
０５０２５ ３月４日 晴 不良 （１８中山２）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

５９ �� アドマイヤフッキー 牝３栗 ５４ 横山 典弘近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５３４ ―１：１２．４ ２．４�
（アドマイヤファイン）

３６ セイリングシップ 牝３栗 ５４ 四位 洋文 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４４８－ ６１：１２．７１� ５．１�
２３ � パッションルンバ 牝３栗 ５４ 福永 祐一吉橋 計氏 戸田 博文 門別 本田 武雄 ４７４－ ８１：１３．５５ ２６．４�
３５ � ジンデンスバル 牝３鹿 ５４ 田面木博公黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４４８－ ８１：１３．６� ９７．７�
４８ エムオーフラワー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸大浅 貢氏 土田 稔 門別 門別牧場 ４４６－１２１：１５．１９ ３．６�

（大井）

８１５ イッツショータイム 牝３栗 ５４
５２ △津村 明秀吉澤 克己氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４５６＋１４１：１５．２� １３．５�

２４ � サーストンアリコ 牝３栗 ５４ 北村 宏司齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新冠 ラツキー牧場 ４５４－ ４１：１５．３� １２８．８	
７１４ キープスマイリング 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹茂呂 邦久氏 松永 勇 門別 中館牧場 ４６２＋１２１：１５．６１� １６９．８

５１０� レーヴァティン 牝３鹿 ５４ 小野 次郎加藤 信之氏 菊川 正達 門別 三輪牧場 ４４２＋ ６１：１５．８１� ２４．６�
８１６ セルジューク 牝３鹿 ５４ 田中 勝春皆川 博文氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４２２－ ４ 〃 ハナ ３５．９�
７１３ スズシャンゼリゼ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 門別 浜本牧場 ３９４ ―１：１６．１１� １７５．７
１２ �� ファーストダンス 牝３栗 ５４ 松岡 正海青木 基秀氏 宗像 義忠 浦河 高村牧場 ４６０＋１０１：１６．６３ １５．５�
６１１� スタンウエイ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝田中 春美氏 坂本 勝美 三石 林 祐二 ４４４＋ ６１：１６．７クビ ２１３．９�
６１２ ディアトラック 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人岩本 允氏 中野 栄治 浦河 森山牧場 ４５４－ ６１：１７．３３� ９８．９�
４７ ハッピーステージ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人山口 博司氏 小桧山 悟 浦河 ミルファーム ４２４＋ ２１：１７．６１� ３２３．４�
１１ ウエスタンソニック 牝３鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬西川 賢氏 山田 要一 静内 北西牧場 ４５６＋ ６１：２０．９大差 １３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，３１８，２００円 複勝： １９，５５３，２００円 枠連： ２４，４６５，３００円

普通馬連： ８２，２６８，６００円 馬単： ７５，１８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１９８，１００円

３連複： ８９，５０２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，４８８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ５２０円 枠 連（３－５） ５４０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ９５０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ４，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３１８２ 的中 � ５６９２１（１番人気）
複勝票数 計 １９５５３２ 的中 � ４９８６０（２番人気）� ２６５４５（３番人気）� ７００５（７番人気）
枠連票数 計 ２４４６５３ 的中 （３－５） ３３８６６（２番人気）
普通馬連票数 計 ８２２６８６ 的中 �� １０５０７９（２番人気）
馬単票数 計 ７５１８２２ 的中 �� ６１２７０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１９８１ 的中 �� １５７９０（３番人気）�� ５０１５（１１番人気）�� ３６５９（１５番人気）
３連複票数 計 ８９５０２４ 的中 ��� １６３８５（１１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１２．４―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．８―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
アドマイヤフッキー �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Meadowlake 初出走

２００３．４．１生 牝３栗 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ハッピーステージ号の調教師小桧山悟は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 スタンウエイ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファーストダンス号・ディアトラック号・ハッピーステージ号・ウエスタンソニック号は，平成１８年４月

４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 ウエスタンドール号・オンワードアリア号・カムイコタン号・グラスビーナス号・ワライナガラ号
※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。



０５０２６ ３月４日 晴 不良 （１８中山２）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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
１：４８．４

重

重

７１３� ヤクモキャット 牡３青鹿５６ 内田 博幸�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４５４＋ ４１：５５．６ ３．３�
（大井）

８１４� ジェネスタキオン 牝３芦 ５４ 柴田 善臣山口 真吾氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４１：５５．９２ ２．３�
１１ � サ ム ゾ ー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司井上 一郎氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ５３４± ０１：５６．１１� ５１．４�
３５ � トーセンロワイヤル 牡３栗 ５６ M．デムーロ島川 �哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：５６．２クビ ７．２�

（伊）

６１０� フューチュリズム 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 門別 碧雲牧場 ４６６± ０１：５６．３� ３８．７�
５９ � ビートオール 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 清水 英克 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２１：５７．３６ ５．４	
８１５� メジロバークマン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�メジロ牧場 戸田 博文 洞爺 メジロ牧場 ５１２＋１６１：５７．４クビ ９６．９

２３ � ヤクモボーイ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司�山崎牧場 郷原 洋行 八雲 山崎牧場 B４８２－１０ 〃 ハナ ２４３．０�
６１１� ボ ビ ン 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人齊藤四方司氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 B４７６± ０１：５７．８２� ４０．９�
７１２� アプローズライト 牝３栗 ５４ 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４８８± ０１：５９．０７ ４８．３
２２ �� キングフォンテン 牡３青 ５６ 後藤 浩輝吉橋 計氏 石毛 善彦 静内 棚川 光男 B４８６± ０１：５９．３１� ２６．０�
５８ �� アタゴイチバンボシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人坪野谷和平氏 中野 栄治 門別 インターナシヨナル牧場 ５０８－ ６ 〃 クビ ３９１．９�
３４ � ドラムビート 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４２０－ ２１：５９．４� ７７４．７�
４７ �� シルクプレアデス 牝３鹿 ５４ 田中 剛有限会社シルク奥平 真治 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ４１：５９．６１� ２３５．８�
４６ � エクスラベル 牝３栗 ５４ 小野 次郎前田 繁氏 伊藤 伸一 静内 和田牧場 ４４８－１２２：００．３４ ２０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，２０４，１００円 複勝： ２０，５５６，４００円 枠連： ２４，５７１，９００円

普通馬連： ７６，９４７，０００円 馬単： ６８，４８６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８７１，２００円

３連複： ９３，５０７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，１４４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ５７０円 枠 連（７－８） ３３０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，５６０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７２０４１ 的中 � ４１２２８（２番人気）
複勝票数 計 ２０５５６４ 的中 � ５１４９６（２番人気）� ６４４１１（１番人気）� ４９８８（９番人気）
枠連票数 計 ２４５７１９ 的中 （７－８） ５５９４７（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６９４７０ 的中 �� １６０９３２（１番人気）
馬単票数 計 ６８４８６０ 的中 �� ６６５８２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８７１２ 的中 �� ４１８５０（１番人気）�� ２８３６（２０番人気）�� ３３９３（１５番人気）
３連複票数 計 ９３５０７４ 的中 ��� ２１１１３（１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．７―１３．３―１２．７―１２．７―１３．１―１３．４―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．８―５０．１―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．６―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F４０．１
１
３
２－５（６，１３）４，１４，３（９，１１）１（７，１０，１５）（８，１２）・（２，５，１３）１４，６（３，１０）４（１，９）－１５，１１，７－１２，８

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

勝馬の
紹 介

�ヤクモキャット �
�
父 サクラチトセオー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００５．１２．３ 中山２着

２００３．３．２２生 牡３青鹿 母 ヤクモサンピラー 母母 レディーホリハン ６戦１勝 賞金 １１，８５０，０００円
〔発走状況〕 ヤクモキャット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 ドラムビート号は，平成１８年４月４日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０２７ ３月４日 晴 不良 （１８中山２）第３日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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
１：４８．４

重

重

４６ �� クロスビスティー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文備前島 融氏 大江原 哲 静内 静内酒井牧場 ４８０－ ４１：５５．４ ４．６�

３３ � シンボリタイタン 牡３栗 ５６ 江田 照男シンボリ牧場 境 征勝 門別 和田農林（有） ４７４－ ４１：５５．５� １７．５�
６９ アイアムマイネル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘堀 紘一氏 杉浦 宏昭 浦河 佐々木 恵一 ４５０－ ８１：５５．７１� ３１．６�
３４ 	 グランレーヴ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広前田 幸治氏 古賀 史生 米 Tim Thornton &

Brereton C. Jones ５１２＋ ４１：５６．１２� ９．３�
４５ ラストトレジャー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５２－１４１：５６．４２ ３１．１�
８１４ メジログリフィー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B５４０－１０ 〃 ハナ ２．９	

（大井）

５７ ニシノフラッシュ 
３栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４４８± ０１：５６．７１� ６２．５

１１ マイネルランプロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５００± ０１：５６．８クビ ４．９�
７１２� カネスキングオー 牡３栃栗 ５６

５４ △津村 明秀杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 野島牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ５４．０�
２２ リフレッシュアゲン 牝３栗 ５４ 小野 次郎浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４４２－ ８１：５６．９� ５７．７
５８ � ビービーファング 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�坂東牧場 柴田 政人 平取 高橋 啓 ４５８－ ２ 〃 アタマ ５．４�
６１０� カワキタイグアス 牡３栗 ５６ 福永 祐一川島 吉男氏 大和田 稔 鵡川 東振牧場 ４７２＋１４１：５８．５１０ ９６．６�
８１３ キングドリーム 
３栗 ５６ 小林 淳一齋藤 宏明氏 富田 一幸 浦河 日向牧場 ４６８－ ６１：５８．８１� １８４．９�
７１１� ロトペガシス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春國武 佳博氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４６８－ ８２：０１．６大差 １４７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，８２８，３００円 複勝： ２２，４７３，１００円 枠連： ２３，８３６，８００円

普通馬連： ８２，８６５，６００円 馬単： ７３，７４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，００９，３００円

３連複： ９９，４３０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３４２，１９１，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ４３０円 � ６３０円 枠 連（３－４） ８００円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０７０円 �� １，４６０円 �� ４，２６０円

３ 連 複 ��� １８，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８２８３ 的中 � ３０９５４（２番人気）
複勝票数 計 ２２４７３１ 的中 � ３８８１４（２番人気）� １２７４７（６番人気）� ８０２７（７番人気）
枠連票数 計 ２３８３６８ 的中 （３－４） ２２２１０（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２８６５６ 的中 �� １７６０４（１２番人気）
馬単票数 計 ７３７４８４ 的中 �� １０８３１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２００９３ 的中 �� ５２２６（１３番人気）�� ３７４４（１５番人気）�� １２３４（４０番人気）
３連複票数 計 ９９４３０２ 的中 ��� ４０６３（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．４―４９．４―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．６―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F４０．０
１
３

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�
�
クロスビスティー �

�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００５．７．２４ 新潟６着

２００３．４．１０生 牡３鹿 母 エビスクロス 母母 エンポールコメン ６戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔制裁〕 グランレーヴ号の騎手木幡初広は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。
〔その他〕 ロトペガシス号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



０５０２８ ３月４日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（１８中山２）第３日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１７．３．５以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

４４ � パレスチャンピオン 牡７栗 ５９ 浜野谷憲尚西村 豊氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４９６＋ ８３：３９．２ １９．１�

６７ � ディバイドバイゼロ 牡６黒鹿６０ 村山 明薗部 博之氏 森 秀行 米
William A. Carl
& G. Watts
Humphrey Jr.

４６４－ ８３：４１．０大差 ２３．０�
１１ �� トウカイブレーン 	７鹿 ６０ 大庭 和弥内村 正則氏 成島 英春 平取 びらとり牧場 ４８８－ ４３：４１．３１
 １６．７�
６８ � ダンシンリボルバー 	６鹿 ６０ 金子 光希吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ５０６－ ２３：４２．２５ ２．１�
８１２�� サテライトエース 	８鹿 ６０ 横山 義行山口 博司氏 小桧山 悟 三石 サテライト

ファーム ４８８－ ６３：４２．３クビ ７．４�
３３ トウショウトリック 牡６芦 ５９ 宗像 徹トウショウ産業� 阿部 新生 静内トウショウ牧場 B４７４＋１４３：４２．５１� ５２．０�
７１０� グラスボランチ 牡７芦 ６０ 山本 康志半沢	 尾形 充弘 米

Indianola, Yorkrun Farm
Inc., Frank Brown & Sid-
ney Landsdale

４７２＋１４ 〃 クビ ３．７

２２ キャピタルゲイン 牝６鹿 ５７ 田中 剛飯田 正剛氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４６４＋１２３：４３．６７ ８４．１�
５５ � ビジネスサイクル 	７栗 ６０ 柴田 未崎島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４２２＋ ２３：４３．７クビ １５．５�
５６ � チップインバーディ 牝５鹿 ５８ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 浅野洋一郎 門別 内藤牧場 ４３６± ０３：４４．２３ ４８．６
８１１ ホリディオンワード 牝５栗 ５８ 平沢 健治樫山 ハル氏 郷原 洋行 浦河 オンワード牧場 ４８６± ０３：４５．０５ ２２１．３�
７９ �� モエレタマモクロス 牡４芦 ５９ 矢原 洋一中村 和夫氏 土田 稔 三石 ケイアイフアーム ４５８－ ４３：４７．０大差 １１．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，０８２，６００円 複勝： １２，６９８，３００円 枠連： ２４，４３２，４００円

普通馬連： ６３，５９７，６００円 馬単： ６５，９１５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１０９，１００円

３連複： ８４，２８１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２８０，１１６，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ４９０円 � ５００円 � ４４０円 枠 連（４－６） ８８０円

普通馬連 �� ８，３７０円 馬 単 �� １７，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１８０円 �� ２，４４０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� ３１，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３０８２６ 的中 � ５４１１（７番人気）
複勝票数 計 １２６９８３ 的中 � ６９０２（７番人気）� ６７０２（８番人気）� ７８１０（４番人気）
枠連票数 計 ２４４３２４ 的中 （４－６） ２０７２２（５番人気）
普通馬連票数 計 ６３５９７６ 的中 �� ５６１１（２３番人気）
馬単票数 計 ６５９１５０ 的中 �� ２７６０（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１０９１ 的中 �� １８３３（２４番人気）�� １６２８（２７番人気）�� １２１４（３１番人気）
３連複票数 計 ８４２８１５ 的中 ��� １９４７（６６番人気）

上り １マイル １：５０．０ ４F ５４．４－３F ４０．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パレスチャンピオン �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００２．１．１３ 東京２着

１９９９．２．１２生 牡７栗 母 マイルドアイズ 母母 ハイエストビッド 障害：１２戦２勝 賞金 ４３，７００，０００円



０５０２９ ３月４日 晴 稍重 （１８中山２）第３日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

１２ ゴールデンミシエロ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文吉田 義昭氏 清水 美波 門別 坂戸 節子 ４８２－ ４２：１９．６ ２７．３�

１１ �� トーセンクルーズ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広島川 �哉氏 佐々木亜良 浦河 上山牧場 ４６４－ ６２：１９．８１� ７．９�
６１２�� スマートエンブレム 牡３栗 ５６ 内田 博幸大川 徹氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８４± ０２：１９．９クビ ６．８�

（大井）

７１４� ワイルドシングス 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹山上 和良氏 菊川 正達 新冠 高橋 忍 ４６８－ ６２：２０．２２ １６．５�
３５ � レオヴァーサス 牡３栗 ５６ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 三石 筒井 征文 ５０６－ ８ 〃 アタマ ５２．４�
５１０ フェラーリワン 牡３青鹿５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 白老 白老ファーム ５０６－ ２２：２０．５１	 ２．４	
２４ � タケノフェロー 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人武岡 雅子氏 成島 英春 静内 武岡牧場 ４４８－１６２：２０．７１
 ２５６．５

４７ � ダイワラファエル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム ４９２＋ ６２：２０．８� ４２．４�
７１３� コスモハンブルグ 牡３青 ５６ 柴田 善臣岡田美佐子氏 稲葉 隆一 愛 J. McGarry ４８６＋ ２２：２０．９クビ ２０．７�
６１１ ベルグヤワタ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一平岩 健一氏 菊川 正達 様似 土井 仁 ４７６＋１０ 〃 クビ ３６３．９
２３ � インパクトブロウ 牡３青鹿５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 浅野洋一郎 白老 白老ファーム B４５２＋ ６２：２１．３２� ２９．６�
５９ パリサンジェルマン 牝３栗 ５４ 横山 典弘渡邊 隆氏 手塚 貴久 浦河 三好牧場 B４６４－ ２２：２１．４クビ ６．８�
４８ �� コスモスコヴィル 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳岡田美佐子氏 沢 峰次 門別 白瀬 明 ４４８＋ ２ 〃 クビ ６．１�
８１５� リ ス ペ ッ ト 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�木村牧場 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４４２＋ ２２：２１．５クビ ５３．４�
３６ � ダイワベルタ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５１０－１２２：２１．７１
 ６６．３�

（１５頭）

８１６� タカトラベンサー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊高橋 勉氏 佐藤 吉勝 静内 矢野牧場 ― （出走取消）
（４１４７）

売 得 金

単勝： ２２，４８５，６００円 複勝： ３０，４５９，１００円 枠連： ３３，６６１，１００円

普通馬連： ９２，３８０，５００円 馬単： ７８，６５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７５４，２００円

３連複： １１５，３３１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３９７，７３１，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７３０円 複 勝 � ６４０円 � ２７０円 � ２２０円 枠 連（１－１） ７，９６０円

普通馬連 �� ６，９５０円 馬 単 �� １７，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� ３，４３０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� １９，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２４８５６ 的中 � ６４９３（８番人気）
複勝票数 計 ３０４５９１ 的中 � １０４５０（９番人気）� ３１２９１（５番人気）� ４３１２７（３番人気）
枠連票数 計 ３３６６１１ 的中 （１－１） ３１２１（２３番人気）
普通馬連票数 計 ９２３８０５ 的中 �� ９８１８（２７番人気）
馬単票数 計 ７８６５９９ 的中 �� ３２４９（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７５４２ 的中 �� ２９０８（２３番人気）�� １７３８（３８番人気）�� ６３５０（１１番人気）
３連複票数 計１１５３３１４ 的中 ��� ４３６２（６９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．８―１３．６―１３．９―１３．７―１３．３―１２．３―１１．９―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．３―３７．１―５０．７―１：０４．６―１：１８．３―１：３１．６―１：４３．９―１：５５．８―２：０７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
１
３
１－７，２（９，１１）（６，１０）（４，１２）５（１４，１５）（３，８，１３）・（１，７）（９，１１）（２，１２）１０（６，１４，１５）（４，５，８，１３）３

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンミシエロ �
�
父 ミ シ エ ロ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１２．１７ 中山１４着

２００３．６．５生 牡３鹿 母 エックスセン 母母 エックスワイスキー ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔出走取消〕 タカトラベンサー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アドバンスハピネス号・シェセル号
（非抽選馬） ２頭 クールカリッジ号・マイネルイディオス号
※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。



０５０３０ ３月４日 晴 不良 （１８中山２）第３日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

５１０ リ ヒ タ ー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸井上 一郎氏 堀 宣行 浦河 山口 義彦 ４７６ ―１：１２．１ ５．４�
（大井）

３５ � フレッシュバニラ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣渡辺喜八郎氏 松山 康久 米 Takashi
Watanabe ４６８ ― 〃 アタマ １．５�

６１１ セクシークィーン 牝３栗 ５４ 松岡 正海�グランド牧場 手塚 貴久 静内 グランド牧場 ４２０ ―１：１２．５２� ９．５�
４７ � クールプレーヌ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �グリーンファーム 萱野 浩二 浦河 桑田フアーム ４５４ ―１：１３．５６ ２８．４�
７１３� マグナムシチー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 成島 英春 様似 能登ファーム ４６８ ―１：１３．８２ １８７．８�
５９ エールスタンス 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３４ ―１：１３．９クビ １２．３	
２４ � リンガスクインビー 牝３栗 ５４ 吉田 豊伊藤 巖氏 清水 利章 門別 出口牧場 ４７０ ― 〃 アタマ ３１．８

２３ マドリガーレ 牝３鹿 ５４

５２ △津村 明秀�木村牧場 武藤 善則 門別 木村牧場 ４７８ ―１：１４．０� ２２．４�
４８ ユメヲコワサナイデ 牝３芦 ５４ 池田 鉄平牧田 博至氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４７２ ―１：１４．５３ ８６．８�
３６ ヤマニンディプロマ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９２ ― 〃 アタマ ２１９．４
１２ ディープパープル 牝３黒鹿５４ 木幡 初広�グランド牧場 奥平 真治 静内 グランド牧場 ４５８ ―１：１４．７１ ９４．６�
１１ ル シ フ ァ ー 牝３鹿 ５４ 小牧 太矢城辰之助氏 笹倉 武久 門別 中川 浩典 ４５４ ―１：１５．６５ ２７．２�
７１４ レモンフレーヴァー 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司田畑 法賢氏 岩城 博俊 新冠 川上牧場 ５２０ ―１：１５．７	 １６５．８�
８１６� キャッチングタイム 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐安蒜 忠國氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４０２ ―１：１５．８クビ ４７３．７�
６１２ ウェルスビューロウ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４６６ ―１：１６．３３ ３７１．２�
８１５ ナ イ ア ー ス 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭中村 祐子氏 田子 冬樹 静内 坂本 智広 ４３０ ―１：１７．０４ ４１６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１６３，５００円 複勝： １８，７８７，７００円 枠連： ２８，６６０，２００円

普通馬連： ７９，９１６，９００円 馬単： ９１，８４４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２４５，４００円

３連複： ９７，４９７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３６３，１１５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（３－５） ２２０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４７０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１６３５ 的中 � ３５８２５（２番人気）
複勝票数 計 １８７８７７ 的中 � ３４６４１（２番人気）� ７１８２２（１番人気）� １６３０９（４番人気）
枠連票数 計 ２８６６０２ 的中 （３－５） ９８００１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９９１６９ 的中 �� ２０３２９１（１番人気）
馬単票数 計 ９１８４４５ 的中 �� ７３４９９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２４５４ 的中 �� ４０５３３（１番人気）�� ９８５１（６番人気）�� １５４７３（３番人気）
３連複票数 計 ９７４９７６ 的中 ��� ８７６３２（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．１―１２．０―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．３―４６．３―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．８
３ ・（１，１１）（７，１０）５（８，１３）－４，１４（１５，１６）６（２，９）－３＝１２ ４ １１，１０（１，７）－（５，８）－１３－４－６（１４，１６）（２，９）１５，３－１２

勝馬の
紹 介

リ ヒ タ ー �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス 初出走

２００３．５．４生 牝３鹿 母 ソーインラブ 母母 ヒミノトツプレデイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 アラビアンクリーク号・エフテーグランパオ号・グランドハスラー号・グリーンアラモード号・クロスライセンス号・

クールテイスト号・ザッツアメージング号・ジェイケイチーフ号・ショコラシャンティ号・スパーブスピリット号・
ダイワスラッガー号・ダンツカワセミ号・ディーエスブリッツ号・トーセンオリーブ号・ナインバクシン号・
ハイフレンドローマ号・バルバレスコ号・プリンセスチケット号・フルフレーム号・ブルートリニティ号・
ペタサイトラブ号・ベルグジョアンナ号・マグマタイフーン号・マルタカワレンダー号・メサジェ号・
メビウスリング号・レッツレッツワン号・ワンオブサウザンド号

※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。



０５０３１ ３月４日 晴 不良 （１８中山２）第３日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ � セ レ ス ケ イ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸岡 浩二氏 和田 正道 米
Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３２－ ２１：５４．４ ４．１�
（大井）

４４ ジョウテンロマン 牡３栗 ５６ 田中 勝春田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４７８± ０１：５４．５� ６．０�
５５ �	 アドマイヤマントル 牡３鹿 ５６ 村田 一誠近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ４８８－１０１：５４．６� ３９．９�
２２ � ロトブルースター 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４４６＋ ４１：５４．７� １００．２�
８９ メジロパーシバル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４９２－ ２１：５４．８クビ １．６�
８８ � エヒテンヴィーゼ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４５６± ０１：５５．１１� １６．１�
６６ ブライアンズエッセ 牡３栗 ５６ 横山 典弘青山 洋一氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ５０８＋１２１：５５．６３ ５３．２	
３３ リファインドボディ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５００－ ６１：５５．７クビ １１．９

７７ エフテーラヴ 牝３黒鹿５４ 江田 照男深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 酒井 利英 ４３８± ０１：５７．８大差 １６９．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２７，６５２，４００円 複勝： ２４，６８４，７００円 枠連： ２７，６３８，２００円

普通馬連： １０３，２２３，５００円 馬単： １３３，６６７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８８５，９００円

３連複： １２６，７４８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４６９，５００，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ７２０円 枠 連（１－４） １，４５０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，７４０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� １０，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７６５２４ 的中 � ５４００６（２番人気）
複勝票数 計 ２４６８４７ 的中 � ５８０１５（２番人気）� ３１５０４（３番人気）� ６４１５（７番人気）
枠連票数 計 ２７６３８２ 的中 （１－４） １４１１６（５番人気）
普通馬連票数 計１０３２２３５ 的中 �� ５７６９９（５番人気）
馬単票数 計１３３６６７１ 的中 �� ３９９４５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８８５９ 的中 �� １７９６６（４番人気）�� ３４７９（１４番人気）�� ２４７４（１８番人気）
３連複票数 計１２６７４８４ 的中 ��� ８７５３（２２番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１３．２―１３．５―１２．８―１１．９―１２．０―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３８．３―５１．８―１：０４．６―１：１６．５―１：２８．５―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セ レ ス ケ イ �

父 Arch �


母父 Marquetry デビュー ２００５．１２．１０ 中山３着

２００３．３．１８生 牡３鹿 母 Miss Aircraft 母母 Silver in Flight ３戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
〔制裁〕 セレスケイ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。

ジョウテンロマン号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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。



０５０３２ ３月４日 晴 不良 （１８中山２）第３日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （ダート・右）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．４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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２３ アルバレスト 牡４青鹿５７ 柴山 雄一吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４６４－ ６１：１１．２ ３．２�

２４ �� エイワジョリー 牝４黒鹿５５ 小野 次郎永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４６０＋ ４１：１１．４１ １２５．１�
５９ ウエスタンウッズ �５芦 ５７

５４ ▲的場 勇人西川 賢氏 的場 均 静内 北西牧場 ４７８＋１４１：１１．５� ２．８�
４７ リンクスクイン 牝４黒鹿５５ 佐藤 哲三荻野 猛夫氏 加賀 武見 門別 田端牧場 ４５６＋ ８１：１１．６	 １５７．４�
３５ � イチライタッチ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲黛 弘人市来 静夫氏 吉永 正人 浦河 鈴木 武蔵 ４９６－ ６ 〃 アタマ ６１．８�
５１０�� ガッサンルーブル 牡５鹿 ５７ M．デムーロ西村 專次氏 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ５２８＋ ６１：１１．７クビ １７．９�

（伊）

６１１�
 エグゼリーナ 牝５青鹿５５ 内田 博幸�下河辺牧場 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４９０＋ ２１：１１．８	 ４．０	
（大井）

７１３� ケンコウヘイロー 牡４黒鹿５７ 小林 淳一志田 晃一氏 岩戸 孝樹 静内 八田ファーム ４９２－１２１：１２．０１� １４．０

６１２�
 ハイフレンドバリア 牝６黒鹿５５ 小牧 太�橋 顕輔氏 富田 一幸 新冠 新冠橋本牧場 ５０８＋ ４１：１２．７４ １４８．５�
３６ � ウォッチンザスカイ 牡４栗 ５７ 石橋 脩�グリーンテック柴田 政人 門別 信育成牧場 ４４４± ０１：１２．８	 ２２８．１
８１５ ウメノレイメイ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹楳津 繁氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 ４９８＋ ４１：１２．９クビ ３４．７�
７１４ ヴァインドレッサー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ １８１．５�
１２ � ダイワフェニックス 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４７０＋１４１：１３．４３ １１．３�
１１ ダンシングママ 牝４鹿 ５５ 江田 照男小峰 清文氏 嶋田 潤 三石 パラダイス・

ファーム ４５０＋ ４１：１３．５	 ２６．３�
４８ �
 エイダイサイレンス 牝４黒鹿 ５５

５３ △津村 明秀�東振牧場 松永 勇 鵡川 東振牧場 ４５０＋ ４１：１３．７１	 ４００．８�
８１６�
 ショックウエーブ 牡５栗 ５７ 郷原 洋司内藤 好江氏 山田 要一 門別 新井 弘幸 ４３０± ０１：１５．３１０ ５６７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，７５０，７００円 複勝： ３５，７４０，３００円 枠連： ３７，１５７，６００円

普通馬連： １５０，９８９，１００円 馬単： １３４，２７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９１３，４００円

３連複： １７８，５３５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ６０２，３６２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � ２，０３０円 � １７０円 枠 連（２－２） １７，３００円

普通馬連 �� １６，９５０円 馬 単 �� ２５，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５００円 �� ２７０円 �� ６，１７０円

３ 連 複 ��� １５，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９７５０７ 的中 � ７３７１４（２番人気）
複勝票数 計 ３５７４０３ 的中 � １１４７１９（１番人気）� ２５９２（１２番人気）� ５８５８９（３番人気）
枠連票数 計 ３７１５７６ 的中 （２－２） １５８６（２８番人気）
普通馬連票数 計１５０９８９１ 的中 �� ６５７７（３３番人気）
馬単票数 計１３４２７６２ 的中 �� ３９２５（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９１３４ 的中 �� ２２６８（３１番人気）�� ３９８５５（２番人気）�� １２７５（４１番人気）
３連複票数 計１７８５３５１ 的中 ��� ８３３４（４５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１１．１―１２．０―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３３．４―４５．４―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．８
３ ・（４，９）－（５，２，１１）（１，１３）（３，１０，１５）－（７，１４）８（１２，１６）６ ４ ・（４，９）１１（５，２，１３）（３，１，１５）１０，７－１４（８，１２）－（６，１６）

勝馬の
紹 介

アルバレスト �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．５．７ 東京４着

２００２．３．２１生 牡４青鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス ８戦２勝 賞金 ２１，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショックウエーブ号は，平成１８年４月４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 ボトムフィッシャー号
（非抽選馬） １頭 トワイニングイモン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０３３ ３月４日 晴 稍重 （１８中山２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

お う ば い

黄 梅 賞
発走１４時３０分 （芝・右・外）

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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

８１４� マイネルスケルツィ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５１０＋ ２１：３４．６ １．５�

５９ � ビューティーパール 牝３黒鹿５４ 北村 宏司水上 行雄氏 増沢 末夫 浦河 笠松牧場 ４４８－ ８１：３５．１３ ４５．８�
４６ � ダノンウイングス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 愛

Exors of the Late
Gerald W. Leigh and
Islanmore Stud

４３８－ ４１：３５．８４ ４．８�
２２ �� レイザストレングス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４１２－ ６ 〃 アタマ ２３．２�
７１２ アンバージャック 牡３栗 ５６ 小野 次郎�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ５０４－ ２１：３６．０１	 １１．９�
８１５� マイネルガッチャ 牡３黒鹿５６ 田中 剛 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小島 太 加 Richard L.
Lister B４５６－ ４１：３６．２１	 ３２．３	

６１１� アルカライズ 牡３青鹿５６ 菊沢 隆徳 �社台レースホース奥平 真治 白老 白老ファーム ４８０± ０ 〃 アタマ １２６．９

５８ � アラメダキング 牡３栗 ５６ 福永 祐一櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米

Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４５２－１２１：３６．３クビ ９４．９�
１１ ダイワフォルゴーレ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：３６．５１	 １７．９�
３４ サウンドバイト 牝３黒鹿５４ M．デムーロ平井 卓志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：３６．７１
 ２５．９

（伊）

３５ �� ヒットニーロクニー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸中島 稔氏 佐々木清明 門別 沖田牧場 ４２８－ ４１：３６．８
 ３８５．２�
（船橋） （大井）

６１０� ドリームパラソル 牝３鹿 ５４ 小牧 太飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４２２－２２ 〃 ハナ ４４．０�
４７ � スーパーキャノン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４６０－ ２１：３６．９
 ４９５．１�
７１３�� ダンシングボーイ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 ４６６± ０ 〃 アタマ ３６．２�
２３ �� コンゴウマドンナ 牝３栗 ５４ 津村 明秀金岡 久夫氏 相沢 郁 静内 高橋フアーム ４１６－２６１：３７．２２ ６３８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，４３９，１００円 複勝： ４１，３９５，８００円 枠連： ４７，０３７，９００円

普通馬連： １８５，０００，９００円 馬単： １５５，９５７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，８８５，８００円

３連複： １３５，９６９，５００円 ３連単： ３８６，２３３，１００円 計： １，０３２，９１９，１００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � ５２０円 � １３０円 枠 連（５－８） １，５９０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １６０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ３，１２０円 ３ 連 単 ��� １２，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３７４３９１ 的中 � ２０９４９２（１番人気）
複勝票数 計 ４１３９５８ 的中 � １７６８０３（１番人気）� ９７２８（９番人気）� ８０１７２（２番人気）
枠連票数 計 ４７０３７９ 的中 （５－８） ２１８３９（８番人気）
普通馬連票数 計１８５０００９ 的中 �� ４８２６６（１０番人気）
馬単票数 計１５５９５７０ 的中 �� ３４９７９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３８８５８ 的中 �� ９１１４（１２番人気）�� ９８５９３（１番人気）�� ５９７２（１８番人気）
３連複票数 計１３５９６９５ 的中 ��� ３２２１４（９番人気）
３連単票数 計３８６２３３１ 的中 ��� ２３１０４（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．５―３６．１―４７．８―５９．６―１：１１．２―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

�マイネルスケルツィ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００５．１０．９ 東京２着

２００３．２．１７生 牡３鹿 母 ア ラ デ ヤ 母母 Fair Shirley ６戦２勝 賞金 ３１，２９７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０３４ ３月４日 晴 稍重 （１８中山２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

りょうごく

両 国 特 別
発走１５時０５分 （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．４以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１５� エクスプロイト 牡６黒鹿５７ 横山 典弘山本 武司氏 奥平 真治 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：５０．８ ８．８�

３５ ロフティーエイム 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９２－ ６１：５１．１１� ５．７�
４６ 	 ケージーフジキセキ 牡５鹿 ５８ 松岡 正海川井 五郎氏 鮫島 一歩 三石 松本牧場 ４７２－ ６１：５１．２
 ３．２�
５９ シャドウゲイト 牡４黒鹿５７ M．デムーロ飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：５１．５２ ４．６�

（伊）

７１２ ディーエスハリアー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ７．９�
７１３� アポインテッドデイ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Cheveley

Park Stud ５１８－ ４１：５１．６クビ ２４．４�
８１４� エイシンサリヴァン 牡４芦 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage

Farm LLC ４９０± ０１：５１．７
 ２７．５	
３４ 	� エアフォルツァ 牡４鹿 ５７ 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 ４７２± ０１：５１．８
 １９．２�
６１１	 マイネルジェム 牡７栗 ５７ 木幡 初広 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 コスモビューファーム ４８２－ ２ 〃 アタマ ６０．３�
４７ ゲットマイウェイ 牡４青鹿５７ 北村 宏司飯田 正氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ５７．５
２３ 	 キングエクスプレス 牡４黒鹿５７ 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４８０＋１０１：５２．０１� ４０．７�
５８ スマイルフォライフ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸小田切有一氏 音無 秀孝 白老 白老大須賀

牧場 ４５６－ ２１：５２．１� １０．０�
（大井）

６１０ ダ リ オ ９栗 ５７ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス
 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５００＋１０１：５２．２クビ １１１．８�

２２ ダイワセレクション 牡６鹿 ５７ 菊沢 隆徳大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９６－ ４１：５２．５１� １０９．７�
１１ 	 トウカイエデン 牝７鹿 ５５ 千葉 直人内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 B４３２－ ６１：５２．９２
 ３６４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，２９８，６００円 複勝： ５９，０８２，６００円 枠連： ６５，０６２，２００円

普通馬連： ２７５，７８０，７００円 馬単： １６５，９１５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６８１，０００円

３連複： ２００，５８０，５００円 ３連単： ４４８，９７１，２００円 計： １，３０９，３７１，８００円

払 戻 金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２６０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（３－８） １，６９０円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ６，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ６５０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ３，７８０円 ３ 連 単 ��� ２３，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３９２９８６ 的中 � ３５５６４（５番人気）
複勝票数 計 ５９０８２６ 的中 � ４９９２２（６番人気）� ６９４０４（３番人気）� １５２７６７（１番人気）
枠連票数 計 ６５０６２２ 的中 （３－８） ２８５４１（９番人気）
普通馬連票数 計２７５７８０７ 的中 �� ６４２５２（１２番人気）
馬単票数 計１６５９１５０ 的中 �� １８９２８（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６８１０ 的中 �� １５２８７（１０番人気）�� ２０６４１（６番人気）�� ３１７０９（２番人気）
３連複票数 計２００５８０５ 的中 ��� ３９２４１（９番人気）
３連単票数 計４４８９７１２ 的中 ��� １４０６７（６２番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．３―１３．０―１３．０―１２．４―１２．７―１２．０―１１．３―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．１―３８．１―５１．１―１：０３．５―１：１６．２―１：２８．２―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エクスプロイト �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００２．１１．３０ 中山１着

２０００．３．１０生 牡６黒鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー １８戦５勝 賞金 ６９，２８１，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０３５ ３月４日 晴 稍重 （１８中山２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�第１回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，１７．３．５以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１７．３．４以前のG
Ⅰ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限
定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

夕刊フジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

３５ �� ネイティヴハート 牡８鹿 ５６ 内田 博幸池田 草龍氏 坂本 昇 新冠 明和牧場 B４９４－ ２１：０８．６ １３９．５�
（船橋） （大井）

１１ コパノフウジン 牡４栗 ５６ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４６６－ ８１：０８．８１ ９．６�
６１２	 シンボリグラン 牡４芦 ５８ M．デムーロシンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５２８± ０ 〃 アタマ ４．６�
（伊）

４７ � アイルラヴァゲイン 牡４鹿 ５６ 横山 典弘齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ２１：０８．９
 ４．８�
１２ � ギャラントアロー 牡６栗 ５７ 大西 直宏冨沢 敦子氏 崎山 博樹 門別 藤本 友則 ５０４－ ８ 〃 アタマ １０．９�
６１１ マイネルアルビオン 牡４青鹿５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 村下 貞憲 ５４０± ０１：０９．１１
 ６．４�
７１３� マルカキセキ 牡５栗 ５６ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５１６－１８ 〃 クビ ５．３	
２３ 	 ナイキアヘッド 牡７鹿 ５６ 村田 一誠小野 誠治氏 古賀 史生 米

John R. Mulhol-
land & Martha
Jane Mulholland

４９８± ０１：０９．２クビ １８８．４

５１０� シーイズトウショウ 牝６鹿 ５５ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内トウショウ牧場 ４６４－１８１：０９．３� ８．８�
３６ エイシンヘーベ 牝５黒鹿５４ 後藤 浩輝平井 豊光氏 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４３６－１０１：０９．４� ３３．０�
５９ � ゴールデンキャスト 牡６栗 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 浦河 バンダム牧場 ４８２－１２１：０９．５� ２８．４
４８ タカオルビー 牝６鹿 ５４ 吉田 豊�寺田工務店 小林 常泰 新冠 森 牧場 ４８２＋１２１：０９．６クビ １３１．１�
８１５	 タイキジリオン 牡６栗 ５６ 四位 洋文�大樹ファーム 安田 隆行 米 Wimborne

Farm, Inc. B４８０－ ４ 〃 クビ ２３．１�
８１６ ディープサマー 牡４芦 ５７ 田中 勝春深見 敏男氏 山内 研二 静内 マークリ牧場 ４８４－ ４１：０９．８１
 ３０．９�
７１４	 マルターズホーク 牡９鹿 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Bryan Boone ５０６－ ２１：０９．９
 ３３５．９�
２４ ス パ イ ン 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６０－ ８１：１０．０
 ７１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８８，４５０，５００円 複勝： １３１，６４２，７００円 枠連： １４２，０９６，２００円

普通馬連： ７４６，７３７，６００円 馬単： ４３１，３９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３７，５０６，２００円

３連複： ５７６，８５１，５００円 ３連単： １，２５８，６４４，０００円 計： ３，５１３，３１９，４００円

払 戻 金

単 勝 � １３，９５０円 複 勝 � ３，２４０円 � ３１０円 � １９０円 枠 連（１－３） ５，９８０円

普通馬連 �� ８７，９５０円 馬 単 �� ２１８，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６，５６０円 �� １０，３７０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １６８，０７０円 ３ 連 単 ��� ２，１６０，１９０円

票 数

単勝票数 計 ８８４５０５ 的中 � ４９９９（１４番人気）
複勝票数 計１３１６４２７ 的中 � ８２１８（１５番人気）� １１４７１０（５番人気）� ２２４９８５（２番人気）
枠連票数 計１４２０９６２ 的中 （１－３） １７５５９（１９番人気）
普通馬連票数 計７４６７３７６ 的中 �� ６２６６（８７番人気）
馬単票数 計４３１３９０７ 的中 �� １４５９（１８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３７５０６２ 的中 �� １９９１（８４番人気）�� ３１８８（６７番人気）�� ３６２６０（１２番人気）
３連複票数 計５７６８５１５ 的中 ��� ２５３３（２３５番人気）
３連単票数 計１２５８６４４０ 的中 ��� ４３０（１８４８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．８―１１．３―１１．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．３―４４．６―５５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ネイティヴハート �

�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ノーザンテースト （３２戦４勝 賞金 ２５５，５４３，０００円）

１９９８．４．３生 牡８鹿 母 ポトマツクチエリー 母母 サ ン サ ン

※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 シンボリエスケープ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０３６ ３月４日 晴 不良 （１８中山２）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．４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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１４� トップガンマン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸小河 一�氏 国枝 栄 門別 渡辺 芳一 ４６４＋ ２１：５３．１ ３．５�
（大井）

２４ �� リトルプリンス 牡６栗 ５７ 大西 直宏�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４６８＋ ８１：５３．６３ ２３．２�
６１２	 ペ イ デ イ 
４栗 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９０＋１２１：５３．８１� ４９．７�
３５ � フサイチウィード 牡４鹿 ５７ M．デムーロ関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B４８８－ ２１：５３．９� ９．６�
（伊）

５１０ リワードレオン 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード ５０８＋２４１：５４．０クビ ３０．９�

４７ ソリッドラヴ 牡４鹿 ５７ 南田 雅昭山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４７０－ ２ 〃 クビ １９８．５	
７１３ ヴィオラポンポーサ 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 静内 グランド牧場 ４５８－ ６１：５４．１� ２８．０

４８ � トウカイマジック 牡４鹿 ５７ 四位 洋文内村 正則氏 後藤 由之 三石 谷山 和喜 ４８８－ ４１：５４．３１� ６８．０�
１１ �� ゲンキナシャチョウ 牡５黒鹿５８ 後藤 浩輝�ミキハウス 萩原 清 米

Ben P Walden Jr., W.
Elliott Walden &
Crescent City Stables

５９０－１０ 〃 ハナ ２．０�
６１１� タヤスワカシオ 牡５鹿 ５７ 江田 照男横瀬 俊三氏 星野 忍 門別 庫富ファーム ４６４± ０１：５４．４� １９．３
５９ オリエンタルバード 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一棚網るみ子氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド B４７４＋１２１：５４．７２ １３．２�
１２ 	 ホ ト ダ ー 牡４栗 ５７

５４ ▲黛 弘人井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８２± ０１：５５．３３� １７１．８�
２３ � マスラタケヲ 牡５栗 ５７ 石橋 脩落合 莞氏 富田 一幸 鵡川 上水牧場 ４５６＋ ４１：５５．５１� ２４５．２�
８１６�� グルメジャパン 牡７栗 ５７ 柴田 善臣石井 政義氏 蛯名 信広 米

Eurowest Blood-
stock & Prairie
Star Racing

５５２＋１８１：５５．８１� ８１．５�
３６ グローリアスゲスト 牡４黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 静内 ビツグレツドフアーム ４８６－ ６ 〃 ハナ ２５０．２�
８１５� ガ リ ン シ ャ 牡４栗 ５７

５５ △津村 明秀渡辺喜八郎氏 鈴木 伸尋 新冠 森 牧場 ４８４－１６１：５６．９７ ２１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，８４７，３００円 複勝： ３８，２９４，０００円 枠連： ５９，２２１，４００円

普通馬連： ２２２，５６２，１００円 馬単： １７０，１２５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，９５５，４００円

３連複： １６１，７４８，３００円 ３連単： ４０７，７９０，７００円 計： １，１４７，５４４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １９０円 � ５３０円 � １，１２０円 枠 連（２－７） ３，０９０円

普通馬連 �� ３，０８０円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ３，８９０円 �� １０，４３０円

３ 連 複 ��� ５０，５４０円 ３ 連 単 ��� ２３２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３９８４７３ 的中 � ９０５３９（２番人気）
複勝票数 計 ３８２９４０ 的中 � ６７５３１（２番人気）� １７１１２（７番人気）� ７４８３（１１番人気）
枠連票数 計 ５９２２１４ 的中 （２－７） １４１８０（１１番人気）
普通馬連票数 計２２２５６２１ 的中 �� ５３４２５（１２番人気）
馬単票数 計１７０１２５０ 的中 �� ２５９１４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７９５５４ 的中 �� １０５５２（１２番人気）�� ３０００（３７番人気）�� １１０５（６８番人気）
３連複票数 計１６１７４８３ 的中 ��� ２３６２（１１４番人気）
３連単票数 計４０７７９０７ 的中 ��� １２９７（５０１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１２．９―１３．０―１２．７―１２．４―１２．５―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３７．１―５０．１―１：０２．８―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．３

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

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

勝馬の
紹 介

�トップガンマン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．９．１８ 中山３着

２００２．３．１９生 牡４鹿 母 ネオサカエール 母母 ヨ シ イ ワ ト ８戦２勝 賞金 １８，７００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ソリッドラヴ号の騎手南田雅昭は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 マスラタケヲ号は，平成１８年４月４日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サクラアクート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１８中山２）第３日 ３月４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２４６，２６０，０００円
２，１００，０００円
２７，０６０，０００円
１，７５０，０００円
１，２８０，０００円
１，９９０，０００円
２５，６８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，５９７，０００円
５，４００，４００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
３７４，５２０，９００円
４５５，３６７，９００円
５３７，８４１，２００円
２，１６２，２７０，１００円
１，６４５，１６７，０００円
４７３，０１５，０００円
１，９５９，９８３，８００円
２，５０１，６３９，０００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
計 １０，１０９，８０４，９００円

総入場人員 ２６，１７４名 （有料入場人員 ２４，７８０名）




