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０８０２５ ３月３１日 曇 良 （２４中山３）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

７１３ オメガエンブレム 牝３青 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：５７．０ ３．８�

８１５ スターライラック 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ４３．５�
５１０ マリーアルーア 牝３栗 ５４ 北村 宏司伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４７２－ ２１：５７．１� ３．７�
６１１ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５４ 江田 照男中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９０－ ４１：５７．３１� ８．５�
３５ トゥルーマートル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ８１：５７．８３ ７．３�
７１４ アファーブル 牝３栗 ５４ 田辺 裕信飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５４ ―１：５８．４３� ５．７�
３６ ファイアーアゲン 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４６８± ０１：５８．６１� １４．７	
２３ ベ ア ー タ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 ４８６± ０１：５８．７クビ ３６．４

５９ キリンチャン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気村上 卓史氏 根本 康広 白老 社台牧場 ４５８ ―１：５９．４４ ３０．０�
１２ ナムラセレナーデ 牝３青鹿５４ 丸田 恭介奈村 信重氏 池上 昌弘 浦河 杵臼牧場 ４３２－ ２ 〃 アタマ ７５．７�
１１ ヤマニンパニエ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４６２－ ８１：５９．６１� １５．２
８１６ ジーガースズラン 牝３栗 ５４ 武士沢友治�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ４８０ ―２：００．７７ ８０．０�
４７ ウエスタンロッサ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ５００＋２８２：００．８クビ １５９．６�
４８ デルマベンザイ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 千歳 社台ファーム ４３２－１０ 〃 クビ １０３．５�
２４ アキノガイア 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 三石橋本牧場 ４５２± ０２：００．９� ３７．３�
６１２ オウシュウウィーク 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一西村 專次氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋ ２２：０１．５３� １６９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８２９，４００円 複勝： ３３，３３４，１００円 枠連： １６，６２３，８００円

馬連： ５１，２６２，０００円 馬単： ３３，７４７，２００円 ワイド： ２４，８２８，１００円

３連複： ７０，０４６，８００円 ３連単： １０８，００１，５００円 計： ３５４，６７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � ８２０円 � １５０円 枠 連（７－８） ２，３７０円

馬 連 �� ８，３００円 馬 単 �� １１，６１０円

ワ イ ド �� ２，０９０円 �� ２８０円 �� ２，０７０円

３ 連 複 ��� ７，８００円 ３ 連 単 ��� ５７，６４０円

票 数

単勝票数 計 １６８２９４ 的中 � ３５６５８（２番人気）
複勝票数 計 ３３３３４１ 的中 � ７７３０９（１番人気）� ６６７０（１０番人気）� ６９６８７（２番人気）
枠連票数 計 １６６２３８ 的中 （７－８） ５１８８（１０番人気）
馬連票数 計 ５１２６２０ 的中 �� ４５６１（２７番人気）
馬単票数 計 ３３７４７２ 的中 �� ２１４６（３９番人気）
ワイド票数 計 ２４８２８１ 的中 �� ２６５２（２７番人気）�� ２５９０２（１番人気）�� ２６７６（２６番人気）
３連複票数 計 ７００４６８ 的中 ��� ６６３１（２７番人気）
３連単票数 計１０８００１５ 的中 ��� １３８３（１７０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．８―１３．７―１３．７―１３．５―１３．５―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．９―５０．６―１：０４．３―１：１７．８―１：３１．３―１：４３．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．１９ 東京８着

２００９．５．２１生 牝３青 母 オメガグレイス 母母 エリンバード ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００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。
（非抽選馬） １頭 キャリアハイ号

０８０２６ ３月３１日 曇 良 （２４中山３）第３日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５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

３６ ヘイハチスカイ 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 ４５８－ ２１：１４．６ １２．４�

４７ トリッキーダンス 牝３鹿 ５４ 江田 照男吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 鳥井牧場 ５２０－ ２１：１４．８１� ６．４�
５９ ミッドナイトリバー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海小林 薫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４２２＋ ２１：１４．９クビ ２．４�
８１６ ワイルドアイザック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 下河辺牧場 ４７２－ ４１：１５．０� ２．８�
１２ アルマサント 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信コウトミックレーシング 高木 登 日高 渋谷 健作 ４７８＋ ２１：１５．２１� ２７．２�
６１２ パリーナチャン 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４５２＋ ４１：１５．８３� １１１．４�
２３ デビルスタワー 牡３栗 ５６ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 藤原牧場 ５３２ ―１：１５．９� ６．９	
１１ ガッテンラヴ 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介本間 充氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６８± ０１：１６．１１� ７８．９

６１１ カシノコスモス 牝３青 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４４８＋ ２ 〃 クビ ３７６．１�
３５ トウショウテイスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６－ ２１：１６．２� １０６．３
２４ トーヨーマックス 	３鹿 ５６ 武士沢友治�トーヨークラブ 小桧山 悟 浦河 大野牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ４６０．４�
７１４ サイトカイン 牡３栗 ５６ 丸山 元気加藤 徹氏 成島 英春 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６６＋ ２１：１６．３クビ ３１３．０�
４８ ラブファンディ 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４３２－ ４１：１７．０４ ２４３．９�
５１０ シュターケン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４２８－ ４１：１７．３２ ３４５．８�
７１３ アルコロッサ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �MSプランニング 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 ４７８－ ４１：１７．４� ２０９．１�
８１５ キリシマキセキ 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ４２６± ０１：１８．６７ ３４７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４２８，７００円 複勝： ４５，７９９，３００円 枠連： １４，８６６，５００円

馬連： ４９，９３８，５００円 馬単： ３９，６６１，５００円 ワイド： ２４，５１７，３００円

３連複： ６９，２９２，１００円 ３連単： １３２，１１９，０００円 計： ３９９，６２２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２３０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（３－４） ２，４７０円

馬 連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ６，５００円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ４２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� １９，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２３４２８７ 的中 � １４９９３（５番人気）
複勝票数 計 ４５７９９３ 的中 � ３８７５７（５番人気）� ５０３１８（３番人気）� １６３２６２（１番人気）
枠連票数 計 １４８６６５ 的中 （３－４） ４４５２（１０番人気）
馬連票数 計 ４９９３８５ 的中 �� １３０１８（９番人気）
馬単票数 計 ３９６６１５ 的中 �� ４５０７（２０番人気）
ワイド票数 計 ２４５１７３ 的中 �� ７８２０（８番人気）�� １４４３４（５番人気）�� ２０２０１（２番人気）
３連複票数 計 ６９２９２１ 的中 ��� ２７３７７（５番人気）
３連単票数 計１３２１１９０ 的中 ��� ４９５８（５６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．６―１２．７―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．５―３７．１―４９．８―１：０２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３７．５
３ ・（９，７）（１６，１２）６（３，８）２（４，１０，１３）（１，５，１５）１１－１４ ４ ・（９，７）（１６，１２）６，２（３，８）（１，４）１３，１０，１１，５，１４，１５

勝馬の
紹 介

ヘイハチスカイ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ティッカネン デビュー ２０１２．３．１０ 中山４着

２００９．４．１８生 牡３鹿 母 オンワードスワン 母母 オンワードシェーン ２戦１勝 賞金 ５，９００，０００円

第３回 中山競馬 第３日



０８０２７ ３月３１日 曇 良 （２４中山３）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５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

５６ プレミアムタイム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B４８６－１４１：５８．１ ４．３�

８１３ ニシノボレロ 牡３青鹿５６ 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ２．６�
４５ ヴィガネッラ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 清水 英克 安平 ノーザンファーム ５０６－１４１：５８．２� ８．３�
５７ サ ル ゴ ン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－１０１：５８．４１� ３．２�
６９ シャイボーイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹松田 整二氏 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４７４－ ６１：５９．３５ ５５．８�
７１１ クレバーエンペラー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田	 正明氏 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B４８４± ０１：５９．４� ７６．０

６８ サードシアター 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ３０．２�

８１２ オマエニホレタ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 朝野 勝洋 ５２６－ ４１：５９．５クビ １０２．０�
３３ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４６２＋ ２２：００．４５ １９９．５
２２ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 B４７６－ ２２：００．８２� ２４７．１�
４４ サクラオルフェウス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 ５１８－ ２２：０１．４３� ９．７�
１１ スリーストロング 牡３青鹿５６ 柴田 善臣永井商事� 田中 剛 浦河 桑田フアーム ４９８ ―２：０２．７８ １０２．９�
７１０ トリストラム 牡３芦 ５６

５３ ▲平野 優熊坂 俊一氏 伊藤 大士 日高 メイプルファーム B４６８＋ ６２：０３．１２� ４２４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，８３３，５００円 複勝： ４０，６２２，０００円 枠連： １７，４４９，１００円

馬連： ５５，０００，８００円 馬単： ４４，１４３，３００円 ワイド： ２４，７４７，１００円

３連複： ７４，３１１，４００円 ３連単： １４７，０３６，８００円 計： ４３０，１４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（５－８） ２４０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ４９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ６，９００円

票 数

単勝票数 計 ２６８３３５ 的中 � ４９３６０（３番人気）
複勝票数 計 ４０６２２０ 的中 � ６５５００（３番人気）� １１６７２２（１番人気）� ５０７７９（４番人気）
枠連票数 計 １７４４９１ 的中 （５－８） ５４４５０（１番人気）
馬連票数 計 ５５０００８ 的中 �� ８５８３４（１番人気）
馬単票数 計 ４４１４３３ 的中 �� ２８２９４（４番人気）
ワイド票数 計 ２４７４７１ 的中 �� ２８３８７（２番人気）�� １１２２５（７番人気）�� １８３３０（４番人気）
３連複票数 計 ７４３１１４ 的中 ��� ４９２３３（３番人気）
３連単票数 計１４７０３６８ 的中 ��� １５７４１（１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．８―１４．２―１４．３―１４．３―１３．０―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．９―５１．１―１：０５．４―１：１９．７―１：３２．７―１：４５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F３８．４
１
３
７，９，６，８－１３，１１，４，１２，３－２，５，１０，１
７（９，８，１３，１１）（６，１２，５）１，４，２，３－１０

２
４

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

プレミアムタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１１．７．２３ 新潟１１着

２００９．４．２８生 牡３栗 母 タイムトゥダンス 母母 Moment to Buy ８戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円
〔制裁〕 ダブルピース号の騎手中谷雄太は，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。

０８０２８ ３月３１日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４中山３）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４５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

１１ メジロサンノウ 牡４黒鹿５９ 大江原 圭岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２－１０３：１４．０ ２．６�

６１０ ティアップブレイズ 牡４鹿 ５９ 五十嵐雄祐田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５２８± ０ 〃 クビ ４．１�
７１２ シャトルベクター 牡４青鹿５９ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ５０８－ ４３：１５．７大差 ２２．６�
４５ リバルドホープ 牡４鹿 ５９ 草野 太郎河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４４８＋ ２３：１６．４４ ７３．８�
３３ アカウンタビリティ 牡４黒鹿５９ 山本 康志池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ５１２± ０３：１６．７２ ２０．１�
４６ ドクトルスズカ 牡４鹿 ５９ 金子 光希永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４８８－ ４３：１７．３３� １１０．８�
５８ スズカケノミチ 牝５栗 ５８ 高野 和馬武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６６＋１８３：１７．４� ４６．８�
８１３ アイソトープ 牡７栗 ６０ 石神 深一 	社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ４８０－ ２３：１７．６� ４．３

３４ ブライティアアース 牝４栗 ５７ 小野寺祐太小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ７４．６�
６９ インテグラルヘッド 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典 	サンデーレーシング 的場 均 安平 追分ファーム B５１２－１４３：１８．６６ １１６．８�
２２ ゴーゴーシュンスケ 牡５栗 ６０

５７ ▲高嶋 活士藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４８０± ０３：２０．２１０ ５２．０
８１４ セントアンズ 牝５栗 ５８ 江田 勇亮吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６８－ ４３：２１．８１０ １５６．４�
５７ ショウナンアルバ 牡７鹿 ６０ 横山 義行国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５１２＋ ６３：２４．０大差 １６．４�
７１１ サクセスヒューゴー 牡６青鹿６０ 大庭 和弥�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５３２＋ ６３：２７．７大差 ６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，０９９，５００円 複勝： ２３，８２８，３００円 枠連： １４，３２７，５００円

馬連： ３９，０１３，５００円 馬単： ３１，９４９，９００円 ワイド： １８，７８８，５００円

３連複： ５６，８６７，７００円 ３連単： １０２，１６１，９００円 計： ３０４，０３６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ３７０円 枠 連（１－６） ５５０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ６９０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 ��� ６，７２０円

票 数

単勝票数 計 １７０９９５ 的中 � ５３０６７（１番人気）
複勝票数 計 ２３８２８３ 的中 � ５８９２８（１番人気）� ４５９４３（３番人気）� １１７７６（６番人気）
枠連票数 計 １４３２７５ 的中 （１－６） １９２３０（１番人気）
馬連票数 計 ３９０１３５ 的中 �� ４６７８５（２番人気）
馬単票数 計 ３１９４９９ 的中 �� ２２３４９（２番人気）
ワイド票数 計 １８７８８５ 的中 �� １８２２８（２番人気）�� ６３１６（１０番人気）�� ６６６０（７番人気）
３連複票数 計 ５６８６７７ 的中 ��� １８８２７（７番人気）
３連単票数 計１０２１６１９ 的中 ��� １１２２６（１０番人気）

上り １マイル １：５１．１ ４F ５３．７－３F ３９．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロサンノウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Green Desert デビュー ２０１１．５．２８ 東京１５着

２００８．２．２９生 牡４黒鹿 母 メジロダーリング 母母 アイルオブグラス 障害：５戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔その他〕 ブライティアアース号・サクセスヒューゴー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブライティアアース号・サクセスヒューゴー号は，平成２４年４月３０日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ノーブルエース号



０８０２９ ３月３１日 曇 良 （２４中山３）第３日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ エアロッシュ 牡３青 ５６ 石橋 脩 �ラッキーフィールド堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６１：４９．９ １．８�

８１４ ダノンジェラート 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９４ ―１：５０．１１� １８．１�
２２ マイネヒメル 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �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 ４４８± ０ 〃 アタマ ９４．７�
４７ ダイワベスパー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２２－ ６１：５０．３１� ２５．４�
５９ ダイワアクシス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：５０．５１� ８．９�
５８ レッドガルシア 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ５０４＋ ８１：５０．８１� ３０．８�
４６ アスタプロント 牡３栗 ５６ 松岡 正海 	サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４１：５１．０１� ９．６

３４ エ ポ キ シ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４３６－１０１：５１．１� １２．４�
６１１ ダンシングハバナ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２１：５１．３１� ７．４�
８１５ トーセンオードリー 牝３黒鹿５４ 武士沢友治島川 哉氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４６４－１０ 〃 アタマ ２２５．５�
７１２ スギノアンフィニー 牝３栗 ５４ 江田 照男杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４５２－１０１：５１．４クビ １９９．４�
２３ ローズジュリエット 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４７０－ ８１：５１．６１ ２３９．１�
７１３ ジ ェ イ ド 牡３芦 ５６ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５４６ ― 〃 クビ １１．６�
３５ ワンダフルパワフル 牡３鹿 ５６ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４± ０１：５１．７� ８８．８�
６１０ アザブノクリチャン 牝３栗 ５４ 中谷 雄太栗本 博晴氏 本間 忍 日高 永村 侑 ４５４－１６１：５３．０８ ４１８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，０７０，１００円 複勝： ５７，６１０，４００円 枠連： １８，５９４，８００円

馬連： ６８，６８５，１００円 馬単： ４９，５５８，９００円 ワイド： ３２，４２７，２００円

３連複： ９０，２９４，５００円 ３連単： １６０，２８６，７００円 計： ５０８，５２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ４８０円 � ９９０円 枠 連（１－８） １，４１０円

馬 連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，６８０円 �� １３，６００円

３ 連 複 ��� ２４，８１０円 ３ 連 単 ��� ７０，８００円

票 数

単勝票数 計 ３１０７０１ 的中 � １４２５１９（１番人気）
複勝票数 計 ５７６１０４ 的中 � ２５０９７２（１番人気）� ２０５８３（８番人気）� ９０１０（１０番人気）
枠連票数 計 １８５９４８ 的中 （１－８） ９７８１（７番人気）
馬連票数 計 ６８６８５１ 的中 �� ３５６７３（６番人気）
馬単票数 計 ４９５５８９ 的中 �� １８１５７（６番人気）
ワイド票数 計 ３２４２７２ 的中 �� １１２２５（７番人気）�� ４７１９（２０番人気）�� ５６０（６９番人気）
３連複票数 計 ９０２９４５ 的中 ��� ２６８６（７０番人気）
３連単票数 計１６０２８６７ 的中 ��� １６７１（２０３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．１―１３．１―１３．０―１２．８―１１．７―１１．３―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３６．８―４９．９―１：０２．９―１：１５．７―１：２７．４―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．２
１
３
２，７（１，５，１０）（８，９）（４，１４）（６，１２，１５）（３，１１）－１３
２，７（１，５）（４，８，１０）９（６，１４，１５）（３，１２）（１１，１３）

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

勝馬の
紹 介

エアロッシュ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Halling デビュー ２０１２．１．１４ 中山４着

２００９．２．２５生 牡３青 母 エ ア リ カ コ 母母 ライラアラウィ ３戦１勝 賞金 ７，９００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 サンマルヴァーゴ号・ナスノシベリウス号・メイジストリーム号

０８０３０ ３月３１日 曇 良 （２４中山３）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６７ � イ ジ ゲ ン 牡３芦 ５６ 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia
Pavlish ４７８± ０１：５５．６ １．２�

５５ ローレルクラウド 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 ５０６＋ ８１：５６．２３� ２１．２�
６８ 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 ５２２－ ４１：５６．４１ １３．９�
７１０� カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４７８± ０１：５６．６１� １２０．５�
８１２ スズカヴィグラス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４７０± ０１：５６．７� ４６．９�
５６ 	 プレティオラス 牡３黒鹿５６ 本橋 孝太伊達 泰明氏 森下 淳平 日高 サンシャイン

牧場 ４５０－ ９１：５６．８
 ８４．８�
（大井） （船橋）

４４ エーペックス 牡３青鹿５６ 武士沢友治魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４９２－ ４１：５７．０１ ３６．４	
８１１ スズノライジン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５０４± ０１：５７．５３ １２５．６

２２ � シンボリエンパイア 牡３黒鹿５６ 内田 博幸シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada ５０６－ ２１：５７．６クビ ７．１�
７９ � シンクヴェトリル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning ５４２－ ６１：５７．７� ８５．３�
３３ オータムカラー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８± ０１：５７．８
 ２２．４�
１１ ゴールドゲッター 牡３鹿 ５６ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B５０２－ ８１：５８．１１
 ６４．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３９，２４３，９００円 複勝： １０７，１３８，１００円 枠連： １６，２０５，９００円

馬連： ６５，７４１，７００円 馬単： ６６，５２８，４００円 ワイド： ３４，３８６，３００円

３連複： ８８，３３２，１００円 ３連単： ２４６，９０２，３００円 計： ６６４，４７８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ２９０円 � ２６０円 枠 連（５－６） ６００円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ３３０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� ４，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３９２４３９ 的中 � ２６５５０７（１番人気）
複勝票数 計１０７１３８１ 的中 � ７６４９９３（１番人気）� ３４７５７（５番人気）� ４１１２５（３番人気）
枠連票数 計 １６２０５９ 的中 （５－６） ２００４４（２番人気）
馬連票数 計 ６５７４１７ 的中 �� ６０３２４（４番人気）
馬単票数 計 ６６５２８４ 的中 �� ５２４０９（４番人気）
ワイド票数 計 ３４３８６３ 的中 �� ２４６０２（４番人気）�� ２８０１５（２番人気）�� ５８９９（１５番人気）
３連複票数 計 ８８３３２１ 的中 ��� ３１３０６（７番人気）
３連単票数 計２４６９０２３ 的中 ��� ３８４２７（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１３．４―１４．１―１３．５―１３．４―１２．６―１２．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３７．４―５１．５―１：０５．０―１：１８．４―１：３１．０―１：４３．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�イ ジ ゲ ン �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１２．１．５ 中山３着

２００９．４．２８生 牡３芦 母 Cosmic Wish 母母 Cosmic Fire ３戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０３１ ３月３１日 雨 良 （２４中山３）第３日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１４ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４９４± ０１：１３．０ ２．９�

８１５ リンドブルム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５１４－ ６１：１３．３２ １４．５�
２３ � トーホウペガサス 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５１０± ０１：１３．４� ３．４�
１１ メイスンファースト 牡７鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４９０＋ ２１：１３．６１ ６３．５�
５８ ニシノゲイナー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 B４６０－ ４ 〃 クビ ６．５�
４７ ブロックコード 牡４青鹿５７ 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４８６－ ６１：１３．８１ ５．４	
７１３ ビッグサンダー 牡５栗 ５７ 丸山 元気魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９８－ ２ 〃 クビ ２７．９

４６ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：１４．０� ６７．３�
５９ シベリアンソアー 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５８± ０１：１４．１� ４８．７
２２ � アメージングミノル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一吉岡 實氏 小野 次郎 浦河 信成牧場 ４７６＋ ２１：１４．３１	 １９８．４�
７１２� ク イ ポ 牡５鹿 ５７ 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５４８－１０１：１４．６１� ２２．９�
６１０� ニジュウショウ 牝４黒鹿５５ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４８０－ ６１：１４．８１
 １５５．９�
３５ � ガ ツ ー ン 牡４芦 ５７

５４ ▲原田 和真ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５６－ ２１：１４．９クビ ２６３．５�
６１１ グランドジョラス 牡４青鹿５７ 大野 拓弥楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ４９６± ０１：１５．２２ ４１．３�
３４ フィドルプレイヤー 牝５栗 ５５ 吉田 隼人下河�行雄氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ４１：１５．５２ ３０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，８７３，５００円 複勝： ４７，２９０，６００円 枠連： １９，８１３，６００円

馬連： ７４，９７０，９００円 馬単： ４７，８９８，３００円 ワイド： ３３，３２８，７００円

３連複： ９５，５７０，１００円 ３連単： １６３，４１５，２００円 計： ５０８，１６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ３７０円 � １６０円 枠 連（８－８） １，６１０円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ３１０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� １５，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２５８７３５ 的中 � ７１９７３（１番人気）
複勝票数 計 ４７２９０６ 的中 � １３２１３０（１番人気）� ２３０６１（５番人気）� ７９５９０（３番人気）
枠連票数 計 １９８１３６ 的中 （８－８） ９１３７（８番人気）
馬連票数 計 ７４９７０９ 的中 �� ３２０８７（７番人気）
馬単票数 計 ４７８９８３ 的中 �� １３６３４（８番人気）
ワイド票数 計 ３３３２８７ 的中 �� １３６１１（７番人気）�� ３０４５８（２番人気）�� ７０２４（１１番人気）
３連複票数 計 ９５５７０１ 的中 ��� ２８７８７（６番人気）
３連単票数 計１６３４１５２ 的中 ��� ８０１０（３６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．６―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．６―４８．２―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンエイエスプリ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．１．２３ 中山２着

２００７．６．８生 牡５栗 母 シルクセレブレイト 母母 シ ャ ク ヤ ク １６戦２勝 賞金 ２６，２００，０００円

０８０３２ ３月３１日 雨 良 （２４中山３）第３日 第８競走 ��
��２，２００�

や ま ぶ き

山 吹 賞
発走１４時０５分（番組第９競走を順序変更） （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３３ エタンダール 牡３鹿 ５６ 松岡 正海広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４３２－ ６２：２０．１ ３．４�

７７ ブラインドサイド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ５．９�
６６ サカジロオー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 ４４２± ０２：２０．２� １６．３�
２２ ステラウインド 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 ４６２－ ２２：２０．４１� ３．４�
４４ ラスカルトップ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４４４＋ ２２：２０．６１� ９．２�
５５ キャノンシュート 牡３黒鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤沢 武雄 ４８２＋ ８ 〃 アタマ ３．１�

（６頭）
１１ グランラファル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４８４＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３１，３６９，２００円 複勝： ３８，５１０，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ６７，７９２，２００円 馬単： ４９，５２６，７００円 ワイド： ２０，６４０，３００円

３連複： ６５，１３０，９００円 ３連単： １９４，３１９，４００円 計： ４６７，２８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５２０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，９１０円 ３ 連 単 ��� １２，０２０円

票 数

単勝票数 差引計 ３１３６９２（返還計 １０７５２） 的中 � ７４４０６（２番人気）
複勝票数 差引計 ３８５１０８（返還計 １４４６９） 的中 � ９９９０９（１番人気）� ５６１６０（４番人気）
馬連票数 差引計 ６７７９２２（返還計 ７３４８１） 的中 �� ６１９０６（５番人気）
馬単票数 差引計 ４９５２６７（返還計 ４９６９８） 的中 �� ２４４１２（９番人気）
ワイド票数 差引計 ２０６４０３（返還計 ２４９３２） 的中 �� ２０６６９（４番人気）�� ９５４９（８番人気）�� ５０６１（１３番人気）
３連複票数 差引計 ６５１３０９（返還計１３４０３０） 的中 ��� １６５２１（１３番人気）
３連単票数 差引計１９４３１９４（返還計３５０１５３） 的中 ��� １１９３９（５１番人気）

ハロンタイム １３．７―１２．９―１３．５―１３．７―１３．７―１３．４―１３．１―１２．８―１２．０―１０．８―１０．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．７―２６．６―４０．１―５３．８―１：０７．５―１：２０．９―１：３４．０―１：４６．８―１：５８．８―２：０９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．１―３F３３．３
１
３
３，７（２，５）４，６・（３，７）（２，５）（４，６）

２
４
３，７，２，５－（４，６）・（３，７）（５，６）（２，４）

勝馬の
紹 介

エタンダール 	


父 ディープインパクト 	



母父 Montjeu デビュー ２０１１．９．１９ 阪神１着

２００９．２．２４生 牡３鹿 母 ミスペンバリー 母母 Stitching ６戦２勝 賞金 ２４，１２９，０００円
〔競走除外〕 グランラファル号は，発走地点で放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻９分遅延。
〔制裁〕 サカジロオー号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）



０８０３３ ３月３１日 雨 良 （２４中山３）第３日 第９競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時３５分（番組第８競走を順序変更） （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

３５ � 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 ４８６－ ６１：５４．６ ２９．４�

５８ ネオスプレマシー 牡５鹿 ５７ 石橋 脩小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６１：５４．８１� ３．９�
５９ ストライビング 	５鹿 ５７ 大野 拓弥前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４＋ ８１：５５．２２
 ４．９�
７１３ ナムラグーテン 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４７２＋ ６１：５５．５２ ２．７�
２３ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 松岡 正海松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１８＋ ２１：５５．９２
 ７．２�
８１４ ケイアイカミカゼ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５２０＋ ４１：５６．０クビ １５．８�
６１０ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５８＋ ４１：５６．２１ ３０．１	
４６ ビットプレスト 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４５４－ ８ 〃 クビ １１０．０

１１ � モウカリマッカー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸疾風組合 大和田 成 新冠 川越 省蔵 ４５６－ ２１：５６．３クビ ３５．５�
３４ ファンキータウン 牡４芦 ５７ 黛 弘人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５３４± ０１：５６．４
 ３６．４�
４７ バ シ リ ク ス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４９０＋ ２１：５６．７１� ２０．２
２２ キュルミナン 牝５黒鹿５５ 丸田 恭介ディアレスト 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド ５０４＋１０１：５７．３３
 ６７．２�
６１１� オーミリベルター 牡５黒鹿５７ 丸山 元気岩� 僖澄氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 ４７０－ ４１：５７．４� ２４９．０�
８１５ キャンパスライフ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４３６± ０１：５８．０３
 ６７．４�
７１２� チリトテシャン 牝６鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４６２＋ ８１：５９．５９ ２３０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，３４３，１００円 複勝： ４１，７１９，０００円 枠連： ２５，８０９，０００円

馬連： ８６，９５０，１００円 馬単： ５５，０３３，４００円 ワイド： ３３，９９４，４００円

３連複： １１０，１４２，１００円 ３連単： ２０２，６６６，９００円 計： ５８２，６５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９４０円 複 勝 � ４３０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（３－５） １，８００円

馬 連 �� ７，５３０円 馬 単 �� １８，６４０円

ワ イ ド �� １，５１０円 �� １，８６０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ９，９４０円 ３ 連 単 ��� １０４，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２６３４３１ 的中 � ７０６８（７番人気）
複勝票数 計 ４１７１９０ 的中 � ２０１８９（６番人気）� ６７１５２（３番人気）� ６８２１２（２番人気）
枠連票数 計 ２５８０９０ 的中 （３－５） １０６３８（８番人気）
馬連票数 計 ８６９５０１ 的中 �� ８５２８（２４番人気）
馬単票数 計 ５５０３３４ 的中 �� ２１８０（５７番人気）
ワイド票数 計 ３３９９４４ 的中 �� ５３０９（１８番人気）�� ４２６２（２１番人気）�� ２０９１３（４番人気）
３連複票数 計１１０１４２１ 的中 ��� ８１８５（３１番人気）
３連単票数 計２０２６６６９ 的中 ��� １４３４（２７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．０―４９．０―１：０２．３―１：１６．０―１：２９．４―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３８．６
１
３
１４（８，９）－１０（６，１３）５－２－１１，１５，３，７，１２－１－４・（１４，９）（８，１３）（１０，６）２（５，３）（１１，１５）７－１－（１２，４）

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

勝馬の
紹 介

�ユウターウェーヴ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ

２００７．２．２１生 牡５栗 母 タカイロドリゴ 母母 パ ラ ダ １１戦１勝 賞金 ９，２２０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時４０分に変更。

０８０３４ ３月３１日 雨 良 （２４中山３）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�千 葉 日 報 杯

発走１５時１０分 （芝・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．４．２以降２４．３．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

千葉日報杯（１着）
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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ � ワールドブルー 牡６鹿 ５３ 横山 典弘 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao
Sekiguchi ４８８± ０１：４８．２ １８．０�

７９ ナンデヤネン 牡５青 ５６ 吉田 隼人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４８６－ ４１：４８．６２� ４．２�
５６ ヒシカツジェームス 牡５栗 ５７ 田辺 裕信阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７４－ ２１：４８．８１� ３．１�
５５ グレートマーシャル 牡４鹿 ５５ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７０＋ ４１：４９．０１� １０．９�
１１ 	 クラレットジャグ 
７鹿 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ８１：４９．１� １４．０�
７１０ シングンレジェンド 牡６鹿 ５５ 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ ２６．５	
３３ マイネルグート 牡５鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ５０４＋ ８１：４９．４１� ８．４

４４ アルマトゥーラ 牡５芦 ５４ 柴山 雄一コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４７０＋ ２ 〃 クビ ８０．７�
６８ シンボリカージナル 牡６鹿 ５３ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９６－ ２１：４９．５� ２３．６�
８１１ アースステップ 牡５鹿 ５６ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５３８－ ６１：４９．７１� ４．２
８１２ コハクジョー 牡６芦 ５４ 江田 照男河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５２４－ ６１：５１．０８ ５５．３�
６７ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５１ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５８± ０１：５１．７４ １０９．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，１３２，０００円 複勝： ５５，２７７，０００円 枠連： ２５，８９３，０００円

馬連： １３０，１１５，８００円 馬単： ７２，２４４，６００円 ワイド： ４２，７１０，６００円

３連複： １４３，０２１，９００円 ３連単： ２８１，６１１，３００円 計： ７８５，００６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ３４０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（２－７） ４，０９０円

馬 連 �� ４，７３０円 馬 単 �� １０，４１０円

ワ イ ド �� １，３８０円 �� １，０５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ５，１８０円 ３ 連 単 ��� ４２，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３４１３２０ 的中 � １４９４６（７番人気）
複勝票数 計 ５５２７７０ 的中 � ３０９３１（６番人気）� ９３９７４（３番人気）� １３２９４８（１番人気）
枠連票数 計 ２５８９３０ 的中 （２－７） ４６７７（１６番人気）
馬連票数 計１３０１１５８ 的中 �� ２０３３７（２０番人気）
馬単票数 計 ７２２４４６ 的中 �� ５１２５（４２番人気）
ワイド票数 計 ４２７１０６ 的中 �� ６８７５（２２番人気）�� ９２２７（１４番人気）�� ４６５３５（１番人気）
３連複票数 計１４３０２１９ 的中 ��� ２０３９９（１７番人気）
３連単票数 計２８１６１１３ 的中 ��� ４９４３（１３５番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．５―１１．９―１２．１―１１．４―１２．０―１１．８―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．３―３７．２―４９．３―１：００．７―１：１２．７―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４F４７．５―３F３５．５
１
３
２（７，８）（３，９，１０）４－（１，１１）－６（５，１２）
２（７，８，１０）３，９，４（１，１１）６－５－１２

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

勝馬の
紹 介

�ワールドブルー �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．４．１９ 中山３着

２００６．４．５生 牡６鹿 母 Sunday Wish 母母 Wishing Well １７戦２勝 賞金 ２９，６７６，０００円
［他本会外：４戦２勝］



０８０３５ ３月３１日 雨 稍重 （２４中山３）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�

ふなばし

船橋ステークス
発走１５時４５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
船橋市長賞（１着）

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１３ マイネルロガール 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B４９０＋ ２１：０９．４ ８．１�

１２ � ロードバロック 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４４０± ０１：０９．６１� ８．６�
３５ キングレオポルド 牡５鹿 ５７ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１６－ ２ 〃 クビ ２．５�
６１２ トウショウフォアゴ 牡５黒鹿５７ 柴田 大知トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７６－ ８１：０９．７クビ １０．４�
５９ ミスクリアモン 牝６鹿 ５５ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８４－ ６１：０９．９１� １４．７�
３６ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿５７ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １６．６�
５１０ トーホウカイザー 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９８－ ２ 〃 アタマ ５６．３	
８１６� アスターエンペラー 牡６鹿 ５７ 内田 博幸加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B５１４± ０１：１０．０	 ２６．３

６１１ ヤサカシャイニー 牝４栗 ５５ 津村 明秀志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ ６８．１�
８１５ レイクエルフ 牡７黒鹿５７ 中谷 雄太�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４６０－ ２１：１０．４２	 １６２．１
４７ 
 アラマサローズ 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５２－ ８ 〃 ハナ ２２．２�
７１４ アイアムマリリン 牝６青鹿５５ 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９６－ ８１：１０．５クビ ６０．８�
４８ ゲットフルマークス �６鹿 ５７ 武士沢友治�ジェイアール 戸田 博文 浦河 梅田牧場 ４７８－ ２１：１０．７１� １１３．５�
２４ 
 フ ァ ル ク ス 牡７鹿 ５７ 宮崎 北斗永田 和彦氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ５１０＋１６１：１１．１２	 １６８．３�
２３ � アポロノカンザシ 牝４栗 ５５ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B４４０－ ４１：１１．５２	 １８．４�
１１ ツルマルジュピター 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝鶴田 鈴子氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８６－１２１：１１．７１	 ５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，１４５，１００円 複勝： １０１，７５０，６００円 枠連： ６５，６４４，２００円

馬連： ２９６，３１０，５００円 馬単： １６１，６１２，５００円 ワイド： ９１，９２３，４００円

３連複： ３６３，７８９，０００円 ３連単： ７１１，５５０，４００円 計： １，８５８，７２５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２３０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（１－７） １，２９０円

馬 連 �� ３，７９０円 馬 単 �� ７，４４０円

ワ イ ド �� １，２８０円 �� ４６０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� ２４，３２０円

票 数

単勝票数 計 ６６１４５１ 的中 � ６４８５３（３番人気）
複勝票数 計１０１７５０６ 的中 � ９６４０５（４番人気）� ９９２７８（３番人気）� ２８５４８０（１番人気）
枠連票数 計 ６５６４４２ 的中 （１－７） ３７６４８（４番人気）
馬連票数 計２９６３１０５ 的中 �� ５７７５６（１４番人気）
馬単票数 計１６１６１２５ 的中 �� １６０４２（２７番人気）
ワイド票数 計 ９１９２３４ 的中 �� １６３３１（１５番人気）�� ５１１７４（３番人気）�� ５３６５５（２番人気）
３連複票数 計３６３７８９０ 的中 ��� ９２１２５（５番人気）
３連単票数 計７１１５５０４ 的中 ��� ２１５９６（５８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．４―１１．７―１２．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．７―４５．４―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルロガール �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．２６ 福島２着

２００８．３．２４生 牡４鹿 母 オトメノイノリ 母母 テ イ ズ リ ー １８戦４勝 賞金 ７１，１７７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アキノパンチ号・インプレスウィナー号・ストロングポイント号・ダイメイザクラ号・ドリームピーチ号・

ボストンエンペラー号・ボーダレスワールド号

０８０３６ ３月３１日 雨 稍重 （２４中山３）第３日 第１２競走 ��
��２，４００�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，４歳５６�５歳以上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

２：２８．８
２：２８．６

重

不良

２２ クラシカルノヴァ 牡４黒鹿５６ 田辺 裕信岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４６４－１０２：３４．４ ５．３�

５６ � フォンテーヌブロー 牡４黒鹿５６ 横山 典弘村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４９８＋ ２２：３４．９３ ４．０�
６８ ト リ ノ 牡４栗 ５６ 宮崎 北斗北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８４－ ２２：３５．０� １６．４�
８１１ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５６ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７８＋ ２２：３５．７４ ５．６�
５５ キングオブフェイス 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ５０６－ ６２：３６．３３� １６．０�
３３ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５６ 吉田 隼人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５６－ ２２：３６．４� ２．８	
７９ ギムレットアイ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６６－ ２２：３６．６１� ６６．２

８１２ ディアフロイデ 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３６＋ ６２：３６．７	 ３９．６�
７１０ フジヤマワカムシャ 牡７黒鹿５７ 津村 明秀藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７４－ ２２：３７．１２� ５９．６�
４４ � ミウラリチャード 牡８鹿 ５７

５４ ▲西村 太一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５４４＋ ６２：３７．５２� １７１．２
６７ メイショウイッシン 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４９８－１２２：３７．７１� １０．８�

（１１頭）
１１ 
 エアイグアス 牡６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 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４７，１９８，４００円 複勝： ６２，１７０，７００円 枠連： ２９，７３２，５００円

馬連： １２２，８５４，０００円 馬単： ８０，２７９，７００円 ワイド： ４６，８４７，７００円

３連複： １４８，２２６，４００円 ３連単： ３４４，９２７，２００円 計： ８８２，２３６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ３７０円 枠 連（２－５） １，１７０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� １，５３０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ７，３９０円 ３ 連 単 ��� ３３，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４７１９８４ 的中 � ７１１９２（３番人気）
複勝票数 計 ６２１７０７ 的中 � ８１１２５（４番人気）� １３６８７６（２番人気）� ３５１４２（７番人気）
枠連票数 計 ２９７３２５ 的中 （２－５） １８８４９（７番人気）
馬連票数 計１２２８５４０ 的中 �� ５７５９１（６番人気）
馬単票数 計 ８０２７９７ 的中 �� １９８９３（１０番人気）
ワイド票数 計 ４６８４７７ 的中 �� ２０６６７（５番人気）�� ７２５７（１８番人気）�� １１４５６（１３番人気）
３連複票数 計１４８２２６４ 的中 ��� １４８２０（２８番人気）
３連単票数 計３４４９２７２ 的中 ��� ７７１２（１１６番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．６―１２．０―１２．６―１４．２―１３．７―１３．３―１３．１―１２．３―１２．７―１２．６―１３．１

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―２４．８―３６．８―４９．４―１：０３．６―１：１７．３―１：３０．６―１：４３．７―１：５６．０―２：０８．７―２：２１．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラシカルノヴァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２０１０．１１．２１ 京都１１着

２００８．３．２１生 牡４黒鹿 母 ブリリアントノバ 母母 ブリリアントミスト １２戦３勝 賞金 ３４，６００，０００円
〔出走取消〕 エアイグアス号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。



（２４中山３）第３日 ３月３１日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６１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

１８７，９６０，０００円
５，３６０，０００円
１，２５０，０００円
１５，８９０，０００円
５５，３４３，０００円
４，８６０，８００円
１，５４５，６００円

勝馬投票券売得金
３８５，５６６，４００円
６５５，０５０，９００円
２６４，９５９，９００円
１，１０８，６３５，１００円
７３２，１８４，４００円
４２９，１３９，６００円
１，３７５，０２５，０００円
２，７９４，９９８，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，７４５，５５９，９００円

総入場人員 １３，０７１名 （有料入場人員 １１，７０１名）


