ 水野 貴史楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ４８８± ０１：１３．５� ３８．０�
（浦和）

８１６ プ レ チ ェ ス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン
牧場 ４６８－ ４１：１３．６� ７．１�

５９ スマートレモラ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４８４± ０１：１３．７クビ ２．５�
３６ コスモロングロード 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４８２± ０１：１３．８� ９．５�
２３ ゴガツノカゼ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B４４６－ ２１：１３．９クビ ２７６．４	
７１４ アブラカタブラ 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 福岡 光夫 ４５４＋ ４１：１４．１１� ４４．４

４８ ダイメイロード 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 横井 哲 ４４６＋ ２１：１４．３� ３０３．６�
６１１ エ ル ク ロ ス 牝３青鹿５４ 木幡 初広岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド B４３８－ ２１：１４．５１� １１１．９�
２４ ティルトウイング 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４３６＋１２ 〃 ハナ １９．６
４７ マドラスシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４７０± ０１：１４．９２� ３５２．２�
１２ トップモースト 牡３栗 ５６ 御神本訓史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４４－ ２１：１５．２２ ２３．０�

（大井）

７１３ ヨ ア ケ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 ４８４－ ４１：１５．７３ ３．０�
８１５ ミケランジェロ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 B４４６－ ２ 〃 ハナ ４８７．３�
１１ ディアアルジャン 牡３芦 ５６

５３ ▲横山 和生ディアレスト 勢司 和浩 新ひだか へいはた牧場 ４６８＋１４１：１６．４４ ５０．３�
３５ キャラウェイ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西城 公雄氏 清水 美波 日高 坂戸 節子 ４４０＋ ６１：１７．５７ １０９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４４７，０００円 複勝： ３０，４７０，１００円 枠連： １３，７８７，８００円

普通馬連： ４９，２１１，７００円 馬単： ３６，６８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９３８，１００円

３連複： ６５，０９８，０００円 ３連単： １０２，８３８，９００円 計： ３３６，４７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ４９０円 � ８２０円 � ２６０円 枠 連（５－６） １，４９０円

普通馬連 �� １７，５２０円 馬 単 �� ２９，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５３０円 �� １，４７０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� ２５，９７０円 ３ 連 単 ��� ２０２，３９０円

票 数

単勝票数 計 １６４４７０ 的中 � １０５１３（５番人気）
複勝票数 計 ３０４７０１ 的中 � １５８１２（５番人気）� ８７６３（８番人気）� ３６４６５（３番人気）
枠連票数 計 １３７８７８ 的中 （５－６） ６８４０（６番人気）
普通馬連票数 計 ４９２１１７ 的中 �� ２０７３（３５番人気）
馬単票数 計 ３６６８０７ 的中 �� ９０６（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９３８１ 的中 �� １１６６（３５番人気）�� ３７３５（１４番人気）�� ３２７９（１７番人気）
３連複票数 計 ６５０９８０ 的中 ��� １８５０（６４番人気）
３連単票数 計１０２８３８９ 的中 ��� ３７５（４１７番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．５―１１．４―１２．５―１３．１―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．２―３３．６―４６．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイズアンドクール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１．２３ 中山１２着

２００８．３．１生 牡３黒鹿 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャラウェイ号は，平成２３年４月５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。
（非当選馬） １頭 キングメーカー号
（非抽選馬） １頭 プットオンザリッツ号
※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。

０５０２６ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

７１４ カフェローレル 牝３青鹿５４ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４３０－１０１：５８．５ ４．１�

４７ プリンセスキナウ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４６６－ ４１：５８．７１� ２．５�
７１３ パ ヤ ド ー ル 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：５８．９１� ３．２�
３５ オペラフォンテン 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５４＋ ２ 〃 クビ １１．９�
６１１ アルテリーベ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 山岡牧場 ４３０＋ ４１：５９．１１� ２７１．３�
８１６ ゴールデンファスト 牝３芦 ５４

５１ ▲横山 和生笠原 幸六氏 久保田貴士 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４６６－ ４１：５９．２� ５５．７�

８１５ ナガタノナナチャン 牝３鹿 ５４ 高橋 智大紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 戸川牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ １７．６	
５９ ルーナピエーナ 牝３栗 ５４ 伊藤 直人�樽さゆり氏 松永 康利 日高 川島 良一 ４４４± ０１：５９．４１ ３５９．６

５１０ メジロアザミ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２－ ６２：００．０３� ９３．６�
６１２ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２０± ０２：００．３１� １６１．４�
２４ ケージーアミーガ 牝３黒鹿５４ 水野 貴史川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４９４－ ６ 〃 ハナ ２９．４

（浦和）

１１ ゴールドループ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥 IHR 和田正一郎 新ひだか 山際 智 ４６４－ ４ 〃 ハナ ２２７．５�
２３ スイートソワレ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４６０＋ ６２：００．５１ ６４８．３�
３６ ミヤビアルカディア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４２８＋ ４２：００．８１� １８．９�
１２ オリオンザジョケツ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上 悦夫 ４５２± ０２：０２．４１０ ５７．９�
４８ コスモクルーズ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 出羽牧場 ４３０－ ２２：０９．５大差 １４９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５２２，１００円 複勝： ２７，８０６，５００円 枠連： １７，１３７，７００円

普通馬連： ５１，５２６，３００円 馬単： ３７，６３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１７７，１００円

３連複： ６７，５９５，０００円 ３連単： １０９，０８０，６００円 計： ３５０，４７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（４－７） ２１０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２５０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ３９０円 ３ 連 単 ��� ２，７１０円

票 数

単勝票数 計 １７５２２１ 的中 � ３３９７７（３番人気）
複勝票数 計 ２７８０６５ 的中 � ５１８９６（３番人気）� ８１３０７（１番人気）� ５７５２８（２番人気）
枠連票数 計 １７１３７７ 的中 （４－７） ６２８３９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１５２６３ 的中 �� ８３６３２（２番人気）
馬単票数 計 ３７６３０５ 的中 �� ２４２３７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１７７１ 的中 �� ２８１５９（２番人気）�� １９８１０（３番人気）�� ３６７０５（１番人気）
３連複票数 計 ６７５９５０ 的中 ��� １２９７４４（１番人気）
３連単票数 計１０９０８０６ 的中 ��� ２９７８６（５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１３．５―１３．９―１３．８―１２．６―１３．４―１３．１―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．９―５１．８―１：０５．６―１：１８．２―１：３１．６―１：４４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．３
１
３

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

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

カフェローレル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．９．５ 新潟７着

２００８．４．２４生 牝３青鹿 母 ローレルウィッチ 母母 マイサクセション ５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔その他〕 コスモクルーズ号は，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。
※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２回　中山競馬　第３日



０５０２７ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３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

２３ ティアップブレイズ 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５１８＋ ６１：５６．１ １６．８�

６１１ ベルウッドサヴァン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４６６＋ ８１：５６．４２ ３４．８�
６１２ テ ル バ イ ク 牡３栗 ５６ U．リスポリ加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４６０± ０１：５６．６１� １．５�
（伊）

３５ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８０± ０１：５６．９２ ６３．５�
４７ ミラクルプラスワン 牡３芦 ５６ 吉田 豊竹森 幹雄氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ １６３．７�
４８ マイネローレライ 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 田中 裕之 ４８０± ０１：５７．１１� ６．３�
８１５ キングオブサンダー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４６０－ ６１：５７．３１� ５９．５	
１１ テ ン ク ウ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ５１２－ ８ 〃 ハナ ３１９．７

２４ マイネルクォンタム 牡３栃栗５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 河野 通文 新ひだか 城地 清満 ４７６＋ ４ 〃 アタマ １６．４�
３６ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 村田 一誠島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０８＋ ４１：５７．４クビ ３４．４�
５９ トミケンデアムート 牡３黒鹿５６ 水野 貴史冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 沖田牧場 ４７８＋ ２１：５７．６１� ２６０．７

（浦和）

７１４ フジマサエンパイア 牡３栗 ５６
５３ ▲高嶋 活士藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４６８－ ４１：５７．７� ３１９．７


８１６ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５０８－ ６１：５８．１２� １２．７�
７１３ タケデンイエロー �３栗 ５６ 大庭 和弥武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ４４４－ ８１：５８．９５ ４２５．９�
５１０ コパノタイヨー 牡３栗 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ４９８－ ４１：５９．４３ １２．５�
１２ メイショウユウゲツ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 高昭牧場 ４８０－ ６１：５９．６１ ８０．８�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０２２，４００円 複勝： ５９，４２２，７００円 枠連： １７，３３４，１００円

普通馬連： ４７，８３１，９００円 馬単： ４３，３２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０３５，８００円

３連複： ６１，９０９，４００円 ３連単： １１８，１１６，９００円 計： ３８９，９９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ２９０円 � ６００円 � １１０円 枠 連（２－６） ３８０円

普通馬連 �� １９，４１０円 馬 単 �� ４３，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８４０円 �� ４６０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ６，３００円 ３ 連 単 ��� １２４，１８０円

票 数

単勝票数 計 １９０２２４ 的中 � ８９４３（６番人気）
複勝票数 計 ５９４２２７ 的中 � ２４２８９（５番人気）� ９６４３（８番人気）� ３９４９１３（１番人気）
枠連票数 計 １７３３４１ 的中 （２－６） ３３６９５（２番人気）
普通馬連票数 計 ４７８３１９ 的中 �� １８１９（３７番人気）
馬単票数 計 ４３３２３５ 的中 �� ７２９（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０３５８ 的中 �� １３６８（３４番人気）�� １３５７３（５番人気）�� ６５３０（８番人気）
３連複票数 計 ６１９０９４ 的中 ��� ７２５５（２１番人気）
３連単票数 計１１８１１６９ 的中 ��� ７０２（２６１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．２―１３．７―１２．９―１２．６―１２．７―１２．８―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．８―５１．５―１：０４．４―１：１７．０―１：２９．７―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップブレイズ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１０．９．１２ 中山４着

２００８．４．３生 牡３鹿 母 ドリームシンデレラ 母母 ドリームファミリー ７戦１勝 賞金 ７，９００，０００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。

０５０２８ ３月５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３中山２）第３日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

１１ � レ ン デ ィ ル 牡５芦 ６０ 横山 義行広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart
Trading Ltd ４９８＋ ２３：１５．９ ３．９�

６９ フ タ タ ビ 牡４栗 ５９ 山本 康志中西 宏彰氏 石栗 龍彦 新ひだか 猪野毛牧場 ５０４－ ８ 〃 クビ ３１．４�
６１０ オールフォーミー 牝６鹿 ５８ 宗像 徹有限会社シルク清水 英克 静内 千代田牧場 ４７８－ ２３：１６．１１� ４．４�
７１１ スズヨジハード 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦鈴木与四郎氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド ４８４－ ２３：１６．３１� ２．６�
３４ シルクパナシア 牡６鹿 ６０ 金子 光希有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４８０－ ６３：１６．９３� １７．２�
４６ �� カ リ ユ ガ 	６鹿 ６０ 大庭 和弥池谷 誠一氏 本間 忍 米 Brookdale & Dr.

Ted Folkerth ４９８± ０３：１８．６大差 ６１．７�
５７ メジロジェラルド 牡４黒鹿５９ 江田 勇亮	メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１８－ ２３：１８．７クビ ６．９

５８ サンデーチョウサン 牡４栗 ５９ 浜野谷憲尚長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ５１０＋２４３：１８．９１� ３６．２�
２２ ティンバーウルフ 牡４栗 ５９ 平沢 健治大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４２４－ ４３：１９．１１� １９．７�
８１４� デルマリゲル 牡６栗 ６０ 石神 深一浅沼 廣幸氏 田中 剛 門別 ファニーヒルファーム ４６４± ０３：１９．５２� １５６．９
８１３ トーセンマルゴー 牡５鹿 ６０ 大江原 圭島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３６－ ４３：２０．１３� ３７．１�
４５ カシマパステル 牝４鹿 ５７ 高野 和馬松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４０＋１４３：２１．３７ １２４．２�
３３ ホッカイアラカティ 牡４黒鹿５９ 水出 大介	北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６＋ ２３：２４．８大差 ８１．３�
７１２ ヨシダークスマイル 牝４鹿 ５７ 柴田 未崎田辺 喜彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ４４４± ０ （競走中止） ３６７．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０２６，５００円 複勝： １８，８５９，８００円 枠連： １２，４７１，６００円

普通馬連： ３９，４７７，８００円 馬単： ２９，９９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８３９，８００円

３連複： ５１，４１９，２００円 ３連単： ８７，２３７，４００円 計： ２７０，３３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ６２０円 � １８０円 枠 連（１－６） １，１３０円

普通馬連 �� ９，５００円 馬 単 �� １４，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５９０円 �� ５６０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� １５，４４０円 ３ 連 単 ��� ８７，１２０円

票 数

単勝票数 計 １５０２６５ 的中 � ３０５６６（２番人気）
複勝票数 計 １８８５９８ 的中 � ３１９５８（３番人気）� ５９２４（８番人気）� ３２１５４（２番人気）
枠連票数 計 １２４７１６ 的中 （１－６） ８１６２（５番人気）
普通馬連票数 計 ３９４７７８ 的中 �� ３０７０（２４番人気）
馬単票数 計 ２９９９９２ 的中 �� １４８９（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８３９８ 的中 �� １４４２（２６番人気）�� ７４９３（５番人気）�� ２１４４（１８番人気）
３連複票数 計 ５１４１９２ 的中 ��� ２４５９（４０番人気）
３連単票数 計 ８７２３７４ 的中 ��� ７３９（２２０番人気）

上り １マイル １：５０．０ ４F ５２．８－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�レ ン デ ィ ル �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 In The Wings デビュー ２００９．３．１５ 中山１着

２００６．５．３生 牡５芦 母 Streetcar 母母 As You Desire Me 障害：１戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔競走中止〕 ヨシダークスマイル号は，１周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ポルタノーヴァ号



０５０２９ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１６ バウンシーチューン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４１８－ ２１：５２．２ １．８�

３６ メイアイヘルプユー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人野島 春男氏 中川 公成 日高 野島牧場 ４３０－ ４１：５２．４１� ９．６�
２３ ダイワスプレンダー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４１０＋ ２１：５２．５� １４７．１�
２４ アドマイヤアキーダ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ６１：５２．６� ２８．４�
１２ ゴールドカルラ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ ５．５�
４７ コスモパシフィズム 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 日高 出口牧場 ４３６± ０１：５２．７� １３４．２	
６１１ ミ ラ ソ ル 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一吉野 吉晴氏 伊藤 伸一 新冠 山岡ファーム ４５０＋１６１：５２．９１� ２７７．９

５１０ チャーピーチット 牝３青鹿５４ 武士沢友治井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 ４３４－ ４ 〃 クビ １８．２�
３５ ウイニングティアラ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優 �グリーンファーム 矢野 英一 浦河 鎌田 正嗣 ４６０－ ６１：５３．０クビ ５．１�
７１３ スマイルカナチャン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春瀬谷 雄氏 牧 光二 日高 メイプルファーム ４０６－ ４ 〃 クビ １１９．８�
１１ ヴィーヴァタキオン 牝３青 ５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ６１：５３．１� ２７．４�
７１４ アンシャンテルール 牝３黒鹿５４ 水野 貴史柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４２６－ ８１：５３．２クビ １２５．４�

（浦和）

８１５ ミ ラ ベ ル 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン
牧場 ４１０－１４１：５３．５２ ３１．９�

６１２ エムオーファミリー 牝３栗 ５４ 石橋 脩大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４５０－ ４ 〃 ハナ ５０．２�
５９ メイショウハルカゼ 牝３鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４３２＋ ８１：５３．６� ２６７．３�
４８ レピドライト 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－２２１：５３．７クビ ３４８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４４９，４００円 複勝： ３２，４７４，３００円 枠連： １９，０３６，４００円

普通馬連： ５４，１０９，５００円 馬単： ４１，４０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１８３，１００円

３連複： ６７，１５９，０００円 ３連単： １１７，２８１，３００円 計： ３７５，１０１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １，７００円 枠 連（３－８） ２６０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ３，４１０円 �� １０，０２０円

３ 連 複 ��� ２７，５２０円 ３ 連 単 ��� ６８，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２０４４９４ 的中 � ９０７３１（１番人気）
複勝票数 計 ３２４７４３ 的中 � １２７８７１（１番人気）� ２８５９７（４番人気）� ２８３６（１３番人気）
枠連票数 計 １９０３６４ 的中 （３－８） ５５９７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４１０９５ 的中 �� ５１４１１（３番人気）
馬単票数 計 ４１４０８９ 的中 �� ２８４３３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１８３１ 的中 �� １５５９０（３番人気）�� １５８２（３３番人気）�� ５３０（６０番人気）
３連複票数 計 ６７１５９０ 的中 ��� １８０１（６７番人気）
３連単票数 計１１７２８１３ 的中 ��� １２６５（１８４番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．６―１４．０―１３．０―１１．３―１１．８―１２．０―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．６―３９．６―５２．６―１：０３．９―１：１５．７―１：２７．７―１：３９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

バウンシーチューン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１．９ 中山３着

２００８．４．１９生 牝３鹿 母 リーインフォースト 母母 テ ィ ア ラ ４戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
〔制裁〕 スマイルカナチャン号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１２番への

進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エアアヴリル号・トーセンルクリア号・メリーハート号
（非抽選馬） １頭 スプリングロバーツ号
※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。

０５０３０ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

４６ ベルモントカントル 牝３黒鹿５４ 御神本訓史 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ４５２ ―１：３８．９ ８４．９�

（大井）

５９ ロイヤルインパクト 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４８８ ― 〃 クビ ３．９�
５８ サクラブライト 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４３２ ― 〃 ハナ １２．２�
６１１ オークヴィル 牝３鹿 ５４ U．リスポリ下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４９０ ―１：３９．０クビ ３．３�

（伊）

２２ シスターソフィア 牝３鹿 ５４ 松岡 正海渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ３９６ ―１：３９．２１� ４．９�
４７ エイダイポイント 牡３芦 ５６ 横山 典弘�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４３２ ―１：３９．４１ ８．５	
２３ エーブフウジン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４７２ ―１：４０．１４ ６．６

８１５ エタニティリング 牝３青鹿５４ 酒井 学有限会社シルク野中 賢二 日高 ヤナガワ牧場 ４３６ ―１：４０．２クビ ７５．３�
７１２ セ ナ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４７０ ―１：４０．４１� ２９．６�
８１４ イットーイチバン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４０８ ― 〃 クビ ５５．２
３５ ニシノレジェンド 牡３黒鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 奥平 雅士 むかわ 西山牧場 ５０６ ―１：４０．６１� ５９．９�
７１３ メジロセンゲン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ４５０ ―１：４０．７� ９４．４�
３４ ウエスタンオードウ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 小島 太 新ひだか 北西牧場 ４４８ ―１：４１．１２� ２７．１�
１１ ウ ネ メ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治澤田 新吾氏 中島 敏文 新冠 競優牧場 ３７６ ―１：４１．３１� ３０９．７�
６１０ テンエイアドニス 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４１６ ―１：５１．６大差 ２６１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，０６０，２００円 複勝： ３１，１０４，０００円 枠連： １７，８３４，４００円

普通馬連： ５４，６４４，６００円 馬単： ３７，６５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５６１，１００円

３連複： ６２，４０４，２００円 ３連単： １０５，７６０，６００円 計： ３５２，０２５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，４９０円 複 勝 � １，５１０円 � ２１０円 � ３４０円 枠 連（４－５） １，２６０円

普通馬連 �� １７，１１０円 馬 単 �� ４３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８７０円 �� ５，３００円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３６，８２０円 ３ 連 単 ��� ３６６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２１０６０２ 的中 � １９５７（１２番人気）
複勝票数 計 ３１１０４０ 的中 � ４３７８（１２番人気）� ４９０６４（２番人気）� ２４４０９（６番人気）
枠連票数 計 １７８３４４ 的中 （４－５） １０４８６（５番人気）
普通馬連票数 計 ５４６４４６ 的中 �� ２３５８（３９番人気）
馬単票数 計 ３７６５６１ 的中 �� ６４２（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５６１１ 的中 �� １３４１（４０番人気）�� ９７２（４６番人気）�� ６８７６（８番人気）
３連複票数 計 ６２４０４２ 的中 ��� １２５１（９０番人気）
３連単票数 計１０５７６０６ 的中 ��� ２１３（６６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．１―３８．０―５０．８―１：０４．０―１：１６．４―１：２７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

ベルモントカントル �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．２．３生 牝３黒鹿 母 アンファング 母母 フジノルージユ １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンエイアドニス号は，平成２３年４月５日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ナムラボルカーン号（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１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 エポワス号・クイーンオリーブ号・クリールダイナー号・ケージーサムライ号・スウィートライズ号・

デュエルインザサン号・トミケンロブスト号・ネロスパーダ号・バイザルーマー号・ブラザーダックマン号・
プリティピンク号・ホットラッシュ号・ポレモス号・マイネクォーツ号・マンデルクローネ号・メジロコウミョウ号・
ライフイズライフ号・リバレイション号・レディワシントン号

※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。



０５０３１ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２ デュアルスウォード 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ６１：１１．４ ３．６�

３６ トーセンナスクラ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４５８＋ ４１：１２．０３� １３．３�

１１ � モルフェソングエル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣並河賢一郎氏 本間 忍 むかわ ヤマイチ牧場 ４７６＋ ６１：１２．３１� ７２．１�
４７ コーンドリー 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：１２．４� １３．５�
４８ パシオンルージュ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４６２＋ ４１：１２．６１� ４．４�
８１６	 リアライズブレイク 牡３鹿 ５６ U．リスポリ	リアライズ 森 秀行 愛

J. Hanley, Skymarc
Farm & Castle-
martin Stud

４５８－１５ 〃 アタマ ２８．０

（伊）

２３ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５４ 御神本訓史山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４６２＋ ６１：１３．０２� ５１．８�
（大井）

５９ アユミチャン 牝３芦 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 ４５４－ ４１：１３．３１� ２．１�
２４ リュウシンヒーロー 牡３鹿 ５６ 水野 貴史桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５８－ ６ 〃 ハナ ３８３．８

（浦和）

７１４� ワ カ タ ケ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４４６＋ ２１：１３．４� ２６１．５�
１２ アンジュヴォレ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４３０－ ８１：１３．５クビ ２０４．５�
６１１� コーリンハッピー 牝３芦 ５４

５１ ▲菅原 隆一伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 B４６８＋ ６１：１３．６� ４５１．２�
５１０	 バルデュソワール 牝３鹿 ５４ 酒井 学	ノースヒルズ 和田 正道 米 Fox Straus

KY, LLC ４８６± ０１：１４．０２� ２１６．６�
７１３ ブラウニーサンクス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人安倍 光昭氏 清水 利章 浦河 中脇 満 ４１２± ０１：１４．５３ １８８．６�
３５ ラッシュウインド 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 ４３０－ ６１：１４．７１� １３８．４�

８１５ テイエムシャトウ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４７６＋１６１：１４．８クビ １１５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，０２６，２００円 複勝： ４０，７４１，８００円 枠連： ２２，６４２，２００円

普通馬連： ７９，１３１，７００円 馬単： ５３，６９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９６７，９００円

３連複： ９２，１３６，０００円 ３連単： １６８，１７０，５００円 計： ５１５，５０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � １，０６０円 枠 連（３－６） １，７９０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ２，７５０円 �� ３，７２０円

３ 連 複 ��� ２０，９５０円 ３ 連 単 ��� ５４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２９０２６２ 的中 � ６４３３５（２番人気）
複勝票数 計 ４０７４１８ 的中 � ６８３８９（３番人気）� ４３２５４（４番人気）� ７９０３（８番人気）
枠連票数 計 ２２６４２２ 的中 （３－６） ９３５３（６番人気）
普通馬連票数 計 ７９１３１７ 的中 �� ３０７６９（７番人気）
馬単票数 計 ５３６９１６ 的中 �� １４０４８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９６７９ 的中 �� ９９０８（７番人気）�� ２６２６（２２番人気）�� １９２９（２７番人気）
３連複票数 計 ９２１３６０ 的中 ��� ３２４６（４８番人気）
３連単票数 計１６８１７０５ 的中 ��� ２２９７（１３５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．５―１２．３―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．３―４６．６―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアルスウォード �
�
父 デュランダル �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．１１．１ 東京３着

２００８．２．２１生 牡３黒鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー ５戦２勝 賞金 １４，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ダイヤヘルメス号・ブレイドバローズ号
※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。

０５０３２ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６８ レオプレシャス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４７８－ ２１：５３．３ ４．０�

７１１� エアイグアス 牡５黒鹿５７ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４９４－ ８１：５３．９３� ２５．１�

７１０ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：５４．２１	 ６．０�
５６ ポ ワ ン カ レ 牡４栗 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新ひだか 西村 和夫 ５１４－１２ 〃 アタマ ４．５�
８１２ ニシノヴァンクール 牡４青鹿５７ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５１０－ ４１：５４．３	 ４．８�
２２ 
 バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 江田 照男バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４８６＋１４１：５４．７２� ３３．７�
１１ エミネムシチー 牡６鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４６４－ ４１：５５．０１	 １５６．４	
３３ ブリージーデイズ 牡４栗 ５７ U．リスポリ �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B５００－ ２１：５５．３１	 １１．２


（伊）

４４ ポルトゥエンセ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司 �社台レースホース粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：５５．４クビ ６．４�
５７ カルトマリーヌ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �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－ ６１：５５．５� ５２．３
８１３ アブラハムダービー 牡４黒鹿５７ 御神本訓史 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ５６０＋２４１：５５．６� １８．６�

（大井）

６９ シベリアンファクト 牡４栗 ５７ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４９２＋ ４１：５５．８１ １８２．４�
４５ ハヤブサイッポン 牡４栗 ５７ 北村 友一武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B５００＋１０ 〃 アタマ １１１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，０３１，６００円 複勝： ４５，２８０，９００円 枠連： １９，５４０，７００円

普通馬連： ８２，６１１，７００円 馬単： ５０，４６５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，１２４，６００円

３連複： ９１，４９１，８００円 ３連単： １５４，０３８，９００円 計： ５００，５８５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ５４０円 � １９０円 枠 連（６－７） １，５２０円

普通馬連 �� ５，４９０円 馬 単 �� １０，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７８０円 �� ７４０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� １１，８５０円 ３ 連 単 ��� ７３，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２６０３１６ 的中 � ５２０６９（１番人気）
複勝票数 計 ４５２８０９ 的中 � ７３０１９（３番人気）� １７３３６（７番人気）� ６９１４５（４番人気）
枠連票数 計 １９５４０７ 的中 （６－７） ９４８８（８番人気）
普通馬連票数 計 ８２６１１７ 的中 �� １１１１５（２０番人気）
馬単票数 計 ５０４６５７ 的中 �� ３５０１（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１１２４６ 的中 �� ４２３０（２３番人気）�� １０８２７（９番人気）�� ３８９６（２４番人気）
３連複票数 計 ９１４９１８ 的中 ��� ５７０１（４３番人気）
３連単票数 計１５４０３８９ 的中 ��� １５３９（２４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．９―５０．３―１：０３．０―１：１５．５―１：２８．２―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レオプレシャス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１０．１．３０ 東京１３着

２００７．３．１９生 牡４黒鹿 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス ６戦２勝 賞金 １２，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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。



０５０３３ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

お う ば い

黄 梅 賞
発走１４時３５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

６１１ オメガブレイン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：３４．１ ６．０�

４８ プランスデトワール 牡３芦 ５６ 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：３４．２� ２．５�
５９ マイネイディール 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４８６± ０ 〃 クビ １１．８�
３６ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ５００± ０１：３４．５１� ２５．３�
４７ ジ ャ ー ビ ス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４７４－１０１：３４．７１	 ７．０�
１１ リ ン ゴ ッ ト 牡３栗 ５６ 秋山真一郎吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１２－１０１：３４．８クビ ９．１�
２３ スモールキング 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣	サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４４＋ ８ 〃 ハナ ２６．７

２４ ショウナンカライス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成国本 哲秀氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６＋１０１：３４．９� ２５．１�
７１３ ドラゴンライズ 牡３鹿 ５６ 北村 友一窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７４± ０１：３５．０� ３５．２�
５１０ サクラゴスペル 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４８２－ ６１：３５．１� ５．９
１２ 
 シーキングザラヴ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史林 明道氏 河津 裕昭 新ひだか 山野牧場 ４５２－ ４１：３５．２クビ ３０２．７�

（川崎） （大井）

８１５ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６８＋ ２ 〃 クビ ３７１．１�
３５ シンワハーツクライ 牡３青 ５６ 吉田 豊若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４３０－ ３１：３５．６２� １２６．２�
６１２ トーアクリスタル 牡３芦 ５６ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５３６－ ２１：３５．９２ ３９９．３�
７１４ コウヨウレジェンド 牡３鹿 ５６ 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４８８－ ６１：３６．１１	 ４４．８�
８１６
 リュウノフラッシュ 牡３鹿 ５６ 水野 貴史津田 浩一氏 小野寺晋広 浦河 大西牧場 ４４０± ０１：３６．２� ８７７．２�

（大井） （浦和）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，２８８，５００円 複勝： ６２，３５８，５００円 枠連： ３５，３６１，４００円

普通馬連： １３１，８５２，５００円 馬単： ７３，２０６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，９３４，２００円

３連複： １４６，９６９，５００円 ３連単： ２６０，２６５，２００円 計： ７９２，２３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（４－６） ５７０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ８８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� １５，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３７２８８５ 的中 � ４９４７８（３番人気）
複勝票数 計 ６２３５８５ 的中 � ９５５２２（２番人気）� １５０２３８（１番人気）� ４８２７６（６番人気）
枠連票数 計 ３５３６１４ 的中 （４－６） ４６４８０（２番人気）
普通馬連票数 計１３１８５２５ 的中 �� １１６２２８（１番人気）
馬単票数 計 ７３２０６７ 的中 �� ２４３４４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４９３４２ 的中 �� ３７３７８（１番人気）�� １１７９９（１０番人気）�� １６３２７（６番人気）
３連複票数 計１４６９６９５ 的中 ��� ３７７６７（７番人気）
３連単票数 計２６０２６５２ 的中 ��� １２３６９（３６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．４―１１．６―１１．８―１２．０―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３４．９―４６．５―５８．３―１：１０．３―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

オメガブレイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．６ 東京１着

２００８．５．２７生 牡３鹿 母 オメガグレイス 母母 エリンバード ４戦２勝 賞金 １９，１７１，０００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 カフェラピード号
※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。

０５０３４ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�スピカステークス

発走１５時１０分 （芝・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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ ダイワファルコン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：４７．５ １．５�

４４ ラ ル ケ ッ ト 牝６青鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ５０２－ ４１：４７．７１� ６．５�
８８ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：４８．１２� ９．０�
１１ ニシノメイゲツ 牡４青鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ３０．９�
６６ ブルーマーテル 牡７栗 ５７ 三浦 皇成吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５０－ ８１：４８．７３� ９０．４�
７７ クーデグレイス 牝５黒鹿５５ U．リスポリ吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９８－ ４１：４９．０２ ３．７�

（伊）

３３ テラノファントム 牡６黒鹿５７ 御神本訓史寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ６１：４９．６３� １０１．０	
（大井）

５５ アサヒバロン 牡７鹿 ５７ 田中 勝春寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５３０＋１６１：５１．３大差 １６１．５


（８頭）

売 得 金

単勝： ４２，２７３，６００円 複勝： １０７，２８１，４００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １０３，８０５，３００円 馬単： ８９，５０２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９５３，７００円

３連複： １０１，０９２，７００円 ３連単： ３６９，３６０，９００円 計： ８４１，２６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １８０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２８０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４２２７３６ 的中 � ２２３６６６（１番人気）
複勝票数 計１０７２８１４ 的中 � ７４１３８８（１番人気）� ７６２０７（３番人気）� ６４８８３（４番人気）
普通馬連票数 計１０３８０５３ 的中 �� １８０７８６（２番人気）
馬単票数 計 ８９５０２０ 的中 �� １１５７４５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９５３７ 的中 �� ４０７０９（２番人気）�� ２５１５１（３番人気）�� ９９０６（７番人気）
３連複票数 計１０１０９２７ 的中 ��� ８０６１８（３番人気）
３連単票数 計３６９３６０９ 的中 ��� １２７４３８（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３６．１―４７．５―５８．９―１：１１．０―１：２３．３―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．５
１
３
４＝６，２（３，７，８）１，５
４＝（２，５）８（１，７）６，３

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

勝馬の
紹 介

ダイワファルコン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２８ 東京３着

２００７．３．２５生 牡４鹿 母 ダイワルージュ 母母 スカーレットブーケ １３戦４勝 賞金 ８４，３４４，０００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。



０５０３５ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�第６回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２２．３．６以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�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２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２２．３．５以前のG
Ⅰ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（ただし２歳時の成績を除く）

夕刊フジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３５ ダッシャーゴーゴー 牡４鹿 ５８ 川田 将雅�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５３０＋１４１：０７．８ ７．０�

５１０� キンシャサノキセキ 牡８鹿 ５９ U．リスポリ吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave
Joint Venture ５０４± ０１：０７．９� ３．６�

（伊）

５９ レッドスパーダ 牡５鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５３２－１０ 〃 ハナ ２．５�
２３ セイコーライコウ 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４９４＋ ４１：０８．０クビ ７．３�
８１６ ケイアイアストン 牡６鹿 ５６ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４８２＋１０１：０８．３２ ３６．７�
１２ ショウナンアルバ 牡６鹿 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ ２８．２	
４７ サンダルフォン 牡８鹿 ５６ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５４２－ ２１：０８．４クビ ６１．２

１１ アポロフェニックス 牡６黒鹿５６ 御神本訓史アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９０＋ ２ 〃 クビ ６２．０�

（大井）

２４ � シンボリグラン 牡９芦 ５７ 田中 勝春シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro
Wada ５５８＋ ８１：０８．５クビ ４８．１�

８１５ ジェイケイセラヴィ 	７鹿 ５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B４９２＋ ６１：０８．６
 １７．１
３６ ティファニーケイス 牝４鹿 ５４ 津村 明秀�辻牧場 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 ４７４－ ６１：０８．７� ９０．８�
４８ エーシンホワイティ 牡４鹿 ５７ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋２０１：０８．９１� ３８．２�
６１２ グランプリエンゼル 牝５栃栗５４ 松岡 正海北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 B４４０－１２１：０９．０� ５７．０�
７１３ スカイノダン 牝５黒鹿５４ 内田 博幸江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ８１：０９．３２ １９．３�
７１４� エーシンエフダンズ 牡７黒鹿５６ 吉田 隼人�栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５２０＋ ４１：０９．６１� ２０８．６�
６１１ ウエスタンビーナス 牝８黒鹿５４ 三浦 皇成西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４７８＋１０１：０９．８１
 ２８４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０１，６７８，９００円 複勝： １５２，９６２，９００円 枠連： ９７，６７０，５００円

普通馬連： ４７０，６８９，９００円 馬単： ２５９，０５８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １５９，９９３，５００円

３連複： ６８９，１５８，４００円 ３連単： １，３６５，１１６，０００円 計： ３，２９６，３２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １３０円 枠 連（３－５） ５９０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ４７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� １０，０８０円

票 数

単勝票数 計１０１６７８９ 的中 � １１４６４０（３番人気）
複勝票数 計１５２９６２９ 的中 � １６１４８９（４番人気）� ３１０９８２（２番人気）� ３７５６００（１番人気）
枠連票数 計 ９７６７０５ 的中 （３－５） １２２５８５（３番人気）
普通馬連票数 計４７０６８９９ 的中 �� ２１８９０２（５番人気）
馬単票数 計２５９０５８６ 的中 �� ５９６７９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５９９９３５ 的中 �� ６５１９５（５番人気）�� ７９２１５（３番人気）�� １８４５１７（１番人気）
３連複票数 計６８９１５８４ 的中 ��� ３３６７３０（２番人気）
３連単票数 計１３６５１１６０ 的中 ��� ９９９８５（１６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．０―１１．５―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．６―４５．１―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．２
３ ６，９，１６（１，３，５）（２，１５）（４，８，１３，１４）（１１，１２）（７，１０） ４ ６（９，１６）（１，５）３（２，４，８，１５）（７，１０）１３（１１，１２，１４）

勝馬の
紹 介

ダッシャーゴーゴー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Miswaki デビュー ２００９．７．２６ 小倉１着

２００７．３．２２生 牡４鹿 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer １３戦４勝 賞金 １７８，１１３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１３頭 アポロドルチェ号・アンシェルブルー号・アートオブウォー号・グランドラッチ号・ゲイルスパーキー号・

ゼットフラッシュ号・ダンスフォーウィン号・フィフスペトル号・ブルーミンバー号・プロセッション号・
ベストロケーション号・メイビリーヴ号・ワールドワイド号

※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。

０５０３６ ３月５日 晴 良 （２３中山２）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ マイネルオベリスク 牡４鹿 ５７ U．リスポリ �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－ ８１：５２．５ ６．９�

（伊）

８１５ ナイトフッド 牡５青鹿５７ 北村 宏司 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５００± ０１：５３．０３ ５．１�
１２ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５００－ ２ 〃 クビ １０．５�
６１１� アストレーション 牡５栗 ５７ 田中 勝春広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４９６＋２０１：５３．１クビ ７１．１�
６１２ マジカルブリット 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５５２＋ ６ 〃 クビ ５．３�
４７ ブラストヘッド �５鹿 ５７ 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４９２± ０１：５３．２クビ ５．１	
２４ 	 レ ア メ タ ル 牡５栗 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４８０± ０１：５３．４１
 ７６．４

４８ カントリースノー 牡４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 ５２８＋ ４１：５４．１４ １３９．８�
８１６ リアルフリーダム 牡４黒鹿５７ 横山 典弘吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：５４．２クビ ６２．１�
２３ 	 モエレエンデバー 牡４黒鹿５７ 御神本訓史中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８６± ０１：５４．３� ３３．３

（大井）

３６ リネンタキシード 牡４青鹿５７ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３０± ０１：５４．４� ２０６．３�
５１０ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０２－ ６１：５４．５� ６２．２�
７１３ トウショウロジック 牡４鹿 ５７ 内田 博幸トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０± ０１：５４．６� ３．１�
３５ 	 サイアーエフェクト 牡６栗 ５７ 柴田 善臣薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 ハシモトフアーム ５１０＋ ４１：５５．０２� ３１１．５�
７１４	 ヤ マ ノ ベ ガ 牡７黒鹿５７ 的場 勇人山住れい子氏 牧 光二 門別 竹島 幸治 ４９６＋ ４１：５５．３１� １５２．０�
５９ マルブツフラッシュ 牡７鹿 ５７ 江田 照男大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５１０－ ４１：５５．５１� ３６１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，７０７，９００円 複勝： ７９，０４１，４００円 枠連： ４６，６０６，１００円

普通馬連： １７５，６６７，０００円 馬単： ９６，２９３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，９２７，８００円

３連複： ２０４，９１４，４００円 ３連単： ４００，９５１，０００円 計： １，１１２，１０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（１－８） １，１４０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ８１０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ５，８００円 ３ 連 単 ��� ３５，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４７７０７９ 的中 � ５５１１１（５番人気）
複勝票数 計 ７９０４１４ 的中 � ９２５７０（５番人気）� １１６７６０（２番人気）� ７５２３６（６番人気）
枠連票数 計 ４６６０６１ 的中 （１－８） ３０３５３（５番人気）
普通馬連票数 計１７５６６７０ 的中 �� ５９７８７（９番人気）
馬単票数 計 ９６２９３３ 的中 �� １４２３２（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０９２７８ 的中 �� １９０１３（９番人気）�� １８７３４（１０番人気）�� １８００１（１３番人気）
３連複票数 計２０４９１４４ 的中 ��� ２６１１５（１８番人気）
３連単票数 計４００９５１０ 的中 ��� ８２２５（１１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．９―１３．１―１２．８―１２．６―１２．６―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．９―５０．０―１：０２．８―１：１５．４―１：２８．０―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．１
１
３

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

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

マイネルオベリスク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．９．１３ 中山１４着

２００７．３．３１生 牡４鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ １５戦３勝 賞金 ３８，４８４，０００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） ３頭 サニーラブカフェ号・ドリームリバイバル号・マッドマックス号
※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。



（２３中山２）第３日 ３月５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４０，４１０，０００円
２，０８０，０００円
１３，８１０，０００円
１，６６０，０００円
２２，７５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，６６９，０００円
５，５７４，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
３９３，５３４，３００円
６８７，８０４，３００円
３１９，４２２，９００円
１，３４０，５５９，９００円
８４８，９１６，８００円
４８２，６３６，７００円
１，７０１，３４７，６００円
３，３５８，２１８，２００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 ９，１３２，４４０，７００円

総入場人員 ２３，５５０名 （有料入場人員 ２１，７００名）


