
０５０１３ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２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

７１４ フ ヨ ウ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４５２± ０１：１３．３ ４．１�

５９ ハイデフィニション 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 B４９２＋１０ 〃 ハナ ３．４�
１２ ウインペガサス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�小林牧場 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５４－ ６１：１３．６１� ２．７�
６１２ スカーレットダイヤ 牝３青鹿５４ 蛯名 正義芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４２２－ ２１：１４．２３� ７．０�
３５ ラグーナベルデ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 三石 中田 英樹 ４４６－ ６１：１４．３� ８２．７�
７１３ ニシノベローチェ 牝３鹿 ５４ 左海 誠二西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４３８－１０１：１５．１５ ３３６．９�

（船橋）

１１ イガノガイア 牝３鹿 ５４ 北村 宏司五十嵐政則氏 水野 貴広 静内 酒井 亨 ４６０－ ６１：１５．３１� ８２．９	
６１１ ムーンアイル 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 好雄氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 ４２２－１２１：１５．４� ６５．３

２４ スズミネルヴァ 牝３鹿 ５４ 高山 太郎小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４３４－１２１：１５．６１� ４６４．９�
８１５ テーブルフラワー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ２ 〃 クビ ９．８�
４８ クリアーライト 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史グレイドレーシング組合 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４６０＋ ６１：１５．７クビ ４５．０
４７ サラスマイル 牝３鹿 ５４ 江田 照男グリーンスウォード 中川 公成 新冠 長浜 秀昭 ４１４－ ２１：１６．１２� ４２６．３�
３６ マコトジョコンダ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊眞壁 明氏 和田 正道 様似 出口 繁夫 ４０４－ ８１：１６．４２ ３５３．３�
２３ スリーマインド 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次村椿 正晃氏 清水 美波 浦河 北葉ファーム ４７２± ０１：１６．８２� ８５．０�
５１０ テスタンミラクル 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４０８－１２１：１６．９クビ ３３９．０�
８１６ スリーミラクルズ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広平岡 茂樹氏 �田 研二 鵡川 平岡牧場 ４２０＋ ２１：１７．０� ６６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１７５，０００円 複勝： ３０，５０２，２００円 枠連： ２２，２５９，２００円

普通馬連： ８０，７１０，２００円 馬単： ８４，７６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，００２，８００円

３連複： １１５，３１３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３７８，７２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（５－７） ７６０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２５０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０１７５０ 的中 � ３８９００（３番人気）
複勝票数 計 ３０５０２２ 的中 � ５５５３３（３番人気）� ６８１６５（２番人気）� ７４３１１（１番人気）
枠連票数 計 ２２２５９２ 的中 （５－７） ２１６８６（３番人気）
普通馬連票数 計 ８０７１０２ 的中 �� ８２７３６（３番人気）
馬単票数 計 ８４７６２５ 的中 �� ４５１２４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５００２８ 的中 �� ２９８５７（２番人気）�� ２３６７４（３番人気）�� ３１２６４（１番人気）
３連複票数 計１１５３１３５ 的中 ��� １４０８５２（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．６―１２．６―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．９―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．５―３F３９．０
３ ・（２，９）１４（１１，１５，１６）１２－（６，１３）（８，７，５）１－（３，４，１０） ４ ・（２，９）１４（１１，１２）１５，１６（１３，５）６（１，８，７）４，３，１０

勝馬の
紹 介

フ ヨ ウ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．１０．２１ 東京５着

２００５．３．２１生 牝３黒鹿 母 ウルトラスキー 母母 ノースフエイス ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００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。



０５０１４ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２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

８１６ フサイチエゴイスト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人関口 房朗氏 岩戸 孝樹 門別 天羽牧場 ４８６－ ４１：５８．０ ４．５�

８１５ マコトボムケッチ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義眞壁 明氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４９２＋１６１：５８．２１� ３２．７�
６１２ タツタイコウ 牡３栗 ５６ 小野 次郎鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ４８６－ ６１：５８．３� ８３．７�
２３ ア イ ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６８－ ８１：５８．４クビ ４８．４�
７１４ トラストミツル 牡３栗 ５６

５３ ▲三浦 皇成菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 B５１４＋ ４ 〃 ハナ １３．０�
４７ タイセイボナンザ 牡３栗 ５６ 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 門別 碧雲牧場 ４６８－１６１：５８．６１ ５．９�
３５ ディーエスプリーム 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４９４＋ ４１：５８．８１� ６２．６�
１１ マイネルメテオール 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 静内 千代田牧場 ５３６＋１４１：５８．９クビ １５．９

６１１ マイティーンベスト 牡３黒鹿５６ 田面木博公大谷 高雄氏 蛯名 信広 門別 渡辺 芳一 ４８６－ ２１：５９．２２ ２０６．０�
７１３ セレクトキング 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮川 純造氏 保田 一隆 新冠 隆栄牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ２５．１�
５１０ ワタシノオウジサマ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司飯田 政子氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４７６－ ４１：５９．３� ４．３
２４ ア ラ ム ー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一	富美男企画 的場 均 三石 三石橋本牧場 ４３２－ ４１：５９．４クビ ５６．２�
５９ セイウンタナビク 牡３黒鹿５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆志 ４５８＋ ６１：５９．７２ ２２．７�
１２ セイユウフォーユー 牡３栗 ５６ 田中 剛佐久間崇之氏 矢野 照正 門別 国中 一男 ４６０－ ６１：５９．９１� ２３５．４�
３６ ウメノキャロル 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４８８＋ ４２：００．９６ ６５．７�
４８ ラヴォランテ 牡３青鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－１０２：０１．５３� ３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２５１，１００円 複勝： ２９，０３６，２００円 枠連： ３０，０２７，５００円

普通馬連： ８６，１１７，５００円 馬単： ７８，４１６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８１３，５００円

３連複： １１４，１９４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３８３，８５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ８３０円 � ２，６７０円 枠 連（８－８） ４，４１０円

普通馬連 �� ５，１１０円 馬 単 �� ７，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６１０円 �� ６，３００円 �� ２８，８８０円

３ 連 複 ��� １７９，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２５１１ 的中 � ３５７７７（３番人気）
複勝票数 計 ２９０３６２ 的中 � ６０９１１（１番人気）� ７７９７（９番人気）� ２２７１（１４番人気）
枠連票数 計 ３００２７５ 的中 （８－８） ５０３３（１５番人気）
普通馬連票数 計 ８６１１７５ 的中 �� １２４４０（２０番人気）
馬単票数 計 ７８４１６０ 的中 �� ８０９３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８１３５ 的中 �� ４０５９（１８番人気）�� １０００（５３番人気）�� ２１６（１０１番人気）
３連複票数 計１１４１９４５ 的中 ��� ４６９（２４２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．７―１３．１―１３．７―１３．１―１２．９―１３．５―１４．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．１―５０．２―１：０３．９―１：１７．０―１：２９．９―１：４３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．１―３F４１．０
１
３
１６，３（６，１０）－１４－７（２，１３，１２）１５（９，１１）－４－５（１，８）・（３，１６，１０，１４）７（２，１２，１５）６（１３，１１，８）－９（５，１）４

２
４

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

勝馬の
紹 介

フサイチエゴイスト �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．６．３０ 福島８着

２００５．４．３０生 牡３鹿 母 フサイチディコルサ 母母 タイシンリリイ ７戦１勝 賞金 ６，７５０，０００円



０５０１５ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２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

４７ � シャイニーモス 牡３黒鹿５６ 江田 照男小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi
Kobayashi ４６６－ ４１：１３．０ ９．８�

６１２� ホットスウェル 牝３黒鹿５４ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Donald and R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

B４７８－ ２１：１３．３２ ２７．０�
６１１ ボ ー マ タ ン 牡３黒鹿５６ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４２２＋ ２ 〃 アタマ ３０．０�
８１６ ラヴファントム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：１３．７２� ４．３�
７１４� カ リ ユ ガ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 本間 忍 米 Brookdale & Dr.

Ted Folkerth ４７２＋ ４ 〃 クビ ３．７�
３６ トライバルジャパン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 静内 佐竹 学 ４６２＋ ２１：１４．１２� ３．６�
８１５ エプソムスティーヴ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 	ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 新冠 アラキフアーム ４７８－ ２１：１４．２� ２８．２

２３ キモンホワイト 牡３芦 ５６

５５ ☆田中 博康小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９４－ ２１：１４．３� １４．５�
３５ リアルパラダイス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘武藤 善吉氏 境 征勝 静内 岡田 猛 ４９８＋ ４１：１４．４クビ ２７．５�
１１ ヒシシャトル 牝３鹿 ５４ 木幡 初広阿部雅一郎氏 中野 隆良 新冠 カミイスタット ４４０－１２１：１４．５� ２３．３
１２ ルグランコンデ 	３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 三石 城地 清満 ５０８－１２１：１４．６クビ １２１．１�

２４ グランディブルー 牝３鹿 ５４ 左海 誠二関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４８２＋ ３１：１４．９１� ２９５．２�
（船橋）

５９ トムアウトランダー 牡３栗 ５６ 石神 深一松崎 勉氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ９．９�
（４４９５）

７１３� グラスグループ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲草野 太郎半沢� 尾形 充弘 米 Barnett

Enterprises B４８６－ ２ 〃 クビ １８８．７�
４８ セイウンダイチ 牡３芦 ５６ 小林 淳一西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 ４４６－ ２１：１５．１１ ４１９．８�
５１０ イズミノセチゴ 牡３鹿 ５６ 加藤士津八西浦 和男氏 佐々木亜良 浦河 丸幸小林牧場 ４６０＋ ８１：１５．９５ ７９８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６０８，６００円 複勝： ３１，７５６，９００円 枠連： ２７，６４２，１００円

普通馬連： ９６，５８０，３００円 馬単： ８６，１４５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０１９，１００円

３連複： １２６，９３６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４２１，６８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３９０円 � ５８０円 � ７００円 枠 連（４－６） ６，９４０円

普通馬連 �� １１，６００円 馬 単 �� ２５，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６８０円 �� ３，２５０円 �� ４，０７０円

３ 連 複 ��� ７２，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６０８６ 的中 � １９９１０（４番人気）
複勝票数 計 ３１７５６９ 的中 � ２２９１３（５番人気）� １４２９６（７番人気）� １１４６４（９番人気）
枠連票数 計 ２７６４２１ 的中 （４－６） ２９４０（２５番人気）
普通馬連票数 計 ９６５８０３ 的中 �� ６１４８（３６番人気）
馬単票数 計 ８６１４５３ 的中 �� ２４９８（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０１９１ 的中 �� ２５８９（３２番人気）�� ２１２５（３６番人気）�� １６８７（４０番人気）
３連複票数 計１２６９３６８ 的中 ��� １３０１（１５３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．４―１２．４―１２．７―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．１―４６．５―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャイニーモス �
�
父 Key of Luck �

�
母父 Bellotto デビュー ２００８．２．２ 東京１２着

２００５．４．４生 牡３黒鹿 母 My Brightia 母母 Grey Twig ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 コンタクトシチー号・タイキビッグバン号・バシケーン号・メイクサーチ号
（非抽選馬） １頭 メイクアフェイブル号
※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。



０５０１６ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２日 第４競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１１ ムービーハウス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 新冠 追分ファーム ５３４ ―１：５６．８ ２．３�

８１２ トウショウゲーム 牡３栗 ５６ 池添 謙一トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５４４ ―１：５７．１１� ４．７�

２２ ヒカルトキメキ 牝３芦 ５４ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４６２ ―１：５７．４１� ５．６�
１１ ブルーベドウィン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ブルーマネジメント田村 康仁 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６８ ―１：５７．７１� ２３．７�
７１０ シトラスタチバーナ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 桑田牧場 ４５０ ―１：５８．６５ １１．０�
４４ ソシアルチャーム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海臼田 浩義氏 清水 利章 門別 下河辺牧場 ５６２ ―１：５９．１３ １７．７	
６８ イ イ ノ ソ レ �３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 照雄氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４７２ ―１：５９．４１� ９．８

５７ トウショウスケール 牡３黒鹿５６ 武士沢友治トウショウ産業� 柴田 政人 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５６８ ― 〃 クビ １１９．７�
５６ グレースドットコム 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４２４ ―１：５９．８２� ２８．２�
４５ コスモフェデラー 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 谷口牧場 ４９６ ―２：００．３３ ６３．４
８１３ トータルエクリプス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 長浜 和也 ５２６ ―２：０１．０４ １８．６�
６９ コンチェルト 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�大樹ファーム 秋山 雅一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８ ―２：０２．７大差 ３２．１�

（１２頭）
３３ リップサービス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春藤本 直弘氏 蛯名 信広 浦河 荻伏牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，５４８，４００円 複勝： ２４，３０５，７００円 枠連： ２６，４４８，８００円

普通馬連： ８０，４４８，６００円 馬単： ８１，９７２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８７５，４００円

３連複： １０２，０６５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，６６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（７－８） ４３０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ３１０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３５４８４ 的中 � ８０７１３（１番人気）
複勝票数 計 ２４３０５７ 的中 � ６９１７４（１番人気）� ３２３５２（３番人気）� ３８８７４（２番人気）
枠連票数 計 ２６４４８８ 的中 （７－８） ４５８２２（１番人気）
普通馬連票数 計 ８０４４８６ 的中 �� ８７１２３（１番人気）
馬単票数 計 ８１９７２９ 的中 �� ５７２２８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８７５４ 的中 �� １８９３９（１番人気）�� １８００１（２番人気）�� ９３８９（５番人気）
３連複票数 計１０２０６５２ 的中 ��� ６６３１０（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．２―１３．６―１３．８―１３．２―１２．７―１２．９―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．７―３８．３―５２．１―１：０５．３―１：１８．０―１：３０．９―１：４３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムービーハウス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００５．２．１７生 牡３栗 母 ムービースクリーン 母母 ネクストムービー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 リップサービス号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。



０５０１７ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２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

６１１ ゴ ス ラ ー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸伊達 敏明氏 柴田 政人 門別 サンシャイン
牧場 ５１２－１０１：３６．０ ２．５�

４８ ラブエッセンス 牝３鹿 ５４
５３ ☆田中 博康ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４６０－ ２１：３６．２１ １６．８�

２３ マイネルアルセーヌ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４６２－ ４１：３６．３� ７．１�

１２ マイネベクルックス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４２８－ ２ 〃 ハナ ４．２�

７１３ ロッキーローレル 牡３栗 ５６
５３ ▲千葉 直人保坂 義貞氏 菅原 泰夫 門別 千葉飯田牧場 ４３２－ ４１：３６．７２� ２４９．３�

８１５ エーブダヴィンチ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 三石 水上 習孝 ４４０± ０ 〃 クビ ５．６�

１１ コスモビースト 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 伏木田牧場 ４６０－ ４１：３６．８� ３４．５

５１０ ドリームブレイド 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥セゾンレースホース� 上原 博之 三石 坂本牧場 ４４６＋１２１：３６．９� ２３１．９�
３５ ジョッキーポルカ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治	出羽牧場 的場 均 静内 出羽牧場 ４６０－１０１：３７．３２� ６９．２�
７１４ スズノエイユウ 牡３栗 ５６ 田中 勝春小紫 芳夫氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：３８．７９ ２２．６
４７ モ リ ワ カ バ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一	森島商事 岩城 博俊 門別 鹿戸 正幸 ４５２－ ８１：３８．９１� ３９４．８�
３６ インフィニット �３黒鹿５６ 鷹野 宏史	ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４６－１２１：３９．０� ３１９．９�
５９ シビルウォー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：３９．１クビ １０．０�
８１６ エ リ ー チ ェ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝北村 和江氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４４＋ ４１：３９．７３� ４４．６�
６１２ ノ ボ メ ル 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４２０± ０１：３９．９１� ８６．３�
２４ パシコリルライアン 牝３栗 ５４ 高山 太郎酒井 秀男氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク

牧場 ４１６－１４１：４０．３２� ３９１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９４７，８００円 複勝： ３４，０９７，２００円 枠連： ２７，２５９，８００円

普通馬連： １００，４９９，５００円 馬単： １０２，４４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７５１，２００円

３連複： １３５，１８９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４５５，１８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３４０円 � ２１０円 枠 連（４－６） １，８４０円

普通馬連 �� １，７６０円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ３５０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ３，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６９４７８ 的中 � ８６７６６（１番人気）
複勝票数 計 ３４０９７２ 的中 � １０１６４７（１番人気）� １９０８２（６番人気）� ３８８６４（４番人気）
枠連票数 計 ２７２５９８ 的中 （４－６） １０９７８（８番人気）
普通馬連票数 計１００４９９５ 的中 �� ４２２９６（７番人気）
馬単票数 計１０２４４０３ 的中 �� ３０７１０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７５１２ 的中 �� ９７１０（８番人気）�� ２２５０８（３番人気）�� ５１６０（１５番人気）
３連複票数 計１３５１８９７ 的中 ��� ２８４０９（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．８―１２．６―１２．２―１２．０―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．３―４７．９―１：００．１―１：１２．１―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９

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

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

ゴ ス ラ ー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００７．８．１１ 新潟６着

２００５．４．１７生 牡３黒鹿 母 ヌーヴァレジェンダ 母母 Persian Flute ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 ゴスラー号の騎手内田博幸は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パシコリルライアン号は，平成２０年４月２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） ２頭 アサミスマイル号・ディアプリザーヴ号
（非抽選馬） ２頭 ディニータ号・ナニワプレストン号



０５０１８ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２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 ケイアイエーデル 牝３鹿 ５４ 江田 照男亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４１２ ―１：１４．１ ６．９�

２４ ゲ ン ス イ 牡３栗 ５６ 内田 博幸中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５１６ ―１：１５．０５ ２．３�
８１６ トーセンメガミ 牝３栗 ５４ 池添 謙一島川 �哉氏 斎藤 宏 新冠 武田牧場 ４７２ ―１：１５．１� １０．４�
８１５ デルマリゲル 牡３栗 ５６ 伊藤 直人浅沼 廣幸氏 小林 常泰 門別 ファニーヒルファーム ４３８ ―１：１５．５２� ２２．４�
３６ フォーチュンスリー 牡３芦 ５６ 武士沢友治大谷 和彦氏 小桧山 悟 新冠 八木サニー

ファーム ５０４ ―１：１６．３５ ５８．１�
７１４ ホウライオーヒ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�下屋敷牧場 清水 利章 三石 下屋敷牧場 ４６４ ―１：１６．４クビ １６．７	
３５ グランドギフト 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 三石 谷山 和喜 ４１８ ―１：１６．５� ７４．０

２３ コスモディスタンゲ 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 広瀬 正昭 ４８０ ―１：１６．８１� ２．９�
１２ ピーチグロウ 牝３栗 ５４ 吉田 豊内藤 好江氏 田子 冬樹 宮城 高友産業 ４２２ ― 〃 クビ ９７．８�
７１３ デルマセレス 牝３鹿 ５４ 佐藤 聖也浅沼 廣幸氏 天間 昭一 門別 ファニーヒルファーム ４３０ ―１：１６．９� １９０．８
６１１ ストーンエイジ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５０２ ―１：１７．１１� ３３．８�
５９ カ ゼ ニ ノ レ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹井山 登氏 嶋田 功 浦河 佐藤 正光 ４４０ ―１：１７．２� ８８．０�
４７ グリーンスピリッツ 牡３栗 ５６ 浜野谷憲尚 �グリーンファーム 矢野 照正 浦河 丸幸小林牧場 ４９８ ―１：１７．４１� ２０４．４�
６１２ ダ ヒ ル サ ヨ 牝３鹿 ５４ 加藤士津八渡邉 満男氏 田子 冬樹 静内 山岸 康 ４７０ ―１：１８．３５ ３８１．２�
１１ オンニノアール 牝３黒鹿５４ 木幡 初広畑佐 博氏 坂本 勝美 青森 塚尾 勝安 ４４４ ―１：１８．７２� ４１．６�
４８ オリーブオリーブ 牝３栗 ５４ 五十嵐雄祐�大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 ３７０ ―１：２５．５大差 ２５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８６４，２００円 複勝： ２２，５５０，９００円 枠連： ３５，６２３，８００円

普通馬連： ８３，０６８，７００円 馬単： ９４，１８４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４９２，２００円

３連複： １１６，９００，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４００，６８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（２－５） ４３０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ８２０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８６４２ 的中 � ２８７９４（３番人気）
複勝票数 計 ２２５５０９ 的中 � ２８７７８（３番人気）� ６１６８７（１番人気）� １９８８８（４番人気）
枠連票数 計 ３５６２３８ 的中 （２－５） ６１９６３（２番人気）
普通馬連票数 計 ８３０６８７ 的中 �� ９０５５１（２番人気）
馬単票数 計 ９４１８４２ 的中 �� ４０４２１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４９２２ 的中 �� １９５６８（２番人気）�� ６６３５（９番人気）�� １００６９（４番人気）
３連複票数 計１１６９００１ 的中 ��� ３７３４７（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．２―１３．１―１２．５―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイエーデル �
�
父 トワイニング �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ 初出走

２００５．３．２６生 牝３鹿 母 ケイアイワールド 母母 サラトガワールド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 オリーブオリーブ号は，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〕 オリーブオリーブ号は，平成２０年４月２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２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 アドマイヤレゾン号・アニバーサリー号・イガノアミーゴ号・オーミシーサー号・カシノスキル号・

カズサハイウェイ号・カゼノヨウセイ号・カンタベリービート号・クレバーマリリン号・ケージーバクシンオ号・
コガラシ号・シンボリシュタルク号・シーズソーラー号・スイートケベック号・タイキサハラ号・タイムトゥブギ号・
チチブヨマツリ号・トロイオンス号・バイロンシチー号・ハッピーチアーズ号・ハナヨリタンゴ号・
ファジーネーブル号・フジマサエース号・マインドモア号・ラピッドボーイ号・リフレックス号・
リンガスセンター号・レディセヴィリア号



０５０１９ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２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

８１６ マイネルモデルノ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４９８＋ ２２：０２．３ ６．４�

２３ ディアーウィッシュ 牡４鹿 ５７
５６ ☆田中 博康臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５２８± ０ 〃 ハナ １２．６�

６１１ フサイチルネサンス 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 宗像 義忠 門別 下河辺牧場 ４８２－ ８ 〃 クビ ３．５�
５９ � ミスティックベル 牡４黒鹿５７ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Robert S.

Evans ５４０＋ ２２：０２．４クビ １０．５�
２４ マイネルブリアー 牡４黒鹿５７ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ５０６± ０２：０２．７１� ５．０�
１１ ミヤコノカーン 	７栗 ５７ 木幡 初広吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ２２．６�
３５ クロスビスティー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 大江原 哲 静内 静内酒井牧場 ５１０± ０２：０２．８クビ ３９．２	
４８ 
 アイスバレエ 牝４鹿 ５５ 江田 照男中島 稔氏 星野 忍 門別 沖田牧場 ４２６± ０２：０３．１２ ３９４．７

５１０ アスクデピュティ 牝４栗 ５５ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ３．７�
８１５ サムデイシュアー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４５６± ０２：０３．２� ２１．４�
７１４
 サンデイルック 牡４鹿 ５７ 武士沢友治長谷川兼美氏 沢 峰次 静内 キヨミネ牧場 ４４０＋ ６２：０３．４１� ２９５．０
６１２
 タ カ ラ ボ ス 牡４栗 ５７ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４２２－ ６ 〃 クビ ３１４．６�
７１３ ハタノスティング 牡５青鹿５７ 吉田 隼人 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム B４９６＋３６２：０３．６１ ７２．８�
１２ コアレスレーサー 牡４黒鹿５７ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５３８－ ２ 〃 ハナ ４８．６�
３６ デ ル マ ア ン 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４６２＋ ４ 〃 クビ １０９．７�
４７ ク チ ベ ニ 牝５鹿 ５５ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７４＋１４２：０４．１３ ２０８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５４５，３００円 複勝： ４３，１９２，３００円 枠連： ４０，２３７，４００円

普通馬連： １３３，３１４，２００円 馬単： １１３，１６８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，９１４，４００円

３連複： １６６，４４３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５５８，８１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １７０円 � ３４０円 � １５０円 枠 連（２－８） ８１０円

普通馬連 �� ３，８９０円 馬 単 �� ７，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ４００円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ４，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７５４５３ 的中 � ３４２３３（４番人気）
複勝票数 計 ４３１９２３ 的中 � ７１１７４（３番人気）� ２５５２８（６番人気）� ９２９６８（１番人気）
枠連票数 計 ４０２３７４ 的中 （２－８） ３６８２７（５番人気）
普通馬連票数 計１３３３１４２ 的中 �� ２５３１８（１３番人気）
馬単票数 計１１３１６８５ 的中 �� １１４７５（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４９１４４ 的中 �� ６４２４（１６番人気）�� ２４０３１（３番人気）�� ７６０２（１２番人気）
３連複票数 計１６６４４３２ 的中 ��� ２５６１４（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３５．８―４８．５―１：０１．１―１：１３．８―１：２６．４―１：３８．４―１：５０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルモデルノ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 トウシヨウゴツド デビュー ２００６．８．６ 新潟６着

２００４．３．１０生 牡４鹿 母 ヌエボトウショウ 母母 プリテイトウシヨウ １４戦２勝 賞金 ２６，７７０，０００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 アサティスボーイ号



０５０２０ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４８ � エイシンイーデン 牡６鹿 ５７
５６ ☆田中 博康平井 豊光氏 中竹 和也 加 Josham Farms

Limited ４８２± ０１：１１．８ ９．３�

８１５ ブラックシャドウ 牡５青 ５７ 蛯名 正義田畑 法賢氏 田中 清隆 新冠 川上 悦夫 ５３８－ ４ 〃 アタマ ３．３�
１２ バ リ オ ン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ８．３�
２３ シャイニングムーン 牝６鹿 ５５ 田中 勝春飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４８４± ０１：１２．０１ ３０．３�
５１０ ジョウテンロマン 牡５栗 ５７ 丹内 祐次田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４８４＋ ４１：１２．１� ９．８�
４７ トレトレジョリ 牝８鹿 ５５ 松岡 正海��昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５３０－ ２１：１２．７３� ２２．２�
３６ ドリームウィン 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平本 敏夫氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ １６．１	
３５ スキマチェリー 牡４栗 ５７ 武士沢友治チエリー商事
 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ５０４＋ ２１：１２．８クビ ９６．９�
５９ シュウザンアイ 牝６栗 ５５ 郷原 洋司平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４７２± ０１：１３．０１	 ７３．１�
６１１ ヒカルラブハート 
５栗 ５７ 横山 典弘高橋 光氏 高木 登 早来 ノーザンファーム ５００－ ８１：１３．１� ２．９
７１３ エーピーゴンタ 牡６栗 ５７ 高山 太郎斉藤 猛氏 本郷 一彦 浦河 桑田牧場 ４７８＋ ６１：１３．２� ２５５．７�
１１ ケイアイスパイダー 牝４黒鹿５５ 江田 照男亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４７２± ０１：１３．５１�＋クビ ７７．１�
７１４ オーシャンルミナス 牝４鹿 ５５ 浜野谷憲尚大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４８２－ ４１：１３．９２� １２１．４�
８１６ コペルニクス 牡５鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン
牧場 ４８６＋１２ （降着） ４５．３�

２４ ラドランファーマ 牝６鹿 ５５ 鈴木 慶太村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 B４９０－ ２ （競走中止） ４４．０�
６１２ アドマイヤベッカム 牡７栗 ５７

５４ ▲三浦 皇成近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ４９８± ０ （競走中止） ２３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，２６２，１００円 複勝： ４０，０７６，９００円 枠連： ３９，１４９，４００円

普通馬連： １４３，５１８，４００円 馬単： １２１，５３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５０６，５００円

３連複： １７４，６０８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５８５，６５７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３２０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（４－８） １，０９０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� １，６１０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ６，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９２６２１ 的中 � ２４８３４（４番人気）
複勝票数 計 ４００７６９ 的中 � ２８７４３（５番人気）� ７９４４７（２番人気）� ３８７２６（４番人気）
枠連票数 計 ３９１４９４ 的中 （４－８） ２６６８０（５番人気）
普通馬連票数 計１４３５１８４ 的中 �� ６４７４６（６番人気）
馬単票数 計１２１５３５２ 的中 �� １９６８２（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５０６５ 的中 �� １４３９１（６番人気）�� ５４８６（１９番人気）�� １３３２０（７番人気）
３連複票数 計１７４６０８５ 的中 ��� １９５４８（１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１２．０―１２．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．２―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンイーデン �
�
父 Phone Trick �

�
母父 Carson City デビュー ２００４．６．２０ 函館２着

２００２．１．３０生 牡６鹿 母 Sioux City 母母 Every Effort ２９戦４勝 賞金 ５４，４７３，０００円
〔競走中止〕 アドマイヤベッカム号は，競走中に疾病〔右中手骨開放骨折〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。

ラドランファーマ号は，４コーナーで，転倒した「アドマイヤベッカム」号に触れて，転倒したため競走中止。
〔降着〕 コペルニクス号は，１２位〔タイム１分１３秒４，着差１�馬身〕に入線したが，発走後に急に内側に斜行して「ブラックシャドウ」号

および「オーシャンルミナス」号の走行を妨害したため１４着に降着。
〔制裁〕 コペルニクス号の騎手草野太郎は，発走後に急に内側に斜行したことについて平成２０年３月８日から平成２０年３月１６日ま

で騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 アドマイヤドゴール号・アプローズヒーロー号・アポロダヴィンチ号・アルコイリス号・イチライタッチ号・

エイワムサシ号・オオヒメ号・カフェリバティー号・カブキメーク号・クリノトップオー号・グリーディー号・
ケイアイカールトン号・ケイアイスカイ号・サキノリュウオー号・スマートエッジ号・チェリークラウン号・
トーセンラヴ号・ピサノヨシツネ号・ビーアデビル号・フォワードダンサー号・フジマサゴールド号・
ホワイトヴェール号・マグネティックマン号・マルタラヴ号・モンテチェリー号・ヤクモオーカン号・
ヤマニンエクレール号・リックチョモランマ号・レオベルリン号・ワンモアフリート号



０５０２１ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２日 第９競走 ��
��２，２００�

す い せ ん

水 仙 賞
発走１４時２５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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

８１３ オリエンタルヨーク 牡３鹿 ５６ 木幡 初広棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４６０－ ６２：１６．５ １５．９�

４４ ネオスピリッツ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２２：１６．６� ２３．０�
５６ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４３６－ ２２：１６．８１� ９２．１�
２２ ニシノエモーション 牡３青鹿５６ 田中 勝春西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 ４９２± ０２：１６．９クビ ２．５�
３３ スマイルオンザラン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４６６± ０２：１７．０� ４．３�
７１０ ダイワワイルドボア 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２０－１０２：１７．３１� ３．３�
６９ � エバーブライト 牡３黒鹿５６ 左海 誠二 �ユートピア牧場 岡林 光浩 登別 ユートピア牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ ４１．４	

（船橋） （船橋）

４５ ティアップドラゴン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人田中 昇氏 奥平 雅士 静内 岡田スタツド ４８８－１２２：１７．４クビ １１．０

６８ 	 カネマサロチエ 牡３黒鹿５６ 鷹野 宏史前田 政雄氏 中島 敏文 静内 矢野牧場 ４９０－ ６２：１７．５� ４４１．４�
７１１ グ リ フ ィ ス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６ 〃 クビ ３２．８�
１１ マイネルジュレップ 牡３芦 ５６ 江田 照男 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４２：１７．６� ３４．９�
５７ メイショウドレイク 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５０８± ０２：１８．７７ ７７．２�
８１２ テンジンミコオウヒ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ ２６８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５１，０８４，７００円 複勝： ６４，１６９，５００円 枠連： ４２，８３１，９００円

普通馬連： ２２２，８１５，４００円 馬単： １５９，１０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，７５１，９００円

３連複： １９２，９１７，３００円 ３連単： ５１９，７５６，５００円 計： １，３０２，４３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ４１０円 � ７２０円 � １，８６０円 枠 連（４－８） ３，４３０円

普通馬連 �� １０，０１０円 馬 単 �� １９，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４１０円 �� ６，８４０円 �� ９，３４０円

３ 連 複 ��� １４４，９９０円 ３ 連 単 ��� １，０１４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ５１０８４７ 的中 � ２５３８６（５番人気）
複勝票数 計 ６４１６９５ 的中 � ４５０９０（５番人気）� ２３２５４（６番人気）� ８４１８（１０番人気）
枠連票数 計 ４２８３１９ 的中 （４－８） ９２３７（１０番人気）
普通馬連票数 計２２２８１５４ 的中 �� １６４３８（２４番人気）
馬単票数 計１５９１０４６ 的中 �� ６１０６（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９７５１９ 的中 �� ５１５９（２３番人気）�� １７７９（４５番人気）�� １３００（５２番人気）
３連複票数 計１９２９１７３ 的中 ��� ９８２（１５２番人気）
３連単票数 計５１９７５６５ 的中 ��� ３７８（８８９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．５―１３．０―１３．１―１３．１―１２．７―１２．０―１２．１―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．８―３６．３―４９．３―１：０２．４―１：１５．５―１：２８．２―１：４０．２―１：５２．３―２：０４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリエンタルヨーク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．１．６ 中山２着

２００５．４．３生 牡３鹿 母 ウィスキーカラー 母母 オールウエイズアロン ３戦２勝 賞金 １８，１４３，０００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。



０５０２２ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

き さ ら づ

木 更 津 特 別
発走１５時００分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２４ ワルキューレ 牝４青 ５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 ４８８＋ ４１：３４．６ １６．６�

１２ ニシノアンサー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９４－ ４１：３４．８１� １５．５�
４７ ヒカルダイヤモンド 牝４栗 ５５ 横山 典弘高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６６－ ２１：３４．９� １．９�
６１２� トーヨーエーピー 牡５芦 ５７ 藤田 伸二�トーヨークラブ 成島 英春 米

David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

４８８－ ６１：３５．０� ２７．２�
８１５�	 パートゥーアワーズ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４５６－ ２ 〃 クビ ９．０�
５１０ カームブレイカー 牡８栗 ５７ 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 ５５４－ ２１：３５．１� ４９．６�
３５ � ダイワギブソン 牡４黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 豪

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

４８６＋ ８１：３５．２� １２．８	
４８ マイネルグラシュー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ ６．８�
６１１ キングオザー 牡６芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４６２＋ ４１：３５．４１ １１３．３
７１４ ニシノフリーダム 牡５栗 ５７ 左海 誠二西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５３４＋ ２ 〃 クビ ２１．８�

（船橋）

２３ トウショウアタック 牡６栗 ５７ 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 ４８２＋ ６ 〃 アタマ １６９．７�

１１ � ナイキアプロード 牡４黒鹿５７ 小林 淳一小野 誠治氏 古賀 史生 米
Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４８８－ ２１：３５．５クビ ３５．８�
８１６ オリオンザドンペリ 牡４栗 ５７ 松岡 正海日浦 桂子氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８０＋１０１：３５．６
 ５２．３�
５９ 	 モエレフィールド 牡５鹿 ５７ 吉永 護齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ５１４＋ ６１：３５．７
 １３．５�
３６ スペシャルフロート 牝４鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４１：３５．８クビ ３０．０�
７１３ ラオムフェーレ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４７６－ ２１：３６．６５ ２８４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，５２９，４００円 複勝： ６１，５６０，５００円 枠連： ６４，３９９，４００円

普通馬連： ２６０，１８５，８００円 馬単： １６８，８９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，９５９，３００円

３連複： ２２４，９３９，９００円 ３連単： ５４０，０８１，９００円 計： １，４２３，５５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ４００円 � ３６０円 � １２０円 枠 連（１－２） ５，０１０円

普通馬連 �� ９，０８０円 馬 単 �� ２２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４１０円 �� ７３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ８，２３０円 ３ 連 単 ��� ７４，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４４５２９４ 的中 � ２１１８３（７番人気）
複勝票数 計 ６１５６０５ 的中 � ２９８９６（７番人気）� ３３７４３（５番人気）� ２０７３５１（１番人気）
枠連票数 計 ６４３９９４ 的中 （１－２） ９５００（１６番人気）
普通馬連票数 計２６０１８５８ 的中 �� ２１１５０（２９番人気）
馬単票数 計１６８８９７３ 的中 �� ５４４４（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８９５９３ 的中 �� ５６８４（３１番人気）�� ２０２４４（６番人気）�� ２５０３０（５番人気）
３連複票数 計２２４９３９９ 的中 ��� ２０１８０（２５番人気）
３連単票数 計５４００８１９ 的中 ��� ５３２３（２２４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．４―１２．０―１２．０―１２．１―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３４．８―４６．８―５８．８―１：１０．９―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．８

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

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

勝馬の
紹 介

ワルキューレ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．７．１５ 新潟２着

２００４．４．２５生 牝４青 母 キョウエイセオリー 母母 アップザアパラッチ １０戦３勝 賞金 ２９，９９２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ウィズディクタット号・キングオブロマネ号・ダブルヒーロー号・フィクシアス号・フェラーリセブン号・

フサイチギャロップ号・ブレイバー号・ユウタージャック号
※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。



０５０２３ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第８２回中 山 記 念（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１９．２．２４以降GⅠ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，１９．２．２３以前のGⅠ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）

千葉県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，２４６，０００円 ３５６，０００円 １７８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４７ カ ン パ ニ ー 牡７鹿 ５７ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６０± ０１：４７．３ ５．２�

８１６� エイシンドーバー 牡６栗 ５８ 蛯名 正義平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-
ana Farm ４６４± ０１：４７．６１� ２０．７�

３５ エアシェイディ 牡７栗 ５８ 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 ４９４＋ ４１：４７．８１	 ３．１�
６１１ マルカシェンク 牡５黒鹿５７ 北村 宏司河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ 〃 クビ ６．４�
４８ アサカディフィート 
１０黒鹿５７ 池添 謙一林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５３０＋ ６１：４８．０１	 ２４．０�
６１２ グラスボンバー 牡８黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：４８．２１	 ９３．１	
８１５ リザーブカード 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００－ ２ 〃 アタマ ７１．５

１１ � プリサイスマシーン 牡９鹿 ５７ 左海 誠二池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４８２－ ４１：４８．３� ４２．７�

（船橋）

１２ チ ョ ウ サ ン 牡６鹿 ５８ 松岡 正海長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４９８＋ ４１：４８．５１ ７．３�
５９ リキッドノーツ 牡７黒鹿５７ 田中 勝春臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５１８± ０ 〃 ハナ １２．７
２３ トラストジュゲム 牡６鹿 ５７ 木幡 初広菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５１４＋ ４ 〃 クビ １１１．４�
２４ レオエンペラー 牡４鹿 ５７ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４９８＋ ４１：４８．６� １３０．６�
３６ � コンゴウリキシオー 牡６鹿 ５８ 藤田 伸二金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

４９４－ ８１：４８．７� ５．３�
７１３ ヨイチサウス 牡７栗 ５７ 武士沢友治加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ５５．５�
７１４ ジ ュ レ ッ プ 
７鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２１：４８．８� １６５．０�
５１０ ロイヤルキャンサー 牡１０栗 ５７ 吉田 豊井澤 健氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４６４－１６ 〃 ハナ ３５２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５０，７１３，５００円 複勝： １９９，３６３，７００円 枠連： １９９，８９１，９００円

普通馬連： １，０９７，４８７，３００円 馬単： ６１５，１７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０５，８９４，５００円

３連複： １，００１，３４１，３００円 ３連単： ２，３７８，８４８，２００円 計： ５，８４８，７１６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １８０円 � ４１０円 � １３０円 枠 連（４－８） ２，９１０円

普通馬連 �� ４，３１０円 馬 単 �� ６，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ３５０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� ２６，１５０円

票 数

単勝票数 計１５０７１３５ 的中 � ２３１８００（２番人気）
複勝票数 計１９９３６３７ 的中 � ２８６９９０（２番人気）� ８９６５２（７番人気）� ５５４０７８（１番人気）
枠連票数 計１９９８９１９ 的中 （４－８） ５０８４６（１１番人気）
普通馬連票数 計１０９７４８７３ 的中 �� １８８１７２（１８番人気）
馬単票数 計６１５１７６０ 的中 �� ６６０３３（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０５８９４５ 的中 �� ３３７０４（１９番人気）�� １６５３１６（１番人気）�� ５４６２６（１１番人気）
３連複票数 計１００１３４１３ 的中 ��� １９１７６０（１１番人気）
３連単票数 計２３７８８４８２ 的中 ��� ６７１４６（８４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．０―１１．８―１１．８―１２．３―１２．２―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．１―４７．９―５９．７―１：１２．０―１：２４．２―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ン パ ニ ー �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１．１７ 京都１着

２００１．４．２４生 牡７鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ ２３戦７勝 賞金 ４０７，２１４，０００円
〔騎手変更〕 トラストジュゲム号の騎手三浦皇成は，第８競走での落馬負傷のため木幡初広に変更。
※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 コスモラブシック号・ブラックカフェ号・マヤノライジン号・メテオバースト号・ロードマジェスティ号
※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。



０５０２４ ３月２日 晴 良 （２０中山２）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １３，５００，０００円 ５，４００，０００円 ３，４００，０００円 ２，０００，０００円 １，３５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１１ スウォードキャット 牡６鹿 ５７ 田中 剛千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 B４８４－１０１：１０．８ １５．８�

７１３� ガ ブ リ ン 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR
Fleming ４７６－ ２１：１１．１１� ３．７�

４７ � アポインテッドボブ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Fox Hill
Farms, Inc. ５３０± ０１：１１．２	 ４．４�

５９ タガノエスペランサ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春八木 昌司氏 加藤 征弘 新冠 越湖牧場 ４５０－ ４１：１１．４１	 ３０．１�
５１０ ウィストラム 牝６鹿 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ２ 〃 ハナ １４．４�
６１２ プ リ ュ ネ ル 牝６黒鹿５５ 内田 博幸前田 晋二氏 宮本 博 三石 土居 忠吉 ５００－１２１：１１．５	 ５．９�
３６ パープルストック 牝４栗 ５５

５４ ☆田中 博康臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 アタマ ７．９�
８１６� ノーザンキッズ 牡８栗 ５７ 丹内 祐次金子真人ホール

ディングス	 安田 隆行 米 John C. Izon ４７４－ ８１：１１．６クビ １１．３

２４ ゴールドオアシス 牝５鹿 ５５ 池添 謙一福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４７４－ ４１：１１．９１� １６．４�
４８ � フレッシュバニラ 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥渡邊 隆氏 松山 康久 米 Takashi

Watanabe ４５８± ０ 〃 アタマ １５．７�
１２ バレンソール 牝６鹿 ５５ 武士沢友治 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５０８± ０ 〃 ハナ ３８．１
７１４ スズカフォイル 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４５２－ ４１：１２．１１	 ６１．３�
２３ 
 チ ェ リ ス ト 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義 �イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４７４－２２１：１２．４１� ７７．８�
８１５ スイートフィズ 牝４芦 ５５ 小林 淳一シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ４５．５�
６１１ トラストセレビー 牡８鹿 ５７ 吉田 隼人菅波 雅巳氏 西塚 安夫 浦河 梅田牧場 ５３２－ ４１：１２．５クビ １４７．４�
３５ ブライティアカーム 牝７青鹿５５ 左海 誠二小林 昌志氏 的場 均 三石 パラダイス・

ファーム B５１６＋ ４ 〃 アタマ ２２７．５�
（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，８４５，９００円 複勝： ６７，９９７，１００円 枠連： ６９，６８５，２００円

普通馬連： ２８８，１６２，０００円 馬単： １７１，２０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，０９３，２００円

３連複： ２６８，４１７，５００円 ３連単： ６１９，５８２，８００円 計： １，６０３，９８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４１０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（１－７） ２，５００円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ７，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� １，４００円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ５，５５０円 ３ 連 単 ��� ４３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ５１８４５９ 的中 � ２５９５７（８番人気）
複勝票数 計 ６７９９７１ 的中 � ３５２３６（８番人気）� １１５１８４（１番人気）� １０７６６６（２番人気）
枠連票数 計 ６９６８５２ 的中 （１－７） ２０６４３（１３番人気）
普通馬連票数 計２８８１６２０ 的中 �� ６７０９５（１３番人気）
馬単票数 計１７１２０３６ 的中 �� １６４１４（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７０９３２ 的中 �� １４６９４（１１番人気）�� １１２７９（１５番人気）�� ３７３５５（１番人気）
３連複票数 計２６８４１７５ 的中 ��� ３５６９８（１３番人気）
３連単票数 計６１９５８２８ 的中 ��� １０５２８（１１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．９―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．８―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スウォードキャット �
�
父 ヘ ネ シ ー �

�
母父 Private Account デビュー ２００５．５．２２ 東京１５着

２００２．５．１３生 牡６鹿 母 アンクション 母母 Prance ２５戦５勝 賞金 ７３，５９４，０００円
〔騎手変更〕 トラストセレビー号の騎手三浦皇成は，第８競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
※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 オヤマハリケーン号・グリーンアラモード号・サーチエネミー号・マルターズマッシブ号・ミスターケビン号
※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。



（２０中山２）第２日 ３月２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９３，８２０，０００円
６，８１０，０００円
１９，８６０，０００円
２，８３０，０００円
３２，１４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，３１５，０００円
５，０５６，０００円
１，８６８，５００円

勝馬投票券売得金
４９５，３７６，０００円
６４８，６０９，１００円
６２５，４５６，４００円
２，６７２，９０７，９００円
１，８７７，００６，４００円
６０７，０７４，０００円
２，７３９，２６７，５００円
４，０５８，２６９，４００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 １３，７２３，９６６，７００円

総入場人員 ３７，５７５名 （有料入場人員 ３４，６４９名）




