
０５０２５ ３月８日 晴 良 （２０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

７１４ ミラクルロンド 牝３黒鹿５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４０６± ０１：１３．０ ６．０�

２４ ブルーミンバー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：１３．１� ２．９�
８１６ ケイアイガルチ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊亀田 守弘氏 鈴木 康弘 静内 佐竹 学 ４７０＋ ６１：１３．３１ ７．２�
５１０ サラノコジーン 牝３芦 ５４

５３ ☆田中 博康神田 紘爾氏 相沢 郁 静内 神垣 道弘 ４６２－ ８１：１３．７２� ９．７�
６１２ コパカバーナ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 早来 ノーザンファーム ４２２－ ６ 〃 クビ １７４．７�

（大井）

８１５ シチリアーナ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 冨岡 博一 ４５０＋ ６１：１３．９１� ４．７�
３５ アメリカンヒロイン 牝３青鹿５４ 左海 誠二小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 赤石 久夫 ４３８＋ ２ 〃 クビ ８０．９�

（船橋）

１２ マイミカプリンセス 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝尾上 松壽氏 高橋 裕 浦河 帰山 清貴 ４９６－ ８１：１４．２１� ４．６	
５９ ケンブリッジマーチ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠谷口 貞保氏 松永 康利 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４４６－ ２１：１４．４１ ３４５．５

６１１ ベストカップル 牝３黒鹿５４ 田中 勝春�大山商事 坂本 勝美 様似 清水スタッド ５０８＋ ２１：１４．５� ８４．９�
３６ ファジーネーブル 牝３栗 ５４ 吉田 隼人平本 敏夫氏 小西 一男 静内 荒木 克己 ４４４ ―１：１４．７１� ５５．４
２３ カシマジュリアン 牝３黒鹿５４ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４０２－ ４１：１５．０１� ３２２．９�
４８ ホワイトチャーム 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 功 門別 豊洋牧場 ４６２＋ ４１：１５．３２ ２８６．０�
４７ リリークラウン 牝３芦 ５４

５１ ▲三浦 皇成飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ５０４ ―１：１５．４� １０７．６�
１１ デビューアルバム 牝３栗 ５４ 石神 深一岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４３６－ ４１：１５．７２ １９２．８�
７１３ アサミスマイル 牝３芦 ５４ 横山 義行喜田 啓照氏 岩城 博俊 門別 本間牧場 ３６６－１５１：１６．２３ ５１５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０３１，９００円 複勝： ３２，０７６，２００円 枠連： ２１，３４３，３００円

普通馬連： ７２，４３１，３００円 馬単： ６６，７００，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１０２，２００円

３連複： ９７，０２９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３３０，７１４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（２－７） ９３０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ５６０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２００３１９ 的中 � ２６３２１（４番人気）
複勝票数 計 ３２０７６２ 的中 � ５３９４０（３番人気）� ６５９５５（１番人気）� ３７３７０（５番人気）
枠連票数 計 ２１３４３３ 的中 （２－７） １７０６３（４番人気）
普通馬連票数 計 ７２４３１３ 的中 �� ５９４５５（３番人気）
馬単票数 計 ６６７０００ 的中 �� ２２２９９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１０２２ 的中 �� １４３３７（３番人気）�� ９１１８（１０番人気）�� ９７１１（９番人気）
３連複票数 計 ９７０２９２ 的中 ��� ２９４３７（１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．３―１２．２―１２．６―１４．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルロンド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００７．８．１１ 新潟４着

２００５．３．１１生 牝３黒鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia ５戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
〔発走状況〕 ケイアイガルチ号は，枠入り不良。
※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 ノボディオン号
※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。



０５０２６ ３月８日 晴 良 （２０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

８１２ キモンホワイト 牡３芦 ５６ 北村 宏司小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９４± ０１：５６．１ ５７．８�

５６ セイカカリンバ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５０－ ８１：５６．９５ ８．１�
１１ レオアヴァロン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�レオ 中川 公成 浦河 江谷 重雄 ５０２－ ４１：５７．８５ ２．４�
７１０ モリトパラダイス 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三石橋 忠之氏 阿部 新生 三石 金舛 幸夫 ４６６± ０１：５７．９� １０．５�
６８ キ ク ジ ロ ウ 牡３青鹿５６ 横山 典弘陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５０４± ０ 〃 ハナ ４．３�
６７ アイディリック 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４４６－ ２１：５８．１１� ９４．９�
８１１ ファレラート 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 	サンデーレーシング 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５３０－ ６ 〃 ハナ １６．４

４４ イケドラゴン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３０－ ２１：５８．３� ５．７�
５５ ストロングマリオン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４５４－ ６１：５８．４� ３１．７�
３３ コスモプランス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 	ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 門別 坂口 豊翼 ５００－ ２１：５８．８２� １４．６
７９ スガノゴールド 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥菅原光太郎氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４５８± ０２：００．０７ １１１．６�
２２ ゴールデンドーター 牝３栗 ５４ 五十嵐雄祐楠田 均氏 大江原 哲 新冠 畔柳 作次 ４６０－ ２２：０２．０大差 ８４．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，７１２，１００円 複勝： ２９，９５５，８００円 枠連： ２０，４３０，９００円

普通馬連： ７１，５２８，７００円 馬単： ６８，４１３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０１８，４００円

３連複： ９５，６３９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３２６，６９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，７８０円 複 勝 � １，０６０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（５－８） ３，９７０円

普通馬連 �� １５，８００円 馬 単 �� ４６，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２００円 �� ２，０６０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １０，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７１２１ 的中 � ２６９０（９番人気）
複勝票数 計 ２９９５５８ 的中 � ４８５９（９番人気）� ３５４８０（３番人気）� ８５５３５（１番人気）
枠連票数 計 ２０４３０９ 的中 （５－８） ３８０５（１４番人気）
普通馬連票数 計 ７１５２８７ 的中 �� ３３４３（３５番人気）
馬単票数 計 ６８４１３９ 的中 �� １０８３（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０１８４ 的中 �� １１２９（３７番人気）�� ２３５０（２２番人気）�� １７５５２（２番人気）
３連複票数 計 ９５６３９２ 的中 ��� ６７６８（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．９―５０．７―１：０４．３―１：１７．６―１：３０．１―１：４２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

キモンホワイト �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー ２００７．９．１５ 中山７着

２００５．５．２２生 牡３芦 母 オイワケトモエ 母母 シートゥシャイニングシー ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールデンドーター号は，平成２０年４月８日まで平地競走に出走できない。



０５０２７ ３月８日 晴 良 （２０中山２）第３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

１２ タイキビッグバン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�大樹ファーム 土田 稔 大樹 大樹ファーム ４９６± ０１：１３．７ ９．１�

２３ アクセプトアゲン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 ４９４＋ ４１：１３．９１ ４．６�
５１０ ジートップキセキ 牡３栗 ５６ 村田 一誠�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５００－ ４ 〃 ハナ ３．１�
７１３� ラピッドボーイ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘柳井 正氏 清水 利章 米 Nancy S

Dillman ５２８ ―１：１４．５３� ３．３�
４８ カシノマチャガ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人柏木 務氏 沢 峰次 新冠 五丸農場 B４６８＋２０１：１４．６� ８３．９�
５９ � ブルームシチー 牡３鹿 ５４ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豪 V & V M Thor-

oughbreds Pty Ltd ４７４－ ４ 〃 ハナ ５．８	
３５ ハクバドウジ 牡３芦 ５６ 田中 剛�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 ５２０ ― 〃 ハナ ５２．６

８１６ ベートーヴェン 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司重松 國建氏 蛯名 信広 浦河 冨岡牧場 ４８６± ０１：１４．７クビ ６８．９�
８１５ ヒラボクスマイル 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�平田牧場 中野 隆良 浦河 大島牧場 ５０４－ ８１：１４．９１	 ４４．１�
７１４ シンボリマーシャル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 千葉 シンボリ牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ６８．４
６１２ バトルオーブ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康宮川 秋信氏 高木 登 新冠 杉山 義行 ４３２＋ ６１：１５．４３ ４０５．９�
１１ ハリケーンラグーン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B４４４－ ４１：１５．５クビ ３９．６�

（大井）

３６ ヤマショウボストン 牝３栗 ５４ 大野 拓弥菅原 秀仁氏 大和田 稔 静内 矢野牧場 ４３４－ ７１：１５．７１	 ３２６．７�
２４ アッパーミドル 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介内藤 好江氏 武市 康男 宮城 高友産業 ４０４ ―１：１６．８７ １６３．４�
６１１ バラッドシチー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 佐々木 忠義 ４５６－ ４ 〃 クビ ２２８．６�
４７ アイファーシャトル 牝３栗 ５４ 江田 照男中島 稔氏 境 征勝 新冠 北星村田牧場 ４０４－ ６１：１６．９� ２１１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５０７，２００円 複勝： ２６，４３７，５００円 枠連： ２６，４２９，７００円

普通馬連： ７０，１７１，７００円 馬単： ６６，６８５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５５６，０００円

３連複： ９４，１３３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３２５，９２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（１－２） １，３２０円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ４６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２５０７２ 的中 � １９６７７（５番人気）
複勝票数 計 ２６４３７５ 的中 � ２２２５０（５番人気）� ４５９４５（２番人気）� ７５５９７（１番人気）
枠連票数 計 ２６４２９７ 的中 （１－２） １４８５６（６番人気）
普通馬連票数 計 ７０１７１７ 的中 �� ３０５６４（８番人気）
馬単票数 計 ６６６８５７ 的中 �� １２９１１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５５６０ 的中 �� ７５３７（８番人気）�� １０１６２（５番人気）�� ２１５３６（１番人気）
３連複票数 計 ９４１３３９ 的中 ��� ４７５２６（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．４―１２．６―１２．６―１４．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２２．９―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４F５０．８―３F３９．４
３ ２（３，１０）１６－（８，１４）（１，７，９）６－１２，１３，１５－５，４＝１１ ４ ２（３，１０）１６，８，１４（１，７，９）６，１２（１３，１５）－５，４＝１１

勝馬の
紹 介

タイキビッグバン �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００８．１．１９ 中山７着

２００５．３．１生 牡３栗 母 タイキマフィン 母母 Welsh Muffin ３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 サマーミッドナイト号・テンエイワークマン号・ブレイクアスペル号
※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。



０５０２８ ３月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０中山２）第３日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

５８ � ヒ シ バ ト ル �６鹿 ６０ 山本 康志阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４６０± ０３：１５．３ ３．９�

２２ ロードフラッグ �１１鹿 ６０ 横山 義行 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 ４９６＋２６３：１５．５１� ２７．３�
４６ スガーペンタイア 牡６黒鹿６０ 平沢 健治菅原光太郎氏 山田 要一 森 笹川大晃牧場 ５０２＋ ２３：１５．８２ １６．２�
１１ ジュリアスアロー 牡６芦 ６０ 水出 大介江川 伸夫氏 小桧山 悟 静内 藤沢牧場 ４５２＋ ２３：１６．３３ ６１．４�
８１４ マイネルデネブ 牡４鹿 ５９ 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 三石 乾 皆雄 ５１２－ ２ 〃 アタマ ４．１�
６９ ブラックレディ 牝４青鹿５７ 五十嵐雄祐鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 新冠 カミイスタット ４７２＋ ６ 〃 ハナ ２６．４�
３４ エプソムフォルテ 牡５黒鹿６０ 浜野谷憲尚 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４６４－ ８３：１６．８３ ５．５	
４５ オープンガーデン 牡４鹿 ５９ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８２± ０ 〃 クビ ３．４

６１０ マイネルハーバード 牡４栗 ５９ 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 伊達 宮井 孝典 ４６４＋ ６３：１８．１８ ３８．９�
３３ ダンディーサウンド 牡５栗 ６０ 柴田 未崎増田 雄一氏 加藤 和宏 三石 山野牧場 ４５６＋ ２３：１８．３１ １７７．６�
８１３ オンワードアリーテ 牝４鹿 ５７ 柴田 大知�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６８－ ６３：２０．８大差 １４０．１
７１２ ア ン ト ラ ン �４鹿 ５９ 林 満明藤田 孟司氏 中竹 和也 浦河 久保農場 ４７６＋ ８３：２２．０７ １０８．８�
５７ ブンブンブン 牝５鹿 ５８ 高野 和馬�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４７２－ ２３：２９．９大差 １４６．６�
７１１ ニシノアレックス 牡６鹿 ６０ 宗像 徹西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 ５３６＋１４ （競走中止） １３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，５２４，２００円 複勝： １９，５７６，０００円 枠連： ２１，０４９，４００円

普通馬連： ６１，６６７，４００円 馬単： ５９，２２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２８０，８００円

３連複： ９０，６４３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ２８７，９６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ７７０円 � ３３０円 枠 連（２－５） ４，６９０円

普通馬連 �� ４，７２０円 馬 単 �� ８，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ８１０円 �� ３，１４０円

３ 連 複 ��� １５，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５２４２ 的中 � ３７５３６（２番人気）
複勝票数 計 １９５７６０ 的中 � ４１１３０（１番人気）� ５２６３（９番人気）� １４４０５（５番人気）
枠連票数 計 ２１０４９４ 的中 （２－５） ３３１８（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６１６６７４ 的中 �� ９６５２（１７番人気）
馬単票数 計 ５９２２７８ 的中 �� ５０００（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２８０８ 的中 �� ２６１２（１６番人気）�� ５５２８（８番人気）�� １３１１（２９番人気）
３連複票数 計 ９０６４３０ 的中 ��� ４４３９（４２番人気）

上り １マイル １：４９．０ ４F ５４．５－３F ４０．９
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→	」
１
�
・（６，２）８，５－１－９－４，１２，１４－１３，３，１１＝１０－７
２（８，６，５）＝１，４－９＝１４－３－１２－（１３，１０）－１１＝７

�
�

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

勝馬の
紹 介

�ヒ シ バ ト ル �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト

２００２．４．１４生 �６鹿 母 ヒシワンダー 母母 リアルストリート 障害：９戦１勝 賞金 ２１，６５０，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ニシノアレックス号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※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 クロタラリア号・デリジェントハート号



０５０２９ ３月８日 晴 良 （２０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

６１２� リ ヴ ザ ル ト 牡３黒鹿５３ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５４８± ０２：１７．９ １．５�

５１０ サクラデイブレイク 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ５３６＋ ４２：１８．２２ ７．５�
７１３ シンボリローレンス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ １３．２�
５９ ゴールドヘラクレス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４８０－１２２：１８．４１ １３．４�
４８ リアルハヤテ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４３４－ ６ 〃 クビ ５４．９�
１１ マイネルサニー 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ４２：１８．７１� ２７．５�

３５ ニューヨーカー 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 	スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６０＋２２ 〃 アタマ １０．５

３６ ギムレットアイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４４０－ ２２：１８．８� １３．２�
８１６ キョンキョンラブ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥楠本 勝美氏 保田 一隆 静内 山際 智 ４１６－ ６２：１８．９クビ ３６９．６�
１２ マジックロード 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４７８－ ２ 〃 ハナ ５４．９�
８１５ マイネルゼニット 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 川島牧場 ４８８＋１８２：１９．０� １９１．６
（大井）

６１１ トラストジェニオ 牡３鹿 ５６
５３ ▲三浦 皇成菅波 雅巳氏 河野 通文 三石 鳥井牧場 ４３４－ ４２：１９．２１ ４１．１�

２３ トウショウメビウス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 中島 敏文 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９０－ ７ 〃 クビ ２０４．７�

４７ カゼノビンテージ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一深井 孟氏 中野 栄治 三石 水上 習孝 ４４６－ ６２：１９．７３ ３５９．９�
７１４ ゴ ス ペ ル 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司吉橋 計氏 郷原 洋行 登別 登別上水牧場 ４８４－１０２：２１．０８ ４２８．８�
２４ ダイメイクロフネ 牝３芦 ５４ 村田 一誠宮本 孝一氏 本間 忍 青森 明成牧場 ４５２－１０２：２１．３２ ９１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，８６９，７００円 複勝： ４３，１００，２００円 枠連： ２９，８００，９００円

普通馬連： ８６，９４３，１００円 馬単： １０２，５６３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１７２，２００円

３連複： １１９，９３０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４３９，３８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ３００円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ４１０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９８６９７ 的中 � １６１７０９（１番人気）
複勝票数 計 ４３１００２ 的中 � ２１０２７２（１番人気）� ５２０９９（２番人気）� ２７９３０（５番人気）
枠連票数 計 ２９８００９ 的中 （５－６） ７５１２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ８６９４３１ 的中 �� １３１７３５（１番人気）
馬単票数 計１０２５６３６ 的中 �� １２８４９１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１７２２ 的中 �� ３４１５９（１番人気）�� １６１６６（５番人気）�� ５３３２（１６番人気）
３連複票数 計１１９９３０５ 的中 ��� ５６３８８（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．９―１２．８―１３．１―１２．９―１２．８―１２．８―１２．２―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．０―３６．９―４９．７―１：０２．８―１：１５．７―１：２８．５―１：４１．３―１：５３．５―２：０５．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リ ヴ ザ ル ト �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Zabeel デビュー ２００８．２．２４ 東京２着

２００５．１０．１３生 牡３黒鹿 母 Hill of Grace 母母 Carmel Valley ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 カゼノビンテージ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ダンツホウテイ号
※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８日 晴 良 （２０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

８１５ トロイオンス 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太栗坂 崇氏 田村 康仁 静内 キヨタケ牧場 ４８０ ―１：１２．６ ７．０�
（大井）

２４ リフレックス 牡３栗 ５６ 鈴来 直人�木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４６４ ―１：１２．８１� １２．４�
１１ ヤマタケプリンセス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣山中 和子氏 畠山 重則 門別 出口牧場 ４３０ ―１：１３．３３ ４．１�
１２ アポロメルヘン 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 築紫 洋 ４５４ ―１：１４．１５ ３３．３�
７１４ ハッピーチアーズ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４３６ ―１：１４．４１� ９．５�
６１２ ロングナイト 牝３鹿 ５４ 松岡 正海野村 茂雄氏 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 ４４８ ―１：１４．５� ２７．４�
２３ ケージーバクシンオ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一川井 五郎氏 土田 稔 新冠 岩見牧場 ４６８ ― 〃 ハナ ３．５	
５９ スイートケベック 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一シンボリ牧場 池上 昌弘 静内 シンボリ牧場 ４６４ ―１：１５．２４ ５０．７

６１１ チチブヨマツリ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ４４４ ― 〃 アタマ ８０．８�
４８ フジマサエース 牡３黒鹿５６ 石神 深一藤原 正一氏 佐々木亜良 新冠 村上 雅規 ４５２ ―１：１５．３� ３５．３�
３５ アニバーサリー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘山本 武司氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４２２ ― 〃 クビ ４．４
３６ サマーアンサンブル 牝３鹿 ５４ 高野 和馬セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４２０ ―１：１６．０４ ９９．８�
４７ ハナヨリタンゴ 牝３青 ５４ 高山 太郎村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４０ ― 〃 クビ １２６．０�
５１０ フレンドリーハート 牝３栗 ５４ 水出 大介増山 武志氏 畠山 重則 浦河 金石牧場 ４１８ ―１：１６．１� １９５．３�
８１６ クリーンピカタン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真石橋 和夫氏 星野 忍 三石 澤田 嘉隆 ４７６ ―１：１６．７３� １２３．１�
７１３ イガノアミーゴ 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司五十嵐政則氏 天間 昭一 三石 谷山 和喜 ４５６ ― 〃 ハナ １６５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２８１，４００円 複勝： ２２，３５０，６００円 枠連： ２４，６６７，６００円

普通馬連： ７１，３３２，６００円 馬単： ６５，５２９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３０１，１００円

３連複： ９０，０８１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，５４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２７０円 � ２８０円 � １８０円 枠 連（２－８） １，２６０円

普通馬連 �� ５，７３０円 馬 単 �� １１，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� ８６０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ８，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２８１４ 的中 � ２４１２９（４番人気）
複勝票数 計 ２２３５０６ 的中 � ２０６５６（５番人気）� １９３００（６番人気）� ３７９８７（２番人気）
枠連票数 計 ２４６６７６ 的中 （２－８） １４４７３（５番人気）
普通馬連票数 計 ７１３３２６ 的中 �� ９２０３（２０番人気）
馬単票数 計 ６５５２９２ 的中 �� ４３０２（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３０１１ 的中 �� ２４２９（２１番人気）�� ５３１６（１０番人気）�� ５５１８（９番人気）
３連複票数 計 ９００８１１ 的中 ��� ７９４７（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１２．５―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．７―４７．２―５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３７．９
３ ３，１２，１５，１，５，１４，２，１１－１３（１６，４）（８，９）－７－１０－６ ４ ３，１２，１５，１（５，１４）（２，４）－１１－１３－（１６，９）８－７－１０，６

勝馬の
紹 介

トロイオンス �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Ferdinand 初出走

２００５．４．６生 牡３栗 母 ファーディーン 母母 Conquisto 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３２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３２頭 アドマイヤレゾン号・アンジュポケット号・ウエスタンマダム号・エイユープレミアム号・カシノスキル号・

カシノリボン号・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・カーディフ号・
キセキドパシコム号・グラスフラッシュ号・クレイジーブルース号・グレイスフルムーヴ号・コガラシ号・
ゴールドベガ号・シェリルピンク号・シャイニーカフェ号・シーズソーラー号・タイキサハラ号・タイキミカエル号・
チョウイチリュウ号・ファイナルスコアー号・フェアーブレーヴ号・フジアンドリュウ号・ホワッツモア号・
マインドモア号・ミツアキドンドン号・ライヴリーデイズ号・ラヴマリッジ号・リンガスセンター号・
レディセヴィリア号

※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８日 晴 良 （２０中山２）第３日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１５ サマーエタニティ 牝３芦 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４９０± ０１：１０．５ ３．７�

３４ マイネアルデュール 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４５６± ０ 〃 クビ ２．６�

１１ エフティアクトレス 牝３黒鹿５４ 田中 勝春吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４３８－ ６１：１０．６� ３８．８�
７１２ ローレルエルヴェル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４４８－ ２１：１０．７� ２６．８�
３５ ジョイフルハーバー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５２４＋ ２１：１０．８� １０．５�
２３ ウイングフット 牝３栗 ５４ 北村 宏司加藤 信之氏 阿部 新生 門別 加藤ステーブル ４６２－ ２１：１１．１１� ３２．３�
２２ ジョウショーアロー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸熊田 義孝氏 嶋田 潤 静内 野坂牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ６．４	
８１４ マルタカラッキー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４６２＋ ６１：１１．２クビ １０．２

６１０ ダイナマイトシコク 牡３栗 ５６ 石神 深一西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム B４７２＋ ２１：１１．５１� ５０．１�
７１３� リ ザ ル ト 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義山本 武司氏 高市 圭二 門別 今井牧場 ４３０＋ ９ 〃 クビ ４１．９�
５８ チャームチェリー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二タマモ� 萱野 浩二 静内 岡田 猛 ４８４＋１４１：１１．６� １８．１
４７ � メイクアヒット 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太�澤 正幸氏 工藤 伸輔 門別 高澤 俊雄 ４２６－ １１：１１．７� ２３１．８�

（浦和） （大井）

５９ コスモグラマラス 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆田中 博康 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 土井牧場 ４５８＋ ６１：１１．８クビ ３３．４�

４６ テングジョウ 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６４＋ ６１：１１．９� ４１．８�
６１１� ラブリージーン 牝３芦 ５４ 大野 拓弥水上 行雄氏 清水 利章 三石 川端牧場 ４３６－１６１：１２．８５ ３２１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，８５５，６００円 複勝： ３０，０９３，５００円 枠連： ３４，８４８，２００円

普通馬連： ９９，７１６，１００円 馬単： ８８，２８０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１９５，５００円

３連複： １２２，９９９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４２５，９８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ７８０円 枠 連（３－８） ２７０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２，５１０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ６，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２８５５６ 的中 � ４９９９０（２番人気）
複勝票数 計 ３００９３５ 的中 � ６１０１２（２番人気）� ９２３１３（１番人気）� ５６７８（１３番人気）
枠連票数 計 ３４８４８２ 的中 （３－８） ９５６１６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９９７１６１ 的中 �� １５４３４２（１番人気）
馬単票数 計 ８８２８０９ 的中 �� ５２２７３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１９５５ 的中 �� ３５９０４（１番人気）�� ２３２６（３１番人気）�� ３５５５（２０番人気）
３連複票数 計１２２９９９２ 的中 ��� １４６６５（１９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．５―１１．９―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．３―４６．２―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．２
３ ８（２，９）（４，１１，１５）１０（１，５，６，１４）１２，３－１３，７ ４ ・（８，９，１５）（２，４，１４）（１，１０，１１）（５，１２）（３，６）－１３，７

勝馬の
紹 介

サマーエタニティ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．７．１５ 新潟２着

２００５．４．１７生 牝３芦 母 オールフォーゲラン 母母 ミ ス ゲ ラ ン ８戦２勝 賞金 １９，５００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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８日 晴 良 （２０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）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

６８ トーセンフーガ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 静内 服部 牧場 ５００－ ２１：１２．７ ３．０�

６９ リ ヒ タ ー 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４８４＋ ４ 〃 クビ ２４．０�
３３ ヒカリマーガレット 牝４栗 ５５

５４ ☆田中 博康當山 �則氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７０＋ ４１：１２．８� ２．８�
２２ ピーチドラフト 牝４青鹿５５ 田中 勝春 �エムアンドアール 粕谷 昌央 新冠 斉藤 安行 ４８２＋ ２１：１２．９クビ １３．０�
４５ ヤマニンプロローグ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B４９６－ ４ 〃 アタマ ２３．７�
７１０ タイキプロバンス 牝６鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人	大樹ファーム 高橋 祥泰 大樹 大樹ファーム ４５８－ ４１：１３．１� ５０．８

８１２ シルクラズベリー 牝５栗 ５５ 木幡 初広有限会社シルク大和田 稔 新冠 武田 修一 ４５４＋ ６１：１３．４２ １７６．７�
４４ ム ー ン ボ ー 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ６１：１３．８２� ２６．１�
１１ タケデンタンゴ 牝５青 ５５ 高橋 智大武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４７２＋１６ 〃 ハナ ２６．５
７１１ ダイシンツウィギー 牝７鹿 ５５ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 松本 信行 ４５２－１１ 〃 アタマ ３６６．５�
８１３ サクラスウィープ 牝４鹿 ５５ 五十嵐雄祐�さくらコマース藤原 辰雄 静内 伊藤 敏明 ４７６－ ２１：１４．１２ ５．７�
５６ ブ リ オ ー サ 牝４黒鹿５５ 佐藤 哲三林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８４＋２８１：１４．２クビ １６．５�
５７ � ラビットジーズニ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４４２－ ８１：１４．４１� １７．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，５２８，０００円 複勝： ３１，５８２，６００円 枠連： ２９，７８２，０００円

普通馬連： １２０，８０６，３００円 馬単： １０６，６１２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１６２，５００円

３連複： １４８，２６７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４９４，７４０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １２０円 枠 連（６－６） ２，７２０円

普通馬連 �� ２，５８０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １７０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５２８０ 的中 � ６８２６３（２番人気）
複勝票数 計 ３１５８２６ 的中 � ７３２９８（２番人気）� １９６４２（５番人気）� ９６７５９（１番人気）
枠連票数 計 ２９７８２０ 的中 （６－６） ８１０４（１１番人気）
普通馬連票数 計１２０８０６３ 的中 �� ３４５８４（９番人気）
馬単票数 計１０６６１２１ 的中 �� ２０４８９（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１６２５ 的中 �� ９０６０（７番人気）�� ６２１９９（１番人気）�� ７６８５（１２番人気）
３連複票数 計１４８２６７３ 的中 ��� ５８２３０（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．６―１２．３―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．４―４６．７―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンフーガ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００６．８．１３ 新潟１着

２００４．３．１０生 牝４鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ １２戦２勝 賞金 ２３，２７０，０００円
〔制裁〕 タイキプロバンス号の騎手千葉直人は，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１０，０００円。



０５０３３ ３月８日 晴 良 （２０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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１１ タマモスクワート 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４７６＋ ２１：３６．７ １３．５�

２３ コスモポッケ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ８ 〃 ハナ １５．０�
７１２ リトルディッパー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５４－ ２ 〃 アタマ １０．４�
６１０ ウォーボネット 牡３鹿 ５６ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：３６．９１ １６７．２�
６１１ マイネルフェスタ 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 平取 船越 伸也 ５０４－ ４ 〃 ハナ ３３．８�
４７ ギンザグリングラス 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三有馬 博文氏 天間 昭一 浦河 中脇 満 ４４２± ０ 〃 クビ １２６．８	
２２ � ピンクバーディー 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６６＋ ４ 〃 アタマ １８４．９

７１３ セイウンバリュー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 浅野洋一郎 浦河 畔高牧場 ４２２－ ６１：３７．１１� ５９．６�
５８ マイネルポンピオン 牡３芦 ５６ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４５６－ ４ 〃 クビ ２５．６�
５９ タケショウオージ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４４８＋ ８１：３７．２クビ ４．８
８１５� シベリアントム 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Trackview

Farm ４６４＋１４１：３７．４１ １２２．８�
４６ 	 スーパーミッション 牡３鹿 ５６ 左海 誠二 �タイキオーナーズ 岡林 光浩 大樹 大樹ファーム ４７４－ ３ 〃 ハナ １１３．３�

（船橋） （船橋）

３４ サイレントフォース 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２６－ ２ 〃 クビ １．５�
３５ � ドリームハーバー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４８０－ ６１：３９．１大差 ４６５．９�
８１４� ミサトマーブル 牡３青 ５６ 戸崎 圭太戸部 洋氏 谷原 義明 門別 ファーミングヤナキタ ４７４－１０１：４１．６大差 ４６２．４�

（大井）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４６，４６５，４００円 複勝： ６３，５４０，０００円 枠連： ３８，２６７，９００円

普通馬連： １６９，３５４，１００円 馬単： １４３，１２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，１７９，１００円

３連複： １５２，２８８，９００円 ３連単： ４５８，４１８，６００円 計： １，１１５，６４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ３８０円 � ５００円 � ３２０円 枠 連（１－２） ５，３３０円

普通馬連 �� ５，６４０円 馬 単 �� １１，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� １，０２０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� １０，８６０円 ３ 連 単 ��� ８５，３５０円

票 数

単勝票数 計 ４６４６５４ 的中 � ２７２０５（４番人気）
複勝票数 計 ６３５４００ 的中 � ４４９５７（４番人気）� ３１９２４（５番人気）� ５５７４２（３番人気）
枠連票数 計 ３８２６７９ 的中 （１－２） ５３００（１６番人気）
普通馬連票数 計１６９３５４１ 的中 �� ２２１９７（１５番人気）
馬単票数 計１４３１２８７ 的中 �� ９０７９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４１７９１ 的中 �� ８４２８（１２番人気）�� １０８６０（１０番人気）�� ６８８９（１５番人気）
３連複票数 計１５２２８８９ 的中 ��� １０３５１（３１番人気）
３連単票数 計４５８４１８６ 的中 ��� ３９６４（１９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．５―４８．３―１：００．７―１：１２．６―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．０

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

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

勝馬の
紹 介

タマモスクワート �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００７．９．１ 新潟５着

２００５．４．６生 牡３鹿 母 アンサーミー 母母 ヒ ミ コ ６戦２勝 賞金 １９，５８５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミサトマーブル号は，平成２０年４月８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３４ ３月８日 晴 良 （２０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 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

３６ レ ゴ ラ ス 牡７黒鹿５７ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B５１４－ ４１：４７．７ ３．１�

８１６ コスモオースティン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８４－ ２１：４８．４４ ７．７�
６１２� マイネルシュピール 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５３０－ ６ 〃 ハナ １８．７�

２３ ユウタージャック 牡６鹿 ５７ 武士沢友治上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７８± ０１：４８．５� １３．４�
１１ ダブルヒーロー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一小川 弘氏 斎藤 宏 浦河 北光牧場 ５２８－ ６１：４８．６クビ ２１．５�
１２ ユキノハリケーン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９０－ ４ 〃 クビ ２５．１	
６１１ ナンヨーイースト 牡４青鹿５７ 内田 博幸中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ４６６－ ２１：４８．７クビ １２．２

４７ スーパーキャノン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４８０－ ４１：４９．０２ ３１．３�
３５ キングオブロマネ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８１：４９．２１	 ８７．３�
８１５ ユウターヴェール 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ４８０＋ ６ 〃 アタマ １６６．２
５１０ フサイチギャロップ 牡６青鹿５７ 田中 博康関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４３２－ ２１：４９．３クビ １２４．５�
２４ シ グ ナ リ オ 牡４栗 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６２－ ６ 〃 アタマ ８．８�
５９ コウヨウアイリーン 牝４黒鹿５５ 小野 次郎寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４８８＋ ６１：４９．６１� ２８．３�
７１３ ミスティックリバー 牝５黒鹿５５ 戸崎 圭太 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７２－１４ 〃 クビ １１．５�

（大井）

７１４ ジェイウォーク 牡５黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３２－ ４１：４９．７クビ ２８．４�
４８ � ファストロック 牡４栗 ５７ 横山 典弘広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay

Bloodstock ４９２＋ ６１：５０．４４ ５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，２６４，９００円 複勝： ６０，４２７，０００円 枠連： ５９，０８５，９００円

普通馬連： ２２８，９２２，１００円 馬単： １３１，８７１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６６４，１００円

３連複： ２００，０１３，６００円 ３連単： ４３６，０７３，０００円 計： １，２１１，３２１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ４００円 枠 連（３－８） １，０６０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １，０３０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ６，０１０円 ３ 連 単 ��� ２４，７４０円

票 数

単勝票数 計 ４０２６４９ 的中 � １０４０５０（１番人気）
複勝票数 計 ６０４２７０ 的中 � １４１６０２（１番人気）� ７６２７６（２番人気）� ３０４６１（８番人気）
枠連票数 計 ５９０８５９ 的中 （３－８） ４１５１７（３番人気）
普通馬連票数 計２２８９２２１ 的中 �� １４３５１３（２番人気）
馬単票数 計１３１８７１２ 的中 �� ４７８３０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６６４１ 的中 �� ３３３００（１番人気）�� １２７３４（９番人気）�� ６９９９（２５番人気）
３連複票数 計２０００１３６ 的中 ��� ２４５７１（１４番人気）
３連単票数 計４３６０７３０ 的中 ��� １３００９（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．５―４８．１―５９．６―１：１１．６―１：２３．７―１：３５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

レ ゴ ラ ス �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Garde Royale デビュー ２００４．３．２０ 阪神３着

２００１．４．２１生 牡７黒鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja １４戦４勝 賞金 ５４，２６０，０００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 セヴンワンダーズ号
※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。



０５０３５ ３月８日 晴 良 （２０中山２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�第３回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，１９．３．３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，１９．３．２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 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００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

８１５ プレミアムボックス 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：０８．９ １９．６�

３６ エムオーウイナー 牡７黒鹿５６ 熊沢 重文大浅 貢氏 服部 利之 門別 門別牧場 ５１６± ０ 〃 ハナ ５６．３�
７１４ ナカヤマパラダイス 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 静内 北洋牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ １７．６�
３５ アイルラヴァゲイン 牡６鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ８１：０９．０� ９．９�
１１ リキサンファイター 牡４栗 ５６ 蛯名 正義 �ハイパワー商事 高木 登 青森 オオタ牧場 ４７０± ０１：０９．１クビ １１．１�
２３ トーセンザオー 牡８芦 ５６ 後藤 浩輝島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ ４７．５	
７１３ アドマイヤホクト 牡４鹿 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ６ 〃 ハナ ２５．７

８１６� ドラゴンウェルズ 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４８４－ ８ 〃 クビ ７．８�
６１１ タマモホットプレイ 牡７栗 ５７ 吉田 豊タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７６－１０１：０９．２クビ ６３．８
１２ リキアイタイカン 牡１０栗 ５７ 柴山 雄一高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５１６＋ ６１：０９．３� １６０．６�
５１０� ブラックバースピン 牡５青 ５７ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Arthur I.

Appleton ４９４＋ ８ 〃 ハナ １６．４�
６１２ キョウワロアリング 牡７栗 ５７ 村田 一誠林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８６＋ ４１：０９．４クビ １２５．６�
５９ クールシャローン 牝４栗 ５４ 勝浦 正樹川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４８２－１０１：０９．６１	 ３０．４�
４８ � ウインレックス 
７鹿 ５６ 左海 誠二�ウイン 宗像 義忠 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４６８＋ ８ 〃 ハナ ８０．７�
（船橋）

４７ コパノフウジン 牡６栗 ５６ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４６０－１６ 〃 アタマ ３５．５�
２４ サンアディユ 牝６鹿 ５６ 内田 博幸松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５１２－ ２１：１０．４５ １．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９６，２１７，１００円 複勝： １３８，６８０，３００円 枠連： １１０，３５４，７００円

普通馬連： ５８５，５４８，４００円 馬単： ３８３，６０５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３９，０９５，１００円

３連複： ５９５，６８２，１００円 ３連単： １，４１８，２４３，９００円 計： ３，４６７，４２７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９６０円 複 勝 � ５５０円 � １，３８０円 � ４６０円 枠 連（３－８） ２，１００円

普通馬連 �� ４６，３７０円 馬 単 �� １００，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，３９０円 �� ２，８００円 �� ９，５００円

３ 連 複 ��� ２０３，６２０円 ３ 連 単 ��� １，５２１，３２０円

票 数

単勝票数 計 ９６２１７１ 的中 � ３８７４３（７番人気）
複勝票数 計１３８６８０３ 的中 � ６８３２５（７番人気）� ２４５７２（１３番人気）� ８３３２９（６番人気）
枠連票数 計１１０３５４７ 的中 （３－８） ３８９２５（９番人気）
普通馬連票数 計５８５５４８４ 的中 �� ９３２０（７５番人気）
馬単票数 計３８３６０５８ 的中 �� ２８１１（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３９０９５１ 的中 �� ３２７４（７４番人気）�� １２４１１（２７番人気）�� ３５８２（７１番人気）
３連複票数 計５９５６８２１ 的中 ��� ２１５９（２９８番人気）
３連単票数 計１４１８２４３９ 的中 ��� ６８８（１８４０番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．１―１１．４―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．１―４５．５―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．８
３ ６（１３，１４）（５，７，１５）（３，９）（１，１６）（２，１０）（８，１１，１２）４ ４ ６（１３，１４）（５，１５）７（３，９，１６）１（１０，１２）２（８，１１，４）

勝馬の
紹 介

プレミアムボックス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ターゴワイス デビュー ２００５．１２．１７ 中山３着

２００３．４．８生 牡５鹿 母 チャッターボックス 母母 シヤダイチヤツター １４戦６勝 賞金 １１２，２９４，０００円
〔発走状況〕 サンアディユ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１４頭 アポロノサトリ号・アルビレオ号・グレイトフルタイム号・サイキョウワールド号・ステンカラージン号・

ストーミーカフェ号・タイキジリオン号・ツルガオカハヤテ号・トールハンマー号・フジサイレンス号・
プリンセスルシータ号・ヤマニンメルベイユ号・ロイヤルキャンサー号・ワイルドシャウト号

※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。



０５０３６ ３月８日 晴 良 （２０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）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１２ インベスター 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ
ジメント 萩原 清 新冠 平山牧場 ５９６＋１６１：５３．８ ７．８�

６１１ ゲンパチタキオン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５４０－ ６１：５４．０１ ８．５�
５９ � ドノバンシチー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John

O’Meara ５０２＋ ４１：５４．６３� ５．６�
４６ マルサライガー 	４黒鹿５７ 横山 典弘鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４５６－ ６１：５５．１３ ２４．０�
２２ クラッカージャック 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９０－ ６１：５５．４２ ９．３�
４７ ロックザキャスバ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 ４９０－ ６ 〃 ハナ ４．０	
６１０� ユーワファントム 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 武藤 善則 米 John B.

Ingleson ５０４－ ２１：５５．６１ ２７．５

８１５ マンオンミッション 牡４栗 ５７

５６ ☆田中 博康�RRA 高橋 祥泰 浦河 吉田 隆 ４８０－ ６１：５５．７
 ４．８�
２３ マイネルメロス 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 大典牧場 ４６０－ ６ 〃 アタマ １４．６�
８１４ ニシノフジヤマ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 B５０２＋ ６１：５６．１２� ３３．９
３４ スターマップ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：５７．１６ ８２．８�
５８ � ユキノスバル 牡５鹿 ５７ 柴田 大知柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 B４４８－ ２１：５７．２� ３３４．５�
７１３ トーセンマキシマム 牡４栗 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７８＋ ４１：５７．６２� １４．４�
３５ � キミハツヨイ 牡４鹿 ５７ 鷹野 宏史渡辺 典六氏 斎藤 誠 静内 大典牧場 ４８２＋ ８１：５８．０２� １８７．１�
１１ � ローリエカルラ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一山本 精一氏 岩城 博俊 様似 小田牧場 ４３８＋ ４１：５８．９５ ２８６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，６０５，６００円 複勝： ５３，３９７，９００円 枠連： ５２，５８６，１００円

普通馬連： ２０５，１８７，６００円 馬単： １２２，８０８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，７５０，４００円

３連複： １８３，７６３，１００円 ３連単： ４１４，５５７，５００円 計： １，１１４，６５７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２９０円 � ２４０円 � ２１０円 枠 連（６－７） １，５９０円

普通馬連 �� ３，６８０円 馬 単 �� ７，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� １，０１０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ６，９７０円 ３ 連 単 ��� ３６，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３７６０５６ 的中 � ３８０４３（４番人気）
複勝票数 計 ５３３９７９ 的中 � ４５１１４（６番人気）� ５８９８４（４番人気）� ７４９２９（３番人気）
枠連票数 計 ５２５８６１ 的中 （６－７） ２４４４０（１２番人気）
普通馬連票数 計２０５１８７６ 的中 �� ４１１５０（１８番人気）
馬単票数 計１２２８０８８ 的中 �� １２６６９（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４７５０４ 的中 �� ８３３５（１９番人気）�� １０９３３（１３番人気）�� １３８４２（７番人気）
３連複票数 計１８３７６３１ 的中 ��� １９４８０（２６番人気）
３連単票数 計４１４５５７５ 的中 ��� ８３２４（１１５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．０―１３．４―１３．１―１２．６―１２．３―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．６―５１．０―１：０４．１―１：１６．７―１：２９．０―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．１
１
３
９，１２（８，１３）（１０，１４）（６，１５）（５，７）１１（３，４）（１，２）・（９，１２）１１（８，１０，１３，１４）－（６，５，１５）４（３，７，２）１

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

勝馬の
紹 介

インベスター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Green Desert デビュー ２００５．１０．２９ 東京３着

２００３．３．４生 牡５黒鹿 母 ポ ル ベ ニ ル 母母 Majenica １２戦３勝 賞金 ３０，９５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローリエカルラ号は，平成２０年４月８日まで平地競走に出走できない。



（２０中山２）第３日 ３月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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

２３３，８１０，０００円
２，１３０，０００円
２４，０７０，０００円
２，０３０，０００円
２５，１７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，９２３，５００円
５，６２６，８００円
１，８１８，０００円

勝馬投票券売得金
４００，８６３，１００円
５５１，２１７，６００円
４６８，６４６，６００円
１，８４３，６０９，４００円
１，４０５，４２７，７００円
４６６，４７７，４００円
１，９９０，４７１，１００円
２，７２７，２９３，０００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 ９，８５４，００５，９００円

総入場人員 ２４，７００名 （有料入場人員 ２２，８６４名）




