
０７０４９ ３月１８日 晴 重 （１８中京１）第５日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分 （ダート・左）

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

１：４２．９
１：４１．９

重

重

７１３� パルティアシチー 牡３黒鹿５６ 北村 浩平 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 門別 下河辺牧場 ４５６＋ ５１：４９．１ １８．０�

６１２ メジログリフィー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ５３８－ ２ 〃 アタマ ４．７�
１２ � アドマイヤミラクル 牡３青鹿５６ 武 幸四郎近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 ４９８± ０１：４９．２クビ ２．８�
３５ サ ン パ レ ス 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介栗田 康次氏 相沢 郁 門別 白井牧場 ５２４－ ２１：４９．３� ４．９�
３６ オーバーシーズ 牡３芦 ５６ 赤木高太郎 �サンデーレーシング 松元 茂樹 追分 追分ファーム ４４８－ ４１：４９．４� ８．０�
４７ マチカネセイカイハ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥細川 益男氏 清水 出美 門別 待兼牧場 ５１６ ―１：５０．１４ ３１．１	
１１ ナムラベンケイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲鮫島 良太奈村 信重氏 五十嵐忠男 門別 いとう牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ５５．２

５９ � アッパークラス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介前田 幸治氏 太宰 義人 新冠 競優牧場 ４７０－ ８ 〃 ハナ ５．５�
８１６ マイネルタフティ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 本巣 敦 ４８０－ ４１：５０．４１� ５５．３�

７１４� キクノスバル 牡３栗 ５６ 柴山 雄一菊池 五郎氏 藤岡 範士 新冠 松浦牧場 ４３２－ １１：５０．９３ １０７．８
５１０ スピードサクセス 牡３鹿 ５６ 加藤士津八�三嶋牧場 加藤 和宏 浦河 三嶋牧場 ４７６－ ２１：５１．２１� ５３７．８�
４８ � マルブツファイター 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰大澤 毅氏 大根田裕之 新冠 堤 牧場 ５１２ ―１：５１．５２ ７１．５�

（笠松）

２３ メイショウシオカゼ 牡３鹿 ５６
５３ ▲上野 翔松本 好雄氏 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ５００－ ６１：５１．６クビ １１２．２�

８１５ シゲルドッポダカ 牡３鹿 ５６ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 三石 平岩牧場 ４６４＋ ２１：５１．７� １０２．９�
６１１ コシズイッツ 牡３栗 ５６ 田嶋 翔越田 英喜氏 小島 貞博 静内 越田牧場 ４７０＋ ４１：５３．０８ ８３０．２�
２４ � ゴールドステージ 牡３栗 ５６ 畑端 省吾宮本 貞雄氏 坂口 正則 新冠 中地 康弘 ４９２ ―１：５３．４２� １５８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６，００４，８００円 複勝： ８，２７２，０００円 枠連： ８，９８１，３００円

普通馬連： ２３，２８４，３００円 馬単： ２５，５５１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ７，２５９，６００円

３連複： ３５，９８３，６００円 ３連単： 発売なし 計： １１５，３３６，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ４３０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（６－７） ３，７６０円

普通馬連 �� ４，１５０円 馬 単 �� １０，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� ７５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ６００４８ 的中 � ２６３１（６番人気）
複勝票数 計 ８２７２０ 的中 � ３５４９（６番人気）� １２０８２（４番人気）� ２１９２７（１番人気）
枠連票数 計 ８９８１３ 的中 （６－７） １７６５（１３番人気）
普通馬連票数 計 ２３２８４３ 的中 �� ４１４９（１５番人気）
馬単票数 計 ２５５５１０ 的中 �� １８８６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２５９６ 的中 �� １４０９（１５番人気）�� ２２８４（１１番人気）�� ６５３２（２番人気）
３連複票数 計 ３５９８３６ 的中 ��� ８５００（１０番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１２．２―１３．８―１３．６―１３．１―１３．０―１２．４―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．４―３０．６―４４．４―５８．０―１：１１．１―１：２４．１―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パルティアシチー �
�
父 ウイングアロー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００５．７．２３ 函館１１着

２００３．３．１３生 牡３黒鹿 母 オースミジュエリー 母母 シ ェ リ ー ザ ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 メイショウシオカゼ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 マイネルタフティ号は，平成１８年４月１８日まで平地競走に出走できない。
※マチカネセイカイハ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０７０５０ ３月１８日 曇 重 （１８中京１）第５日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分 （ダート・左）

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

５７．７
５７．５

不良

良

１１ ワンダーピュアティ 牝３栗 ５４
５１ ▲塚田 祥雄山本 信行氏 梅内 忍 静内 石川牧場 ４６０－ ６１：００．０ １１．６�

１２ バ ン ロ ー ゼ 牝３鹿 ５４ 高野 容輔 �ノースヒルズマネ
ジメント 福永 甲 三石 山本 昇寿 ４５６＋ ２ 〃 ハナ １１．７�

５９ スズカアトラス 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７８－ ６ 〃 クビ ６．４�
６１１ ドリームプランナー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 三石 土居 忠吉 ４９２＋ ６１：００．１クビ ２．４�
５１０ アイノグレゴリー 牡３栗 ５６ 中舘 英二田中 充氏 安達 昭夫 門別 豊洋牧場 ４３０－ ２１：００．３１� ３．１�
４７ � シルククリムゾン 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎有限会社シルク浜田 光正 新冠 ムラカミファーム ４４８± ０１：００．５１ ９．１�
２４ シゲルオオビケ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之森中 蕃氏 坪 憲章 三石 沖田 繁 B４７０± ０ 〃 ハナ ５７．６	
２３ アンクルマックス 牡３栗 ５６ 佐久間寛志
有能 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ５０４ ―１：０１．０３ ３９４．０�
３６ ハバネロキャット 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 ４０２－１２１：０１．２１� １５６．８�
８１６�� グレートセイウン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰大石 秀夫氏 梅田 康雄 静内 富岡 廣光 ４７０＋ ２１：０１．４１� ６４．４

（笠松）

７１４� マグマタイフーン 牡３栗 ５６
５３ ▲吉田 隼人加藤 勝秀氏 小島 茂之 門別 平成牧場 ４４６ ―１：０２．３５ ２０８．４�

３５ � フジマサプリンセス 牝３鹿 ５４
５２ △丹内 祐次藤原 正一氏 奥平 雅士 門別 千葉飯田牧場 ４０４－１０１：０２．４� ２００．２�

６１２ エ ト ワ ー ル 牝３栗 ５４
５１ ▲船曳 文士田邉 康子氏 大橋 勇樹 鵡川 フラット牧場 ４２４＋ ４１：０２．５クビ ２９２．７�

４８ � ブライトサークル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩ジョイ・レースホース
 蛯名 信広 白老 白老ファーム ４５０ ―１：０２．９２� ６７．５�
７１３ シゲルナリユキガイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔森中 蕃氏 吉岡 八郎 新冠 長浜 秀昭 ３７０ ―１：０３．０クビ １３６．９�
８１５� ジーティーホノカ 牝３鹿 ５４ 菊地 昇吾
グリーンテック橋本 寿正 静内 友田牧場 ３７２－１６１：０３．３１� ３６１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７，７９８，２００円 複勝： １０，０４１，８００円 枠連： １１，４２８，５００円

普通馬連： ２７，３３０，７００円 馬単： ３２，７４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８，５８２，２００円

３連複： ４１，５７２，６００円 ３連単： 発売なし 計： １３９，５０３，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３３０円 � ３９０円 � ３２０円 枠 連（１－１） ３，６４０円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ７，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� １，２３０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ８，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ７７９８２ 的中 � ５３３６（５番人気）
複勝票数 計 １００４１８ 的中 � ８１２０（５番人気）� ６５９５（６番人気）� ８６６５（４番人気）
枠連票数 計 １１４２８５ 的中 （１－１） ２３２３（８番人気）
普通馬連票数 計 ２７３３０７ 的中 �� ５８５２（１１番人気）
馬単票数 計 ３２７４９７ 的中 �� ３４３４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５８２２ 的中 �� ２３８０（１０番人気）�� １７１０（１５番人気）�� ２０２７（１２番人気）
３連複票数 計 ４１５７２６ 的中 ��� ３７３６（２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３７．０
３ ２（１，９）－（４，７，１０）３，１６，５－１１－１３，１２，６，１５－１４－８ ４ ２，１，９（７，１０）４，３－１６（５，１１）－６，１３，１２，１５，１４－８

勝馬の
紹 介

ワンダーピュアティ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００６．１．２８ 京都８着

２００３．４．１０生 牝３栗 母 ボーングレイス 母母 ボーンフェイマス ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 グレートセイウン号・フジマサプリンセス号・ジーティーホノカ号は，平成１８年４月１８日まで平地競走に出

走できない。
※シゲルナリユキガイ号・マグマタイフーン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０７０５１ ３月１８日 曇 重 （１８中京１）第５日 第３競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１０時５５分 （ダート・左）

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

１：４２．９
１：４１．９

重

重

８１６ ロングエンパイヤ 牡３鹿 ５６ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４５０－ ４１：４８．３ ７．６�

５１０� クレヨンルージュ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９８－ ２１：４８．５１� ２．１�
７１３� エイシンサットン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介平井 豊光氏 藤岡 健一 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

B４８２＋ ６１：４９．０３ ５．２�
５９ スプリングダイアン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 堀 弘康 ４３６＋ ２１：４９．６３� １９．６�
３６ � アイファードラゴン 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎中島 稔氏 福永 甲 静内 静内山田牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ３３．８�
３５ ロードオブワン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲吉田 隼人田中 昇氏 武藤 善則 静内
北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４７８＋ ８ 〃 クビ ４５５．２�
２４ � ギャラクシーキッド 牡３芦 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４４２－ ４１：４９．７� １０．０	
６１１ カザックシチー 	３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也 
友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 下河辺牧場 ４６４－ ２１：４９．８� １６．４�
４８ ジンデンバリュー 牡３鹿 ５６

５４ △丹内 祐次黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４４０ ―１：５０．２２� ３７８．２�
８１５ ブルーマタドール 牡３鹿 ５６

５３ ▲鮫島 良太 
荻伏レーシング・クラブ 武 宏平 静内 武 牧場 ４３０± ０１：５０．４１ ５４．３
１２ � ダノンバディ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小島 太一
ダノックス 小島 太 愛 Ballylinch
Stud ４８８＋ ６ 〃 クビ ７．１�

４７ � ドノバンシチー 牡３栗 ５６ 赤木高太郎 
友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John
O’Meara ４８０± ０１：５０．６１
 ５５．７�

６１２�� ユ ウ キ イ チ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介ちきり組合 太宰 義人 静内 原 伸幸 ４６０－ ４１：５０．８１ １２４．４�
２３ � シゲルキングマン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰南波 壽氏 大根田裕之 三石 猪野毛牧場 ４９２ ―１：５０．９� １５１．５�

（笠松）

１１ �� コウエイゴールド 	３鹿
５６
５３ ▲田中 克典伊藤 博文氏 田所 清広 三石 平野牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ２７９．５�

７１４ テイエムファイト 牡３栗 ５６ 荻野 要竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 競優牧場 ４７０－ ２１：５１．０� ５２４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，６４５，７００円 複勝： １２，１０１，５００円 枠連： １１，９１８，１００円

普通馬連： ２９，１５７，４００円 馬単： ３３，０９３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，４５６，９００円

３連複： ４４，２６９，０００円 ３連単： 発売なし 計： １４９，６４２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２５０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（５－８） ７４０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ７１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９６４５７ 的中 � １０１３４（４番人気）
複勝票数 計 １２１０１５ 的中 � ９３８１（５番人気）� ３７０９８（１番人気）� １５７３５（３番人気）
枠連票数 計 １１９１８１ 的中 （５－８） １１９４１（４番人気）
普通馬連票数 計 ２９１５７４ 的中 �� １８３２４（４番人気）
馬単票数 計 ３３０９３８ 的中 �� ９０５３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４５６９ 的中 �� ６０７８（４番人気）�� ２９９６（８番人気）�� ８４１２（１番人気）
３連複票数 計 ４４２６９０ 的中 ��� １４４４０（４番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．２―１２．１―１３．６―１３．２―１２．５―１３．４―１２．５―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．５―３０．６―４４．２―５７．４―１：０９．９―１：２３．３―１：３５．８

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

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

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

ロングエンパイヤ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 クリミナルタイプ デビュー ２００５．１２．３ 中京２着

２００３．３．１１生 牡３鹿 母 ビーウェルオン 母母 ヴェルシエンカ ７戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 コウエイゴールド号・テイエムファイト号は，平成１８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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０７０５２ ３月１８日 曇 稍重 （１８中京１）第５日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２５分 （芝・左）

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

１：５７．３
１：５６．４

良

良

６１１� スノーバロック 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥朝見 巌氏 清水 出美 新冠 アラキフアーム ４８８± ０２：０２．８ ７．４�

５１０� エリモストッパー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介山本 慎一氏 南井 克巳 えりも 大和牧場 ５０２－ ６２：０２．９クビ ３．３�
７１３ アースクリスハーン 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ４９６－ ６ 〃 アタマ ２．４�
６１２ エイシンテンライ 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大平井 豊光氏 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４４２＋ ４２：０３．０� １６．７�
５９ オープンセサミ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６２：０３．２１� ９．０�
３５ トーセンバサラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也島川 �哉氏 中島 敏文 静内 岡田スタツド ４５０－１０２：０３．４１� １９０．８�
７１４ シルクアヴァロン 牡３栗 ５６ 柴山 雄一有限会社シルク大久保龍志 静内 見上牧場 ４５６± ０２：０３．７２ ３０．３	
４８ � イイデクリコマサン 牡３黒鹿５６ 赤木高太郎 
アールエスエーカントリ北出 成人 門別 大江牧場 ４９０－ ４２：０３．８� ２５．７�
２４ � ローレルエルドラド 牡３鹿 ５６

５３ ▲塚田 祥雄 
ローレルレーシング 久保田貴士 門別 タバタファーム ４２６－ ８ 〃 クビ １６．７�
４７ � グレートカイウン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩山口多賀司氏 昆 貢 三石 斉藤スタッド ４２０－ ６２：０３．９� ７０．７
３６ �� ヒカリアサヒ 牡３黒鹿５６ 小林慎一郎佐藤 恭永氏 宮本 博 浦河 佐藤 正光 ４５０－ ６２：０４．０クビ ３９７．３�
１１ � シロキタダンディー 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一小西 勇氏 加藤 敬二 門別 門別フアーム ４７４－ ８２：０４．４２� １０４．０�
８１５� ゼンノファイター 牡３栗 ５６

５３ ▲田中 克典大迫久美子氏 佐々木晶三 浦河 中村 敏明 ４３０－ ２２：０４．６１� ４２５．６�
２３ � マイネルパラシオ 牡３鹿 ５６

５４ △丹内 祐次 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 静内 岡田スタツド ４８０－１２２：０４．８１ １９．２�

８１６� テイエムエース 牡３栗 ５６ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４５８－ ２２：０５．８６ １２１．６�
１２ � シ ェ セ ル 牡３青 ５６

５３ ▲吉田 隼人
萩本企画 鈴木 勝美 浦河 中神牧場 ４５０± ０２：０６．０１� ２４４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，８２９，４００円 複勝： １２，６３４，９００円 枠連： １４，００６，７００円

普通馬連： ３１，３７８，５００円 馬単： ３６，２８３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，９０２，５００円

３連複： ４９，７７４，６００円 ３連単： 発売なし 計： １６４，８１０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（５－６） ６９０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３７０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９８２９４ 的中 � １０５５５（３番人気）
複勝票数 計 １２６３４９ 的中 � １３６１５（３番人気）� ２２０３８（２番人気）� ３８８８２（１番人気）
枠連票数 計 １４００６７ 的中 （５－６） １５０８９（３番人気）
普通馬連票数 計 ３１３７８５ 的中 �� １７２４２（４番人気）
馬単票数 計 ３６２８３８ 的中 �� ８６７１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０９０２５ 的中 �� ５３８４（５番人気）�� ６９４６（２番人気）�� １４１８９（１番人気）
３連複票数 計 ４９７７４６ 的中 ��� ３６１１５（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．８―１３．６―１２．６―１２．８―１１．９―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．７―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．７―１：３８．６―１：５０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スノーバロック �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．３．５ 阪神２着

２００３．３．２６生 牡３黒鹿 母 アラマサブレーヴ 母母 アラホウトク ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ゼンノファイター号・シェセル号は，平成１８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ディープヴィート号・ドレックセル号・レグルスキッド号
（非抽選馬） １頭 ピエナテンイヤーズ号



０７０５３ ３月１８日 曇 稍重 （１８中京１）第５日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時５５分 （ダート・左）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．２．１８以降４歳５００・５歳以
上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．９

重

重

６１１� ローリーポーリー 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一加藤 信之氏 菊川 正達 浦河 安藤牧場 ４６０＋ ２１：４６．４ ４．３�

５１０ ネバーエンディング 牝４鹿 ５５
５２ ▲上野 翔 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４２０± ０１：４６．５クビ ３．６�

３６ シャイニングムーン 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２９．１�
２３ � メグミロマンス 牝６鹿 ５５ 武 幸四郎大澤 毅氏 河内 洋 浦河 松田 憲一 ４１２＋ ６１：４６．９２� ５．０�
４７ プルーフオブラヴ 牝６鹿 ５５

５２ ▲鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４２４－１０１：４７．０� １３．７�
５９ ホッカイラブリー 牝４栗 ５５ 石橋 脩高木 繁光氏 石栗 龍彦 穂別 大頭 忠典 ４５８－ ６１：４７．１クビ １１３．２�
７１３ ア ジ ア ン 牝４栗 ５５

５２ ▲中村 将之�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ５４．９	
６１２�� メイショウベッサー 牝４黒鹿５５ 芹沢 純一松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 西田牧場 ４６２－１０ 〃 クビ １０９．３

１１ プリモレディ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ ６．９�
３５ � マイディザート 牝４鹿 ５５

５３ △丹内 祐次村上 正喜氏 大和田 稔 浦河 北俣 光浩 ４３４－１４１：４７．５２� １３１．４�
１２ ダンスカーニバル 牝６黒鹿５５ 赤木高太郎�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ ６３．７
２４ � エプソムデザイアー 牝５青鹿５５ 梶 晃啓 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 稲葉 隆一 門別 浜本牧場 ４８４－１６１：４８．０３ ６２．７�
８１５ スターピアス 牝４栗 ５５ 長谷川浩大猪野毛雅人氏 木原 一良 三石 猪野毛牧場 B４８２＋ ６１：４８．５３ １１．７�
４８ � アイファーローラー 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎中島 稔氏 富田 一幸 新冠 対馬 正 ４０４－１２１：４９．２４ ２９８．０�
７１４� エンジェルリーズン 牝４芦 ５５

５２ ▲田中 博康松尾 正氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ４４２＋１２１：４９．３クビ ３７４．６�
８１６�� マコトジョワイユー 牝４黒鹿５５ 中舘 英二眞壁 明氏 橋本 寿正 様似 出口 繁夫 ４３０－ ２１：５０．２５ ８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９８２，９００円 複勝： １３，５３４，６００円 枠連： １３，８９５，１００円

普通馬連： ３５，０８１，１００円 馬単： ３７，１２４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７０２，０００円

３連複： ５７，５２９，６００円 ３連単： 発売なし 計： １７８，８４９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ３８０円 枠 連（５－６） ６７０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，４３０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� ７，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９９８２９ 的中 � １８４６８（２番人気）
複勝票数 計 １３５３４６ 的中 � １７８０２（３番人気）� ３４５６９（１番人気）� ６９０３（８番人気）
枠連票数 計 １３８９５１ 的中 （５－６） １５３１１（２番人気）
普通馬連票数 計 ３５０８１１ 的中 �� ３４８１８（１番人気）
馬単票数 計 ３７１２４６ 的中 �� １６８９２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７０２０ 的中 �� １０４４５（２番人気）�� １８７８（１９番人気）�� １５７１（２０番人気）
３連複票数 計 ５７５２９６ 的中 ��� ５９４３（２４番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．５―１２．９―１２．４―１２．７―１２．９―１２．６―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．４―４２．３―５４．７―１：０７．４―１：２０．３―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
１
３
７（１０，１５）（２，１６）６－（８，１１）（５，１２）９－１３，３－１４－４，１
７（１０，１５）６（２，１１，１６，１２）（５，１３）９（８，３）１，４－１４

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

勝馬の
紹 介

�ローリーポーリー �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー ２００３．６．２８ 函館５着

２００１．３．３１生 牝５黒鹿 母 フラワーライナー 母母 ノースインダンサー ２６戦２勝 賞金 ４１，７００，０００円
［他本会外：１戦０勝］



０７０５４ ３月１８日 曇 稍重 （１８中京１）第５日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４５分 （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１８以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．５

不良

良

８１６ タイキエンデバー 牡５栗 ５７
５４ ▲田中 博康�大樹ファーム 高橋 祥泰 大樹 大樹ファーム ４８４± ０ ５８．９ １．８�

７１４ キシュウマドンナ 牝５栗 ５５ 中舘 英二木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４４０± ０ ５９．０クビ ２７．７�
６１２� キ マ グ レ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介小田切有一氏 田中 章博 白老 白老大須賀

牧場 ４８２－ ４ ５９．１� ５．１�
４７ ブルーベレッタ 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎 �荻伏レーシング・クラブ 小笠 倫弘 三石 加野牧場 B４８８－ ２ ５９．２� ４．８�
３５ ゴールドイモン 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B５００± ０ 〃 ハナ １２．４�
１２ ウメノレイメイ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩楳津 繁氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 ４９４－ ４ 〃 クビ ５０．０	
５１０� ヤマニンペルセウス 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４６６－ ６ ５９．７３ ７７．９

７１３� ヨシブリザード 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 ４６２＋ ２ ５９．９１ ５４５．９�
２３ フジノシノプシス �４黒鹿５７ 北村 浩平藤井 五三氏 川村 禎彦 静内 飛野牧場 B４９４－ ２ 〃 ハナ ２３．４�
１１ ミヨノドリーム 牝７栗 ５５ 鹿戸 雄一�関根商事 郷原 洋行 新冠 渕瀬フアーム ４７８± ０ 〃 クビ ５６．９
４８ �	 セイウンゲイル 牝５鹿 ５５ 加藤士津八西山 茂行氏 加藤 和宏 砂原 石嶋 仁 ４２０－ ２１：００．０クビ ５７１．４�
６１１� スワヤマダンディ 牡６栗 ５７

５４ ▲船曳 文士井堂 孝純氏 鹿戸 幸治 門別 外舘 万明 B４９６＋ ２ 〃 アタマ １５３．９�
８１５� クインフューチャー 牝４鹿 ５５

５２ ▲中村 将之�ターフ・スポート大根田裕之 浦河 浦河土肥牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ ２４０．１�
５９ � リュウハヤテ 牡６鹿 ５７

５４ ▲塚田 祥雄福井 章哉氏 目野 哲也 森 笹川大晃牧場 ５２６＋ ２１：００．３１� １７．７�
３６ 
 エ ア ラ ニ ア 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大 �ラッキーフィールド藤岡 健一 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ４ 〃 アタマ ９６．０�
２４ 	 カズノソヴリン 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 B４７０＋ ４１：０１．１５ １４１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，８７５，６００円 複勝： ９，５５１，７００円 枠連： １２，３４５，４００円

普通馬連： ３４，０３７，６００円 馬単： ４０，１６４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６３３，０００円

３連複： ５４，５６９，３００円 ３連単： 発売なし 計： １７２，１７７，１００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ３５０円 � １８０円 枠 連（７－８） １，１２０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ２８０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０８７５６ 的中 � ４８２３４（１番人気）
複勝票数 計 ９５５１７ 的中 � ２９２５９（１番人気）� ４８７３（６番人気）� １３５８７（３番人気）
枠連票数 計 １２３４５４ 的中 （７－８） ８１６１（４番人気）
普通馬連票数 計 ３４０３７６ 的中 �� １６２０７（５番人気）
馬単票数 計 ４０１６４５ 的中 �� １３４９４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６３３０ 的中 �� ３８７１（７番人気）�� １０９０２（２番人気）�� ２２１４（１３番人気）
３連複票数 計 ５４５６９３ 的中 ��� １９８８７（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．９―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．８―４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３６．０
３ ・（１２，１４）３（７，１６）（２，１５）８（５，６，１３，９，１１）１０－４，１ ４ ・（１２，１４）（３，７，１６）（２，１５）８（５，１３）（６，１１）（９，１０）－（４，１）

勝馬の
紹 介

タイキエンデバー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．２．１５ 東京１２着

２００１．３．３０生 牡５栗 母 アドマイヤマカディ 母母 ミセスマカディー １３戦３勝 賞金 ２９，９０６，０００円
〔３走成績による出走制限〕 セイウンゲイル号・クインフューチャー号・エアラニア号は，平成１８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。
（非当選馬） ２頭 ニホンピロデスラー号・ヤクモソニック号



０７０５５ ３月１８日 曇 稍重 （１８中京１）第５日 第７競走 ��
��１，７００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１５分 （ダート・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１８以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．９

重

重

４８ �� ブ ル ル イ 	５栗 ５７ 芹沢 純一伊藤 信之氏 増本 豊 米 Tadashi
Kitamura B４８６＋ ４１：４６．１ １３．８�

１２ メイショウゴジラ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ４８２＋ ４１：４６．６３ ９．７�
３６ � ダイシンチャンス 牡５芦 ５７ 太宰 啓介大八木信行氏 太宰 義人 米 Lothenbach

Stables Inc ４９４－ ２１：４６．７
 ６．７�
６１１� シャインリザルト 牝４栗 ５５

５２ ▲中村 将之前田 幸治氏 武田 博 米
Dr. Steve Jackson,
Debbie Jackson &
Craig Bandoroff

４７０－ ２ 〃 ハナ ２３．６�
８１６� エイシンボストン 牡４栗 ５７

５４ ▲鮫島 良太平井 豊光氏 瀬戸口 勉 米 Audley Farm ４９４＋ ４１：４７．０１� ３．９�
３５ �� マルブツワールド 牡６芦

５７
５４ ▲船曳 文士大澤 毅氏 加用 正 静内 橋本牧場 ４７２－ ８１：４７．１� ３８．０�

６１２ アグネスヘルメス 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：４７．２クビ １８．６�
（笠松）

８１５� アンジェロファニー 牝４鹿 ５５ 高橋 智大吉田 安惠氏 大久保洋吉 米
Kathryn M. Nikkel,
Judy B. Hicks &
Melinda A. Smith

４７０－ ４１：４７．４１ ８．５	
２３ タマモブライト 牡４青鹿５７ 北村 浩平タマモ
 南井 克巳 静内 前田牧場 ４７２－ ２１：４７．６１ ９．４�
２４ クライストシチー 牡６鹿 ５７

５４ ▲田中 克典 
友駿ホースクラブ 田所 清広 静内 原 忠夫 ４８６± ０１：４７．８１ ４４．６�
７１３� シンボリタイガース 牡４黒鹿５７ 村田 一誠シンボリ牧場 後藤 由之 門別 和田農林（有） ４６０－１６１：４８．１２ ２０．３
１１ � ダイヤモンドプラド 牡４芦 ５７ 柴山 雄一青山 洋一氏 伊藤 伸一 米 P. S. Birsh ４３４－ ６１：４９．０５ ４．３�
７１４� シルクフィクサー 牡５栗 ５７

５４ ▲吉田 隼人有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新
冠支場 ４９８－ ４１：４９．４２
 １０４．９�

５９ � アキノセイハ 牡４青鹿５７ 長谷川浩大穐吉 時子氏 藤岡 健一 静内 田原橋本牧場 ４３４－２２１：４９．８２
 １００．０�
５１０�� ウォーターゾラ 牝４栗 ５５ 中舘 英二山岡 良一氏 岡田 稲男 米 Henri Mastey &

Golden Gate Stud ４４４＋ ２１：５１．０７ ８７．７�

（１５頭）
４７ � グリーンカイザー 牡４黒鹿 ５７

５５ △丹内 祐次エスケー貿易
 池上 昌弘 早来 �橋本牧場 ５３６＋ ３ （競走除外）

売 得 金

単勝： ７，７８４，７００円 複勝： １０，９７５，５００円 枠連： １５，２３７，１００円

普通馬連： ３７，４９４，３００円 馬単： ３３，２４５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １０，４５４，１００円

３連複： ５５，８６９，８００円 ３連単： 発売なし 計： １７１，０６１，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ４２０円 � ２８０円 � ２５０円 枠 連（１－４） ２，５９０円

普通馬連 �� ５，９１０円 馬 単 �� １２，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� １，６００円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ９，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ７７８４７（返還計 １０７１） 的中 � ４４７４（７番人気）
複勝票数 差引計 １０９７５５（返還計 ９７９） 的中 � ６３８２（７番人気）� １０６９９（４番人気）� １２３３２（３番人気）
枠連票数 差引計 １５２３７１（返還計 １５１） 的中 （１－４） ４３４３（１２番人気）
普通馬連票数 差引計 ３７４９４３（返還計 ５３０８） 的中 �� ４６８７（２４番人気）
馬単票数 差引計 ３３２４５９（返還計 ５０４８） 的中 �� １９２１（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １０４５４１（返還計 ２０３５） 的中 �� ２２４２（１５番人気）�� １５８９（２２番人気）�� ２４４３（１２番人気）
３連複票数 差引計 ５５８６９８（返還計 １４３１７） 的中 ��� ４５１１（３１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．１―１１．９―１３．５―１３．４―１２．０―１２．５―１２．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．２―３０．１―４３．６―５７．０―１：０９．０―１：２１．５―１：３３．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
ブ ル ル イ �

�
父 Holy Bull �

�
母父 Sadler’s Wells

２００１．５．２０生 	５栗 母 Paradise Louis 母母 Millieme １６戦１勝 賞金 １５，０４０，０００円
初出走 JRA

〔競走除外〕 グリーンカイザー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻５分遅延。
〔その他〕 クライストシチー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クライストシチー号は，平成１８年４月１８日まで出走できない。
※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。



０７０５６ ３月１８日 小雨 稍重 （１８中京１）第５日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４５分 （芝・左）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．２．１８以降４歳５００・５歳以
上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．３
１：４４．１

良

良

１２ � ファインセラ 牝５青鹿５５ 柴山 雄一吉田 和美氏 久保田貴士 新冠 早田牧場新
冠支場 ４２８－ ６１：４８．６ １．７�

６１１ マイネノビア 牝４鹿 ５５
５２ ▲上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 三石 ビツグレツドフアーム ４７６－１０１：４９．１３ １０５．１�
１１ プライムナンバー 牝４栗 ５５

５２ ▲鮫島 良太 �サンデーレーシング 浅見 秀一 追分 追分ファーム ４２２＋ ４ 〃 クビ １９．８�
５９ �� アミュレット 牝５鹿 ５５ 高橋 智大 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４２２－ ２１：４９．４１＋� １０．８�
４７ シーサイドブリーズ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲吉田 隼人 �社台レースホース佐藤 吉勝 白老 白老ファーム ４５８－ ８ 〃 ハナ ５２．７�
２４ � アインライツ 牝５黒鹿５５ 武 幸四郎荒木美代治氏 藤岡 健一 静内 坂本 春雄 ４５２－ ８ 〃 クビ ４７．４	
３６ � オンワードサマンサ 牝６鹿 ５５ 二本柳 壮�オンワード牧場 大和田 稔 浦河 オンワード牧場 ４１８＋ ２１：４９．６１	 １９２．１

３５ ヴァルパライソ 牝５鹿 ５５ 村田 一誠 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４９４－ ４１：４９．８１ １４．２�
２３ � メジロテディベア 牝６鹿 ５５ 芹沢 純一メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４２８－１６１：４９．９
 ９９．４�
４８ ゴールドフォイル 牝７鹿 ５５ 赤木高太郎飯田 正氏 堀 宣行 静内 千代田牧場 ４７８－１６１：５０．１
 ２７．０
６１２ アルフォンシーヌ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４５２－ ４ 〃 ハナ ４８．３�
７１４ レディキルシェ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 伊藤 雄二 門別 白井牧場 ４４０－ ８１：５０．３１� ６．７�
８１５� シルキーパフューム 牝５栗 ５５

５２ ▲塚田 祥雄有限会社シルク阿部 新生 新冠 早田牧場新
冠支場 ４２２－ ２１：５０．８３ ２８．７�

５１０ フミノシンデレラ 牝６鹿 ５５ 小林 徹弥谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４４２－ ８１：５０．９� ６４．９�
７１３ セイウンクレナイ 牝４栗 ５５ 中舘 英二西山 茂行氏 栗田 博憲 静内 千代田牧場 ４６０＋ ６１：５１．３２� １１５．１�
８１６ シルクメガヒット 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲中村 将之有限会社シルク松元 茂樹 三石 水上 習孝 ４４４－ ６ （降着） ７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７４８，８００円 複勝： １３，５２６，３００円 枠連： １４，５４１，１００円

普通馬連： ４１，２４９，１００円 馬単： ４４，０５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８８３，４００円

３連複： ６４，１１４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２０１，１１２，９００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � １，２４０円 � ３６０円 枠 連（１－６） ２，８９０円

普通馬連 �� ７，８２０円 馬 単 �� １１，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６７０円 �� ７４０円 �� １０，１８０円

３ 連 複 ��� ２６，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１７４８８ 的中 � ５４６２４（１番人気）
複勝票数 計 １３５２６３ 的中 � ４７５８１（１番人気）� １８５２（１２番人気）� ７５６９（６番人気）
枠連票数 計 １４５４１１ 的中 （１－６） ３７１４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４１２４９１ 的中 �� ３８９７（２５番人気）
馬単票数 計 ４４０５００ 的中 �� ２７８７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８８３４ 的中 �� １０７７（２７番人気）�� ４１８９（５番人気）�� ２７６（７４番人気）
３連複票数 計 ６４１１４２ 的中 ��� １７５９（７８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．４―１２．７―１２．４―１２．２―１１．５―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．３―４９．０―１：０１．４―１：１３．６―１：２５．１―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
１
３
１６－１１－（３，１２，１３）（２，５）（１，１４）６（４，７，９，１５）－８，１０・（１６，１１）３－（２，１２，５）（１，１５）（６，１４）４，９（７，１３，８）１０

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

勝馬の
紹 介

�ファインセラ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Caerleon

２００１．３．１２生 牝５青鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ９戦３勝 賞金 ３５，９６７，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 レディキルシェ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔降着〕 シルクメガヒット号は，４位〔タイム１分４９秒３，着差１馬身〕に入線したが，１コーナーで内側に斜行して「セイウンクレナイ」号の

走行を妨害したため１６着に降着。
〔制裁〕 シルクメガヒット号の騎手中村将之は，１コーナーで内側に斜行したことについて平成１８年３月２５日から平成１８年４月２日ま

で騎乗停止。
〔調教再審査〕 レディキルシェ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 イケソシアル号・キシュウローズ号



０７０５７ ３月１８日 小雨 稍重 （１８中京１）第５日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２０分 （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１８以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．９

重

重

１１ チアズアビリティー 牡５鹿 ５７
５４ ▲鮫島 良太北村キヨ子氏 領家 政蔵 新冠 �渡 信義 ４８８＋ ４１：４６．５ １．９�

７１２� アグネスクラウン 牡６芦 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：４７．２４ ５．１�
２３ ライジングハート 牡５鹿 ５７

５４ ▲塚田 祥雄赤倉 昌己氏 梅内 忍 静内 カタオカフアーム ４６０＋ ２１：４７．３クビ ５０．８�
４７ � コンフリクト 牡４鹿 ５７

５４ ▲水出 大介薗部 博之氏 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８ 〃 クビ ９．５�
６１０ リージェントゲスト 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一鈴木 芳夫氏 中島 敏文 新冠 勝川牧場 ５１８± ０１：４７．４クビ ５．１�
５９ � メイショウチャチャ 牝６鹿 ５５

５２ ▲上野 翔松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高岸 節雄 ４３６－ ４１：４７．５� ６２．２�
３４ �� ストローズティック 牡４鹿 ５７ 橋本 美純武田 茂男氏 野村 彰彦 三石 萩澤 俊雄 ４６０＋ ４１：４７．６� １０．９	
２２ ヨシリマーカブル 牡５栗 ５７ 村田 一誠田辺 喜彦氏 嶋田 潤 三石 猪野毛牧場 ５６４－ ８１：４７．８１ ３２６．４

３５ マダムアルウェン 牝４鹿 ５５

５２ ▲中村 将之�市川ファーム 宮 徹 浦河 安原 実 ５０２＋ ４１：４８．２２� ８５．９�
６１１ ビッグトワイニング 牝５鹿 ５５ 高山 太郎関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４７４－ ４１：４８．４１ ４５．６
４６ � ダイワケベック 牡５黒鹿５７ 嘉藤 貴行大城 敬三氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム B４９８＋ ６ 〃 アタマ ９３．１�
７１３� サザーランドシチー 牡６鹿 ５７

５５ △丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 松永 勇 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ １４４．８�

８１４� スズカスウィング 牝４栗 ５５ 芹沢 純一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５８＋ ４１：４８．６１	 ４４．１�
８１５ ニットウディオンヌ 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎藤井 謙氏 武 邦彦 浦河 日東牧場 ４６６＋ ４１：４９．０２� ４０．１�
５８ �� ロードアレス 
４黒鹿

５７
５４ ▲吉田 隼人 �ロードホースクラブ 後藤 由之 浦河 酒井 源市 ４７４－２９１：４９．４２� ２８６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，９３２，７００円 複勝： １４，１４６，０００円 枠連： １５，９０８，３００円

普通馬連： ４９，７６７，６００円 馬単： ３９，９１５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８５５，９００円

３連複： ５１，５２７，３００円 ３連単： １４６，２０１，２００円 計： ３４１，２５４，２００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ６５０円 枠 連（１－７） ４８０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ７９０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ３，８９０円 ３ 連 単 ��� １０，１７０円

票 数

単勝票数 計 １０９３２７ 的中 � ４６１５０（１番人気）
複勝票数 計 １４１４６０ 的中 � ４５８５３（１番人気）� ２１６６５（２番人気）� ３４５０（９番人気）
枠連票数 計 １５９０８３ 的中 （１－７） ２４６７５（２番人気）
普通馬連票数 計 ４９７６７６ 的中 �� ８４７７５（１番人気）
馬単票数 計 ３９９１５２ 的中 �� ４４８４８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８５５９ 的中 �� １６１９５（１番人気）�� ３７２２（８番人気）�� １４６５（２４番人気）
３連複票数 計 ５１５２７３ 的中 ��� ９８００（１１番人気）
３連単票数 計１４６２０１２ 的中 ��� １０６１０（２２番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．１―１１．５―１３．３―１３．１―１２．４―１２．７―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１８．３―２９．８―４３．１―５６．２―１：０８．６―１：２１．３―１：３３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チアズアビリティー �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Caerleon デビュー ２００４．３．２１ 阪神１着

２００１．３．３生 牡５鹿 母 ペンカーレッグ 母母 Mary Arden １６戦３勝 賞金 ３９，５４８，０００円
〔３走成績による出走制限〕 サザーランドシチー号・ニットウディオンヌ号は，平成１８年４月１８日まで平地競走に出走できない。



０７０５８ ３月１８日 小雨 稍重 （１８中京１）第５日 第１０競走 ��
��２，０００�フ リ ー ジ ア 賞

発走１４時５５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．３
１：５６．４

良

良

８１６� ホーマンアラシ 牡３栗 ５６ 中舘 英二久保 久人氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７２＋ ４２：０１．４ ２．８�

２３ � マイネルバシリコス 牡３鹿 ５６ 橋本 美純 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 三石 ダイイチ牧場 ４８４－ ４２：０１．６１� ９．３�

４８ �� テンシノゴールド 牡３鹿 ５６ 中村 将之杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４５８－ ８２：０１．８１� ４７．１�
４７ 	 ロードエキスパート 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４６０－ ８２：０１．９
 ６．８�
５９ �� マグマノーベル 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小原 巖氏 本郷 一彦 門別 川端 正博 ４４６± ０２：０２．０� ５６４．７�
７１３ サーユウジーン 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４６６－ ４２：０２．２１� ８１．８�
１２ �� コスモラバンジン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠岡田美佐子氏 稲葉 隆一 浦河 不二牧場 ４４０－１２ 〃 ハナ ８．９	
２４ �� トップオブサンデー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４５２－ ８２：０２．４
 ４．７

３５ リトルブレイブ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �ノースヒルズマネ

ジメント 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２＋ ２ 〃 クビ ２５．８�
６１２� カノヤバトルスター 牡３芦 ５６ 武 幸四郎神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４９２＋１４２：０２．５
 １７．９
１１ マヤラブハート 牝３栗 ５４ 小林 徹弥�まの 大橋 勇樹 浦河 市川フアーム ４４０－ ６２：０２．６� ２４．９�
５１０� セタガヤフラッグ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２０＋ ２２：０２．９１
 １０．１�
３６ 	 エイシンハンニバル 牡３青鹿５６ 長谷川浩大平井 豊光氏 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４５２－ ８２：０３．６４ １２１．５�
６１１�� テンマクロカゲ 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰�ライオンズ 山下 清春 新冠 グラッドホースパーク ４３６－１７２：０３．７クビ ４０３．６�

（笠松） （笠松）

７１４ コウエイグレート 牡３黒鹿５６ 石橋 脩西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４９２＋ ４２：０３．９１� ３１．４�
８１５� テイエムトッパズレ 牡３青鹿５６ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 B４４８＋ ４２：０４．０
 １８０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５４５，９００円 複勝： ２１，３９２，０００円 枠連： ２０，７９８，３００円

普通馬連： ６９，４３６，２００円 馬単： ５１，０６８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６９７，４００円

３連複： ７６，６６２，７００円 ３連単： １７９，７１２，４００円 計： ４５２，３１２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ８１０円 枠 連（２－８） ５２０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，５２０円 �� ４，１１０円

３ 連 複 ��� １６，５４０円 ３ 連 単 ��� ５４，０３０円

票 数

単勝票数 計 １４５４５９ 的中 � ４１９６０（１番人気）
複勝票数 計 ２１３９２０ 的中 � ５６０２３（１番人気）� １８００６（４番人気）� ５００７（１１番人気）
枠連票数 計 ２０７９８３ 的中 （２－８） ２９６４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９４３６２ 的中 �� ３１４１９（５番人気）
馬単票数 計 ５１０６８０ 的中 �� １５０５３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６９７４ 的中 �� ６３６６（６番人気）�� ３００８（２０番人気）�� １０７６（４８番人気）
３連複票数 計 ７６６６２７ 的中 ��� ３４２１（５４番人気）
３連単票数 計１７９７１２４ 的中 ��� ２４５５（１７５番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１２．１―１２．７―１２．８―１２．３―１２．２―１２．０―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．０―２３．０―３５．１―４７．８―１：００．６―１：１２．９―１：２５．１―１：３７．１―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ホーマンアラシ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Theatrical デビュー ２００５．１０．２ 阪神２着

２００３．４．３生 牡３栗 母 ブランドシャトル 母母 プレイリースカイ ８戦２勝 賞金 ２８，３８５，０００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。



０７０５９ ３月１８日 雨 稍重 （１８中京１）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�

み か わ

三 河 特 別
発走１５時３０分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．３．１９以降１８．３．１２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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

２３ � エーティーホーオー 牡４鹿 ５４ 田嶋 翔荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４３４＋ ２１：０９．４ ３５．２�

４７ �� ダンツクインビー 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一山元 哲二氏 山内 研二 静内 谷岡 正次 ４９０－ ２ 〃 クビ ４．６�
８１５� コスモフォーチュン 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介岡田美佐子氏 宮 徹 門別 荒井ファーム ４６６－ ６ 〃 アタマ ９．３�
３６ � リッカバクシンオ 牡４黒鹿５５ 石橋 脩立花 幸雄氏 鶴留 明雄 浦河 佐々木 貴博 ４５４－ ２１：０９．８２� ４．９�
１１ タッソーニー 牝４鹿 ５１ 丹内 祐次�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４０－ ２１：０９．９� ２９．３�
６１２�� パノラマビューティ 牝４栗 ５３ 中村 将之前田 幸治氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５０＋１０ 〃 ハナ ８２．３�
３５ チーキーガールズ 牝５栃栗５２ 芹沢 純一�飛野牧場 田島 良保 静内 飛野牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ ９８．０	
５９ 	 ナカヤマバスター 牡５青鹿５７ 村田 一誠和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米

Blueridge Farm, Kim Le-
wis Kuhlmann DVM &
Eve Kuhlmann

５００＋１６ 〃 ハナ ４２．１

２４ 	 アンティークコイン 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎 �社台レースホース瀬戸口 勉 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５２８－ ２ 〃 アタマ １０．３�
７１４� レイズアンドコール 牝５鹿 ５２ 吉田 隼人�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４２８－ ４１：１０．１１
 ２８．８�
４８ � エネルマオー 牡４鹿 ５６ 小林 徹弥鈴木 康弘氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ４１：１０．３１ ８．２
６１１� チリエージェ 牝５栗 ５５ 河北 通 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 門別 白井牧場 ４２６－ ４１：１０．４� １８．１�
８１６ トーワユメジ 牡４鹿 ５５ 橋本 美純齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １７．７�
５１０�� サ ラ ラ 牝４鹿 ５２ 鹿戸 雄一�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４３６－ ２１：１０．９３ １０．３�
７１３ グレイシアブルー 牝４青鹿５４ 長谷川浩大吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４４６± ０ 〃 アタマ ６．５�
１２ �� パープルタロー 牡８青 ５２ 二本柳 壮中野 銀十氏 二本柳俊一 浦河 鵜木 唯義 ４８０± ０１：１８．５大差 ２４０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２５３，８００円 複勝： ３０，７４６，７００円 枠連： ４６，７１２，０００円

普通馬連： ２３１，５０６，４００円 馬単： １３７，０４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，４９５，７００円

３連複： ２２２，５８７，８００円 ３連単： ４６５，０１９，２００円 計： １，２００，３６５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３，５２０円 複 勝 � ６８０円 � １９０円 � ３３０円 枠 連（２－４） １，３３０円

普通馬連 �� ９，７１０円 馬 単 �� ２４，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３３０円 �� ６，６９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ２４，７００円 ３ 連 単 ��� ２５５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２３２５３８ 的中 � ５２０７（１２番人気）
複勝票数 計 ３０７４６７ 的中 � ９８５８（１０番人気）� ５３６５８（１番人気）� ２３５８５（５番人気）
枠連票数 計 ４６７１２０ 的中 （２－４） ２５９９７（４番人気）
普通馬連票数 計２３１５０６４ 的中 �� １７５９６（４１番人気）
馬単票数 計１３７０４４３ 的中 �� ４０７８（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３４９５７ 的中 �� ３１７１（４７番人気）�� １５５８（６９番人気）�� １１４７４（６番人気）
３連複票数 計２２２５８７８ 的中 ��� ６６５１（１００番人気）
３連単票数 計４６５０１９２ 的中 ��� １３４１（８２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．２―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．５―４５．７―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．９
３ ・（５，６）１５（９，１４）１１（３，７，１６）１２（１，４，１３）（８，１０）２ ４ ・（５，６）１５（９，１４）３（７，１１）（１，１２，１６）４（１０，１３）８－２
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�エーティーホーオー �
�
父 クロコルージュ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．７．２５ 小倉１着

２００２．５．１９生 牡４鹿 母 シャコージュノー 母母 ダイナアルテミス １７戦３勝 賞金 ４１，４２２，０００円
〔その他〕 パープルタロー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 パープルタロー号は，平成１８年４月１８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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エミナ号・オースチンローズ号・ケイビイスパイダー号・サンライズアタック号・ストーンブリッジ号・

チャレンジセイエン号・プリティメイズ号・ポイントセブン号・マヤノジャハーン号・メイショウリオン号



０７０６０ ３月１８日 雨 稍重 （１８中京１）第５日 第１２競走 ��
��２，５００�

か な や ま

金 山 特 別
発走１６時１０分 （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．２．１８以降４歳５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は
１�増

賞 品
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３１．４
２：２９．５

良

良

８１５� オナーチェイサー 牡４鹿 ５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 白老ファーム ４８４－ ８２：３５．８ ６．２�

２３ � テイエムサッカー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 静内 武岡牧場 ４７６± ０２：３６．７５ ５．６�
１２ � ダンツトレジャー 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉山元 哲二氏 山内 研二 様似 様似渡辺牧場 ４４０－ ２ 〃 ハナ ４．３�
２４ ワンダフルキャスト 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４１６－１２２：３６．９１	 １３．９�
４８ ドリームパートナー 
６鹿 ５７ 高橋 智大臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５２－ ６２：３７．０� ３．１�
６１２� ストライカーシチー 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 田中 章博 門別 外舘 孝一 ４２６－ ４ 〃 アタマ ６６．０	
４７ � カネマサスピーディ 牡５栗 ５７ 須貝 尚介前田 政雄氏 安藤 正敏 浦河 出口 宜己 ５２０＋ ４２：３７．２１ ５０．６

１１ � グリッターロック 牡５栗 ５７ 安藤 光彰 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４８０－ ８２：３７．３ ２７．４�

（笠松）

７１４� ダブリンフォレスト 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 静内 井高牧場 ４７４± ０２：３７．５１	 ４２．４�

５９ �� ホワイトドラゴン 牡６鹿 ５７ 芹沢 純一�駒秀 安達 昭夫 浦河 久保 時夫 ４５２－ ２２：３７．７１� １７４．３
３６ � フィルハーモニー 牡５芦 ５７ 田嶋 翔 �サンデーレーシング 松永 昌博 早来 ノーザンファーム ４５２－１２２：３７．８� １３５．７�
７１３� タニノレガーロ 牡５黒鹿５７ 田中 克典谷水 雄三氏 山内 研二 静内 カントリー牧場 ４７６＋ ２２：３８．１１ ２１．６�
５１０�� パワーポリティクス 牡６青鹿５７ 塚田 祥雄池谷 誠一氏 本間 忍 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４ 〃 アタマ ６１．３�
８１６�� キャンベラシチー 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 豪 Mr B T

Agnew ４７２± ０ 〃 アタマ ２２．２�
６１１ ウインバリエンテ 
５鹿 ５７ 柴山 雄一�ウイン 清水 英克 新冠 森永 正志 ４６０＋ ４ 〃 ハナ ５４．０�
３５ � セルリアンシャチ 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎�イクタ 浜田 光正 門別 長谷川 一男 ４８８－ ８２：３８．２ １７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７６３，１００円 複勝： ２３，７５１，２００円 枠連： ２６，３１４，７００円

普通馬連： ８８，００７，８００円 馬単： ６６，０５６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９０４，０００円

３連複： ９４，５０１，１００円 ３連単： ２２３，５０２，１００円 計： ５６２，８００，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（２－８） １，３３０円

普通馬連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ４，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ６５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 ��� ２０，３９０円

票 数

単勝票数 計 １６７６３１ 的中 � ２１３４４（４番人気）
複勝票数 計 ２３７５１２ 的中 � ２６０４２（４番人気）� ３４２１８（３番人気）� ４７１４４（２番人気）
枠連票数 計 ２６３１４７ 的中 （２－８） １４７０２（６番人気）
普通馬連票数 計 ８８００７８ 的中 �� ２８５８３（７番人気）
馬単票数 計 ６６０５６０ 的中 �� １０４７０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９０４０ 的中 �� ６５７８（７番人気）�� ８９６８（５番人気）�� １５７９４（３番人気）
３連複票数 計 ９４５０１１ 的中 ��� ２１７２３（５番人気）
３連単票数 計２２３５０２１ 的中 ��� ８０９２（３７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．７―１２．３―１２．９―１２．７―１３．０―１３．４―１３．３―１２．１―１１．９―１１．９―１１．４―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１８．９―３１．２―４４．１―５６．８―１：０９．８―１：２３．２―１：３６．５―１：４８．６―２：００．５―２：１２．４―２：２３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�オナーチェイサー �
�
父 メジロライアン �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００５．３．１９ 阪神５着

２００２．３．２１生 牡４鹿 母 プリンセスデージー 母母 シヤダイプリンセス ９戦２勝 賞金 ２１，１７４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トウショウアスロン号
（非抽選馬） ２頭 ゲイリーザスカイ号・ロッキーアイザック号
※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。



（１８中京１）第５日 ３月１８日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １９０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

１７５，９３０，０００円
１０，０７０，０００円
１５，２９０，０００円
１，２６０，０００円
１，７５０，０００円
１６，６２０，０００円
６７，４３３，０００円
４，９１４，０００円
１，９１９，０００円

勝馬投票券売得金
１３９，１６５，６００円
１８０，６７４，２００円
２１２，０８６，６００円
６９７，７３１，０００円
５７６，３４６，８００円
１７９，８２６，７００円
８４８，９６１，６００円
１，０１４，４３４，９００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 ３，８４９，２２７，４００円

総入場人員 １１，２３０名 （有料入場人員 １０，４６３名）




