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06049 3月9日 晴 良 （25中山2）第5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

11 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿56 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 61：12．5 2．3�
48 ニューキングダム 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 532－ 81：13．24 3．1�
816 ナルミチャン 牝3鹿 54 柴田 善臣�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 462＋ 41：13．51� 8．7�
36 ノッキングオン 牡3鹿 56 石橋 脩松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか グランド牧場 440－ 61：13．81� 33．0�
612 ホクレアパパ 牡3鹿 56 三浦 皇成萱場 博史氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 426－ 21：14．12 14．2�
510 ベストバニヤン 牝3青鹿54 松岡 正海津村 靖志氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 434－ 61：14．2クビ 67．3	
714 ライングラン 牡3芦 56

54 △嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 シンボリ牧場 450＋ 4 〃 クビ 19．8

24 ニキーヤダイヤ 牝3栗 54 内田 博幸池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 458－ 41：14．41 7．4�
815 ブライティアマンボ 牝3鹿 54 木幡 初広小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 438＋10 〃 ハナ 256．9�
611 アインディアマント 牡3鹿 56 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 508－ 21：14．61� 100．0
59 トドロキカポネサン 牡3黒鹿56 村田 一誠原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 420－ 41：14．7クビ 133．1�
47 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 476－ 61：15．23 282．1�
12 タケデンアプローズ 牡3鹿 56 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B492－121：15．3クビ 21．5�
713 ムネニアオリボン 牡3鹿 56 田中 博康江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 500－141：15．51� 398．5�
35 リカーズココ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�宮内牧場 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 404－ 81：15．71 402．6�
23 カシノソウル 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 446＋ 21：16．02 484．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，718，800円 複勝： 37，878，500円 枠連： 12，498，200円
馬連： 47，996，100円 馬単： 34，280，900円 ワイド： 23，720，500円
3連複： 62，989，000円 3連単： 108，335，200円 計： 347，417，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 170円 枠 連（1－4） 320円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 300円 �� 470円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 197188 的中 � 68246（1番人気）
複勝票数 計 378785 的中 � 146375（1番人気）� 71818（2番人気）� 39995（3番人気）
枠連票数 計 124982 的中 （1－4） 29247（1番人気）
馬連票数 計 479961 的中 �� 107016（1番人気）
馬単票数 計 342809 的中 �� 41334（1番人気）
ワイド票数 計 237205 的中 �� 48565（1番人気）�� 18028（3番人気）�� 10173（6番人気）
3連複票数 計 629890 的中 ��� 53400（2番人気）
3連単票数 計1083352 的中 ��� 31608（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．0―12．7―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．9―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ン テ ネ オ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2012．7．22 札幌4着

2010．2．12生 牡3黒鹿 母 モンテチェリー 母母 ルベールターフ 4戦1勝 賞金 8，700，000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 ビックファントム号

06050 3月9日 晴 良 （25中山2）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時35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 サンマルスピリット 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 494± 01：56．8 3．6�
612 アサクサベルーガ 牡3黒鹿56 田中 勝春田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 5．2�
47 マイネルオルカーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 41：57．22� 40．1�
815 ブラックフライデー 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか 西村 和夫 466＋101：57．41� 22．8�
11 テ ン ミ ラ イ 牡3栗 56 大庭 和弥天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 466－ 41：57．5� 12．6�
12 ジェイサクセス �3栃栗56 的場 勇人	リーヴァ 矢野 英一 千歳 社台ファーム 476－101：57．6クビ 19．8

510 スティレット 牡3青鹿56 津村 明秀 	ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 462＋ 2 〃 クビ 27．2�
36 レッドエンブレム 牡3黒鹿56 田中 博康 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490－161：57．7クビ 68．3�
59 スキャットマン 牡3黒鹿 56

53 ▲原田 和真千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 446－ 81：58．02 193．2
24 アーリーボーイ 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 500－101：58．21� 95．4�
35 スペーストリップ 牡3栗 56 内田 博幸窪田 康志氏 高橋 文雅 新ひだか 山際牧場 490＋ 21：58．3クビ 2．8�
23 インキュベーター 牡3鹿 56 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 486－ 41：58．4� 11．4�
714 ザジャズダンス 牡3黒鹿56 武士沢友治平本 敏夫氏 小野 次郎 新冠 川上牧場 456－ 41：58．72 362．6�
816 ヒカルスターダスト 牡3黒鹿56 吉田 豊髙橋 京子氏 古賀 史生 むかわ 宇南山牧場 548＋141：58．8� 27．8�
611 レッドタイフーン 牡3鹿 56 田辺 裕信神林 幸一氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496－ 62：00．07 34．0�
48 カラダサンキュー 牡3鹿 56 江田 照男子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 422－ 82：00．42� 330．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，923，900円 複勝： 32，457，900円 枠連： 11，202，300円
馬連： 44，146，600円 馬単： 29，826，800円 ワイド： 21，468，300円
3連複： 58，304，600円 3連単： 93，045，200円 計： 310，375，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 200円 � 740円 枠 連（6－7） 850円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，630円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 24，610円

票 数

単勝票数 計 199239 的中 � 43838（2番人気）
複勝票数 計 324579 的中 � 65448（2番人気）� 47511（3番人気）� 8377（10番人気）
枠連票数 計 112023 的中 （6－7） 9819（4番人気）
馬連票数 計 441466 的中 �� 37387（3番人気）
馬単票数 計 298268 的中 �� 13120（5番人気）
ワイド票数 計 214683 的中 �� 12230（3番人気）�� 3126（18番人気）�� 2665（21番人気）
3連複票数 計 583046 的中 ��� 6898（22番人気）
3連単票数 計 930452 的中 ��� 2791（73番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．1―13．5―13．0―12．9―12．7―12．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．8―51．3―1：04．3―1：17．2―1：29．9―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルスピリット �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．9．9 中山12着

2010．4．19生 牡3鹿 母 ハートランドコマチ 母母 ハヤベニコマチ 6戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カッシーニ号・トゥルーブルー号

第２回 中山競馬 第５日



06051 3月9日 晴 良 （25中山2）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時05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

36 トシスプリング 牝3芦 54 柴田 善臣上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 408± 01：13．7 3．8�
714 フライングマオ 牝3黒鹿54 北村 宏司森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 434－12 〃 クビ 27．4�
815 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 438＋ 4 〃 ハナ 6．3�
24 ケージーササニシキ 牝3鹿 54 吉田 豊川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 470－ 21：13．91 18．1�
48 ヒラボクロマンス 牝3栗 54 田辺 裕信�平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 476－141：14．0� 20．9	
612 マリーズミイ 牝3鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B422－ 81：14．1� 9．7

23 ディアバイブル 牝3栗 54 木幡 初広ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 512＋ 4 〃 クビ 38．7�
11 アルマディヴァン 牝3栗 54 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 462－121：14．2クビ 19．7�
713 ニシノオドリコ 牝3栗 54 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 464＋ 21：14．73 51．3
59 ニ シ ノ ニ カ 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 472＋14 〃 アタマ 4．7�
510 ポークチョップ 牝3鹿 54 田中 勝春鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 458＋ 81：15．02 4．2�
611 ノーブルシャトル 牝3栗 54 津村 明秀吉木 伸彦氏 水野 貴広 様似 富田 恭司 450 ― 〃 ハナ 49．8�
12 シルバームーン 牝3芦 54 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 428－ 4 〃 クビ 126．2�
47 バライロノジンセイ 牝3芦 54

52 △杉原 誠人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 396－ 41：15．53 243．0�
35 レッドサファイア 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 荒木 貴宏 428＋ 41：15．82 329．5�
816 オーディション 牝3鹿 54 田中 博康 H.R.H．プリンセス・ハヤ 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B472＋141：16．33 77．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，654，000円 複勝： 36，615，600円 枠連： 14，669，900円
馬連： 47，053，900円 馬単： 31，053，600円 ワイド： 23，150，700円
3連複： 61，869，800円 3連単： 94，302，600円 計： 329，370，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 800円 � 180円 枠 連（3－7） 5，450円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 10，300円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 460円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 62，480円

票 数

単勝票数 計 206540 的中 � 43278（1番人気）
複勝票数 計 366156 的中 � 74923（1番人気）� 8495（9番人気）� 59135（3番人気）
枠連票数 計 146699 的中 （3－7） 1989（20番人気）
馬連票数 計 470539 的中 �� 6275（19番人気）
馬単票数 計 310536 的中 �� 2226（36番人気）
ワイド票数 計 231507 的中 �� 2646（23番人気）�� 13565（3番人気）�� 2432（25番人気）
3連複票数 計 618698 的中 ��� 4524（31番人気）
3連単票数 計 943026 的中 ��� 1114（192番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―12．6―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．9―47．5―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシスプリング �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2012．12．23 中山2着

2010．4．15生 牝3芦 母 ト シ ザ ミ カ 母母 サツマノンリー 4戦1勝 賞金 10，550，000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 ハッピーアンブルー号

06052 3月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25中山2）第5日 第4競走 ��2，880�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時35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 ティンバーウルフ 牡6栗 60 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム 446－ 23：16．0 3．4�

22 ローレルエルヴェル 牡8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＋ 43：16．1� 4．7�
56 アポロマーベリック 牡4鹿 59 平沢 健治アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 526＋203：16．63 16．7�
67 テ ル バ イ ク 牡5栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 472－ 83：16．7� 3．6�
79 サニーサイレンス 牡4栗 59 高野 和馬宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 466± 03：16．8� 10．9�
68 ランブリングローズ 牝6鹿 58 石神 深一草野 仁氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 484－ 63：17．01� 4．8	
55 ノーブルエース 牝6鹿 58 小野寺祐太榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 436＋163：17．63� 39．3

811 リアルクラシック �4鹿 59 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 444－143：18．13 99．4�
812 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 田村 太雅柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 454－ 23：18．95 76．8�
33 ブ リ ッ サ 牝4鹿 57 大江原 圭ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 488－ 43：20．510 58．2�
710	 スターファンタジア 牝4黒鹿57 黒岩 悠下井 道博氏 浜田多実雄 浦河 東栄牧場 454－103：21．99 61．2�
44 テ ン ペ ス タ 牡5栗 60 蓑島 靖典コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 530＋163：25．3大差 38．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，997，700円 複勝： 18，592，400円 枠連： 11，791，700円
馬連： 29，605，600円 馬単： 22，635，800円 ワイド： 13，614，400円
3連複： 41，618，100円 3連単： 77，549，800円 計： 228，405，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 170円 � 330円 枠 連（1－2） 570円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，010円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 9，470円

票 数

単勝票数 計 129977 的中 � 30783（1番人気）
複勝票数 計 185924 的中 � 45219（1番人気）� 30095（3番人気）� 10878（6番人気）
枠連票数 計 117917 的中 （1－2） 15502（3番人気）
馬連票数 計 296056 的中 �� 40473（1番人気）
馬単票数 計 226358 的中 �� 17332（1番人気）
ワイド票数 計 136144 的中 �� 19574（1番人気）�� 2920（11番人気）�� 2526（14番人気）
3連複票数 計 416181 的中 ��� 10621（9番人気）
3連単票数 計 775498 的中 ��� 6046（28番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 51．9－3F 39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティンバーウルフ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2009．11．14 東京9着

2007．3．29生 牡6栗 母 オリエントカラー 母母 パ ル セ イ ト 障害：17戦1勝 賞金 22，230，000円
〔制裁〕 アポロマーベリック号の騎手平沢健治は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5番）



06053 3月9日 晴 良 （25中山2）第5日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時25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
1：58．2
1：56．1

良
良

36 マンインザムーン 牡3芦 56 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494－ 42：01．8 5．1�
24 シンボリジャズ 牡3鹿 56 田辺 裕信シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 476－ 4 〃 クビ 17．8�
510 ヒカルエリントン 牡3鹿 56 内田 博幸髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 534－ 22：01．9� 1．6�
47 ベストフォンテン 牡3鹿 56 松岡 正海吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 474－ 42：02．53� 30．4�
23 ヤマニンアドーレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 424－ 42：02．6� 31．5�
815 グ リ ー ド 牝3鹿 54 石橋 脩田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 500＋ 62：02．7� 101．6	
611 ローレルラスター 牡3鹿 56 的場 勇人 
ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 474＋ 22：02．8� 154．2�
714 ヴェリタラブ 牝3鹿 54 三浦 皇成山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 430－10 〃 クビ 16．1�
12 セビジャーナス 牝3黒鹿54 武士沢友治加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 418－ 22：03．43� 132．5
59 ヤマチョウボス 牡3鹿 56 吉田 豊長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 484－ 62：03．5クビ 28．2�
816 マ イ ネ ロ ア 牝3黒鹿54 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 22：03．82 425．0�
35 グリーティングワン 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B424－ 42：04．65 326．0�

612 プライベイトポスト 牡3栗 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新ひだか 福岡 清 448＋ 42：05．02� 257．6�
11 ハッピーキャスト 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 476－ 42：05．53 159．9�
713 ボールドカーナ 牡3青鹿56 柴田 大知増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 新冠橋本牧場 468－ 62：05．82 42．9�
48 ラッフルズチョイス 牡3鹿 56 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440－ 6 （競走中止） 8．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，958，800円 複勝： 99，748，300円 枠連： 16，608，700円
馬連： 62，027，600円 馬単： 50，994，800円 ワイド： 28，082，100円
3連複： 78，186，800円 3連単： 158，428，800円 計： 523，035，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 300円 � 110円 枠 連（2－3） 2，700円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 760円 �� 180円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 19，330円

票 数

単勝票数 計 289588 的中 � 45394（2番人気）
複勝票数 計 997483 的中 � 90781（2番人気）� 28460（5番人気）� 685805（1番人気）
枠連票数 計 166087 的中 （2－3） 4556（9番人気）
馬連票数 計 620276 的中 �� 9805（11番人気）
馬単票数 計 509948 的中 �� 3874（21番人気）
ワイド票数 計 280821 的中 �� 7297（9番人気）�� 51856（1番人気）�� 18618（4番人気）
3連複票数 計 781868 的中 ��� 41146（3番人気）
3連単票数 計1584288 的中 ��� 6050（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．9―48．2―1：00．7―1：12．7―1：25．2―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3
7，15（6，16）（3，10）（4，8）－2－（1，12）（9，14）（13，11）5
7，15（6，16，10）（4，3）＝2－14－（12，11）－9，5－1，13

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

勝馬の
紹 介

マンインザムーン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．24 中山2着

2010．2．25生 牡3芦 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔競走中止〕 ラッフルズチョイス号は，競走中に疾病〔右中手骨開放骨折〕を発症し，向正面で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 タカトーエルザー号

06054 3月9日 晴 良 （25中山2）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時55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
1：08．7
1：08．7

重
重

612 エ ス ト ー ケ 牡3鹿 56 武士沢友治山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 出羽牧場 472 ―1：14．2 27．2�
11 サクラベリー 牝3鹿 54 石橋 脩�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 新和牧場 478 ―1：14．3� 4．9�
36 クラウンビュレット 牡3鹿 56 中谷 雄太矢野 悦三氏 小野 次郎 新ひだか 松田牧場 488 ―1：14．51� 26．7�
48 キスミーソフトリー 牝3黒鹿54 田中 勝春中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 有限会社中

田牧場 426 ―1：14．71� 7．3�
714 キネオローズ 牝3鹿 54 江田 照男ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 462 ―1：15．44 6．9�
510 アキノアッパー 牡3栗 56 西田雄一郎穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 442 ―1：15．71� 16．9	
35 メリアブーケ 牝3鹿 54 田辺 裕信 
サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ―1：16．33� 2．2�
816 コミュニティ 牡3栗 56 石神 深一西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 474 ―1：16．51� 232．1�
713 スペクトルカラー 牝3栗 54 村田 一誠青山 洋一氏 田中 剛 新冠 新冠橋本牧場 446 ―1：16．92� 60．6
815 バウティスタ 牝3栗 54 吉田 豊関 駿也氏 尾関 知人 宮城 関兵牧場 496 ― 〃 ハナ 44．6�
12 イチゴダマシイ 牡3黒鹿56 二本柳 壮合同会社ノルディック小桧山 悟 浦河 富菜牧場 456 ―1：17．0� 129．5�
47 ル ツ ェ ル ン 牡3栗 56 小島 太一石川 幸司氏 牧浦 充徳 日高 豊郷牧場 506 ―1：17．95 20．7�
611 ウェットサンプ 牝3黒鹿54 黒岩 悠石川 幸司氏 中川 公成 新ひだか 徳本 幸雄 476 ―1：18．21� 23．7�
59 エムズティアラ 牝3鹿 54 木幡 初広 
クローバー商事 古賀 史生 新冠 飯島 功典 414 ―1：18．3� 60．3�
23 インデマンド 牡3栗 56 小野寺祐太島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 428 ― 〃 ハナ 358．0�
24 トーアルパン 牡3鹿 56 田中 博康高山ランド� 菊沢 隆徳 豊浦トーア牧場 B482 ―1：21．4大差 55．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，169，100円 複勝： 26，034，000円 枠連： 15，875，500円
馬連： 41，342，100円 馬単： 29，867，400円 ワイド： 19，014，800円
3連複： 51，685，200円 3連単： 85，963，200円 計： 289，951，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 590円 � 200円 � 650円 枠 連（1－6） 3，210円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 16，680円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 6，020円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 39，490円 3 連 単 ��� 255，810円

票 数

単勝票数 計 201691 的中 � 5847（9番人気）
複勝票数 計 260340 的中 � 10264（7番人気）� 43884（2番人気）� 9261（8番人気）
枠連票数 計 158755 的中 （1－6） 3657（12番人気）
馬連票数 計 413421 的中 �� 5445（15番人気）
馬単票数 計 298674 的中 �� 1322（48番人気）
ワイド票数 計 190148 的中 �� 3004（13番人気）�� 761（54番人気）�� 2670（18番人気）
3連複票数 計 516852 的中 ��� 966（100番人気）
3連単票数 計 859632 的中 ��� 248（553番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．6―12．3―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ス ト ー ケ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 メジロライアン 初出走

2010．3．12生 牡3鹿 母 エ ア コ コ 母母 クールドフランス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアルパン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月9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26頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）26頭 アイティアジュデ号・アルファカリナエ号・アンケセナーメン号・エターナルヒーロー号・オーゴンプリンス号・

カシマキャンドル号・カレンナデルガード号・キラキラムーン号・グラスボンズ号・コスタアレグレ号・
サウスエンペラー号・ショウナンヤマト号・ジークルーネ号・スパイグラスヒル号・ダイアゴナルクロス号・
ダイワモンド号・テヅルモヅル号・デルマネコムスメ号・トウケイゴールド号・ナムライッポン号・
ニシノグローレ号・ノアメロディ号・ビビットオレンジ号・ヒーフーミーチャン号・ポントマイコ号・
レッドジュピター号



06055 3月9日 晴 良 （25中山2）第5日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時25分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量

本 賞 7，000，000円 2，300，000
2，300，000

円
円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

44 ガ チ バ ト ル 牡3栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 444＋ 41：35．4 6．4�
22 レッドヴィーヴォ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 61：35．61� 13．0�
68 サクラグランレーヴ 牡3鹿 56 北村 宏司�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 新和牧場 456± 0 〃 同着 27．8�
79 カ ケ ダ シ 牡3鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 ハナ 5．3�
33 マイネルブルズアイ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 462± 0 〃 クビ 4．3�
56 ユキノユウダン 牡3栗 56 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 428＋ 41：35．7� 18．8	
67 トルークマクト 牡3鹿 56 嘉藤 貴行
ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 438－ 21：35．8� 86．4�
55 サトノアビリティ 牡3栗 56 石橋 脩里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 518－ 2 〃 アタマ 4．0�
710 グラスソニック 牡3栗 56 津村 明秀半沢
 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 460－ 61：36．22� 16．6
811 スズノフウジン 牡3栗 56 松岡 正海小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 492－ 81：37．69 12．2�
11 � サザランディー 牝3黒鹿54 村田 一誠
村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 458＋ 2 〃 クビ 198．8�
812 プレイアップ 牝3鹿 54 田辺 裕信 
サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422± 01：37．81� 9．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，799，000円 複勝： 43，136，200円 枠連： 16，831，800円
馬連： 62，394，600円 馬単： 38，901，900円 ワイド： 27，119，700円
3連複： 72，636，300円 3連単： 124，879，200円 計： 410，698，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 250円 �
�

390円
770円 枠 連（2－4）（4－6）

2，360円
3，190円

馬 連 ��
��

2，000円
3，860円 馬 単 ��

��
3，660円
6，720円

ワ イ ド ��
��

1，230円
1，910円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 29，590円 3 連 単 ���
���

66，700円
85，490円

票 数

単勝票数 計 247990 的中 � 30721（4番人気）
複勝票数 計 431362 的中 � 53888（4番人気）� 28652（7番人気）� 12989（10番人気）
枠連票数 計 168318 的中 （2－4） 2644（19番人気）（4－6） 1939（23番人気）
馬連票数 計 623946 的中 �� 11653（19番人気）�� 5912（33番人気）
馬単票数 計 389019 的中 �� 3949（35番人気）�� 2129（60番人気）
ワイド票数 計 271197 的中 �� 5581（18番人気）�� 3499（29番人気）�� 1911（41番人気）
3連複票数 計 726363 的中 ��� 1812（96番人気）
3連単票数 計1248792 的中 ��� 691（466番人気） ��� 539（543番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―47．2―59．4―1：11．6―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ガ チ バ ト ル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2012．7．29 新潟4着

2010．5．28生 牡3栗 母 ツキノロマン 母母 シヨノロマン 8戦2勝 賞金 17，738，000円
〔制裁〕 マイネルブルズアイ号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・1

番）

06056 3月9日 晴 良 （25中山2）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 ツインエンジェルズ 牝5青 55 横山 典弘吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 448＋ 81：55．7 2．7�
66 ウエスタンルーチェ 牝4黒鹿55 石神 深一西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 444－ 6 〃 クビ 75．6�
78 ケイツークロート 牝4栗 55 田中 勝春楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 462± 01：56．55 38．7�
77 コスモレイラ 牝4青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 482± 01：56．6� 53．7�
33 ノーブルガイア 牝4黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 442＋101：56．7クビ 22．4�
11 � クリノソーニャ 牝8鹿 55 木幡 初広栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 452＋ 61：56．8� 29．0	
89 ラ ン ブ イ エ 牝5青 55 松岡 正海吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 496＋321：57．22� 8．1

810 フ ォ ー ミ ー 牝5鹿 55 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 476－ 61：57．62� 4．4�
55 ラブリースター 牝4栃栗55 石橋 脩長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 41：57．7� 5．6
44 サ ラ フ ァ ン 牝4栗 55 内田 博幸�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 476＋101：58．55 4．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，259，100円 複勝： 29，755，300円 枠連： 15，002，200円
馬連： 50，760，500円 馬単： 37，635，400円 ワイド： 20，042，800円
3連複： 64，647，400円 3連単： 134，164，200円 計： 375，266，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 940円 � 1，110円 枠 連（2－6） 5，210円

馬 連 �� 7，580円 馬 単 �� 11，910円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 2，490円 �� 12，510円

3 連 複 ��� 49，090円 3 連 単 ��� 330，050円

票 数

単勝票数 計 232591 的中 � 68024（1番人気）
複勝票数 計 297553 的中 � 70696（1番人気）� 6669（8番人気）� 5582（10番人気）
枠連票数 計 150022 的中 （2－6） 2126（17番人気）
馬連票数 計 507605 的中 �� 4948（22番人気）
馬単票数 計 376354 的中 �� 2333（37番人気）
ワイド票数 計 200428 的中 �� 2980（20番人気）�� 1988（25番人気）�� 386（45番人気）
3連複票数 計 646474 的中 ��� 972（81番人気）
3連単票数 計1341642 的中 ��� 300（462番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―13．3―13．2―12．6―12．9―12．8―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．1―51．3―1：03．9―1：16．8―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ツインエンジェルズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2010．9．18 中山2着

2008．2．9生 牝5青 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel 18戦2勝 賞金 33，710，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06057 3月9日 晴 良 （25中山2）第5日 第9競走 ��
��1，200�

ぼ う そ う

房 総 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

816 サイレントソニック 牝5黒鹿55 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 456± 01：08．2 4．2�
35 ミヤジエムジェイ 牡5鹿 57 柴田 善臣曽我 司氏 岩元 市三 浦河 村中牧場 502＋ 2 〃 クビ 3．8�
11 ジ ル コ ニ ア 牝6栗 55 西田雄一郎下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 484－ 21：08．3クビ 15．6�
48 � カディーシャ 牝4栗 55 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 422＋ 41：08．4	 8．5�
611 アブマーシュ 牝4鹿 55 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 480＋ 2 〃 ハナ 17．6	
510� タニマサホーク 牡6鹿 57 村田 一誠谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 502－ 61：08．5	 84．8

713 モ ト ヒ メ 牝6鹿 55 津村 明秀黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド 444－ 21：08．6	 67．5�
24 メイショウデューイ 牡7鹿 57 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 484± 01：08．7	 259．4�
36 レッドエレンシア 牝5黒鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 426＋ 21：08．8	 5．3
714� ケンブリッジヒーロ 牡5栗 57 横山 典弘中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 470± 0 〃 クビ 12．1�
815
 アポロノカンザシ 牝5栗 55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B444－ 41：09．01� 15．1�
12 ヒカルマイソング �4栗 57 内田 博幸高橋 光氏 戸田 博文 登別 青藍牧場 476－10 〃 ハナ 12．1�
612 コスモアクセス 牝4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 21：09．1 57．9�
47 シセイハヤテ 牡8鹿 57 大庭 和弥猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム 466－ 81：09．73	 249．0�
59 ヤサカシャイニー 牝5栗 55 田中 勝春志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 466＋101：09．8	 61．7�
23 ゲーリックストーム 牡5鹿 57 松岡 正海 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム B504－ 81：11．18 33．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，113，100円 複勝： 53，210，400円 枠連： 33，202，900円
馬連： 98，235，000円 馬単： 55，778，700円 ワイド： 37，484，300円
3連複： 113，638，800円 3連単： 200，529，700円 計： 622，192，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 160円 � 360円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，240円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 24，230円

票 数

単勝票数 計 301131 的中 � 57818（2番人気）
複勝票数 計 532104 的中 � 88164（2番人気）� 103788（1番人気）� 30301（8番人気）
枠連票数 計 332029 的中 （3－8） 63163（1番人気）
馬連票数 計 982350 的中 �� 75905（2番人気）
馬単票数 計 557787 的中 �� 20181（3番人気）
ワイド票数 計 374843 的中 �� 23651（2番人気）�� 7077（18番人気）�� 10125（8番人気）
3連複票数 計1136388 的中 ��� 15050（16番人気）
3連単票数 計2005297 的中 ��� 6108（56番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．0―11．4―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．2―44．6―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 1（3，15）5，9，6（11，10）8（12，13）（14，16）（2，4）－7 4 1，3（6，15，5）（8，11，9）（13，10）（12，16）（14，4）2－7

勝馬の
紹 介

サイレントソニック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2010．6．26 福島1着

2008．2．16生 牝5黒鹿 母 ムーンライトガーデンズ 母母 Bee My Vision 21戦4勝 賞金 70，193，000円
〔制裁〕 ゲーリックストーム号の騎手松岡正海は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）

サイレントソニック号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 タマニューホープ号・ツインクルスター号・ブルーピアス号・プロスペラスマム号・メイショウハガクレ号

06058 3月9日 晴 良 （25中山2）第5日 第10競走 ��
��2，500�サンシャインステークス

発走15時10分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．3．10以降25．3．3まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．5
2：29．5

良
良

23 クリールカイザー 牡4栗 55 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474－ 22：34．0 5．7�
611 タ イ タ ン 牡5栗 55 内田 博幸深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 470－ 2 〃 クビ 6．0�
510 マイネルマーク 牡5青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B464－ 2 〃 ハナ 6．5�
11 ブリッジクライム 牝4鹿 53 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 454－ 62：34．1クビ 3．7�
36 ジャングルハヤテ 牡6黒鹿54 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 482－ 8 〃 クビ 80．7�
48 ユウキソルジャー 牡4鹿 57 村田 一誠ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 434－ 62：34．2� 8．1	
713 メイショウジンム 牡7鹿 55 柴田 善臣松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 444－ 82：34．3� 37．3

47 ケニアブラック 牡7鹿 56 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 472－ 22：34．4クビ 8．2�
612 シンボリボルドー 牡6鹿 52 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 464－ 6 〃 ハナ 155．5�
714 サイモントルナーレ 牡7栗 54 田辺 裕信澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 458－ 42：34．5� 70．3
816 タニノエポレット 牡6鹿 57 石橋 脩谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 510－ 42：34．6� 23．8�
35 メルヴェイユドール 牝6黒鹿53 杉原 誠人 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 8 〃 ハナ 75．8�
59 セイカプレスト 牡7黒鹿54 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 468± 0 〃 クビ 160．4�
815 タイキプレミアム 牡4鹿 55 三浦 皇成�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 468－ 82：34．91� 12．1�
12 	 アサティスボーイ 牡9鹿 54 江田 照男廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー

ファーム 462－ 22：35．22 101．3�
24 ホノカアボーイ 牡5黒鹿54 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 464－ 62：38．1大差 30．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，607，700円 複勝： 72，961，800円 枠連： 34，900，300円
馬連： 142，194，900円 馬単： 71，330，400円 ワイド： 50，276，700円
3連複： 165，134，500円 3連単： 275，555，800円 計： 852，962，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 210円 � 210円 枠 連（2－6） 1，990円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 750円 �� 760円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 23，900円

票 数

単勝票数 計 406077 的中 � 57131（2番人気）
複勝票数 計 729618 的中 � 99936（2番人気）� 92788（3番人気）� 89973（4番人気）
枠連票数 計 349003 的中 （2－6） 12956（12番人気）
馬連票数 計1421949 的中 �� 55009（7番人気）
馬単票数 計 713304 的中 �� 13861（11番人気）
ワイド票数 計 502767 的中 �� 16682（9番人気）�� 16413（10番人気）�� 16091（11番人気）
3連複票数 計1651345 的中 ��� 28953（13番人気）
3連単票数 計2755558 的中 ��� 8512（64番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．6―31．2―44．0―56．5―1：09．1―1：21．8―1：34．7―1：46．8―1：58．4―2：10．1―2：21．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリールカイザー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2011．11．19 東京2着

2009．5．8生 牡4栗 母 スマイルコンテスト 母母 コクトビューティー 14戦4勝 賞金 67，913，000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 マイネルメダリスト号



06059 3月9日 晴 良 （25中山2）第5日 第11競走 ��
��1，600�アネモネステークス

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

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．7
1：30．7

良
良

35 クラウンロゼ 牝3鹿 54 三浦 皇成矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 450－ 21：34．7 3．6�
12 ジーニマジック 牝3鹿 54 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 470＋ 41：34．8� 4．4�
816 サクラディソール 牝3鹿 54 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 422－ 61：35．01� 3．3�
714 ウ リ ウ リ 牝3青 54 吉田 豊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 426－121：35．1� 12．6�
713 マカゼコイカゼ 牝3鹿 54 田辺 裕信國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 430＋ 41：35．2	 21．8�
612 ネロディアマンテ 牝3青 54 石橋 脩 	サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 41：35．3� 6．1

611 カスティエル 牝3鹿 54 柴田 善臣 P.G．ファッジ氏 尾関 知人 新ひだか 出羽牧場 438＋ 41：35．4クビ 39．1�
48 エバーグレーズ 牝3黒鹿54 武士沢友治 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム 434－ 41：35．82	 118．2�
36 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 450－ 8 〃 クビ 320．0
815 メイショウツバクロ 牝3鹿 54 津村 明秀松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 464－ 61：35．9	 35．3�
47 プラティーヌ 牝3鹿 54 北村 宏司伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 454－161：36．21� 119．4�
11 ナムラビジン 牝3鹿 54 松岡 正海奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 462－ 61：36．41	 19．9�
24 アイサレジョウズ 牝3鹿 54 嶋田 純次	ミルファーム 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 406＋ 61：36．5	 74．0�
23 ファンアットコート 牝3鹿 54 柴田 大知	ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 450－101：36．6� 154．1�
510 ハヤブサペコチャン 牝3栗 54 江田 照男武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 61：37．34 97．0�
59 モーニングムーン 牝3栗 54 木幡 初広	ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 454＋121：37．61� 148．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，753，000円 複勝： 98，471，500円 枠連： 65，690，200円
馬連： 283，404，000円 馬単： 159，313，600円 ワイド： 84，981，600円
3連複： 336，472，000円 3連単： 694，730，600円 計： 1，792，816，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 150円 � 140円 枠 連（1－3） 630円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 290円 �� 270円 �� 310円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 697530 的中 � 152734（2番人気）
複勝票数 計 984715 的中 � 181770（2番人気）� 172676（3番人気）� 206254（1番人気）
枠連票数 計 656902 的中 （1－3） 77597（2番人気）
馬連票数 計2834040 的中 �� 290506（2番人気）
馬単票数 計1593136 的中 �� 86116（3番人気）
ワイド票数 計 849816 的中 �� 74126（2番人気）�� 82639（1番人気）�� 65598（3番人気）
3連複票数 計3364720 的中 ��� 287718（1番人気）
3連単票数 計6947306 的中 ��� 125354（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．1―47．0―58．9―1：11．2―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

クラウンロゼ �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 ヒシアケボノ デビュー 2012．11．24 東京1着

2010．3．18生 牝3鹿 母 ヒ シ ア ス カ 母母 ヒシカデイーナ 3戦3勝 賞金 61，015，000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 ハーモニーフェア号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりクラウンロゼ号・ジーニマジック号は，桜花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。

06060 3月9日 晴 良 （25中山2）第5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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

48 ジ ャ ン ナ 牡5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 496＋ 22：36．3 35．3�
23 タ ナ ト ス 牡5黒鹿 57

55 △杉原 誠人榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 460＋ 42：36．51� 9．9�
612 トーセンセカイオー 牡4鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 484＋ 2 〃 アタマ 8．6�
510 テーオーストーム 牡7鹿 57 津村 明秀小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 488－ 42：36．71 259．6�
24 リーゼントブルース 牡4芦 56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B478± 0 〃 クビ 2．6�
714 メイショウブンブク 牡7栗 57 柴田 善臣松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 466± 02：36．8� 55．6	
36 メイスンキャプテン 牡4栗 56 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 510± 02：36．9クビ 5．8

11 タマモブラウン 牡5鹿 57 田中 勝春タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 496－ 42：37．0	 40．2�
12 テイエムデジタル 牡4鹿 56

53 ▲伴 啓太竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 488－ 42：37．21
 36．2
59 エーペックス 牡4青鹿56 江田 照男�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 512－ 22：37．41
 86．9�
47 ロケットダイヴ 牡6鹿 57 三浦 皇成山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450－ 22：37．5� 13．1�
815 インパルション 牡4鹿 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 460－ 4 〃 クビ 5．3�
35 � レッドデセーオ 牝5栗 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 490－ 62：38．03 20．9�
713 フィルハーマジック 牝5鹿 55 吉田 豊�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 458± 02：38．1クビ 70．7�
611 ト リ ノ 牡5栗 57

55 △嶋田 純次北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 500－ 6 〃 クビ 27．3�
816 サウスパシフィック 牡4鹿 56 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 512－142：39．710 127．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，391，600円 複勝： 86，182，700円 枠連： 41，313，800円
馬連： 146，877，900円 馬単： 85，235，200円 ワイド： 60，724，800円
3連複： 186，696，600円 3連単： 347，521，500円 計： 1，005，944，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，530円 複 勝 � 730円 � 360円 � 340円 枠 連（2－4） 1，030円

馬 連 �� 13，590円 馬 単 �� 30，450円

ワ イ ド �� 4，380円 �� 4，700円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 43，200円 3 連 単 ��� 347，530円

票 数

単勝票数 計 513916 的中 � 11496（9番人気）
複勝票数 計 861827 的中 � 28499（8番人気）� 65100（5番人気）� 70698（4番人気）
枠連票数 計 413138 的中 （2－4） 29864（4番人気）
馬連票数 計1468779 的中 �� 7979（38番人気）
馬単票数 計 852352 的中 �� 2066（86番人気）
ワイド票数 計 607248 的中 �� 3400（45番人気）�� 3163（46番人気）�� 6828（22番人気）
3連複票数 計1866966 的中 ��� 3190（114番人気）
3連単票数 計3475215 的中 ��� 738（792番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．4―12．9―14．0―14．0―14．0―13．0―12．6―12．7―12．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．0―37．4―50．3―1：04．3―1：18．3―1：32．3―1：45．3―1：57．9―2：10．6―2：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F51．0―3F38．4
1
�
4，5，9（2，3）（10，11）14（6，16）8（7，13）－（12，15）－1・（4，5，9）（2，3，14）11（10，8）6（7，13，16，15）－12，1

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ン ナ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2010．7．18 新潟8着

2008．3．20生 牡5鹿 母 エ ー ゲ リ ア 母母 Girl of Gold 24戦4勝 賞金 52，840，000円



（25中山2）第5日 3月9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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

205，790，000円
2，080，000円
7，260，000円
1，560，000円
18，420，000円
67，353，000円
5，206，400円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
362，345，800円
635，044，600円
289，587，500円
1，056，038，800円
646，854，500円
409，680，700円
1，293，879，100円
2，395，005，800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 7，088，436，800円

総入場人員 18，459名 （有料入場人員 16，838名）
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