
０５０７３ ３月１７日 曇 良 （１９中山２）第７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

３５ オーシャンルミナス 牝３鹿 ５４ 江田 照男大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４６０－ ２１：１３．６ １２．５�

６１１� エアリアーナ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �ラッキーフィールド小島 太 様似 猿倉牧場 ４３０＋ ２１：１４．４５ ４．１�
６１２� ハナノリンダ 牝３栗 ５４ 津村 明秀花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４５８＋ ４ 〃 アタマ １４２．３�
２４ � イエローファイト 牝３栗 ５４ 松岡 正海古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８０＋１６１：１４．８２� ２７．１�
４７ � レインボーアカリ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一堀脇 操氏 本間 忍 浦河 藤春 修二 ４２６ ― 〃 ハナ ２６２．０�
５１０� ヘイラホップ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹加藤 徹氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４４６－ ６１：１４．９� １２．２�
４８ シャインウッキー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人皆川 博文氏 根本 康広 浦河 向別牧場 ４３８－ ２１：１５．１１ ４．２	
１１ ウェディングライト 牝３芦 ５４

５１ ▲的場 勇人荻原 昭二氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４２８± ０ 〃 クビ ２．３

２３ ホースメンレディー 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人野澤 �智氏 内藤 一雄 新冠 斉藤 安行 ４０８＋ ４１：１５．６３ ４８１．８�
８１６ シャドウブーケ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣飯塚 知一氏 小笠 倫弘 浦河 成隆牧場 ４３８＋ ６１：１５．７クビ １７．４
８１５� ナンヨーミドル 牝３鹿 ５４ 田中 剛中村 �也氏 奥平 雅士 浦河 富田牧場 B４５６－ ６ 〃 クビ １００．７�
７１３ スプリングレリア 牝３栗 ５４ 小野 次郎加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 清水 誠一 ４２８＋１０１：１６．３３� １６８．８�
１２ � フラワーギフト 牝３青 ５４ 後藤 浩輝大河内一権氏 高橋 裕 門別 インターナシヨナル牧場 ４４６－ ２１：１６．６１� １９．４�
５９ ラヴエモーション 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥有限会社シルク鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４７４－ ６１：１７．２３� ２８０．７�
７１４ マスアバンギャルド 牝３鹿 ５４ 池田 鉄平上田 忠男氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４４６＋ ８１：１７．７３ ６６８．９�
３６ ドリップオン 牝３栗 ５４ 伊藤 直人仙元 義夫氏 小林 常泰 新冠 競優牧場 ４３２－１２１：１７．８� ６６５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９５６，４００円 複勝： ２３，４１６，３００円 枠連： １９，８４６，３００円

普通馬連： ７３，４６３，３００円 馬単： ６４，７６８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８２１，３００円

３連複： ９０，６７９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３０７，９５１，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３７０円 � ２００円 � ２，６６０円 枠 連（３－６） ３，１１０円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ６，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ９，３４０円 �� ４，４１０円

３ 連 複 ��� ６１，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９５６４ 的中 � １０１１５（５番人気）
複勝票数 計 ２３４１６３ 的中 � １６１５８（５番人気）� ３８２９０（３番人気）� １８４３（１０番人気）
枠連票数 計 １９８４６３ 的中 （３－６） ４７１３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７３４６３３ 的中 �� １８１３０（１３番人気）
馬単票数 計 ６４７６８６ 的中 �� ７５５６（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８２１３ 的中 �� ６０８２（９番人気）�� ５０６（４３番人気）�� １０８１（３１番人気）
３連複票数 計 ９０６７９６ 的中 ��� １０８０（８８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．９―１２．４―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．２―４７．６―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンルミナス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００６．８．１９ 新潟１０着

２００４．１．２８生 牝３鹿 母 オーシャンドリーム 母母 Prance ６戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスアバンギャルド号は，平成１９年４月１７日まで平地競走に出走できない。

ドリップオン号は，平成１９年５月１７日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ナンヨーミドル号は，平成１９年４月１７日まで平地競走に出走できない。



０５０７４ ３月１７日 曇 良 （１９中山２）第７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

６９ ピサノシェンロン 牡３栗 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ４９８－ ２１：５７．２ ２．８�

６１０� ベルグミサイル 牡３芦 ５６ 松岡 正海山田 俊一氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４７０＋ ２１：５７．４１� ４．０�
７１１� サンジャンボリー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 菊川 正達 三石 山際セントラ

ルスタッド ５０２－１６１：５８．２５ ２０．３�
５７ � ル ド ベ キ ア 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人吉田 安惠氏 秋山 雅一 追分 追分ファーム ５３０± ０１：５８．３� ６．２�
８１３� アイサダドラゴン 牡３栗 ５６ 津村 明秀平野 岩夫氏 中野 隆良 新冠 森田 芳男 ５１０－ ２１：５９．１５ ４４．７�
４６ � デュアルボーイ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 新冠 渕瀬フアーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ ３６．７�
３３ � ダイワバンデラス 牡３芦 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 池上 昌弘 新冠 新冠橋本牧場 ５４２－１４１：５９．３１� ３．１�
５８ パワフルアゲン 牡３芦 ５６ 加藤士津八浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４９８－１６１：５９．４� ７８４．２	
３４ マンオンミッション 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 MOSパートナーシップ 高橋 祥泰 浦河 吉田 隆 ４６８＋ ６１：５９．５クビ ９１．２

４５ � プラチナムドラゴン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹安達 允彦氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４９２± ０２：００．２４ １７４．５�
２２ ウィザードキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康ジョイ・レースホース� 高橋 祥泰 浦河 杵臼牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ １０２．２
１１ � モンテゴールド 牡３栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ４７０－ ８２：００．４１� １１７．２�
７１２� アジルメンテ 牝３鹿 ５４ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４５６－ ２２：００．５クビ ５０９．５�
８１４�� フジヤマダンス 牡３鹿 ５６ 四位 洋文藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８ ―２：０１．８８ ３４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，８８６，５００円 複勝： ３０，８０１，２００円 枠連： ３０，５４９，６００円

普通馬連： ８４，１８０，７００円 馬単： ８１，１４１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１３３，５００円

３連複： １１５，９０９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３８９，６０２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ３４０円 枠 連（６－６） ６１０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ７６０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２８８６５ 的中 � ６４６８７（１番人気）
複勝票数 計 ３０８０１２ 的中 � ６６７５１（３番人気）� ７７０３２（１番人気）� １６２１３（５番人気）
枠連票数 計 ３０５４９６ 的中 （６－６） ３７３９６（３番人気）
普通馬連票数 計 ８４１８０７ 的中 �� １１６４６３（１番人気）
馬単票数 計 ８１１４１５ 的中 �� ５３５０２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１３３５ 的中 �� ３２１０６（１番人気）�� ６９８１（８番人気）�� ８０１１（７番人気）
３連複票数 計１１５９０９４ 的中 ��� ３９３０３（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．９―１３．４―１２．８―１３．２―１３．２―１３．３―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．２―５０．６―１：０３．４―１：１６．６―１：２９．８―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F４０．６
１
３

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

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

ピサノシェンロン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００６．１０．８ 東京２着

２００４．２．１生 牡３栗 母 ケイウーマン 母母 Friendly Finance ７戦１勝 賞金 １２，３５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 プラチナムドラゴン号は，平成１９年４月１７日まで平地競走に出走できない。
※フジヤマダンス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０５０７５ ３月１７日 曇 良 （１９中山２）第７日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４４ �� ミレニアムカースル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５０６－ ４１：１３．２ １２．４�

１１ � フリーアディション 牡３黒鹿５６ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 米 Manga-
naro LLC ５５２＋ ６１：１３．３	 ２９．０�

２２ キングオブハイシー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４６８－ ４１：１３．５１ １１．４�
５６ � ダイワギブソン 牡３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 豪

Arrowfield Pastoral
Pty Ltd, D H K In-
vestments Pty Ltd

４８６＋ ４１：１３．９２	 ６．０�
６７ � コスモリバイアサン 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 様似 様似共栄牧場 ４９８－ ６１：１４．０
 ３．８�
８１１ ニシノタマテバコ 牡３芦 ５６

５３ ▲田中 博康西山 茂行氏 伊藤 圭三 鵡川 西山牧場 ４９０＋ ２１：１４．７４ ９９．５�
３３ � トウショウモード 牡３栗 ５６ 横山 典弘トウショウ産業	 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９６＋ ２１：１４．８	 １．８

８１２ ザドリームチャンプ 牡３栗 ５６ 小林 淳一平本 敏夫氏 斎藤 宏 新冠 川上 悦夫 ４６８± ０１：１５．３３ ２８．９�
６８ � ロディーヒット 牡３栗 ５６ 吉田 隼人菅波立知子氏 田村 康仁 静内 大典牧場 ４２８＋ ７ 〃 アタマ ２３４．５�
５５ � パ ラ イ ッ ソ 牝３栗 ５４ 武士沢友治田中 晴夫氏 笹倉 武久 平取 有限会社中

田牧場 ４３０＋ ２１：１５．６２ ２７２．８
７１０� ハッピーパセリ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新冠 競優牧場 ４５０＋１０１：１５．８１� ４６２．１�
７９ カネコメスパークー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥�岡 義雄氏 浅野洋一郎 浦河 金石牧場 ４５８ ―１：１６．６５ １５９．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，２２１，９００円 複勝： ２７，３５２，６００円 枠連： ２４，４２５，０００円

普通馬連： ８４，２９５，６００円 馬単： ９６，００２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０７７，５００円

３連複： １１５，３５６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３９３，７３１，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ３３０円 � ６８０円 � ３５０円 枠 連（１－４） １１，６８０円

普通馬連 �� ６，８９０円 馬 単 �� １４，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� １，１３０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� １４，４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２２２１９ 的中 � １４１４８（５番人気）
複勝票数 計 ２７３５２６ 的中 � ２３０６０（４番人気）� ９６９６（６番人気）� ２１８１５（５番人気）
枠連票数 計 ２４４２５０ 的中 （１－４） １５４４（２２番人気）
普通馬連票数 計 ８４２９５６ 的中 �� ９０３３（１７番人気）
馬単票数 計 ９６００２１ 的中 �� ４８０３（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０７７５ 的中 �� ３０７４（１７番人気）�� ５３６０（１２番人気）�� ２８５５（１９番人気）
３連複票数 計１１５３５６５ 的中 ��� ５８９０（２９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．６―１２．５―１２．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．２―４６．７―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３９．０
３ ・（１，３）６（４，７）１１－５，２－１２－８－１０＝９ ４ ・（１，３）（４，６，７）－（２，１１）５－（８，１２）－１０＝９

勝馬の
紹 介

�
�
ミレニアムカースル �

�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Bering デビュー ２００７．１．２１ 小倉１０着

２００４．３．２８生 牡３鹿 母 ミレニアムポップ 母母 Snowdrop ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※カネコメスパークー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０５０７６ ３月１７日 曇 良 （１９中山２）第７日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

７１３�� タンティモール 牝３鹿 ５４ 江田 照男吉田 和美氏 奥平 雅士 門別 石原牧場 ５００ ―１：１３．５ ５．５�

４８ � ユウターロード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司上山 利広氏 嶋田 功 新冠 小田 健一 ４６２ ―１：１４．８８ ３１．６�
１１ �� トーセンエリート 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 嶋田牧場 ４７２ ―１：１４．９クビ ３３．４�
２４ � スマートキャピタル 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一大川 徹氏 佐々木亜良 門別 藤本 友則 ４１８ ―１：１５．１１� ９２．０�
５９ アサヒミラクル 牝３黒鹿５４ 武士沢友治久野 正弘氏 内藤 一雄 門別 サンバマウン

テンファーム ４８２ ―１：１５．２� １５．６�
（サチノミラクル）

８１５� ウイニングキッス 牝３栗 ５４ 福永 祐一澤 孝一氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４４６ ―１：１５．７３ １７．２�
２３ � タマモポルカ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海タマモ	 手塚 貴久 静内 曾我 博 ５１６ ―１：１５．８� ２．３

８１６� トーホウカスガ 牝３栗 ５４ 吉田 豊東豊物産	 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４５４ ―１：１６．０１� ４．０�
７１４ レッドカップ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�藤沢牧場 田 研二 静内 藤沢牧場 ４７６ ―１：１６．１� １５．９�
６１２ シルバーゴブレット 牝３栗 ５４ 上村 洋行 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 裕 門別 加藤牧場 ４７０ ―１：１６．４２ ８２．８�
１２ ゲンパチパワフル 牡３鹿 ５６ 木幡 初広平野 武志氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ５００ ―１：１６．５� ２１．０�
５１０� ミッドノエル 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司小原 巖氏 本郷 一彦 静内 服部 牧場 ３９６ ―１：１７．４５ ２５１．２�
４７ � スプリングガオー 牡３栗 ５６ 津村 明秀加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４１０ ―１：１７．５� １９７．１�
３５ タケデンブレイク 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 ４３８ ―１：１７．７１� ２９．９�
３６ � ビッグアジュール 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�菅井牧場 浅野洋一郎 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４７８ ―１：１７．８� ４７．６�
６１１� ゲームコントローラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ３９８ ―１：１８．１１� １７２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８０７，７００円 複勝： １７，５３５，９００円 枠連： ３３，８７９，１００円

普通馬連： ６８，２６５，１００円 馬単： ６２，５７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２３９，０００円

３連複： ８３，６９１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３０２，９９７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２４０円 � ７６０円 � ７９０円 枠 連（４－７） ５，０５０円

普通馬連 �� ９，９７０円 馬 単 �� １５，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８１０円 �� ２，５２０円 �� ４，４５０円

３ 連 複 ��� ５５，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８０７７ 的中 � ２７２１２（３番人気）
複勝票数 計 １７５３５９ 的中 � ２３９５４（３番人気）� ５４７７（９番人気）� ５２７５（１１番人気）
枠連票数 計 ３３８７９１ 的中 （４－７） ４９５３（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６８２６５１ 的中 �� ５０５７（３２番人気）
馬単票数 計 ６２５７９９ 的中 �� ２９４５（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２３９０ 的中 �� １６０３（３１番人気）�� １７９５（２７番人気）�� １００１（４６番人気）
３連複票数 計 ８３６９１２ 的中 ��� １１０８（１３６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．０―１２．５―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．５―４８．０―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
タンティモール �

�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Fappiano 初出走

２００４．３．３生 牝３鹿 母 スターショウ 母母 Meteor Dancer 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１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アポロエンジェル号・アミスターデ号・アンバーハード号・ガイアティアラ号・カネコメスパークー号・

キャプテンジロー号・キョクイチドラマ号・グランドアワード号・サクラチャーム号・サチノマイターン号・
シャーペンセンス号・ダイワアイトーン号・ノーバディノーズ号・フォーリアキング号・ブライティアレナ号・
フルールドリス号・マスレッドヴァレイ号・マリオネット号・ロマノーヴァ号



０５０７７ ３月１７日 曇 良 （１９中山２）第７日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

３６ � ムーンレスナイト 牡３鹿 ５６ 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier
Bloodstock ５０２－ ４１：３５．６ ２．７�

６１１� エーシントゥルボー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-
ter Farm ５０８＋ ２１：３５．７� ２．０�

５１０� シルクプリズム 牝３栗 ５４ 柴田 善臣有限会社シルク武藤 善則 静内 桜井牧場 ４５６ ―１：３６．０２ ３１．０�
４７ � クリールバレット 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４６４－ ２ 〃 クビ ２０．５�
４８ 	 マイネルドナール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加賀 武見 鵡川 上水牧場 ４６４＋ ２１：３６．３１
 ３８．７�
１２ � ア ム リ タ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海西浦 和男氏 土田 稔 浦河 浦河小林牧場 ４２８ ―１：３６．５１� ３９．０�
１１ � ハイデルベルグ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥	ターフ・スポート杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ５１２－１６１：３６．８１
 ６６．１

５９ � アキクサクイン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４２６＋ ６１：３６．９� ２３１．０�
３５ �	 フサイチジャスパー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一関口 房朗氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５３０ ―１：３７．０� １９．０�
２４ � ボーカルガイ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎	日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ ３８０．２
７１４� アレドラバン 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰吉田 勝己氏 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ２１：３７．１� １４．７�
８１６ ヒューマンウーマン 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人	三枝牧場 柄崎 孝 浦河 三枝牧場 ４２２＋ ２１：３７．２� ２７８．９�
８１５	 コ ス モ ト ノ 牡３鹿 ５６ 田中 剛 	ビッグレッドファーム 奥平 雅士 門別 厚賀古川牧場 ４８６＋ ２１：３７．７３ １７．２�
６１２� ベルファスト 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 静内 塚尾牧場 ３９２＋１０１：３８．１２� ７７．７�

７１３� カフェアーリントン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 三石 三石橋本牧場 ４８２ ―１：３８．２クビ ４４．６�
２３ グラスハーブ 牡３芦 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 門別 インターナシヨナル牧場 ４８４ ― 〃 クビ ２１１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９４４，５００円 複勝： ２６，９０２，５００円 枠連： ３５，３９５，１００円

普通馬連： ９０，９２７，４００円 馬単： ８９，４３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４５６，１００円

３連複： １１１，５８８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４０５，６４８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ５００円 枠 連（３－６） ２５０円

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，２６０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９４４５ 的中 � ７３７９１（２番人気）
複勝票数 計 ２６９０２５ 的中 � ６１２４５（２番人気）� １０１６０５（１番人気）� ６８０３（９番人気）
枠連票数 計 ３５３９５１ 的中 （３－６） １０６９０４（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０９２７４ 的中 �� ２６８４８１（１番人気）
馬単票数 計 ８９４３４８ 的中 �� １０６６５０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４５６１ 的中 �� ６１７７５（１番人気）�� ３９９２（１６番人気）�� ６５５８（９番人気）
３連複票数 計１１１５８８５ 的中 ��� ３９６９４（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．６―１１．９―１２．１―１１．８―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．６―４７．５―５９．６―１：１１．４―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０

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

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

�ムーンレスナイト �
�
父 Danehill �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００６．１１．１２ 東京５着

２００４．１．２６生 牡３鹿 母 Quarter Moon 母母 Jude ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ウエスタンファイン号



０５０７８ ３月１７日 曇 良 （１９中山２）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

８１３� コマンドールクロス 牡３青鹿 ５６
５３ ▲田中 博康 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ６１：５４．９ １２．４�

１１ � ジ ャ ド ー ル 牝３青鹿５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ２．０�
４４ � レオエンペラー 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４８６＋ ２１：５５．０クビ ８．６�
５７ � アイアムレギュラー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４７６－ ４１：５６．０６ １５．４�
６８ � ドラゴンファイヤー 牡３栗 ５６ 田中 勝春窪田 康志氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６８＋ ２１：５６．２１ ３．９�
８１２ リワードアルビオン 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ５２６＋１８１：５６．６２� ８３．４	
４５ �� アドマイヤヴィート 牡３青 ５６ 柴田 善臣近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ８ 〃 ハナ １１．５

２２ ブラックジュニア 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人林 義彦氏 秋山 雅一 浦河 辻 牧場 B５１０－ ６１：５６．８１� ８４．０�
６９ � セントラルカフェ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５０４＋ ２１：５７．０１ １９．６�
７１１� ア キ レ ス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人神林 幸一氏 小西 一男 静内 松田 三千雄 ４８０－ ６ 〃 ハナ ６７．８
７１０�� スガノキング 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 沖田 哲夫 ４８０± ０１：５７．１	 １０１．０�
５６ ケルティックハープ 牝３栗 ５４ 四位 洋文ジョイ・レースホース� 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ６１：５８．４８ ３０．５�
３３ �� スマートイマージュ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一大川 徹氏 畠山 吉宏 門別 ナカノファーム ４５２－ ４２：０２．３大差 １１４．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，５１８，３００円 複勝： ３３，６０５，２００円 枠連： ３１，３７０，２００円

普通馬連： １０７，６８６，８００円 馬単： ９３，２０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７２２，８００円

３連複： １１９，４５１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４３８，５５７，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２９０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（１－８） １，２６０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，０９０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６５１８３ 的中 � １６９７２（５番人気）
複勝票数 計 ３３６０５２ 的中 � ２３６４０（６番人気）� ９２３３０（１番人気）� ４０４２８（３番人気）
枠連票数 計 ３１３７０２ 的中 （１－８） １８４３８（６番人気）
普通馬連票数 計１０７６８６８ 的中 �� ５０８６７（６番人気）
馬単票数 計 ９３２０２２ 的中 �� １７３７１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７２２８ 的中 �� １００５０（８番人気）�� ５７１４（１４番人気）�� １６７８４（２番人気）
３連複票数 計１１９４５１５ 的中 ��� ３０８０４（７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１２．５―１３．１―１２．０―１３．１―１３．３―１３．１―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３６．６―４９．７―１：０１．７―１：１４．８―１：２８．１―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．１
１
３

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

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

�コマンドールクロス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．２９ 新潟４着

２００４．３．７生 牡３青鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール ７戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
〔制裁〕 コマンドールクロス号の騎手田中博康は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートイマージュ号は，平成１９年４月１７日まで平地競走に出走できない。



０５０７９ ３月１７日 晴 良 （１９中山２）第７日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６１２� ダイイチアトム 牡６鹿 ５７ 松岡 正海吉田 千津氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９４－ ４２：０２．６ ２．６�

４７ � ミヤコノカーン �６栗 ５７ 木幡 初広吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４５６＋ ４２：０２．８１ ２２．５�
２４ 	 アイシクルアート 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６４－ ８ 〃 クビ ７．０�
３５ �
 コスモスペシャリー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 白井牧場 ４７０－ ６２：０２．９クビ ９４．３�
７１４ シルクバッカス 牡５黒鹿５７ 田中 勝春有限会社シルク河野 通文 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８８± ０ 〃 ハナ １０．９�
４８ �
 ハネダテンシ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４９２－ ４ 〃 クビ １３．０�
２３ � ロイバーブリング 牡４鹿 ５７ 福永 祐一村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４７６－ ６２：０３．２１� １５．９	
３６ �	 カンファーマックス �５青鹿５７ 吉田 隼人奥村 清晴氏 石栗 龍彦 早来 田口 廣 ４９０＋１２ 〃 アタマ ２６１．１

７１３ ヴェルティージュ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠竹� 大晃氏 高市 圭二 平取 清水牧場 ４６８＋ ２２：０３．３� ５．０�
１２ 
	 ダイワアデオス 牡４鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 追分 追分ファーム ５３０＋ ２２：０３．４クビ ３６．８�
８１５�	 ダンシングタイガー �４鹿 ５７ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 門別 インターナシヨナル牧場 ４７０－ ６ 〃 クビ １５６．４
１１ � ケイジーウォリア �５鹿 ５７ 安藤 光彰鹿倉 勝氏 南田美知雄 三石 山腰 義忠 ４６８＋１０２：０３．６１� ２７３．０�
８１６� マチカネノワキ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘細川 益男氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５５６＋１２ 〃 クビ ９４．１�
５１０� コスモメルベーユ 牝４鹿 ５４

５１ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 萩原 清 豪 Pitt Place
Pty Ltd ５０４－ ６２：０３．７� ２０．０�

５９ フサイチギャロップ 牡５青鹿５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ ３６．４�
６１１� エイワヴァージニア 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝永井公太郎氏 松山 康久 愛 Tower

Bloodstock ４９６－ ２２：０４．４４ ９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９０９，４００円 複勝： ３４，６１０，２００円 枠連： ３８，２７５，２００円

普通馬連： １１９，０４６，５００円 馬単： ８７，１２１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９９１，２００円

３連複： １２８，６２０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４６２，５７４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � ３４０円 � １９０円 枠 連（４－６） ７９０円

普通馬連 �� ３，０５０円 馬 単 �� ４，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ５００円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ５，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５９０９４ 的中 � ８１３９６（１番人気）
複勝票数 計 ３４６１０２ 的中 � ７４７８０（１番人気）� ２０９６７（７番人気）� ４９６１４（３番人気）
枠連票数 計 ３８２７５２ 的中 （４－６） ３６１６８（３番人気）
普通馬連票数 計１１９０４６５ 的中 �� ２８８７７（１１番人気）
馬単票数 計 ８７１２１２ 的中 �� １３５７４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９９１２ 的中 �� ７３２４（１０番人気）�� １５３１４（３番人気）�� ４９６０（１８番人気）
３連複票数 計１２８６２０８ 的中 ��� １７３４５（１４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．３―１２．８―１２．８―１２．５―１２．３―１１．８―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．２―３６．５―４９．３―１：０２．１―１：１４．６―１：２６．９―１：３８．７―１：５０．２

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

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

勝馬の
紹 介

�ダイイチアトム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００４．４．２５ 東京１着

２００１．４．１３生 牡６鹿 母 ダイイチフローネ 母母 レガシーオブストレングス １１戦３勝 賞金 ３３，５６３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リネンヤクシン号



０５０８０ ３月１７日 晴 良 （１９中山２）第７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）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

３５ � ボストンキコウシ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春ボストンホース� 沢 峰次 米 David E.
Hager, II ４９０－ ４１：１２．１ １３．０�

１１ オンシジューム 牝４栗 ５５
５２ ▲的場 勇人 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 白老ファーム B４３０－ ４ 〃 ハナ ９．１�

８１６ パワークルセダー 牡５栗 ５７ 柴山 雄一�まの 成島 英春 三石 本桐牧場 ４９４± ０１：１２．５２� ５８．２�
８１５� ナイキウェルカム 牡５鹿 ５７ 福永 祐一小野 誠治氏 白井 寿昭 米 Richard

Spoor ５１２－ ４ 〃 ハナ ４．７�
５１０ ユウタージパング 牡４栗 ５７ 津村 明秀上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ５１２＋ ８１：１２．６	 １６．５�
４７ � ソ ロ タ ー ン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 豪 Mr DR

Fleming ４８８＋ ２１：１２．９１	 １．６	
１２ ミサトアロー 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝戸部 洋氏 根本 康広 静内 伊藤 昭次 ４６６－ ４１：１３．０クビ ２８．２

４８ 
� マルブツクロフネ �４芦 ５７ 武士沢友治大澤 毅氏 中島 敏文 三石 タガミファーム B４４２± ０１：１３．１� １４９．３�
３６ フ リ ー モ ア 牡５栗 ５７ 松岡 正海堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４６６＋１４１：１３．２クビ ６０．７�
６１２
� グレートアドミラル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎植田 忠司氏 嶋田 潤 浦河 小倉牧場 ５１２－ ２ 〃 ハナ ３９９．４
７１４
 ロードセレブレイト 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新冠 アラキフアーム ４８８－１２１：１３．３� ２０．５�
２４ ミヨノインパクト 牝５鹿 ５５ 郷原 洋司�関根商事 郷原 洋行 新冠 渕瀬フアーム B４８４－ ６１：１３．５１ １９０．４�
５９ � マッキーシェーバー 牡５鹿 ５７ 小林 淳一 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 門別 有限会社

飯田牧場 ４８６＋ ２１：１３．８２ ５４５．２�
７１３� シャンドラヴェリテ �６鹿 ５７ 柴田 善臣真野 晃治氏 石毛 善彦 米 E & D En-

terprises ５３０－ ６１：１３．９クビ ３９．６�
２３ シルクフラッグ 牡４鹿 ５７ 南田 雅昭有限会社シルク南田美知雄 三石 木下牧場 ４８６－１２１：１４．３２� ２０３．０�
６１１� トップカレント 牡５鹿

５７
５４ ▲田中 博康高橋 秀昌氏 尾形 充弘 伊達 高橋農場 ４９２－ ６ 〃 ハナ １４０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，４３１，１００円 複勝： ３７，３９４，８００円 枠連： ３６，８４３，８００円

普通馬連： １３８，１５８，３００円 馬単： １３１，３３１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５２０，０００円

３連複： １５８，４７３，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５６６，１５３，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ３６０円 � ２９０円 � １，２４０円 枠 連（１－３） ２，８６０円

普通馬連 �� ４，４１０円 馬 単 �� ９，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ４，６２０円 �� ４，３４０円

３ 連 複 ��� ５０，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８４３１１ 的中 � １７２７８（４番人気）
複勝票数 計 ３７３９４８ 的中 � ２９０１３（５番人気）� ３７２２２（３番人気）� ６８８７（１０番人気）
枠連票数 計 ３６８４３８ 的中 （１－３） ９５１７（９番人気）
普通馬連票数 計１３８１５８３ 的中 �� ２３１４４（１３番人気）
馬単票数 計１３１３３１５ 的中 �� １００２７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５２００ 的中 �� ７２４３（１３番人気）�� １８６３（３９番人気）�� １９８６（３７番人気）
３連複票数 計１５８４７３８ 的中 ��� ２３２４（９３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１２．３―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４６．２―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボストンキコウシ �
�
父 Songandaprayer �

�
母父 Dr. Blum デビュー ２００５．１１．１９ 東京１着

２００３．５．４生 牡４鹿 母 Gale the Queen 母母 Royal Cygnet ９戦２勝 賞金 １６，６００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 マッキーシェーバー号・トップカレント号は，平成１９年４月１７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 ジェイケイボストン号・フロイデタンツェン号



０５０８１ ３月１７日 晴 良 （１９中山２）第７日 第９競走 ��
��１，６００�

あ さ く さ

浅 草 特 別
発走１４時３０分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．３．１８以降１９．３．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

浅草観光連盟賞（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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１２ � モエレフィールド 牡４鹿 ５４ 吉永 護齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ５１６± ０１：３４．３ １１．５�

６１２ リキッドノーツ 牡６黒鹿５７．５ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５０６－ ８１：３４．６１� １．８�
１１ �	 レイザストレングス 牡４鹿 ５３ 上村 洋行ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３４＋ ２１：３４．７
 １９６．８�
２４ �� ダイイチミラクル �７芦 ５３ 大野 拓弥�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８６＋ ４１：３４．９１� １７．３�
４８ � シンボリプレオ 牡６黒鹿５６ 吉田 隼人シンボリ牧場 池上 昌弘 門別 和田農林（有） ４６４＋ ２ 〃 アタマ １４．２�
３５ トウショウヴォイス 牡５黒鹿５４ 小林 淳一トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７８＋ ２１：３５．０� ４４．６	
５９ フェラーリファイブ 牡４黒鹿５５ 四位 洋文市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：３５．２１� ６．４

５１０� カームブレイカー 牡７栗 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５５６± ０ 〃 クビ ２３．５�
７１３ ジュラナスリング 牡７鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４ 〃 アタマ ３３．４�
２３ 	 エプソムメサイア 牝４鹿 ５０ 石神 深一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：３５．３クビ ３６３．５
８１５� セプターレイン 牡５鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４６０＋ ４ 〃 クビ １８．４�
４７ トウショウアタック 牡５栗 ５３ 郷原 洋司トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６８－ ６１：３５．４クビ ３５．６�
３６ フェスティヴナイト 牡５鹿 ５５ 田中 勝春臼井義太郎氏 斎藤 宏 静内 伊藤 昭次 ４６２＋ ２ 〃 クビ ８．８�
６１１�� タマモダンディ �６芦 ５５ 江田 照男タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 B４６６＋ ２１：３５．５
 ４７．０�
７１４ バロンハーバー 牡４栗 ５３ 的場 勇人田中 博之氏 平井 雄二 平取 二風谷ファーム ４９０－ ６１：３６．０３ ２１９．７�
８１６� プラチナティアラ 牝４黒鹿５１ 土谷 智紀江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上牧場 ４３４－ ２１：３６．３１� １４４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，２２６，７００円 複勝： ４７，７５６，６００円 枠連： ４２，４７５，７００円

普通馬連： １９６，７９１，６００円 馬単： １３７，３８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，４５２，１００円

３連複： １５２，２５７，１００円 ３連単： ４０２，７０２，１００円 計： １，０５７，０４２，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，１５０円 複 勝 � ２９０円 � １２０円 � ３，９９０円 枠 連（１－６） １，１１０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １０，０３０円 �� ６，７５０円

３ 連 複 ��� ４９，９００円 ３ 連 単 ��� ２９６，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３４２２６７ 的中 � ２３６１３（４番人気）
複勝票数 計 ４７７５６６ 的中 � ３４１８９（４番人気）� １７６０９８（１番人気）� １８７３（１５番人気）
枠連票数 計 ４２４７５７ 的中 （１－６） ２８３２５（４番人気）
普通馬連票数 計１９６７９１６ 的中 �� １２０７６８（５番人気）
馬単票数 計１３７３８０７ 的中 �� ２６５７４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３４５２１ 的中 �� ２２９２３（４番人気）�� １０１１（６６番人気）�� １５０９（５８番人気）
３連複票数 計１５２２５７１ 的中 ��� ２２５２（１１０番人気）
３連単票数 計４０２７０２１ 的中 ��� １００２（６０９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１１．７―１１．８―１１．８―１１．９―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．７―３５．４―４７．２―５９．０―１：１０．９―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

�モエレフィールド �
�
父 フィールドアスカ �

�
母父 ダンシングブレーヴ （１戦０勝 賞金 ４，０４３，０００円）

２００３．４．２５生 牡４鹿 母 ロングテンシン 母母 ジュウジユタカ １６戦２勝 賞金 ４２，３８３，０００円
地方デビュー ２００５．５．１１ 札幌

〔制裁〕 トウショウアタック号の騎手郷原洋司は，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。
※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 エイワジョリー号



０５０８２ ３月１７日 晴 良 （１９中山２）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�内外タイムス杯

発走１５時０５分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．３．１８以降１９．３．１１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

内外タイムス賞（１着）
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２４ メイショウホウオウ 牡６栗 ５６ 勝浦 正樹松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５３８－ ８１：５３．８ ２１．０�

７１４� イ ブ ロ ン 牡５鹿 ５７．５ 後藤 浩輝栗坂 崇氏 田村 康仁 愛 Ballymacoll
Stud Farm Ltd ５０２＋ ２１：５３．９� ５．０�

８１５� アグネスネクタル 牡４黒鹿５６ 四位 洋文渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：５４．０	 ３．５�
７１３ ベ ル ー ガ 牡６鹿 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１２－ ２１：５４．１� １２．５�
３５ ジ ュ レ ッ プ 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４８６＋１２１：５４．２クビ ２１．５�
６１２ マイネシュリンクス 牝４黒鹿５０ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ２１：５４．３� ４０．６	
５１０� フィールドオアシス 牡４鹿 ５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６１：５４．７２	 ２．９

３６ メジロオーエン 牡７青鹿５３ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２４－ ２１：５４．９� ９３．８�
２３ 
 パラダイスリヴァー 牡９鹿 ５１ 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ４９８＋ ２ 〃 ハナ １０６．６�
４８ ヴィオラポンポーサ 牡６鹿 ５１ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 静内 グランド牧場 ４５８＋１０１：５５．１１� ２０３．９
６１１� スターオブニルス 牡７栗 ５５ 上村 洋行 �ルーラル・オカダ 手塚 貴久 浦河 村下牧場 B５１８－ ２１：５５．２	 ４９．１�
１１ ウルフボーイ 牡５鹿 ５５ 小野 次郎�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４７６－ ２１：５５．４１	 ６０．５�
５９ � サンマルセイコー 牝４黒鹿５１ 的場 勇人相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６０± ０１：５５．５クビ １１７．６�
４７ シンメイレグルス 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義織田 芳一氏 中村 均 新冠 松浦牧場 ４５８－ ２１：５５．７１� １０．７�
８１６ ゼンノマルビナス 牡４芦 ５４ 岩部 純二大迫久美子氏 池江 泰寿 白老 白老ファーム ４９４－ ６１：５５．９１	 ３１．０�
１２ � リ ュ ウ ヨ ウ 牝６鹿 ５１ 安藤 光彰三好紘之輔氏 大橋 勇樹 浦河 ヒダカフアーム ４８８－ ４１：５６．４３ ３９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，６８５，７００円 複勝： ５５，７１２，４００円 枠連： ５３，８５５，３００円

普通馬連： ２５７，６９１，８００円 馬単： １５２，３２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，３６６，４００円

３連複： １９４，８４２，３００円 ３連単： ４６９，５７７，０００円 計： １，２７６，０５８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１００円 複 勝 � ４９０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（２－７） ２，６１０円

普通馬連 �� ４，８２０円 馬 単 �� １１，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� １，２８０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ５，６４０円 ３ 連 単 ��� ５５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３７６８５７ 的中 � １４１７６（６番人気）
複勝票数 計 ５５７１２４ 的中 � ２３０１４（７番人気）� ７６２６２（３番人気）� １１０４１０（２番人気）
枠連票数 計 ５３８５５３ 的中 （２－７） １５２３６（１０番人気）
普通馬連票数 計２５７６９１８ 的中 �� ３９５０９（１４番人気）
馬単票数 計１５２３２７５ 的中 �� ９７２８（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４３６６４ 的中 �� ９２２６（１５番人気）�� １０１７５（１２番人気）�� ２７２９４（３番人気）
３連複票数 計１９４８４２３ 的中 ��� ２５４９９（１４番人気）
３連単票数 計４６９５７７０ 的中 ��� ６２４４（１４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３７．４―５１．１―１：０３．４―１：１５．７―１：２８．３―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウホウオウ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Woodman デビュー ２００３．１２．１４ 阪神２着

２００１．３．２１生 牡６栗 母 ビワプリムラ 母母 ウッドストリーム ３７戦６勝 賞金 １３１，３５４，０００円
〔制裁〕 ゼンノマルビナス号の騎手岩部純二は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アドマイヤスバル号・イブキサブデュー号・サニーネイティブ号・スマートストリーム号・ナリタプレリュード号・

ユノナゲット号



０５０８３ ３月１７日 晴 良 （１９中山２）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第２１回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以
上の馬１�増

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３５ � ショウナンタレント 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５４＋ ４１：４９．６ ２．４�

８１５�� ホ ク レ レ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４９．８１	 １６．４�

２４ クロコレーヌ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４８０＋ ６１：４９．９
 ３５．２�
４７ � アルコセニョーラ 牝３黒鹿５４ 池田 鉄平中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２６－ ４１：５０．１１� １１５．６�
４８ � マイネルーチェ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ２１：５０．２	 １３．８�
７１４� クラウンプリンセス 牝３鹿 ５４ 上村 洋行臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４３４－ ２ 〃 クビ １７．０	
１２ � エーシンパーティー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４４６－ ２ 〃 ハナ ２９５．８

２３ � イチゴイチエ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４３２－ ２１：５０．３クビ ２９．２�
６１１� ホットファッション 牝３鹿 ５４ 小野 次郎飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４６２＋ ２１：５０．４
 ６０．７�
６１２ トウカイファイン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 浦河 日田牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ８．７
５９ � ディーズメンフィス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４３６＋ ４１：５０．５	 ５７．６�
５１０ ジョウノガーベラ 牝３栗 ５４ 田中 勝春小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４６０± ０１：５０．８１
 ７．５�
１１ � ペルサントクリール 牝３栗 ５４ 横山 典弘前田 幸治氏 古賀 史生 米

Coffee Pot Stable
& The Thorough-
bred Corporation

５４０＋ ２ 〃 ハナ ３４．９�
３６ マイネシャリマー 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 門別 白井牧場 ４６０－ ８１：５０．９	 ２４．９�
７１３� ア ル ビ ア ン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一伊達 秀和氏 伊藤 伸一 米 Hidekazu

Date ４９４－ ６ 〃 ハナ ５．７�
８１６ エゾノタイセツ 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰瀬口 信正氏 菊川 正達 様似 瀬口 信正 ４６２－ ６１：５１．２２ １９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８１，３６７，６００円 複勝： １１４，４２９，１００円 枠連： １２３，５６０，３００円

普通馬連： ６４３，３５１，３００円 馬単： ３５３，８４１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２５，９７７，２００円

３連複： ５５７，４７９，８００円 ３連単： １，１７７，８２２，４００円 計： ３，１７７，８２９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３７０円 � ５８０円 枠 連（３－８） ９６０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，１５０円 �� ３，８２０円

３ 連 複 ��� １１，６６０円 ３ 連 単 ��� ４３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ８１３６７６ 的中 � ２７０３４６（１番人気）
複勝票数 計１１４４２９１ 的中 � ３３５７９８（１番人気）� ６５３１０（６番人気）� ３８４１０（１０番人気）
枠連票数 計１２３５６０３ 的中 （３－８） ９５５１６（４番人気）
普通馬連票数 計６４３３５１３ 的中 �� ３３１５０１（４番人気）
馬単票数 計３５３８４１６ 的中 �� １１３８９３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２５９７７２ 的中 �� ５６０７９（４番人気）�� ２６７７３（１０番人気）�� ７６９５（５１番人気）
３連複票数 計５５７４７９８ 的中 ��� ３５２９５（４２番人気）
３連単票数 計１１７７８２２４ 的中 ��� ２０１５２（１１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．４―４８．８―１：０１．０―１：１３．７―１：２５．８―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．９
１
３
５，３，１１，１（４，１０，１３）（６，１２，１５，１６）（２，８）９（７，１４）
５，１１（３，１３，１６）（４，１，１０，１５）（２，６，１２）（７，８，９，１４）

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンタレント �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Great Commotion デビュー ２００６．１１．１８ 東京２着

２００４．２．２３生 牝３鹿 母 シ ャ ン ラ ン 母母 Down the Line ６戦３勝 賞金 ６６，４９１，０００円
※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 アルティマトゥーレ号・カロンセギュール号・ザリーン号・ザレマ号・サンアイブライト号・スマートカスタム号・

チャームウィーク号・ベッラレイア号・ポケットビスケット号・ミンティエアー号



０５０８４ ３月１７日 晴 良 （１９中山２）第７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）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１２� カフェフロリデアン 牡７栗 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 米 John C.
Oxley ５３２＋１２１：５４．６ ９１．１�

７１４� フサイチウィード 牡５鹿 ５７ 田中 剛関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-
les McGinnes B４９６± ０１：５４．７クビ ６５．２�

８１５ ラピッドオレンジ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５２＋ ６１：５４．８� ７．７�
６１１� ダブルブラザー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &

Lois Hawkins ４６６－ ２１：５５．０１ ２０．９�
７１３	 セルフリスペクト 牡６鹿 ５７ 四位 洋文臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９６＋ ２１：５５．１
 ２６．２�
２４ メジロバーミューズ 牝５鹿 ５５ 安藤 光彰�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ２０．３�
１１ 	 ナスケンウインド 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝那須 猛氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４９８－ ２ 〃 ハナ ８５．２	
５１０ パピヨンシチー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 
友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４２２＋ ４ 〃 クビ ２．３�
２３ 	 オースミダンスイン 牡５鹿 ５７ 江田 照男
オースミ 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５４８－１０１：５５．３１ １３．２�
８１６ ジョリーズジョー �８鹿 ５７ 木幡 初広河内 孝夫氏 高市 圭二 浦河 日の出牧場 ４７０＋ ２１：５５．９３
 ４５３．０
１２ タイキスピリッツ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム ４８６－ ２１：５６．０� ３．９�
４７ 	� キャスティング 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人谷口 貞保氏 河野 通文 新冠 カミイスタット ５１２－ ４１：５６．１クビ １９．２�
４８  フローリッシュ 牝６栗 ５５ 村田 一誠�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４５４＋ ４１：５６．２
 １７４．４�
３５ リアルテースト 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 秋田牧場 ５１０＋ ４１：５６．４１
 ２６．６�
３６ メイショウルイーズ 牝４栗 ５５

５２ ▲小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５００± ０ 〃 ハナ ３２．０�
５９ トーセンエックス 牡４栗 ５７ 蛯名 正義島川 �哉氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４８２± ０１：５７．１４ １９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，７９５，６００円 複勝： ５１，６０９，８００円 枠連： ６１，６９４，５００円

普通馬連： ２３５，１０７，２００円 馬単： １５２，７９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，９５５，７００円

３連複： １９４，１０３，４００円 ３連単： ４５９，９５１，２００円 計： １，２４７，００７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ９，１１０円 複 勝 � ２，２３０円 � １，４５０円 � ３５０円 枠 連（６－７） ７，９３０円

普通馬連 �� １２１，５１０円 馬 単 �� ２５０，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６，５６０円 �� ８，９５０円 �� ５，７５０円

３ 連 複 ��� ４１０，４６０円 ３ 連 単 ��� ２，０４４，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３８７９５６ 的中 � ３３５８（１４番人気）
複勝票数 計 ５１６０９８ 的中 � ５６２３（１４番人気）� ８８１１（１２番人気）� ４５２１８（３番人気）
枠連票数 計 ６１６９４５ 的中 （６－７） ５７４６（２６番人気）
普通馬連票数 計２３５１０７２ 的中 �� １４２８（１００番人気）
馬単票数 計１５２７９０３ 的中 �� ４５０（２００番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２９５５７ 的中 �� ４８８（１０２番人気）�� １４５７（７２番人気）�� ２２７７（５９番人気）
３連複票数 計１９４１０３４ 的中 ��� ３４９（４０１番人気）
３連単票数 計４５９９５１２ 的中 ��� １６６（２１９９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．７―１３．３―１３．１―１２．９―１２．８―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．７―５０．０―１：０３．１―１：１６．０―１：２８．８―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�カフェフロリデアン �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Housebuster デビュー ２００２．１０．１２ 中山１着

２０００．５．１３生 牡７栗 母 Susie Ticket 母母 Trumpet’s Blare ２４戦４勝 賞金 ４９，８３５，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 クリノダイマオー号・シャコーミリオン号・チェリスト号・メジロカール号・ランタナ号



（１９中山２）第７日 ３月１７日（土曜日） 曇後晴 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
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

２５２，０４０，０００円
２０，４７０，０００円
１，４４０，０００円
２，１００，０００円
２７，７２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，７２５，０００円
５，０３０，０００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
３７７，７５１，４００円
５０１，１２６，６００円
５３２，１７０，１００円
２，０９８，９６５，６００円
１，５０１，９２１，９００円
４８０，７１２，８００円
２，０２２，４５３，９００円
２，５１０，０５２，７００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 １０，０２５，１５５，０００円

総入場人員 ２２，７７０名 （有料入場人員 ２１，０６１名）




