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０５０８５ ３月１８日 曇 不良 （２４中山２）第８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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２ ガッダムアスカ 牝３芦 ５４ 石橋 脩神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４４６＋ ２１：１２．１ １．３�

１１ ミッドナイトリバー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小林 薫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４２０± ０ 〃 クビ ６．７�
７１４ ハルピュイア 牝３芦 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４０－ ２１：１３．０５ ４９．５�
５９ ヨシールプリンセス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４６± ０ 〃 ハナ １９．２�
６１１ ケージーカグヤヒメ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４５０＋１６１：１３．２１� １６．７�
１２ サンキュースマイル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊飯田 良枝氏 勢司 和浩 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ６１：１３．４１� ６２．７�
８１５ プラッキーエリーナ 牝３栗 ５４ M．デムーロ井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 ４４４＋ ２ 〃 ハナ ５６．３	

（伊）

７１３ イデアシュリュー 牝３鹿 ５４ 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 浦河 馬道 繁樹 ４０６± ０１：１３．８２� ５６５．３

４８ ノボプレシャス 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７８＋１２１：１３．９� ３３．８�
５１０ ジュエリスト 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成杉山 忠国氏 萩原 清 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ８１：１４．１１ １３．２
８１６ カルミアムーン 牝３栗 ５４ 丸山 元気岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４２４－１０１：１４．２� ２４．５�
２３ スターインザライト 牝３栗 ５４ 小林 淳一星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４０６± ０１：１４．３クビ ４１１．６�
３６ レッドクリフ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４４± ０１：１４．６１� ２５１．７�
２４ サクセスベルーナ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム B４６０＋ ８１：１４．８１� １３７．５�
３５ ア ッ テ ィ モ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太桐谷 茂氏 星野 忍 日高 豊洋牧場 ４３６± ０１：１５．３３ ６８０．７�
４７ キャンディライト 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム ４０４－２４１：１６．３６ ６３９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，１９３，６００円 複勝： ８６，０９０，１００円 枠連： １７，４６５，４００円

馬連： ５３，１１２，８００円 馬単： ４７，８３１，０００円 ワイド： ２５，００１，３００円

３連複： ６９，９８４，４００円 ３連単： １３９，１４２，０００円 計： ４６７，８２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � ３１０円 枠 連（１－６） ３１０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３７０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� ５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２９１９３６ 的中 � １８０８８７（１番人気）
複勝票数 計 ８６０９０１ 的中 � ６４０６６７（１番人気）� ６４９９１（２番人気）� ２０５６８（５番人気）
枠連票数 計 １７４６５４ 的中 （１－６） ４１８０１（１番人気）
馬連票数 計 ５３１１２８ 的中 �� １０２１３６（１番人気）
馬単票数 計 ４７８３１０ 的中 �� ７１６５９（１番人気）
ワイド票数 計 ２５００１３ 的中 �� ３９５９８（１番人気）�� １６２３３（４番人気）�� ４０４２（１３番人気）
３連複票数 計 ６９９８４４ 的中 ��� ２４３６４（６番人気）
３連単票数 計１３９１４２０ 的中 ��� １８９８７（７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．７―１２．３―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３４．１―４６．４―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガッダムアスカ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ミュージックタイム デビュー ２０１１．１２．４ 中山２着

２００９．２．９生 牝３芦 母 ガッダムブランシュ 母母 ガッドファイヤー ５戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔発走状況〕 レッドクリフ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 イデアシュリュー号の騎手江田照男は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・３番への進路影

響）
ガッダムアスカ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャンディライト号は，平成２４年４月１８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 サムライクイーン号・デーヴィー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０５０８６ ３月１８日 曇 不良 （２４中山２）第８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）

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

７１０ ロ ジ ダ ン ス 牡３栗 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８６＋１２１：５３．５ ５．７�

５６ バックギャモン �３黒鹿５６ M．デムーロ吉田 和美氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４４２－１２１：５３．６� １４．９�
（伊）

２２ ニシノボレロ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４７８＋１０１：５３．７� ４．２�
３３ ダイワプライム 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：５４．２３ ２．８�
６８ ニューアルゴノーツ 牡３青鹿５６ 武士沢友治釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ２１：５４．５１� ２３３．２�
４４ モンサンジュピター 牡３栗 ５６ 丸山 元気山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４８８± ０１：５５．２４ １０．７�
８１３ カムイビスティー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５６± ０１：５５．５１� ６．１�
１１ ニシノアイリス 牡３黒鹿５６ 津村 明秀西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 ４７０－ ２１：５５．８１� ２９０．２	
４５ シャイボーイ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊松田 整二氏 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４８０－ ４１：５６．３３ ３３．４

８１２ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４６０－ ２１：５６．７２� １８．１�
７１１ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４７８－ ６１：５８．０８ ２４．３�
６９ トーセンバルト 牡３鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ５１８＋１４ 〃 ハナ ６８．６�
５７ イーグルストーン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４８０± ０２：００．７大差 １８５．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，８１５，０００円 複勝： ３５，６９２，４００円 枠連： １４，２００，５００円

馬連： ５６，０２４，０００円 馬単： ３７，８３１，４００円 ワイド： ２２，７３８，５００円

３連複： ６６，６５９，９００円 ３連単： １１５，８５７，４００円 計： ３６７，８１９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２７０円 � ４１０円 � １９０円 枠 連（５－７） ３，８００円

馬 連 �� ４，８５０円 馬 単 �� ７，７２０円

ワ イ ド �� １，５２０円 �� ７６０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ７，１５０円 ３ 連 単 ��� ４２，８６０円

票 数

単勝票数 計 １８８１５０ 的中 � ２６４２５（３番人気）
複勝票数 計 ３５６９２４ 的中 � ３４４５３（４番人気）� １９９２６（６番人気）� ５８５０９（２番人気）
枠連票数 計 １４２００５ 的中 （５－７） ２７５８（１４番人気）
馬連票数 計 ５６０２４０ 的中 �� ８５３７（１９番人気）
馬単票数 計 ３７８３１４ 的中 �� ３６２０（３２番人気）
ワイド票数 計 ２２７３８５ 的中 �� ３５９９（２２番人気）�� ７５６８（８番人気）�� ５３９６（１３番人気）
３連複票数 計 ６６６５９９ 的中 ��� ６８８４（２８番人気）
３連単票数 計１１５８５７４ 的中 ��� １９９５（１５８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．４―１３．２―１２．４―１２．３―１２．９―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．８―５０．０―１：０２．４―１：１４．７―１：２７．６―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．８
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロ ジ ダ ン ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１１．１０．３０ 東京６着

２００９．２．９生 牡３栗 母 ル カ ダ ン ス 母母 ダンスダンスダンス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーグルストーン号は，平成２４年４月１８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 中山競馬 第８日



０５０８７ ３月１８日 曇 不良 （２４中山２）第８日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５� バグダッドカフェ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 和美氏 栗田 徹 米 Dr. Char-
les S. Giles B５００－ ６１：１１．９ １１．５�

１２ ツクバリューオー 牡３芦 ５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 ５１６＋ ２１：１２．０� ５．０�
３５ ロードパルジファル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 山田 昇史 ４９０＋ ６１：１２．２１� １６．７�
３６ � マイビビアーヌ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 愛 Rabbah Blood-

stock Limited ４２４－ ２１：１２．３� ５．１�
４８ � フェザーステップ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�リーヴァ 田島 俊明 米 Padua Sta-

bles, LLC ４４４－ ４１：１２．４クビ ９．５�
５１０ デルマホテイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４４４± ０１：１２．６１� ７７．６	
２３ トラストシンシ 牝３栗 ５４ 的場 勇人菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４７０± ０１：１２．７クビ １０．３

８１６ ジャンピングタワー 牝３鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠田和 廣通氏 矢野 照正 日高 ナカノファーム ４５２－ ６ 〃 アタマ １２８．２�
６１２ コスモゴウテン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 前川 隆則 ４６２＋ ２１：１３．１２� １６．６�
２４ ブルードラゴン 牡３鹿 ５６ 本橋 孝太大久保和夫氏 水野 貴広 日高 厚賀古川牧場 ４８０－ ６１：１３．２� ２４１．７

（船橋）

１１ トリッキーダンス 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 鳥井牧場 ５２２－ ６１：１３．６２� ２．６�
７１４ スカイラウンジ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 隆栄牧場 ４０２－１０１：１３．９１� ２８．２�
７１３ ディアカメリア 牝３鹿 ５４ 丸山 元気ディアレスト 根本 康広 新ひだか 山本 昇寿 ４２４－ １１：１４．１１� ２２９．６�
５９ オリオンザホワイト 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４７０＋ ６１：１４．２� ５０７．９�
４７ キリシマキセキ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ４２６＋ ４１：１４．５１� ２３４．７�
６１１ クライムバゴ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４１４＋ ６１：１５．８８ ４０６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６４，５００円 複勝： ３５，６２７，９００円 枠連： １７，８５１，９００円

馬連： ５６，０８８，６００円 馬単： ３７，７０３，３００円 ワイド： ２４，１９４，４００円

３連複： ７１，９７７，７００円 ３連単： １１８，４８３，５００円 計： ３８２，２９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ４３０円 � ２３０円 � ５３０円 枠 連（１－８） １，１００円

馬 連 �� ３，４６０円 馬 単 �� ８，２２０円

ワ イ ド �� １，３１０円 �� ２，５７０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� １５，１４０円 ３ 連 単 ��� ９６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２０３６４５ 的中 � １４０１４（６番人気）
複勝票数 計 ３５６２７９ 的中 � ２０８６１（６番人気）� ４８７１６（３番人気）� １６０４７（７番人気）
枠連票数 計 １７８５１９ 的中 （１－８） １２００７（５番人気）
馬連票数 計 ５６０８８６ 的中 �� １１９７５（１３番人気）
馬単票数 計 ３７７０３３ 的中 �� ３３８６（３３番人気）
ワイド票数 計 ２４１９４４ 的中 �� ４６１７（１５番人気）�� ２２７５（２９番人気）�� ４２５９（１９番人気）
３連複票数 計 ７１９７７７ 的中 ��� ３５１０（４９番人気）
３連単票数 計１１８４８３５ 的中 ��� ９０２（２９０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１２．２―１２．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．９―４６．１―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�バグダッドカフェ �
�
父 Broken Vow �

�
母父 Honor Grades デビュー ２０１１．１１．５ 東京１１着

２００９．３．２６生 牝３鹿 母 Honorable Peace 母母 Ataentsic ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カシノグリーディ号・ベルモントフェスタ号
（非抽選馬） ２頭 オサキニシツレイ号・リブストロング号
※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。

０５０８８ ３月１８日 曇 不良 （２４中山２）第８日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１４ ハッピーマリーン 牝３栗 ５４ 柴田 善臣道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２６ ―１：５６．０ １７．５�

４７ ケイアイホクト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 村上牧場 ４６６ ―１：５６．６３� ５６．２�
８１５ インパクトシチー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 幾千世牧場 ４２２ ― 〃 クビ ２１．８�
４８ セプタードアイル 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：５６．７� ４．２�
２４ サーストンアリオン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：５６．８� ３０．８�
５１０ サクラテイオー 牡３青鹿５６ 田辺 裕信�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 谷岡牧場 ４６０ ―１：５６．９� ８．６	
７１３ カタクリズム 牝３鹿 ５４ 武 豊吉田 和子氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２ ―１：５７．３２� ２．０

１２ キネオタイガー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新冠 新冠橋本牧場 ４７４ ―１：５７．６１� １８．１�
２３ スマートブライト 牝３栗 ５４ 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド ４６０ ―１：５７．７� ２１．２�
３６ ニシノゴウヒメ 牝３栗 ５４ 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 浦河 高昭牧場 ４９６ ―１：５８．０１� １２．７
３５ デンコウチャーム 牡３栗 ５６ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ５１２ ―１：５８．７４ ３０２．７�
１１ ハ ラ ハ ラ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行中村 祐子氏 田中 清隆 新ひだか 原 フアーム ４３４ ―１：５９．２３ １９６．０�
８１６ グッバイグランマ 牝３鹿 ５４ 江田 照男村田 滋氏 嶋田 潤 浦河 木村牧場 ４７８ ―２：００．５８ ５０８．３�
６１２ カワキタテンザン 牡３栗 ５６ 的場 勇人川島 吉男氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 ４７２ ―２：０１．０３ ３３１．１�
５９ ベルウッドテンプウ 牡３栗 ５６ 北村 宏司鈴木 照雄氏 中川 公成 浦河 笹島 政信 ５４２ ―２：０２．８大差 ２２．４�
６１１ エイデンホマレ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治永田 清男氏 高木 登 新ひだか 宮本 正利 ４９６ ―２：２０．６大差 ３９２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９２９，２００円 複勝： ２６，１８５，８００円 枠連： １５，９０７，８００円

馬連： ５２，０２１，１００円 馬単： ３４，４１１，１００円 ワイド： １９，５５５，２００円

３連複： ５６，５７４，０００円 ３連単： ９６，０７９，９００円 計： ３２２，６６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ５００円 � １，２２０円 � ７５０円 枠 連（４－７） ４２０円

馬 連 �� ２７，８００円 馬 単 �� ６３，９７０円

ワ イ ド �� ６，９６０円 �� ３，５２０円 �� ７，８７０円

３ 連 複 ��� １３５，１２０円 ３ 連 単 ��� ６８８，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２１９２９２ 的中 � ９８９０（５番人気）
複勝票数 計 ２６１８５８ 的中 � １４５２６（６番人気）� ５４２２（１１番人気）� ９２２２（１０番人気）
枠連票数 計 １５９０７８ 的中 （４－７） ２８０４１（１番人気）
馬連票数 計 ５２０２１１ 的中 �� １３８１（５１番人気）
馬単票数 計 ３４４１１１ 的中 �� ３９７（１０５番人気）
ワイド票数 計 １９５５５２ 的中 �� ６９０（５２番人気）�� １３７９（３９番人気）�� ６０９（５５番人気）
３連複票数 計 ５６５７４０ 的中 ��� ３０９（１９３番人気）
３連単票数 計 ９６０７９９ 的中 ��� １０３（１０３１番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．９―１３．４―１３．６―１３．０―１３．２―１３．１―１２．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．２―３８．６―５２．２―１：０５．２―１：１８．４―１：３１．５―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．６
１
３

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

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

ハッピーマリーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．３．３生 牝３栗 母 ノンストップラブ 母母 ノンストップレディ １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドテンプウ号・エイデンホマレ号は，平成２４年４月１８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 プリンシパル号



０５０８９ ３月１８日 曇 重 （２４中山２）第８日 第５競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３５ カ ム フ ィ ー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘清水 二朗氏 大竹 正博 池田 新田牧場 ４５８± ０２：２２．２ １．３�

８１６ セイクリッドロード 牡３鹿 ５６ 武 豊吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５０４－ ８ 〃 クビ ８．３�
３６ コスモアウリンコ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B４５２± ０２：２２．４１ １３．７�
８１５ アルフェロア 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６± ０２：２２．９３ ９．５�
４７ タニノハービービー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４６０－ ２２：２３．４３ ３１．２�
６１２ ショウナンカンパク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春国本 哲秀氏 大和田 成 新ひだか 静内フアーム ４７４± ０２：２３．６１� ２３６．４�
７１３ ヤマニンオルタシア 牝３栗 ５４ 江田 照男土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９８－ ４２：２３．７� ６８．０	
４８ アンバサドゥール 牡３鹿 ５６ 津村 明秀伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 浦河 猿橋 義昭 ４６２± ０２：２３．８� ３０．７

２４ サニーサイレンス 牡３栗 ５６ 三浦 皇成宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４５６－ ４２：２４．１�＋� ３８．８�
１１ レッドロブレス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ３３．２
２３ ガルチデフィート 牡３栗 ５６ 中谷 雄太スリースターズレーシング 松山 将樹 浦河 平成ファーム ４４４－ ６２：２４．６３ ４３９．１�
７１４ バ ロ ー ル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣栗坂 崇氏 伊藤 伸一 日高 中川牧場 ４７４＋ ６２：２５．２３� ３０２．６�
５１０ メ イ ユ ー ル 牝３芦 ５４ M．デムーロ魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ （降着） ５６．６�

（伊）

６１１ サーストンモンタナ 牡３青鹿 ５６
５３ ▲高嶋 活士齊藤 宣勝氏 大久保洋吉 新冠 ラツキー牧場 ４２４＋ ４２：２５．４１� １０８．５�

１２ テイエムオオテモン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 市川牧場 ４６８－ ２２：２６．０３� １８５．８�
５９ ギンザコンバット 牡３栗 ５６ 的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 新ひだか 金 宏二 B４７８－１２２：２８．０大差 １５５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２９９，２００円 複勝： ８０，１５２，２００円 枠連： ２０，８５３，２００円

馬連： ５６，７０９，７００円 馬単： ５０，７４９，２００円 ワイド： ２４，４９６，８００円

３連複： ７０，０９８，６００円 ３連単： １５６，０９９，６００円 計： ４８６，４５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（３－８） ２１０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２５０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２７２９９２ 的中 � １６９０２０（１番人気）
複勝票数 計 ８０１５２２ 的中 � ５６６９６８（１番人気）� ５４２７０（２番人気）� ３９８７７（４番人気）
枠連票数 計 ２０８５３２ 的中 （３－８） ７４７０８（１番人気）
馬連票数 計 ５６７０９７ 的中 �� ９２４８２（１番人気）
馬単票数 計 ５０７４９２ 的中 �� ６３５３９（１番人気）
ワイド票数 計 ２４４９６８ 的中 �� ２９０３２（１番人気）�� ２６８１５（２番人気）�� ６３０８（１０番人気）
３連複票数 計 ７００９８６ 的中 ��� ４３６２８（３番人気）
３連単票数 計１５６０９９６ 的中 ��� ３９７１０（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．６―３７．７―５１．５―１：０５．４―１：１９．３―１：３２．４―１：４５．１―１：５７．３―２：０９．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ ム フ ィ ー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１０．３０ 東京５着

２００９．３．２６生 牡３黒鹿 母 ナイトクルーズ 母母 ナイトスパーク ４戦１勝 賞金 ９，７００，０００円
〔降着〕 メイユール号は，９位〔タイム２分２３秒９，着差�馬身〕に入線したが，４コーナー手前で急に外側に斜行して「バロール」号の

走行を妨害したため１３着に降着。
〔制裁〕 メイユール号の騎手M．デムーロは，４コーナー手前で急に外側に斜行したことについて平成２４年３月２４日から平成２４年４月

１日まで騎乗停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンザコンバット号は，平成２４年４月１８日まで平地競走に出走できない。
※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。

０５０９０ ３月１８日 曇 重 （２４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 ７，０００，０００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

１：３１．５
１：３１．４

良

良

２３ オコレマルーナ 牡３青鹿５６ M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：３８．３ ２．３�
（伊）

２４ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４６８± ０１：３８．５１� １０．６�
７１４ コスモパルダ 牡３青鹿５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ６１：３８．６� １２７．７�
８１６ サトノプレジデント 牡３黒鹿５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 クビ １５．４�
４７ クラウディーハート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ４３．２�
３５ ステージナーヴ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２４－ ４ 〃 ハナ ２１．０	
３６ � グッドスター 牡３栗 ５６ 本橋 孝太福本 次雄氏 石井 勝男 平取 高橋 啓 ４６６－ １１：３８．７	 ２６６．０


（船橋） （船橋）

７１３ リアルフレア 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：３８．９１	 ８．６�
４８ エムアイチャンドラ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 ４５６－ ４１：３９．２１� １８１．９�
６１１ ロベルクランツ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４１４－１２１：３９．３� ４４．０
５１０
 カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４７８＋ ２１：３９．６２ ３５７．１�
５９ マイネルバウンス 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ４１：３９．８１� ２０．８�
１１ ジャーエスペランサ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４８０＋１６１：４０．５４ ２５．１�
８１５ フルヒロボーイ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 ５２６± ０１：４０．７１� ２９．２�
６１２ マイネルモーヴ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ５１０＋２２１：４１．１２	 １１４．７�
１２ ミッキーシャイン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 ４６２± ０１：４１．４１� ３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，２２２，３００円 複勝： ４６，５０７，７００円 枠連： １９，７５７，１００円

馬連： ７７，１８８，４００円 馬単： ４７，０５５，５００円 ワイド： ３０，１１９，１００円

３連複： ８８，９６８，１００円 ３連単： １５２，０４３，８００円 計： ４９０，８６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � １，２４０円 枠 連（２－２） １，３６０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ３，３６０円 �� ６，４７０円

３ 連 複 ��� ３７，１６０円 ３ 連 単 ��� １１６，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２９２２２３ 的中 � １０１６２２（１番人気）
複勝票数 計 ４６５０７７ 的中 � １２５６９７（１番人気）� ４２２３４（３番人気）� ６８２０（１２番人気）
枠連票数 計 １９７５７１ 的中 （２－２） １０７３６（５番人気）
馬連票数 計 ７７１８８４ 的中 �� ４６８９２（３番人気）
馬単票数 計 ４７０５５５ 的中 �� １９０６９（４番人気）
ワイド票数 計 ３０１１９１ 的中 �� １６７６９（３番人気）�� ２１０８（３５番人気）�� １０８３（５５番人気）
３連複票数 計 ８８９６８１ 的中 ��� １７６７（９７番人気）
３連単票数 計１５２０４３８ 的中 ��� ９６１（３２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３４．９―４６．９―５９．７―１：１２．２―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．６

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

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

勝馬の
紹 介

オコレマルーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１０．９ 東京３着

２００９．３．２生 牡３青鹿 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy ５戦２勝 賞金 １８，８５８，０００円
〔制裁〕 フルヒロボーイ号の騎手柴田善臣は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（１６番への進路影響）

グッドスター号の騎手本橋孝太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
〔調教再審査〕 マイネルバウンス号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スーパーボルト号
※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。



０５０９１ ３月１８日 雨 不良 （２４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 ７，２００，０００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

６１０ キングジャズ 牡４栗 ５７ 田中 勝春金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４１：５２．２ ８．１�

８１４ クレヨンロケット 牡６栗 ５７ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２１：５２．６２� ２．９�
２２ チャンピオンハーレ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４８４－ ２１：５２．７クビ １０．３�
５８ オメガフレグランス 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成原 �子氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４８２＋２６１：５２．８	 ２８．７�
４５ 
 サトノオーランド 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm ５１０－ ２ 〃 ハナ ３．６�
４６ シルクパルサー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９０－ ８１：５２．９� ３１．１	
６９ 
 ハヤブサエミネンス 牝５鹿 ５５ 武 豊武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４５０－ ２ 〃 同着 ６２．０

１１ リーサムポイント 牡４栗 ５７ 内田 博幸平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４１：５３．０クビ ８．４�
３４ 
 ガルビスティー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-

stock Inc ４９０－ ２１：５３．１� １０．７�
３３ デ ミ チ ン タ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ B４６４－ ２１：５３．９５ ４７．３
７１１ リアルフリーダム 牡５黒鹿５７ M．デムーロ吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：５４．１１ １２．６�

（伊）

８１３ リネンタキシード 牡５青鹿５７ 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５２８＋ ２１：５４．２� ３０７．９�
７１２ ヒズラストノート 牡４鹿 ５７ 吉田 豊丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４９４＋１４ 〃 ハナ ８２．１�

（１３頭）
５７ � ユウターウェーヴ 牡５栗 ５７ 江田 照男北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，５０６，９００円 複勝： ４８，１７１，５００円 枠連： １８，６４９，４００円

馬連： ８３，１１４，６００円 馬単： ４７，７０２，６００円 ワイド： ３２，４０８，８００円

３連複： ９１，３８２，８００円 ３連単： １５４，７９２，５００円 計： ５０１，７２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（６－８） ８００円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，０２０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，９７０円 ３ 連 単 ��� １７，２００円

票 数

単勝票数 計 ２５５０６９ 的中 � ２５０９６（３番人気）
複勝票数 計 ４８１７１５ 的中 � ５８７６４（３番人気）� １２０３９８（１番人気）� ４４８９５（４番人気）
枠連票数 計 １８６４９４ 的中 （６－８） １７３２１（２番人気）
馬連票数 計 ８３１１４６ 的中 �� ５５９０７（２番人気）
馬単票数 計 ４７７０２６ 的中 �� １３８９６（７番人気）
ワイド票数 計 ３２４０８８ 的中 �� ２３１０９（２番人気）�� ７２５３（１３番人気）�� １６５９４（３番人気）
３連複票数 計 ９１３８２８ 的中 ��� ２２７６１（７番人気）
３連単票数 計１５４７９２５ 的中 ��� ６６４４（４５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．４―１２．８―１２．４―１２．５―１２．４―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．７―３７．１―４９．９―１：０２．３―１：１４．８―１：２７．２―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングジャズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．５．２９ 新潟５着

２００８．３．３０生 牡４栗 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー ９戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔出走取消〕 ユウターウェーヴ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。

０５０９２ ３月１８日 雨 重 （２４中山２）第８日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・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

１：５８．２
１：５６．１

良

良

５９ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４６６－１６２：０５．９ ３７．５�

７１３� サクラボールド 牡５栗 ５７ 武 豊�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ５．１�
４６ ソールデスタン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 B４６６＋ ４２：０６．０� １３．７�
６１０ トキノサコン 牡４栗 ５７ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４８０－ ４２：０６．１� ２０．８�
６１１ ラストノート 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ２．５�
７１２ ヴァルナビスティー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４－１０２：０６．３１ ５６．９	
１１ アラマサコマンダー 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１８－ ６ 〃 クビ ９．３

２３ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４２：０６．７２� ６．６�
８１４� キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ５０４－ ４２：０８．０８ ４４２．５�
５８ ダイワソウル 牡５青鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B４９８－ ２２：０８．２１	 １０．２
２２ � ディアドクター 牡５鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４９６＋１０２：０８．６２� １８５．９�
８１５ コウヨウレジェンド 牡４鹿 ５７ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ５０６＋ ２２：０９．７７ １６３．８�
３４ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B５００＋ ６２：０９．９
 ４９．０�
３５ セータミスタ 牝５黒鹿５５ 川田 将雅藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ２２：１０．１１� １３３．６�
４７ ヤマニンシバルリー 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８２± ０２：１４．４大差 １１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，７３５，５００円 複勝： ４３，１８５，９００円 枠連： ２２，９４５，６００円

馬連： ８５，６０６，７００円 馬単： ５２，５１９，９００円 ワイド： ３２，２９８，３００円

３連複： ９６，４１３，４００円 ３連単： １６５，５７１，０００円 計： ５２６，２７６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７５０円 複 勝 � ７２０円 � ２３０円 � ４００円 枠 連（５－７） １，６３０円

馬 連 �� ６，９００円 馬 単 �� １８，６４０円

ワ イ ド �� １，６７０円 �� ３，０８０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ２３，３２０円 ３ 連 単 ��� １５８，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２７７３５５ 的中 � ５８３７（９番人気）
複勝票数 計 ４３１８５９ 的中 � １３７７６（９番人気）� ６０２０６（２番人気）� ２７１７４（７番人気）
枠連票数 計 ２２９４５６ 的中 （５－７） １０４５１（６番人気）
馬連票数 計 ８５６０６７ 的中 �� ９１６０（２５番人気）
馬単票数 計 ５２５１９９ 的中 �� ２０８０（５５番人気）
ワイド票数 計 ３２２９８３ 的中 �� ４７９３（２１番人気）�� ２５３０（３７番人気）�� ６４９０（１３番人気）
３連複票数 計 ９６４１３４ 的中 ��� ３０５２（６７番人気）
３連単票数 計１６５５７１０ 的中 ��� ７７１（４４０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．３―１２．４―１２．６―１２．８―１３．３―１２．６―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．５―３６．８―４９．２―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．９―１：４０．５―１：５３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３８．０
１
３
７，１５，２，５，１３，８（１，１１）１４，１２，３（４，１０）（６，９）
７，１５，２（１３，５，１１，８）（１，３，１０）（１４，１２）６，９－４

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

勝馬の
紹 介

グレートマーシャル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．１１ 中山５着

２００８．５．４生 牡４鹿 母 ナリタテンコウ 母母 スパークネス ９戦１勝 賞金 １７，６８９，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 グレートマーシャル号の騎手武士沢友治は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（５番への進路影

響）
〔その他〕 ヤマニンシバルリー号は，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。



０５０９３ ３月１８日 小雨 重 （２４中山２）第８日 第９競走

ウインズ汐留開設１０周年記念

��
��１，６００�

し お ど め

汐 留 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．４

良

良

８１０ カグニザント 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４６６－ ２１：３７．７ ３．３�

８１１ ユキノアイオロス �４鹿 ５７ 武士沢友治井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４６４－ ２１：３８．０１� ５４．７�
４４ 	 セイウンジャガーズ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４７６－ ２ 〃 ハナ ３．５�
７８ スマイルバラッド 牡５栗 ５７ 三浦 皇成��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ２１：３８．１
 ８．０�
６７ ヒラボクインパクト 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ８１：３８．３１ ６．３�
６６ シングンレジェンド 牡６鹿 ５７ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４７２＋１０１：３８．４
 ２２．２	
３３ モンテアルベルト 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８８－１０１：３８．８２
 ４．２

１１ コハクジョー 牡６芦 ５７ 江田 照男河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５３０＋３４ 〃 クビ ９１．１�
５５ ボンバルディエーレ 牡６芦 ５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９０－ ６１：３８．９クビ ４７．３�
２２ リアルハヤテ 牡７鹿 ５７ 石橋 脩伊藤 誠吉氏 大和田 成 静内 井高牧場 ４２４－ ６１：３９．１１
 １９．５

（１０頭）
７９ ハングリージャック 牡５黒鹿５７ 津村 明秀吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，９８２，１００円 複勝： ４３，０９１，５００円 枠連： ２０，４３８，０００円

馬連： ９９，０８１，１００円 馬単： ６１，３０２，４００円 ワイド： ３０，２７５，３００円

３連複： ９９，４２４，３００円 ３連単： ２２４，８２６，２００円 計： ６０９，４２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ６８０円 � １６０円 枠 連（８－８） ８，１３０円

馬 連 �� ８，２６０円 馬 単 �� １２，９５０円

ワ イ ド �� １，５４０円 �� ２７０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� ７，３２０円 ３ 連 単 ��� ５２，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３０９８２１ 的中 � ７５２３６（１番人気）
複勝票数 計 ４３０９１５ 的中 � ９３３８８（１番人気）� １１０１６（８番人気）� ８５８７０（２番人気）
枠連票数 計 ２０４３８０ 的中 （８－８） １８５６（１６番人気）
馬連票数 計 ９９０８１１ 的中 �� ８８５５（２３番人気）
馬単票数 計 ６１３０２４ 的中 �� ３４９５（３９番人気）
ワイド票数 計 ３０２７５３ 的中 �� ４３７４（２０番人気）�� ３４１２４（１番人気）�� ４１１３（２１番人気）
３連複票数 計 ９９４２４３ 的中 ��� １００２４（２４番人気）
３連単票数 計２２４８２６２ 的中 ��� ３１５７（１５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．９―３６．７―４８．７―１：０１．０―１：１３．０―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７

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

勝馬の
紹 介

カグニザント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．２．２０ 東京１着

２００８．４．１６生 牡４黒鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ ９戦３勝 賞金 ３４，６５０，０００円
〔出走取消〕 ハングリージャック号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

０５０９４ ３月１８日 曇 不良 （２４中山２）第８日 第１０競走 ��
��１，８００�

しもうさ

下総ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．３．１９以降２４．３．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１２ グリッターウイング 牡５栗 ５７．５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６± ０１：５０．８ ３．９�

１１ グラッツィア 牡４鹿 ５６ M．デムーロ山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：５１．０１ ３．９�
（伊）

４８ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５３ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４３２＋ ２１：５１．１� ２４．０�
８１６ ヒラボクビジン 牝５黒鹿５３ 横山 典弘�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４６６± ０１：５１．３１� ９．０�
８１５ ミダースタッチ 牡７栗 ５５ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５５６＋ ４１：５１．６２ ２２．８�
６１１ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４８－ ４１：５１．７クビ １２．４�
７１３ サイモントルナーレ 牡６栗 ５４ 田辺 裕信澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ４１：５１．８� ２１．２	
２４ スギノブレイド 	６栗 ５５ 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B５０６± ０ 〃 クビ ２０．０

５１０ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５３ 川田 将雅渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２６－ ４１：５１．９クビ ３５．６�
４７ アグネスアンカー 牡６鹿 ５４ 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ５４４＋ ４ 〃 ハナ ２５．６�
２３ ウインマリアベール 牝５栗 ５３ 三浦 皇成�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：５２．０� １２６．５
７１４ アントウェルペン 牡４鹿 ５５ 武 豊青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B４９６－ ６１：５２．２１� １０．８�
３５ ガンマーバースト 牡５鹿 ５７．５ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ５０６＋ ４１：５２．４１� ６．５�
５９ トウカイライフ 牝５黒鹿５２ 松岡 正海内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４４０± ０１：５２．５� ４８．２�
３６ インフィニットエア 	６黒鹿５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９８＋１２１：５３．１３� ６８．５�
６１２ セトノシャンクス 牡４栗 ５３ 柴田 善臣難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７２± ０１：５３．２� １０２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，１１０，２００円 複勝： ７４，６７０，５００円 枠連： ４８，２１８，４００円

馬連： １８５，８０７，２００円 馬単： ９４，７８２，０００円 ワイド： ６２，４４４，９００円

３連複： ２１２，７０４，８００円 ３連単： ３７２，５２３，７００円 計： １，０９４，２６１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ５８０円 枠 連（１－１） ８３０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １，８１０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ７，９１０円 ３ 連 単 ��� ３１，６７０円

票 数

単勝票数 計 ４３１１０２ 的中 � ８８３９５（２番人気）
複勝票数 計 ７４６７０５ 的中 � １６３１９２（１番人気）� １２２５３７（２番人気）� ２３７２３（１１番人気）
枠連票数 計 ４８２１８４ 的中 （１－１） ４３２２２（４番人気）
馬連票数 計１８５８０７２ 的中 �� １６１３９９（１番人気）
馬単票数 計 ９４７８２０ 的中 �� ４６３２９（１番人気）
ワイド票数 計 ６２４４４９ 的中 �� ５４０２７（１番人気）�� ７８８１（２３番人気）�� ７２４５（２６番人気）
３連複票数 計２１２７０４８ 的中 ��� １９８５５（２０番人気）
３連単票数 計３７２５２３７ 的中 ��� ８６８１（６７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．４―１２．８―１２．２―１２．１―１２．４―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３５．９―４８．７―１：００．９―１：１３．０―１：２５．４―１：３７．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリッターウイング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．２．６ 京都２着

２００７．４．２５生 牡５栗 母 レースウィング 母母 レ ー ス １８戦４勝 賞金 ９３，０８７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



０５０９５ ３月１８日 曇 重 （２４中山２）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第６１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 １，０９２，０００円 ３１２，０００円 １５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１４ グランデッツァ 牡３栗 ５６ M．デムーロ �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：５０．７ ６．０�
（伊）

６９ ディープブリランテ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ５０２－ ８１：５０．９１� ２．２�

３４ ロジメジャー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８１：５１．５３� ４９．４�
６１０ サトノギャラント 牡３黒鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ２０．５�
５７ ビービージャパン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�坂東牧場 千田 輝彦 新ひだか 山際 智 ４６８－ ４１：５１．８２ １０２．１�
１１ モンストール 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４６２－ ２１：５２．０１� ４９．４�
３３ マイネルロブスト 牡３黒鹿５６ 武 豊 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 ４９２± ０１：５２．１� ８．５

２２ ストローハット 牡３栗 ５６ 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス	 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：５２．５２� ２５．８�
４５ バ ン ザ イ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ４９４－ ４１：５２．６クビ ３８．１�
８１３ ゼ ロ ス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ９．０
５８ ショウナンカンムリ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４７８－ ８ 〃 クビ １１０．６�
７１１ アルフレード 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１８－ ６１：５２．８１� ４．９�
７１２ サトノプライマシー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１８－ ６１：５２．９クビ ３１．５�
４６ コウユーサムライ 牡３栗 ５６ 田中 勝春加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 ４７２－ ４１：５４．６大差 ３７４．５�

（１４頭）

売 得 金
単勝： ２０９，１２０，０００円 複勝： ２７１，５６１，２００円 枠連： １３６，１９０，０００円 馬連： ７４４，６３１，１００円 馬単： ４４９，１６２，０００円

ワイド： ２４０，４２３，４００円 ３連複： ９４９，９８３，０００円 ３連単： ２，２１３，８４７，３００円 ５重勝： １，０７５，１８７，２００円 計： ６，２９０，１０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ７２０円 枠 連（６－８） ３８０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３，５１０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ８，９８０円 ３ 連 単 ��� ４５，０３０円

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

キャリーオーバー なし����� １９８，３７２，０４０円

票 数

単勝票数 計２０９１２００ 的中 � ２７６３３６（３番人気）
複勝票数 計２７１５６１２ 的中 � ３７７２９２（２番人気）� ７８７６４５（１番人気）� ６４５５０（１０番人気）
枠連票数 計１３６１９００ 的中 （６－８） ２６７３６０（１番人気）
馬連票数 計７４４６３１１ 的中 �� ７８９８００（１番人気）
馬単票数 計４４９１６２０ 的中 �� １８２０９６（６番人気）
ワイド票数 計２４０４２３４ 的中 �� ２６４６７３（１番人気）�� １４８９９（３８番人気）�� ４７４４７（１４番人気）
３連複票数 計９４９９８３０ 的中 ��� ７８０８６（２７番人気）
３連単票数 計２２１３８４７３ 的中 ��� ３６２８４（１３８番人気）
５重勝票数 計１０７５１８７２ 的中 ����� ４

ハロンタイム １２．９―１２．１―１２．５―１２．４―１２．２―１２．２―１２．２―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３７．５―４９．９―１：０２．１―１：１４．３―１：２６．５―１：３８．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランデッツァ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Marju デビュー ２０１１．８．２１ 札幌２着

２００９．３．３生 牡３栗 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye ５戦３勝 賞金 １０１，４４７，０００円
〔制裁〕 ディープブリランテ号の騎手岩田康誠は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりグランデッツァ号・ディープブリランテ号・ロジメジャー号は，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。

０５０９６ ３月１８日 曇 不良 （２４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２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ ミ ト ラ �４黒鹿５７ 横山 典弘吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５００－１０１：１０．６ ２．８�

３５ エ キ ナ シ ア 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ５５．７�
１１ サ イ カ ニ ア 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 ５１０＋１０１：１０．８１� ６３．２�
７１３ リックムファサ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４７２－１０１：１０．９クビ ３．４�
５９ ダイワモービル 牡４黒鹿５７ 田中 勝春大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５２０－ ６１：１１．０� １２．４�
８１５ ピサライコネン 牡５芦 ５７ 内田 博幸市川 義美氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム ４７４＋ ４ 〃 クビ ５．０�
１２ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 吉田 豊本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１４＋ ２１：１１．２１ ５４．６	
８１６ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 津村 明秀 
友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５２０－ ２ 〃 ハナ ３３．７�
４８ トーセンスタッフ 牝４黒鹿５５ 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４３８－１０ 〃 アタマ ３７．４
４７ アンジュヴォレ 牝４栗 ５５ 田辺 裕信日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５６＋ ２１：１１．５１� ５５．８�
２３ 	 ケージーアメリカン 牡５栗 ５７ 丸山 元気川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ １７９．５�
６１２ ジャーグラット 牡４栗 ５７ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４４０＋１２１：１１．７１� ９．９�
６１１	 リラティビティ 牡６鹿 ５７ 石橋 脩池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新ひだか 下屋敷牧場 B４８８± ０１：１１．９１� ５９．０�
５１０ サクラシリアス 牡５鹿 ５７ 武 豊
さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４７６－ ４１：１２．１１� １３．８�
７１４ カシノアクセル 牡４鹿 ５７

５４ ▲原田 和真柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４３４＋２４１：１４．２大差 ４２２．７�
３６ 	 ゴーイングステージ 牡７栗 ５７

５４ ▲高嶋 活士伊藤 誠吉氏 的場 均 浦河 宮内牧場 ５０８＋１８ （競走中止） ２５０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，１８５，２００円 複勝： ７０，７６６，６００円 枠連： ４７，６２９，１００円

馬連： １８８，１４３，６００円 馬単： １０７，４９１，２００円 ワイド： ６４，３９０，５００円

３連複： ２２１，７４０，８００円 ３連単： ４５２，８３１，３００円 計： １，２０５，１７８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １６０円 � ９００円 � １，０５０円 枠 連（２－３） ３，８２０円

馬 連 �� ４，１９０円 馬 単 �� ５，９９０円

ワ イ ド �� １，４６０円 �� ２，２８０円 �� １２，３１０円

３ 連 複 ��� ３８，４２０円 ３ 連 単 ��� １４７，４２０円

票 数

単勝票数 計 ５２１８５２ 的中 � １４７９３０（１番人気）
複勝票数 計 ７０７６６６ 的中 � １６７１９４（１番人気）� １６６９０（１２番人気）� １４１０８（１３番人気）
枠連票数 計 ４７６２９１ 的中 （２－３） ９２０４（１３番人気）
馬連票数 計１８８１４３６ 的中 �� ３３２００（１３番人気）
馬単票数 計１０７４９１２ 的中 �� １３２５９（２０番人気）
ワイド票数 計 ６４３９０５ 的中 �� １１０９２（１２番人気）�� ６９８０（２４番人気）�� １２５６（７１番人気）
３連複票数 計２２１７４０８ 的中 ��� ４２６０（９５番人気）
３連単票数 計４５２８３１３ 的中 ��� ２２６７（３６６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．２―１１．９―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．８―４５．７―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．８
３ ８（５，７）（４，１４）６，１５（１，９，１６）（２，１２，１０）１３－３，１１ ４ ８（４，５）７（１５，１４）１（９，１６）（１２，１０）（２，１３）－３，１１＝６

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．２０ 東京１２着

２００８．４．１１生 �４黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス ８戦３勝 賞金 ２６，１８３，０００円
〔競走中止〕 ゴーイングステージ号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※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 リーサムダイチ号

５レース目



（２４中山２）第８日 ３月１８日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２６６，９１０，０００円
６，９８０，０００円
２，４８０，０００円
２４，４３０，０００円
６０，９８０，０００円
４，８１４，０００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
５３５，４６３，７００円
８６１，７０３，３００円
４００，１０６，４００円
１，７３７，５２８，９００円
１，０６８，５４１，６００円
６０８，３４６，５００円
２，０９５，９１１，８００円
４，３６２，０９８，２００円
１，０７５，１８７，２００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
５ 重 勝
計 １２，７４４，８８７，６００円

総入場人員 ２７，７６８名 （有料入場人員 ２５，３４２名）



平成２４年度 第２回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３９７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

１，９３２，５９０，０００円
６，２４０，０００円
５７，０９０，０００円
１４，７３０，０００円
１７５，４８０，０００円
４８１，１５８，５００円
４１，０６９，６００円
１３，４１１，２００円

勝馬投票券売得金
３，８７５，５６３，６００円
６，２７２，７４２，１００円
２，９６６，１２０，１００円
１２，３４６，９１８，３００円
７，５０３，９１７，０００円
４，４８８，１６１，５００円
１５，０３８，６９５，８００円
２９，７５１，７３４，２００円
４，０８９，６１４，１００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 ８６，３３３，４６６，７００円

総入場延人員 １７６，６４８名 （有料入場延人員 １５８，８８０名）


