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06037 3月9日 晴 良 （26中山2）第4日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 エスティレジェンド 牝3黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 446＋ 21：58．3 4．1�

11 ハタノエンジェル 牝3鹿 54 柴田 善臣 �グッドラック・ファーム 藤沢 和雄 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 474± 01：58．51� 3．0�

714 デルマシズカチャン 牝3栗 54 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 462± 01：58．6� 23．5�
35 ノルウェーノモリ 牝3栗 54 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 462－ 61：58．7クビ 46．0�
59 アイヅラブリー 牝3鹿 54 武士沢友治真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 452－ 21：58．8� 28．3	
611 リースリング 牝3栗 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 436－ 61：59．22� 22．9

510 ランデックハーツ 牝3鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 488± 01：59．4� 93．2�
36 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B444－ 21：59．61� 233．7�
713 ローゼクヴァルツ 牝3青 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 ハナ 9．6
24 テ ン テ マ リ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 430± 02：00．13 71．8�
12 ドラゴンボーテ 牝3青鹿54 木幡 初広西村 静子氏 石毛 善彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 414± 02：00．31 273．6�
23 ベルモントビジン 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �ベルモントファーム堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム 456－ 22：00．4� 138．1�
816 ミスティックアート 牝3黒鹿54 三浦 皇成飯田 正剛氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 494＋ 22：00．5� 87．1�
47 キネオダンサー 牝3鹿 54 後藤 浩輝吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 4 〃 アタマ 3．3�
48 テンノハゴロモ 牝3鹿 54 田辺 裕信天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 470＋ 82：02．09 14．0�
612 コットンウッド 牝3栗 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 石栗 龍彦 新冠 ヒカル牧場 374－102：05．7大差 136．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，147，600円 複勝： 41，187，500円 枠連： 18，152，200円
馬連： 63，344，900円 馬単： 39，029，200円 ワイド： 29，995，400円
3連複： 83，960，800円 3連単： 133，668，700円 計： 431，486，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 150円 � 360円 枠 連（1－8） 620円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 350円 �� 970円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 15，630円

票 数

単勝票数 計 221476 的中 � 43551（3番人気）
複勝票数 計 411875 的中 � 73585（3番人気）� 91793（1番人気）� 21938（6番人気）
枠連票数 計 181522 的中 （1－8） 21865（3番人気）
馬連票数 計 633449 的中 �� 66879（3番人気）
馬単票数 計 390292 的中 �� 18137（5番人気）
ワイド票数 計 299954 的中 �� 23818（2番人気）�� 7219（9番人気）�� 6092（12番人気）
3連複票数 計 839608 的中 ��� 17312（9番人気）
3連単票数 計1336687 的中 ��� 6315（42番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―13．5―13．6―12．8―12．8―13．4―13．3―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―38．3―51．9―1：04．7―1：17．5―1：30．9―1：44．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．6―3F40．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

エスティレジェンド �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．10．6 東京3着

2011．2．28生 牝3黒鹿 母 トーセンレジェンド 母母 スプリングコート 6戦1勝 賞金 9，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コットンウッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アヴェクトワ号・ダイワナッティー号・ラフィナート号
（非抽選馬） 1頭 コイフブキ号

06038 3月9日 晴 良 （26中山2）第4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

23 オメガグランディス 牡3鹿 56 戸崎 圭太原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 488＋ 21：57．7 2．3�
48 ビックナジョーカー 牡3鹿 56 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー

ブル 464＋ 21：57．91� 4．1�
510 ゴールデンスピン 牡3栗 56 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 492＋ 41：58．11� 5．4�
816 シンザンプロスパー 牡3鹿 56 西田雄一郎平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 細川牧場 524＋ 81：58．31� 39．1�
815 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56 蛯名 正義 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 446－ 2 〃 クビ 18．4�
24 ジーガークリスタル 牡3鹿 56 田辺 裕信�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 538＋ 81：58．4クビ 9．5	
59 ザッツフェイマス 牡3芦 56 津村 明秀有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム 482± 01：59．03� 11．0

35 クランキングアップ 牡3黒鹿56 柴山 雄一松田 整二氏 田島 俊明 浦河 村下農場 464－101：59．1� 216．1�
12 パワーショット 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 452＋10 〃 アタマ 397．6�
611 トウショウトルネド 牡3栗 56 吉田 豊トウショウ産業 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450－ 81：59．63 214．8�
713 バンダムギムレット 牡3黒鹿56 松山 弘平山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 430－101：59．7� 132．8�
11 エスティリリー 牝3黒鹿54 北村 宏司島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 42：00．02 40．0�
47 ヒロソーラー 牡3鹿 56 武士沢友治富岡己代子氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 482－ 62：00．21� 20．0�
36 エスティリメイク 牝3栗 54 吉田 隼人 �エスティファーム 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 22：00．62� 282．3�
714 エーブリンカーン 牡3鹿 56 菅原 隆一 レーシングホース

ジャパン 蛯名 利弘 浦河 大道牧場 466－ 62：03．4大差 124．7�
（15頭）

612 デジタルフラッシュ 牡3栗 56 後藤 浩輝有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 26，186，600円 複勝： 45，412，600円 枠連： 19，729，200円
馬連： 57，436，300円 馬単： 39，437，700円 ワイド： 29，221，400円
3連複： 78，989，400円 3連単： 133，362，400円 計： 429，775，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（2－4） 360円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 240円 �� 320円 �� 330円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 261866 的中 � 93137（1番人気）
複勝票数 計 454126 的中 � 109397（1番人気）� 96914（2番人気）� 68627（3番人気）
枠連票数 計 197292 的中 （2－4） 41366（1番人気）
馬連票数 計 574363 的中 �� 80808（1番人気）
馬単票数 計 394377 的中 �� 32899（1番人気）
ワイド票数 計 292214 的中 �� 32529（1番人気）�� 22063（2番人気）�� 21147（3番人気）
3連複票数 計 789894 的中 ��� 61744（1番人気）
3連単票数 計1333624 的中 ��� 30453（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―38．2―51．7―1：04．9―1：17．9―1：30．6―1：43．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オメガグランディス �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．10．6 東京8着

2011．3．4生 牡3鹿 母 オメガトゥルカラー 母母 レリックレーヌ 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 デジタルフラッシュ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーブリンカーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ガラパゴス号
（非抽選馬） 1頭 バルコドール号

第２回 中山競馬 第４日



06039 3月9日 晴 良 （26中山2）第4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）
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

816 ワキノコクリュウ 牡3青鹿56 後藤 浩輝脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 池田牧場 528 ―1：12．6 1．5�
36 ゴールデンスピード 牡3芦 56 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 浦河 三好牧場 474 ―1：13．23� 9．9�
713 ハ ツ コ イ 牝3鹿 54 横山 典弘内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 450 ―1：13．3� 9．3�
510 エアマチルド 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 442 ―1：13．83 30．9�
11 アルファエクサ 牡3芦 56 丹内 祐次�貴悦 清水 英克 新冠 石郷岡 雅樹 436 ―1：14．01� 64．1�
48 ツリーチャイム 牝3鹿 54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ―1：14．53 6．9	
59 マルヨグラス 牡3栗 56 西田雄一郎野村 春行氏 浅野洋一郎 えりも 上島牧場 446 ―1：14．6クビ 82．7

23 ハートオブジュン 牝3鹿 54 内田 博幸林 啓二氏 松山 将樹 浦河 信成牧場 486 ―1：15．45 16．5�
714 ワ ン ハ ー ト 牝3栗 54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 和田正一郎 平取 船越 伸也 492 ―1：15．82� 85．8�
611 ミライヨソウズ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 442 ―1：15．9	 155．2
35 ドックオブザベイ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426 ―1：16．53� 28．2�
24 タカベラジオ 牝3芦 54 柴山 雄一北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 見上牧場 510 ―1：16．92� 131．6�
612 カヴァートウショウ 牝3鹿 54 菅原 隆一トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 428 ―1：17．64 223．6�
12 ア ウ グ ル 牝3栗 54 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496 ―1：18．45 33．9�
815 スマイルグッド 牝3鹿 54 西村 太一�大北牧場 新開 幸一 浦河 大北牧場 422 ―1：18．71	 315．3�
47 ラブオールウェイ 牝3鹿 54 田中 勝春栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 410 ―1：21．7大差 78．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，162，900円 複勝： 45，925，600円 枠連： 17，954，000円
馬連： 58，610，500円 馬単： 45，494，500円 ワイド： 26，865，900円
3連複： 73，574，300円 3連単： 133，582，300円 計： 435，170，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 170円 枠 連（3－8） 530円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 330円 �� 240円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 4，670円

票 数

単勝票数 計 331629 的中 � 177881（1番人気）
複勝票数 計 459256 的中 � 184343（1番人気）� 41449（4番人気）� 56062（3番人気）
枠連票数 計 179540 的中 （3－8） 25441（2番人気）
馬連票数 計 586105 的中 �� 57028（3番人気）
馬単票数 計 454945 的中 �� 36262（3番人気）
ワイド票数 計 268659 的中 �� 20659（3番人気）�� 32340（1番人気）�� 7048（10番人気）
3連複票数 計 735743 的中 ��� 34753（3番人気）
3連単票数 計1335823 的中 ��� 21155（6番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―12．1―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―46．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノコクリュウ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Honour and Glory 初出走

2011．4．21生 牡3青鹿 母 オナーザミント 母母 ストームザミント 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アウグル号・スマイルグッド号・ラブオールウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成26年4月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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 コウギョウバクシン号・シャレードレジーナ号・ショッキングコート号・スピリットチャイム号・

ダイヤモンドキララ号・ドゥーイット号・メチャンコハヤイヨ号・ララマドンナ号

06040 3月9日 晴 良 （26中山2）第4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）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

815 ロワジャルダン 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 41：55．8 3．8�
48 サトノバリアント 牡3鹿 56 松山 弘平里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 436－ 81：56．01� 5．4�
510 アサクサスターズ 牡3栗 56 川田 将雅田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482＋ 61：56．21� 10．5�
816 グラスプリマ 牝3鹿 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 522－ 41：56．51� 16．8�
23 ノースショアビーチ 牡3鹿 56 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム 486－ 21：56．82 12．0	
36 コスモラヴモア 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 476－ 41：56．9クビ 72．6

11 ブルーボサノヴァ 牝3栗 54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 B472－ 21：57．0� 128．6�
35 フジノゴトク 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 502－ 21：57．21� 4．6�
24 スワーヴカイザー 牡3青 56 内田 博幸諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：57．3� 6．0
612 トゥインクリング 牡3栗 56 北村 宏司スリースターズレーシング 田村 康仁 浦河 ミルファーム 504± 01：57．4� 99．9�
59 � ア オ チ ャ ン 牝3青 54 津村 明秀山本 武司氏 高市 圭二 新冠 中本 隆志 426± 01：57．61 189．5�
611 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿56 戸崎 圭太中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462＋ 21：57．91� 26．4�
12 キネオフライト 牡3栗 56 後藤 浩輝吉田 千津氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 01：58．11� 14．9�
713� スタンドアウト 牡3鹿 56 横山 和生�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 438－ 61：58．31� 170．7�
47 コスモポルカ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新ひだか 静内酒井牧場 500＋ 81：58．51� 151．3�
714 ファーストオーサー 牡3黒鹿56 三浦 皇成石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 B488＋241：59．67 28．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，072，500円 複勝： 64，604，500円 枠連： 21，053，000円
馬連： 78，330，000円 馬単： 46，607，500円 ワイド： 38，178，600円
3連複： 106，141，300円 3連単： 167，314，900円 計： 556，302，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 200円 � 250円 枠 連（4－8） 960円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 580円 �� 740円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 19，140円

票 数

単勝票数 計 340725 的中 � 71305（1番人気）
複勝票数 計 646045 的中 � 107423（2番人気）� 85331（3番人気）� 60944（5番人気）
枠連票数 計 210530 的中 （4－8） 16330（6番人気）
馬連票数 計 783300 的中 �� 41169（4番人気）
馬単票数 計 466075 的中 �� 12950（7番人気）
ワイド票数 計 381786 的中 �� 16688（4番人気）�� 12671（7番人気）�� 9765（12番人気）
3連複票数 計1061413 的中 ��� 19203（10番人気）
3連単票数 計1673149 的中 ��� 6453（38番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．0―13．9―13．6―12．5―12．7―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．8―51．7―1：05．3―1：17．8―1：30．5―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
13，14（3，15）（4，16）（6，10）7（1，2）（5，12，8）（9，11）
8（13，14，15）（6，10，16）（3，11）（9，1，4，7，2）5－12

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

勝馬の
紹 介

ロワジャルダン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 中山1着

2011．3．24生 牡3鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 3戦2勝 賞金 13，200，000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 ニヴォーズ号



06041 3月9日 晴 良 （26中山2）第4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

47 マローブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 442－ 81：50．6 2．0�

713 スパークルキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 中神牧場 456－ 41：50．91� 9．3�
612 レッドシェリール 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484－ 41：51．11� 5．9�
59 カ レ ー ニ ナ 牝3鹿 54 横山 典弘近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 458＋ 2 〃 ハナ 20．1�
714 ミュゼミランダ 牝3栗 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 424＋ 21：51．41� 7．2	
48 リ ス ク オ ン 牝3栗 54 内田 博幸ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464－ 41：51．5� 11．8

24 ハートオブクラリス 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 454－ 41：51．82 11．7�
510 プラチナムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか 橋本牧場 396－ 61：52．11� 199．8�

815 コスモスミレ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 新冠橋本牧場 418－121：52．31� 352．2
23 スイートイレーヌ 牝3鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 440－ 21：52．4� 417．8�
11 レッドハミング 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太グリーンスウォード尾形 和幸 新冠 ムラカミファーム 400－ 81：52．71� 298．4�
12 ミスマリーン 牝3鹿 54 宮崎 北斗佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 426± 0 〃 クビ 26．0�
36 バトルタラサ 牝3鹿 54 勝浦 正樹宮川 秋信氏 小野 次郎 新ひだか 沖田 忠幸 B450＋ 21：53．02 325．2�
35 ラ ス テ ラ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 454－ 21：53．1� 26．2�
611 コウヨウハート 牝3栗 54 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 474 ―1：53．31� 35．2�
816 シゲルウゼン 牝3栗 54 三浦 皇成森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：54．89 343．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，865，400円 複勝： 66，002，700円 枠連： 22，373，600円
馬連： 77，659，600円 馬単： 53，057，100円 ワイド： 38，208，400円
3連複： 100，679，200円 3連単： 181，166，000円 計： 579，012，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 210円 � 160円 枠 連（4－7） 350円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 450円 �� 270円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 7，970円

票 数

単勝票数 計 398654 的中 � 158535（1番人気）
複勝票数 計 660027 的中 � 200760（1番人気）� 62898（4番人気）� 98348（2番人気）
枠連票数 計 223736 的中 （4－7） 48199（1番人気）
馬連票数 計 776596 的中 �� 56784（3番人気）
馬単票数 計 530571 的中 �� 24315（4番人気）
ワイド票数 計 382084 的中 �� 20609（4番人気）�� 39403（1番人気）�� 13493（7番人気）
3連複票数 計1006792 的中 ��� 40788（3番人気）
3連単票数 計1811660 的中 ��� 16781（10番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―11．9―12．2―12．4―12．4―12．5―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―36．7―48．9―1：01．3―1：13．7―1：26．2―1：38．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

マローブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．22生 牝3鹿 母 リラックススマイル 母母 ヴェルヴェットクイーン 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルウゼン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月9日まで平地競走

に出走できない。

06042 3月9日 晴 良 （26中山2）第4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）
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
1：30．7
1：30．7

良
良

714 ダイワジャスト 牡3鹿 56 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 524± 01：36．8 3．9�
611 ハナズウェポン 牡3栗 56 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 472－ 4 〃 クビ 10．0�
816 ゴーストペッパー 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 478－ 41：36．9クビ 133．0�
59 ケルシャンス 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：37．11� 6．3�
47 キーアイテム 牡3鹿 56 吉田 隼人北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 466＋121：37．31 15．4�
612� レディシャングリラ 牝3芦 54 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 愛 Mr N.

Tsurumi 490± 01：37．4	 5．9	
815 ベストドリーム 牡3鹿 56 三浦 皇成堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 448± 01：37．61� 4．1

48 コスモラパン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 400± 01：37．7
 7．1�
12 キングタケショウ 牡3鹿 56 横山 和生�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 456± 0 〃 クビ 28．6�
11 ス ト ン プ 牡3栗 56 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 浦河 高野牧場 442± 01：38．01
 74．1
510 ウインスフィーダ 牡3栗 56 石橋 脩�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 468± 01：38．1	 164．6�
24 エムオーパール 牝3黒鹿54 柴山 雄一大浅 貢氏 清水 英克 むかわ 貞広 賢治 410－ 81：38．31� 105．4�
713 トリノドリーム 牝3鹿 54 秋山真一郎小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 452－ 61：38．62 79．7�
36 タイキフォンテーヌ 牝3鹿 54 松山 弘平�大樹ファーム 黒岩 陽一 浦河 日田牧場 460＋201：38．92 126．0�
35 コスモアメシスト 牝3芦 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 442－101：39．11� 45．1�
23 メイショウサンタ 牡3鹿 56 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 456＋141：39．41
 220．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，321，100円 複勝： 53，681，800円 枠連： 22，740，900円
馬連： 71，772，100円 馬単： 42，941，800円 ワイド： 32，828，700円
3連複： 97，788，600円 3連単： 152，601，200円 計： 503，676，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 290円 � 2，710円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 720円 �� 8，170円 �� 18，790円

3 連 複 ��� 133，160円 3 連 単 ��� 385，690円

票 数

単勝票数 計 293211 的中 � 60575（1番人気）
複勝票数 計 536818 的中 � 113316（1番人気）� 48054（6番人気）� 3808（14番人気）
枠連票数 計 227409 的中 （6－7） 24711（1番人気）
馬連票数 計 717721 的中 �� 27201（11番人気）
馬単票数 計 429418 的中 �� 9279（16番人気）
ワイド票数 計 328287 的中 �� 12003（11番人気）�� 957（50番人気）�� 414（82番人気）
3連複票数 計 977886 的中 ��� 542（188番人気）
3連単票数 計1526012 的中 ��� 292（658番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．5―47．5―1：00．0―1：12．5―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8

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

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

ダイワジャスト �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．11．30 中山11着

2011．5．31生 牡3鹿 母 ダイワフレーズ 母母 ス カ ロ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タイキフォンテーヌ号の調教師黒岩陽一は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
※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） 1頭 アサクサレーサー号
（非抽選馬） 4頭 タケシクン号・ベアファースト号・ラリングクライ号・レッドファルクス号



06043 3月9日 晴 良 （26中山2）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

11 � サクラシェンロン 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 B526－ 21：12．8 5．6�
510 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 2 〃 クビ 5．2�
612 ナムライッポン 牡4黒鹿57 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 452－ 81：12．9� 22．7�
24 � ラ ン ザ ン 牡5栗 57 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 B484－ 21：13．11� 11．6�
47 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 468＋ 4 〃 クビ 19．0�
816 ヒカルソラフネ 牡5鹿 57 内田 博幸髙橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 4．7	
713 ヘイハチスカイ 牡5鹿 57 横山 和生伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 470＋ 2 〃 アタマ 35．1

36 ダンディーソル 牡4青鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 488± 01：13．2� 55．0�
59 カルブンクルス 牝5青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 470± 0 〃 アタマ 7．8
35 オードゥルルド 牝5青鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：13．3	 15．8�
12 リュウツバメ 牝4鹿 55 木幡 初広田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 518－ 6 〃 ハナ 119．4�
611 ローレルクラウド 牡5栗 57 蛯名 正義 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 498－ 21：13．4クビ 26．2�
714� モルフェメアリー 牝4鹿 55 杉原 誠人並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 448－ 21：14．35 171．0�
23 フランチャイズ 牡5栗 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 514－ 41：14．72� 6．8�
48 ガッダムアスカ 牝5芦 55

52 ▲石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B456＋ 21：16．08 21．5�
815 トシスプリング 牝4芦 55 三浦 皇成上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 416± 01：17．27 151．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，523，100円 複勝： 61，598，400円 枠連： 29，206，400円
馬連： 96，300，800円 馬単： 54，762，900円 ワイド： 44，459，200円
3連複： 130，378，300円 3連単： 205，236，400円 計： 656，465，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 180円 � 550円 枠 連（1－5） 900円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，550円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 12，090円 3 連 単 ��� 58，960円

票 数

単勝票数 計 345231 的中 � 49193（3番人気）
複勝票数 計 615984 的中 � 80714（3番人気）� 110114（1番人気）� 23219（10番人気）
枠連票数 計 292064 的中 （1－5） 24141（3番人気）
馬連票数 計 963008 的中 �� 44104（4番人気）
馬単票数 計 547629 的中 �� 12853（7番人気）
ワイド票数 計 444592 的中 �� 22098（2番人気）�� 4104（38番人気）�� 6609（18番人気）
3連複票数 計1303783 的中 ��� 7965（41番人気）
3連単票数 計2052364 的中 ��� 2569（163番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．1―13．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．4―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．5
3 8－16（1，15，4）9（2，3，11）－（14，7）5（6，10）13－12 4 8－（1，16）4，2（9，11）（15，3）（5，7）（13，14，10）（6，12）

勝馬の
紹 介

�サクラシェンロン �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラバクシンオー

2010．4．24生 牡4栗 母 サクラレイリ 母母 サクラスイートキス 9戦1勝 賞金 11，400，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 トシスプリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年4月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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 コスモリープリング号・サマーフェニックス号・ドラゴンビューティ号・ハイランドコンドル号

06044 3月9日 晴 良 （26中山2）第4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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

815 マイネルミラノ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B480＋ 22：01．1 7．0�

22 ブライトボーイ 牡5鹿 57 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 488＋ 22：01．84 5．1�
712 ジャングルクルーズ �5鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502－ 22：01．9クビ 2．0�
46 マイネルクレイズ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 486－ 42：02．75 20．9�
59 シャイニーリーヴァ 牡4鹿 57 田中 勝春小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 476＋202：02．8	 17．7�
58 ユキノユウダン 牡4栗 57 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 434－ 62：02．9	 9．7	
713 シンボリパソドブレ 牡4鹿 57 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 B506－ 22：03．11	 100．9

34 ドラゴンウォー 牡4鹿 57 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 510＋162：03．2
 150．1�
11 � エーシンラピッド 牝4鹿 55 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 浦河 栄進牧場 434± 02：03．3クビ 355．4�
35 フェアブレシア �5鹿 57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 516－ 2 〃 クビ 17．8
47 � スターポケット 牝4黒鹿55 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 466－102：03．4クビ 212．6�
610 スーパーマダム 牝4鹿 55 内田 博幸原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 15．7�
23 テイエムブシドー �4鹿 57 吉田 隼人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 452＋ 2 〃 ハナ 135．5�
611 ディーエスタイド 牡4黒鹿57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 508＋142：03．61 18．0�
814 トモロマイスター 牡7黒鹿57 二本柳 壮戸賀 智子氏 武市 康男 平取 清水牧場 450± 02：04．66 235．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，551，800円 複勝： 63，802，000円 枠連： 25，093，900円
馬連： 106，537，800円 馬単： 61，904，200円 ワイド： 41，678，100円
3連複： 124，401，800円 3連単： 226，985，300円 計： 689，954，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 180円 � 150円 � 120円 枠 連（2－8） 1，480円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 530円 �� 300円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 9，600円

票 数

単勝票数 計 395518 的中 � 44831（3番人気）
複勝票数 計 638020 的中 � 75457（3番人気）� 102397（2番人気）� 195110（1番人気）
枠連票数 計 250939 的中 （2－8） 12591（6番人気）
馬連票数 計1065378 的中 �� 50417（4番人気）
馬単票数 計 619042 的中 �� 13664（13番人気）
ワイド票数 計 416781 的中 �� 17280（4番人気）�� 34341（2番人気）�� 50507（1番人気）
3連複票数 計1244018 的中 ��� 86093（1番人気）
3連単票数 計2269853 的中 ��� 17458（17番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．2―12．6―12．6―12．4―12．4―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．6―48．2―1：00．8―1：13．2―1：25．6―1：37．4―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルミラノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2012．8．5 新潟8着

2010．6．8生 牡4栗 母 パールバーリー 母母 Pearl Kite 15戦2勝 賞金 19，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



06045 3月9日 晴 良 （26中山2）第4日 第9競走 ��
��1，800�

と み さ と

富 里 特 別
発走14時35分 （芝・右）
4歳以上，1，000万円以下，25．3．2以降26．3．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

富里市長賞（1着）
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．1

良
良

610 ヒロノプリンス 牡4鹿 56 戸崎 圭太サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム 458－ 41：49．5 4．2�
35 ニシノテキーラ 牝6鹿 53 松山 弘平西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 464－ 21：49．71� 9．4�
23 ダイワアクシス 牡5黒鹿55 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 8．1�
59 コスモバルバラ 牝5黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：49．8� 40．3�
611 セトノフラッパー 牝4栗 53 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 440－ 21：49．9� 13．6	
22 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝5鹿 52 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 01：50．0� 29．0

58 ドラゴンレジェンド 牡4栗 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 ハナ 18．6�
46 	 シベリアンスパーブ 牡5鹿 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 500＋ 61：50．21 4．5�
47 コスモバタフライ 牝6黒鹿53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 486＋ 4 〃 クビ 13．4
814 ナンヨーケンゴー 
4鹿 55 内田 博幸中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 480＋ 41：50．3� 5．8�
11 	 ユウターウェーヴ 牡7栗 53 江田 照男北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 500＋ 81：50．4� 88．0�
713 オメガユニコーン 牡4黒鹿54 蛯名 正義原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470± 01：50．71� 16．0�
712 アースガルド 牡7鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 494± 0 〃 クビ 27．3�
815 ブルーバレット 牝4黒鹿52 横山 和生泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 452－ 41：51．02 59．6�
34 ポルスターシャイン 牡4鹿 53 勝浦 正樹平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 482－ 21：51．1クビ 81．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，216，500円 複勝： 72，834，800円 枠連： 37，759，700円
馬連： 152，278，200円 馬単： 76，196，500円 ワイド： 57，933，700円
3連複： 204，873，600円 3連単： 323，385，500円 計： 966，478，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 270円 � 270円 枠 連（3－6） 1，520円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 850円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 33，740円

票 数

単勝票数 計 412165 的中 � 77527（1番人気）
複勝票数 計 728348 的中 � 104261（2番人気）� 69415（4番人気）� 68253（5番人気）
枠連票数 計 377597 的中 （3－6） 18421（8番人気）
馬連票数 計1522782 的中 �� 42288（10番人気）
馬単票数 計 761965 的中 �� 11324（16番人気）
ワイド票数 計 579337 的中 �� 13848（9番人気）�� 17004（7番人気）�� 13698（10番人気）
3連複票数 計2048736 的中 ��� 23825（15番人気）
3連単票数 計3233855 的中 ��� 7075（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．2―49．2―1：01．0―1：12．8―1：25．1―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノプリンス �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Halling デビュー 2012．11．25 東京10着

2010．3．10生 牡4鹿 母 ヴァルホーリング 母母 Warranty Applied 15戦3勝 賞金 48，738，000円
〔制裁〕 ニシノテキーラ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

06046 3月9日 晴 良 （26中山2）第4日 第10競走 ��
��1，800�

か ず さ

上総ステークス
発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

33 ビンテージチャート 牡8栗 57 勝浦 正樹 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 544＋ 41：54．3 106．2�
57 プラントハンター 牡4黒鹿57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462＋ 8 〃 クビ 12．6�
22 ヒラボクマジック 牡6黒鹿57 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 506± 01：54．4クビ 3．2�
11 スターバリオン 牡5芦 57 蛯名 正義幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 498± 0 〃 クビ 10．8�
711 イースターパレード �5栗 57 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 504－ 81：54．5	 10．2	
56 セイカフォルテ 牡6鹿 57 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 21：54．71
 41．7

68 オメガスカイツリー 牡6黒鹿57 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 500－ 41：54．91 4．8�
813 メタギャラクシー 牡7鹿 57 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498＋ 2 〃 クビ 44．3�
710� ヴィットリオドーロ 牡5黒鹿57 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 米 Yoshiyuki Ito 514＋ 2 〃 ハナ 3．0
44 コスモイーチタイム 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 41：55．11 53．5�
45 アルムダプタ 牡4栗 57 三浦 皇成﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 508＋191：55．42 42．5�
812 ベストディール 牡5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 480－ 21：56．25 36．0�
69 ストロングバサラ 牡9黒鹿57 木幡 初広村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 494－ 6 （競走中止） 85．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，996，300円 複勝： 76，244，200円 枠連： 34，082，900円
馬連： 172，487，300円 馬単： 88，959，100円 ワイド： 56，408，600円
3連複： 200，021，700円 3連単： 395，068，900円 計： 1，073，269，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，620円 複 勝 � 1，720円 � 330円 � 150円 枠 連（3－5） 18，860円

馬 連 �� 67，180円 馬 単 �� 162，110円

ワ イ ド �� 13，310円 �� 4，490円 �� 660円

3 連 複 ��� 69，080円 3 連 単 ��� 943，570円

票 数

単勝票数 計 499963 的中 � 3712（13番人気）
複勝票数 計 762442 的中 � 8316（13番人気）� 53904（5番人気）� 197043（1番人気）
枠連票数 計 340829 的中 （3－5） 1334（27番人気）
馬連票数 計1724873 的中 �� 1895（61番人気）
馬単票数 計 889591 的中 �� 405（132番人気）
ワイド票数 計 564086 的中 �� 999（62番人気）�� 2995（38番人気）�� 22607（5番人気）
3連複票数 計2000217 的中 ��� 2137（127番人気）
3連単票数 計3950689 的中 ��� 309（984番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．5―13．2―12．9―12．5―12．8―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．3―50．5―1：03．4―1：15．9―1：28．7―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビンテージチャート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2009．2．21 東京3着

2006．3．23生 牡8栗 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle 26戦5勝 賞金 79，904，000円
〔競走中止〕 ストロングバサラ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

１レース目 ３レース目



06047 3月9日 晴 良 （26中山2）第4日 第11競走 ��
��2，000�第51回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

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

報知新聞社賞（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 910，000円 260，000円 130，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．0
1：56．1

良
良

710 トゥザワールド 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518－ 22：01．4 1．6�
711 ワンアンドオンリー 牡3黒鹿56 横山 典弘前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋10 〃 ハナ 9．8�
33 アデイインザライフ 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 544－ 22：01．82� 7．8�
11 エアアンセム 牡3黒鹿56 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 25．4�
56 キングズオブザサン 牡3芦 56 大野 拓弥 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 470－ 42：02．11� 8．2	
57 アズマシャトル 牡3鹿 56 松山 弘平東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 488＋ 4 〃 ハナ 19．9

813 サトノロブロイ 牡3鹿 56 松田 大作里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506－ 82：02．63 56．0�
68 	 エイシンエルヴィン 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 496－ 4 〃 ハナ 20．0�
45 アグネスドリーム 牡3黒鹿56 内田 博幸渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 464－ 6 〃 ハナ 42．4
812 タイセイクルーズ 牡3栗 56 蛯名 正義田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502－ 82：02．81
 159．7�
22 � ブラックヘブン 牡3黒鹿56 有年 淳 �BETTER LIFE

CORP. 鷹見 浩 新冠 オリエント牧場 468－ 12：02．9クビ 201．3�
（大井） （大井）

69 イタリアンネオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 526－ 22：04．07 35．6�
44 ウンプテンプ 牡3鹿 56 村田 一誠青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 478－102：04．21� 25．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 319，916，700円 複勝： 502，864，700円 枠連： 165，719，100円 馬連： 854，851，700円 馬単： 566，755，900円
ワイド： 344，584，800円 3連複： 1，212，569，300円 3連単： 3，031，978，100円 5重勝： 1，104，115，000円 計： 8，103，355，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 220円 � 170円 枠 連（7－7） 680円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 330円 �� 260円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 3，850円

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

キャリーオーバー なし����� 2，456，090円

票 数

単勝票数 計3199167 的中 � 1652937（1番人気）
複勝票数 計5028647 的中 � 2303331（1番人気）� 366950（4番人気）� 584101（2番人気）
枠連票数 計1657191 的中 （7－7） 180579（3番人気）
馬連票数 計8548517 的中 �� 921024（3番人気）
馬単票数 計5667559 的中 �� 491577（3番人気）
ワイド票数 計3445848 的中 �� 271495（3番人気）�� 361021（2番人気）�� 88747（10番人気）
3連複票数 計12125693 的中 ��� 612281（3番人気）
3連単票数 計30319781 的中 ��� 581816（5番人気）
5重勝票数 差引計11041150（返還計252806） 的中 ����� 438

ハロンタイム 12．4―11．0―12．2―12．8―12．8―11．9―11．9―12．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．6―48．4―1：01．2―1：13．1―1：25．0―1：37．3―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トゥザワールド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．28 阪神2着

2011．4．12生 牡3鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 5戦4勝 賞金 89，700，000円
〔制裁〕 アデイインザライフ号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりトゥザワールド号・ワンアンドオンリー号・アデイインザライフ号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

06048 3月9日 晴 良 （26中山2）第4日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （ダート・右）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，260，000
1，260，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

510 フォルテリコルド 牡5鹿 57 内田 博幸 �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 544－ 61：11．8 2．8�

59 イーグルカザン 牡6鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 516－ 61：11．9� 14．2�
816 ジャーグラット 牡6栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 440＋ 61：12．11� 20．9�
48 テイクエイム 牡7鹿 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 458－ 6 〃 アタマ 46．6�
713� アイアンテール 牡6鹿 57 横山 典弘鎌田 博	氏 本田 優 新冠 柏木 一則 524－ 4 〃 同着 4．1

36 サルバドールハクイ 牡4鹿 57 石橋 脩則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B458－ 41：12．2� 11．4�
611 ディアイレイザー 牡5栗 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 490± 01：12．3� 15．6�
815 シゲルシゲザネ 牡7鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 478－ 4 〃 ハナ 64．6
612 ハワイアンシュガー 牡6黒鹿 57

54 ▲伴 啓太四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 448± 01：12．4クビ 91．7�
24 フォースフル 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 506± 01：12．5� 8．3�
47 ヒルノケアンズ 牝4黒鹿55 田中 健�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 454－101：12．6� 77．6�
23 フリーアズアバード 	6鹿 57 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B476＋ 41：13．02� 78．5�
35 カツノセカンド 牡7鹿 57 的場 勇人勝野産業� 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 490＋181：13．95 280．7�
11 � チャンピオンヤマト 牡5鹿 57 吉田 豊坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 B470－ 81：14．11 47．4�
12 ラインオブナイト 牡8鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 534－101：14．52� 6．3�
714 シェアースマイル 牝5栗 55 横山 和生小林 秀樹氏 栗田 徹 新ひだか 加野牧場 512－12 〃 クビ 172．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，796，800円 複勝： 122，528，400円 枠連： 55，819，800円
馬連： 311，502，000円 馬単： 119，902，400円 ワイド： 96，792，100円
3連複： 306，025，000円 3連単： 584，084，800円 計： 1，672，451，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 340円 � 380円 枠 連（5－5） 1，690円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 650円 �� 760円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 29，680円

票 数

単勝票数 計 757968 的中 � 218328（1番人気）
複勝票数 計1225284 的中 � 280684（1番人気）� 81604（7番人気）� 70495（8番人気）
枠連票数 計 558198 的中 （5－5） 24455（8番人気）
馬連票数 計3115020 的中 �� 139709（6番人気）
馬単票数 計1199024 的中 �� 34434（7番人気）
ワイド票数 計 967921 的中 �� 38123（5番人気）�� 31909（9番人気）�� 9218（29番人気）
3連複票数 計3060250 的中 ��� 32801（24番人気）
3連単票数 計5840848 的中 ��� 14528（87番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―12．2―13．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．7―45．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォルテリコルド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 End Sweep デビュー 2011．7．9 中山6着

2009．2．11生 牡5鹿 母 ストロングメモリー 母母 アピーリングストーリー 24戦4勝 賞金 53，448，000円
〔制裁〕 テイクエイム号の騎手武士沢友治は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヘアーオブザドッグ号
（非抽選馬） 6頭 ウインクロニクル号・ウインプロスパー号・ジョージジョージ号・ハイタッチ号・フランキンセンス号・

ミステリートレイン号

５レース目



（26中山2）第4日 3月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

272，410，000円
7，080，000円
2，200，000円
24，990，000円
70，602，000円
4，979，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
745，757，300円
1，216，687，200円
469，684，700円
2，101，111，200円
1，235，048，800円
837，154，900円
2，719，403，300円
5，668，434，500円
1，104，115，000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 16，097，396，900円

総入場人員 27，400名 （有料入場人員 24，213名）
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