
０５０６１ ３月１６日 晴 稍重 （２０中山２）第６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

６１１ マイヴィーナス 牝３栗 ５４ 吉田 豊�RRA 高木 登 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４４８－ ４１：１２．３ ３．８�

２４ 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 B４８８－ ４１：１３．０４ １．６�
１１ キャスタスペルミー 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 ４５８＋ ４１：１３．４２� ２９．７�
８１５ マリアージュ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４２４－ ６ 〃 ハナ １０．６�
８１６ 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 ４４４－ ２ 〃 ハナ ４３．８�
１２ アポロフラメンコ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 平野牧場 ４２４＋ ２１：１３．６１� １８．０	
７１４ ウォーネックレス 牝３栗 ５４ 内田 博幸宮崎 利男氏 萱野 浩二 三石 佐藤 陽一 ４３６± ０１：１３．７� ３０．０

５９ サウスアミューズ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一南波 壽氏 土田 稔 三石 土田 和男 B４３６± ０１：１３．９１� １３２．３�
４７ スピルードダム 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 豊巻牧場 ４８４－ ２１：１４．０クビ ３１４．１�
７１３ ブ リ ー ズ 牝３栗 ５４ 江田 照男�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３４－ ８１：１４．２１� ３８０．９
４８ カシノリボン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山牧場 ４６６ ― 〃 クビ ４８．３�
２３ チョコサンデー 牝３青鹿５４ 北村 宏司山田 和正氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４４２－ ４１：１４．５１� ４９．１�
６１２ シ ロ ッ ポ 牝３芦 ５４ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 様似 能登ファーム ３８６－１４１：１４．９２� ２２０．４�
３５ ラヴマリッジ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４７８ ―１：１５．４３ ２９．２�
５１０ プリムローズシチー 牝３青 ５４ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 幾千世牧場 B４５４＋１０１：１５．８２� ２３１．０�
３６ アミューズチェリー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義チエリー商事� 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４９４± ０１：１６．５４ １１０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１５１，８００円 複勝： ５０，７４３，４００円 枠連： ２５，８４６，９００円

普通馬連： ８２，４１０，９００円 馬単： ８６，９７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５２４，２００円

３連複： １１６，０６２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４１１，７１０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（２－６） ２３０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ８１０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１５１８ 的中 � ４８５０６（２番人気）
複勝票数 計 ５０７４３４ 的中 � ７８００６（２番人気）� ３３０８８５（１番人気）� １０７９２（５番人気）
枠連票数 計 ２５８４６９ 的中 （２－６） ８６４１５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２４１０９ 的中 �� ２６９７４７（１番人気）
馬単票数 計 ８６９７０３ 的中 �� ９７８１６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５２４２ 的中 �� ７７０９５（１番人気）�� ５８３１（１１番人気）�� ９１０９（５番人気）
３連複票数 計１１６０６２６ 的中 ��� ６７５２５（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．２―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．８―４７．０―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイヴィーナス �
�
父 カリズマティック �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００７．７．２２ 新潟６着

２００５．３．２２生 牝３栗 母 マ イ オ ト メ 母母 ヤエノジョオー ７戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アミューズチェリー号は，平成２０年５月１６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 エイトシード号
（非抽選馬） １頭 シャンドルール号



０５０６２ ３月１６日 晴 稍重 （２０中山２）第６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

８１３ ウインマグナム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�ウイン 田中 清隆 静内（有）石川牧場 ４６８－１２１：５５．７ １．４�

６９ ストロングジャック 牡３栗 ５６ 横山 典弘村木 篤氏 鹿戸 雄一 静内 へいはた牧場 B５１０＋ ２１：５７．０８ ３５．１�
１１ ミンナデワンダー �３栗 ５６ 吉田 豊櫻井 正氏 和田 正道 浦河 モトスファーム ４５０－１６１：５７．１� １０．７�
４５ モアスマイル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４３０± ０１：５７．５２� ７．０�
７１１ ジェイケイクリス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４５２＋ ６１：５７．７１� ３０．８�
２２ ダイワダイナミック 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５３０± ０１：５７．８クビ ６．４�
６８ コアグリーン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４６４－ ２１：５８．４３� ７９．５	
８１２ ワイルドスピリット 牡３黒鹿５６ 江田 照男芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド ４５８－ ６１：５８．７１� ４４．８

３３ リュイールノワール 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎山下 新一氏 岩戸 孝樹 門別 下河辺牧場 B４６０－ ６１：５８．８� ９５．０�
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 ５６４－ ４１：５８．９� １５３．９�
４４ スプリングロック 牡３栗 ５６ 松岡 正海加藤 春夫氏 沢 峰次 様似 清水 誠一 ４４２＋ ２１：５９．４３ ５４．２
７１０ オ ー ガ 牡３鹿 ５６ 幸 英明�イスズ牧場 鈴木 勝美 浦河 地興牧場 ４７０－ ４２：００．９９ ３４７．８�
５６ ヨシブレイクアウト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４５２＋ ２２：０１．３２� ３６０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，８８６，６００円 複勝： ５０，０５４，０００円 枠連： ２１，８１９，２００円

普通馬連： ７５，１１４，８００円 馬単： ９３，１５３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４５０，１００円

３連複： １１５，２９９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４０２，７７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ５２０円 � １９０円 枠 連（６－８） １，０７０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ２４０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ２，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８８６６ 的中 � １２７０９３（１番人気）
複勝票数 計 ５００５４０ 的中 � ３４２５２６（１番人気）� ８４５３（６番人気）� ３２２３５（４番人気）
枠連票数 計 ２１８１９２ 的中 （６－８） １５０７５（４番人気）
普通馬連票数 計 ７５１１４８ 的中 �� ４３５４４（４番人気）
馬単票数 計 ９３１５３６ 的中 �� ４５８７１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４５０１ 的中 �� ９２２３（８番人気）�� ３２０９８（２番人気）�� ３２３６（１８番人気）
３連複票数 計１１５２９９０ 的中 ��� ３５６９０（７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１３．３―１３．８―１３．１―１３．３―１２．３―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．７―５１．５―１：０４．６―１：１７．９―１：３０．２―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３７．８
１
３
９，１３（１，１２）（２，８）１１（７，６）３，５－１０，４・（９，１３）１２（１，８，１１，４）（２，７，５，６）－３－１０

２
４

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

勝馬の
紹 介

ウインマグナム �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．１２．１ 中山２着

２００５．４．１０生 牡３栗 母 ス リ ー エ フ 母母 Agacerie ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔その他〕 ヨシブレイクアウト号は，発走後に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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーガ号は，平成２０年４月１６日まで平地競走に出走できない。



０５０６３ ３月１６日 晴 稍重 （２０中山２）第６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

６１１ シルクイーグル 牡３鹿 ５６ 津村 明秀有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４８６± ０１：１２．１ ２．６�

８１５ ファイナルスコアー 牡３栗 ５６ 武 豊 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：１２．４１� ３．０�
７１２ エミネムシチー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４４６－ ２１：１３．７８ １３．４�
６１０ リネンエース 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４０－ ８ 〃 クビ ５１．５�
５８ アルコプラータ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �MSプランニング 松永 康利 青森 明成牧場 ４７８－１２１：１４．０１� ５１．４�
２３ デザートジョオー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人松平 正樹氏 高木 登 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２４± ０ 〃 クビ ６６．５	
４７ 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 ４６４＋ ４１：１４．１� ６６．７

７１３� ハチノヨウニサス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸菅原 太陽氏 手塚 貴久 米

Dan Kenny, Hedgestone
Management & Stoner-
side Stable LLC

４３８＋ ６１：１４．２� ４．５�
２２ サマーミッドナイト 牝３黒鹿５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４２８± ０１：１４．４１� ４７．１�
３４ ブレイクアスペル 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康 �社台レースホース秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－１４１：１４．６� １５．１

４６ � ウルトラペガサス 牝３栗 ５４ 横山 典弘青山 洋一氏 奥平 雅士 米 Shadai Farm ４４４ ― 〃 クビ ８４．２�
８１４ マルターズアディラ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝藤田与志男氏 武市 康男 浦河 荻伏服部牧場 ４４２－ ６１：１４．７クビ ８２．５�
３５ ケイエムチャンス 牡３栗 ５６ 江田 照男小平 学氏 矢野 照正 門別 高橋牧場 ４７０－ ６１：１４．８� １９．０�
５９ ストロングアクシス 	３鹿 ５６ 伊藤 直人泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７８－１０ 〃 クビ ２０３．０�

（１４頭）
１１ � クレバーマリリン 牝３栗 ５４ 田中 勝春田� 正明氏 石毛 善彦 米 S. R.

Robertson ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，０２６，７００円 複勝： ３１，２７５，６００円 枠連： ２８，０９６，２００円

普通馬連： ９０，０４６，２００円 馬単： ８６，７４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１８２，７００円

３連複： １２７，６１７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４１４，９８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（６－８） ４００円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３１０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０２６７ 的中 � ７１３８２（１番人気）
複勝票数 計 ３１２７５６ 的中 � ９７５０３（１番人気）� ５６３００（２番人気）� ３０９２０（４番人気）
枠連票数 計 ２８０９６２ 的中 （６－８） ５２４９５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９００４６２ 的中 �� １６４０５５（１番人気）
馬単票数 計 ８６７４１２ 的中 �� ７８５５０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１８２７ 的中 �� ４６４３３（１番人気）�� ２２０１０（３番人気）�� ８３９２（８番人気）
３連複票数 計１２７６１７７ 的中 ��� ９０７４１（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．４―１２．３―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．８―４７．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクイーグル �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．６．３０ 福島６着

２００５．４．２９生 牡３鹿 母 ヒガシオリビア 母母 ダイナコマネチ ８戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔出走取消〕 クレバーマリリン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※出走取消馬 ソソノ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 ベルモントプレミア号・モルフェリメンバー号



０５０６４ ３月１６日 晴 稍重 （２０中山２）第６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

５１０ ポリバレント 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 森 牧場 ４７４ ―１：５４．１ ４．１�

７１３� インオラリオ 牡３鹿 ５６ 武 豊藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Winches-
ter Farm ５１２ ―１：５５．０５ １．８�

１１ チョウイチリュウ �３栗 ５６ 武士沢友治松本 兼吉氏 伊藤 正徳 新冠 渕瀬フアーム ４５０ ―１：５６．３８ ２２．５�
１２ ロッチビスティー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 静内 藤原牧場 ５３４ ― 〃 ハナ ７．２�
４８ カ カ ロ ッ ト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ５０６ ―１：５６．４� ５６．１�
７１４� バイロンシチー 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 豪 St Aubins Scone

Partnership ４６０ ―１：５７．１４ １８．０�
８１６ モンテフェニックス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘毛利 喜昭氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４７６ ―１：５７．４２ １２．７	
２３ � スマートパーティー 牡３栗 ５６ 幸 英明大川 徹氏 戸田 博文 米 WinStar

Farm, LLC ４９０ ―１：５８．２５ １３１．７

３５ ファイアナカヤマ 牡３青鹿５６ 吉田 豊�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４９８ ―１：５８．９４ ３６．６�
４７ ムーンブリザード 牡３青 ５６ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 B４９２ ―１：５９．１１� ２３９．１
３６ タイキサハラ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 静内 藤原牧場 ４７６ ―２：００．４８ １０８．１�
５９ マルターズスクープ 牡３栗 ５６ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 門別 天羽 禮治 ５１０ ― 〃 アタマ ２８．９�
２４ アースフリーダム 牡３鹿 ５６ 木幡 初広松山 増男氏 宗像 義忠 三石 名古屋 一征 ５２４ ―２：００．７２ １６３．８�
８１５ コ ガ ラ シ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知谷 研司氏 大和田 稔 青森 青森桜井牧場 ４４２ ― 〃 アタマ ２５８．７�
６１１ ミツアキドンドン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平山本 光明氏 畠山 重則 新冠 山内 鈴子 ５００ ―２：００．８� ２５３．３�
６１２ ウインフェイブル 牡３栗 ５６ 津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 浦河 杵臼牧場 B４４８ ―２：０２．４１０ １２７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５７４，０００円 複勝： ２８，３７３，５００円 枠連： ２８，２９２，８００円

普通馬連： ８３，２６０，７００円 馬単： ９４，４５６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８２８，９００円

３連複： １１５，３４６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４０２，１３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ２４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ８２０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７５７４０ 的中 � ５３８１８（２番人気）
複勝票数 計 ２８３７３５ 的中 � ５８５３２（２番人気）� １０９４２１（１番人気）� １４５７７（６番人気）
枠連票数 計 ２８２９２８ 的中 （５－７） ８７５９４（１番人気）
普通馬連票数 計 ８３２６０７ 的中 �� １８３６２２（１番人気）
馬単票数 計 ９４４５６２ 的中 �� ８１１９０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８２８９ 的中 �� ４９１７７（１番人気）�� ６１０９（１１番人気）�� ８３６４（７番人気）
３連複票数 計１１５３４６７ 的中 ��� ５６６３４（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３６．９―５０．０―１：０３．０―１：１５．８―１：２８．１―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ポリバレント �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Chief’s Crown 初出走

２００５．４．１６生 牡３黒鹿 母 クラウンフォレスト 母母 Playmate １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 ウインフェイブル号は，競走中に疾病〔左第３中手骨々折〕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〕 タイキサハラ号・マルターズスクープ号・アースフリーダム号・コガラシ号・ミツアキドンドン号は，

平成２０年４月１６日まで平地競走に出走できない。



０５０６５ ３月１６日 晴 良 （２０中山２）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１６ サンワードフラッグ 牡３栗 ５６ 内田 博幸古谷 敏明氏 小西 一男 浦河 信成牧場 ４７２＋ ２１：５１．３ ７．９�

１２ ダンツホウテイ 牡３黒鹿５６ 武 豊山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４６０－１２ 〃 ハナ ２．６�
６１２ リノーンルーラー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７８± ０１：５１．７２� ４．５�
２４ シンセサイザー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４４０－ ２１：５１．９１� ４．９�
２３ キタノオーロラ 牝３栗 ５４ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６８－ ６ 〃 クビ １１．７�
４８ パワーオブマインド 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣細谷 典幸氏 二ノ宮敬宇 新冠 松浦牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ １３．０�
４７ カワキタライジン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海川島 吉男氏 相沢 郁 門別 高澤 俊雄 ４３８－ ２１：５２．０クビ ３９．２	
３６ � ナイキウェルネス 牡３栗 ５６ 横山 典弘小野 誠治氏 古賀 史生 米 Joe Parker ４７４＋ ２１：５２．５３ ８１．８

７１３ マイネルアルセーヌ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４５８－ ４１：５２．６� １３．８�
６１１ マイネルビビッド 牡３栗 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 三石 坂本牧場 ５０４－ ４１：５２．８１� １１８．０
５１０� エリカオンヒル 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康藤田与志男氏 柴崎 勇 米 J. D. Stuart
& P. C. Bance ４６６－ ６ 〃 クビ ２７２．４�

８１５ エイシンフレンチ 牡３栗 ５６ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５０６－１０１：５２．９クビ １１８．９�

１１ レオシグナル 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 三石 谷山 和喜 ４４８－ ８１：５３．０	 ２１６．７�
７１４ エイワヒデタダ 
３黒鹿５６ 大庭 和弥永井公太郎氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４６６－ ６１：５３．１	 ２６１．３�
３５ リバーブレイブ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 広中 稔 B４８６－ ６１：５３．６３ ４５８．４�
５９ ナ オ ス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 本間 忍 鵡川 上水牧場 ４５６－ ４１：５４．９８ ９４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，７５７，０００円 複勝： ３９，４９７，８００円 枠連： ２９，５５３，１００円

普通馬連： １０７，０７７，６００円 馬単： ９６，４５０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４５９，５００円

３連複： １４８，７４３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４８６，５３８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １７０円 枠 連（１－８） ９４０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ６５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１７５７０ 的中 � ３２０２４（４番人気）
複勝票数 計 ３９４９７８ 的中 � ４４４４１（４番人気）� ９４５７８（１番人気）� ６１９４５（３番人気）
枠連票数 計 ２９５５３１ 的中 （１－８） ２３３９３（４番人気）
普通馬連票数 計１０７０７７６ 的中 �� ７３５５０（３番人気）
馬単票数 計 ９６４５０１ 的中 �� ２４７６８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４５９５ 的中 �� １６０８４（５番人気）�� １２２１６（１１番人気）�� ２１１８７（２番人気）
３連複票数 計１４８７４３３ 的中 ��� ５２４５０（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１３．０―１２．９―１３．２―１２．２―１２．０―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．２―５０．１―１：０３．３―１：１５．５―１：２７．５―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３
７，８，３（６，１０）（２，１６）（４，１１）（１，１２）１３（５，９，１４，１５）・（７，８）（３，１０）（２，１６）（１２，１３）（６，４，１１）（１，１４，１５）５－９

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

勝馬の
紹 介

サンワードフラッグ �
�
父 クロコルージュ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００８．１．１９ 中山２着

２００５．３．２３生 牡３栗 母 ロイヤルキャニオン 母母 アテナトウシヨウ ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 パワーオブマインド号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。



０５０６６ ３月１６日 晴 良 （２０中山２）第６日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分（番組第７競走を順序変更） （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８９ クリスタルウイング 牡３鹿 ５６ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２２：０３．７ １．９�

５５ マイネルプレーザ 牡３青 ５６
５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 原 達也 ４９８－１０２：０３．９１ １０．５�
１１ トレノクリスエス 牡３青 ５６ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ４．９�
３３ 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 ５２８－ ６２：０４．０クビ １０．８�
８８ マイネルファルケ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �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 ５０４－ ８２：０４．２１� ５．６�
２２ ニシノシュテルン 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ １１．７	
７７ ダノンインスパイア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６２：０４．５１� ２０．０

４４ コスモザガリア 牝３鹿 ５４ 小野 次郎 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ５３．３�
６６ � ミサトフリート 牝３芦 ５４ 鷹野 宏史戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ４８６＋１４２：０５．６７ １９７．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３７，１１８，６００円 複勝： ３８，０９３，０００円 枠連： ２３，９１４，６００円

普通馬連： ９７，３８１，６００円 馬単： １１４，４７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２６６，２００円

３連複： １３０，２３９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４６８，４９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １２０円 枠 連（５－８） ８８０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １９０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３７１１８６ 的中 � １５６０８７（１番人気）
複勝票数 計 ３８０９３０ 的中 � １２３１７９（１番人気）� ２８８４８（５番人気）� ８９０１１（２番人気）
枠連票数 計 ２３９１４６ 的中 （５－８） ２０２３７（５番人気）
普通馬連票数 計 ９７３８１６ 的中 �� ４６７１２（７番人気）
馬単票数 計１１４４７８６ 的中 �� ３７３４６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２６６２ 的中 �� １２７９４（７番人気）�� ４５９４２（１番人気）�� １１７７０（９番人気）
３連複票数 計１３０２３９３ 的中 ��� ６７０８６（５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１２．８―１３．５―１３．２―１２．７―１２．１―１１．６―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．３―３７．１―５０．６―１：０３．８―１：１６．５―１：２８．６―１：４０．２―１：５１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．１
１
３
５，８（２，４，９）３，１－６，７・（５，８）（９，７）（２，４，３）－１－６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリスタルウイング 
�
父 アドマイヤベガ 

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．２．１７ 東京５着

２００５．３．１８生 牡３鹿 母 フェアリードール 母母 Dream Deal ３戦２勝 賞金 １２，７００，０００円



０５０６７ ３月１６日 晴 稍重 （２０中山２）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分（番組第６競走を順序変更） （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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１５ リーサムクラウン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣平田友里恵氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４８０± ０１：１２．２ １．６�

３５ メジロオマリー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４６０－ ４１：１２．４１� ４３．２�
３６ ケイアイスイジン 牡３栗 ５６ 幸 英明亀田 守弘氏 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４６６＋１４１：１２．６１� １３．４�
８１６ マルターズウディー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史藤田与志男氏 萱野 浩二 門別 天羽 禮治 B４８４± ０１：１３．３４ ３０７．０�
７１３ シャドウランズ 牡３青鹿５６ 内田 博幸山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ４８４－ ４１：１３．５１� １５．０�
６１２ アリージェンス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成田中 春美氏 河野 通文 浦河 安原 実 ４９２－ ６１：１３．６� ９９．２�
１１ � イナズマレオ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治小泉 賢悟氏 	田 研二 新冠 ヒノデファーム ４６４－ ６１：１３．７� １７９．５

５１０ キスアンドクライ 牝３黒鹿５４ 武 豊�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４６２± ０１：１３．８� ５．６�
５９ キンシニューストン 牡３栗 ５６ 田中 勝春若草クラブ 浅見 秀一 浦河 冨岡牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ６２．４�
２３ ネバーグレイス 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７８＋ ５１：１３．９クビ ５７１．５
７１４ パルティータ 牝３黒鹿５４ 江田 照男 �ローレルレーシング 清水 英克 門別 タバタファーム ４２４－ ２１：１４．１１� ３９．７�
６１１ パ リ オ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４５０－１８１：１４．２� ９０．８�
４８ アトラスシーダー 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４９０－ ８１：１４．７３ ５．８�
４７ コスモビット 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆田中 博康 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 大北牧場 ４６４－１２１：１４．８クビ ４０．０�
１２ モ モ カ 牝３栗 ５４ 北村 宏司田口 廣氏 武藤 善則 早来 田口 廣 ４３４± ０１：１５．５４ １１５．６�
２４ � フラワーバード 牝３栗 ５４ 津村 明秀福島 実氏 斎藤 誠 新冠 森 牧場 ４１２－ ４１：１５．８２ ３８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，４９０，７００円 複勝： ４５，１７６，１００円 枠連： ３４，１９７，２００円

普通馬連： １２２，２８８，５００円 馬単： １３２，２９２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９８９，０００円

３連複： １６７，６６０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５７０，０９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ５４０円 � ２８０円 枠 連（３－８） ６４０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ４２０円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� ６，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２４９０７ 的中 � １６３７８７（１番人気）
複勝票数 計 ４５１７６１ 的中 � ２１６６２３（１番人気）� １２１３８（６番人気）� ２７７１２（５番人気）
枠連票数 計 ３４１９７２ 的中 （３－８） ３９６４０（４番人気）
普通馬連票数 計１２２２８８５ 的中 �� ４２１４４（６番人気）
馬単票数 計１３２２９２９ 的中 �� ３６５８３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９８９０ 的中 �� ９９４５（８番人気）�� ２３３９２（４番人気）�� ３０５６（２４番人気）
３連複票数 計１６７６６０８ 的中 ��� １９４８４（１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．８―１２．５―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．９―４７．４―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーサムクラウン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１２．１６ 中山２着

２００５．４．５生 牡３黒鹿 母 エビスファミリー 母母 エビスベローチエ ５戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
※キスアンドクライ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０５０６８ ３月１６日 晴 稍重 （２０中山２）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

６１０ シャドウブルース 牡４鹿 ５７
５４ ▲三浦 皇成飯塚 知一氏 河野 通文 追分 追分ファーム B４９８－ ６１：５３．３ ４．０�

７１３ ウォーターマーク 牡４芦 ５７ 横山 典弘岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４７２± ０１：５４．１５ ３．７�
８１４� トーセンマンボ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５４２± ０１：５４．２� ３．４�
４６ � オリエンタルバレー 牡５栗 ５７ 西田雄一郎棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 B４９０－１２ 〃 クビ ３８．６�
３５ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７

５６ ☆田中 博康シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０２－ ２１：５４．６２� ９．１�
３４ � リトルプリンス 牡８栗 ５７ 後藤 浩輝�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４７６± ０１：５４．８１� １２．１	
５８ カオリエスペランサ 牡６鹿 ５７ 津村 明秀川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 B５４８＋ ２１：５５．３３ ２９．９

１１ � マ イ ボ ー イ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司神林 幸一氏 小西 一男 三石 加野牧場 ４９２＋１８１：５５．７２� ４０．３�
５９ ダイワモナーク 牡４鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 早来 ノーザンファーム B４９０－ ６１：５５．９１� ９１．７�
２３ � トウカイマリーナ �４栗 ５７ 大庭 和弥内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ４４２－ ４１：５７．２８ １３０．１
４７ ベルモントガロップ 牡４鹿 ５７ 石神 深一 �ベルモントファーム 堀井 雅広 鵡川 ベルモント

ファーム ４７２± ０ （競走中止） ２００．３�
８１５� カツイチヴィーナス 牝５鹿 ５５ 田中 勝春勝一愛馬倶楽部 鈴木 伸尋 様似 様似堀牧場 ４８４－ ８ （競走中止） １１３．２�
２２ � ケーライアン 牡５鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ５４８－ ４ （競走中止） ４８８．７�
６１１� モルフェテレス 牡８栗 ５７ 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 B５００－ ４ （競走中止） ２２．５�
７１２ コールトゥアーミー 牡４鹿 ５７ 高山 太郎西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４５６－ ８ （競走中止） １２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，９０３，６００円 複勝： ３７，５９３，７００円 枠連： ３６，３０１，５００円

普通馬連： １３７，８０６，４００円 馬単： １０９，４９１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３２８，９００円

３連複： １７０，４２４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５５３，８４９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（６－７） ４５０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７９０３６ 的中 � ５５６８０（３番人気）
複勝票数 計 ３７５９３７ 的中 � ７１１０７（２番人気）� ８７１１６（１番人気）� ５５３３７（３番人気）
枠連票数 計 ３６３０１５ 的中 （６－７） ５９９９７（１番人気）
普通馬連票数 計１３７８０６４ 的中 �� １６３２５７（１番人気）
馬単票数 計１０９４９１０ 的中 �� ５７１７３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３２８９ 的中 �� ３７７９３（１番人気）�� ２２１４２（３番人気）�� ２２６０８（２番人気）
３連複票数 計１７０４２４７ 的中 ��� １１５２１０（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．１―１２．８―１３．０―１３．２―１２．８―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３５．８―４８．６―１：０１．６―１：１４．８―１：２７．６―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウブルース �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００６．９．２ 札幌６着

２００４．３．２２生 牡４鹿 母 タイムトゥダンス 母母 Moment to Buy １３戦２勝 賞金 ２１，８００，０００円
〔競走中止〕 コールトゥアーミー号は，競走中に疾病〔右第１指関節開放性脱臼〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。

モルフェテレス号・ケーライアン号・カツイチヴィーナス号は，４コーナーで，転倒した「コールトゥアーミー」号に触れて，転倒
したため競走中止。
ベルモントガロップ号は，４コーナーで，転倒した「コールトゥアーミー」号に触れて，騎手が落馬したため競走中止。



０５０６９ ３月１６日 晴 良 （２０中山２）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

あ さ く さ

浅 草 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 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

３５ � モエレフィールド 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ５１６＋ ２１：３４．０ ２０．０�

１２ ベルジュール 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：３４．４２� ５．４�
４７ 	� 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± ０１：３４．６１� ８．６�
６１１ シンボリハレー 牡５黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４４４± ０１：３５．０２� ４．８�
２４ リバイバルシチー 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ４９２－ ４ 〃 クビ ３１．０�
１１ 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 B４５６－ ６ 〃 アタマ ６９．３	
７１４ タケデンノキボー 牡７鹿 ５７ 高橋 智大武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ５１２－１２１：３５．４２� ７７．４

４８ コアレスコジーン 
５鹿 ５７ 蛯名 正義小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４７４＋ ２ 〃 アタマ ６．４�
３６ ビーアデビル 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４４６＋ ４１：３５．９３ ２７．９�
５１０ ハセノダンディ 牡７栗 ５７ 小林 淳一長谷川成利氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 B４８８－ ４１：３６．０� １３３．８
６１２	 ダイワギブソン 牡４黒鹿５６ 内田 博幸大城 敬三氏 上原 博之 豪

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

４８４－ ２１：３６．２１ ７．５�
７１３ フィクシアス 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４６４－ ６１：３６．３� １０．０�
８１６ エイワジョリー 牝６黒鹿５５ 田中 博康永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４６６± ０１：３６．４� １４１．９�
５９ フクノファイン 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４６２＋ ４１：３６．５クビ ２３２．２�
２３ パレスエベレスト 牡６栗 ５７ 鷹野 宏史西村 豊氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 ４６６＋２６１：３６．８２ ２３５．３�
８１５	 フェラーリセブン 牡５鹿 ５７ 武 豊市川 義美氏 藤沢 和雄 愛

Swersky and
Associates and
Orpendale

B４９２－ ４１：３８．１８ ５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，９３１，７００円 複勝： ５２，４８４，４００円 枠連： ５２，３１８，２００円

普通馬連： １９３，５６３，４００円 馬単： １１６，８２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，５９３，６００円

３連複： １８１，２８６，９００円 ３連単： ４１０，３０７，０００円 計： １，０８５，３１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０００円 複 勝 � ５８０円 � ２９０円 � ２６０円 枠 連（１－３） ３，５００円

普通馬連 �� ５，９８０円 馬 単 �� １３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ２，１８０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １７，７００円 ３ 連 単 ��� １１２，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３２９３１７ 的中 � １３０１３（８番人気）
複勝票数 計 ５２４８４４ 的中 � ２１１１９（８番人気）� ４９９８３（５番人気）� ５７５２０（４番人気）
枠連票数 計 ５２３１８２ 的中 （１－３） １１０４５（１６番人気）
普通馬連票数 計１９３５６３４ 的中 �� ２３８９３（２５番人気）
馬単票数 計１１６８２９５ 的中 �� ６２２７（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５５９３６ 的中 �� ６０７２（２５番人気）�� ５０７９（２８番人気）�� １０６６２（１５番人気）
３連複票数 計１８１２８６９ 的中 ��� ７５５９（５８番人気）
３連単票数 計４１０３０７０ 的中 ��� ２６９４（３４８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．３―１１．４―１１．３―１１．５―１１．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．５―４５．９―５７．２―１：０８．７―１：２０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．８

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

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５鹿 母 ロングテンシン 母母 ジュウジユタカ ２８戦３勝 賞金 ６１，６９７，０００円
地方デビュー ２００５．５．１１ 札幌

〔騎手変更〕 ダイワギブソン号の騎手田中勝春は，第８競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
エイワジョリー号の騎手江田照男は，第８競走での落馬負傷のため田中博康に変更。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェラーリセブン号は，平成２０年４月１６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。
（非当選馬） ５頭 アイリッシュホーク号・カームブレイカー号・ナイキアプロード号・ナンヨーイースト号・リーズレセプション号



０５０７０ ３月１６日 晴 良 （２０中山２）第６日 第１０競走 ��
��２，５００�サンシャインステークス

発走１５時００分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．３．１０以降２０．３．９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

４８ ホクトスルタン 牡４芦 ５７ 横山 典弘布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５１０＋ ６２：３３．１ ３．０�

６１１ スズノオオゴン 牡５鹿 ５５ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５０－ ４２：３４．１６ １２．３�
６１２ マルタカハーモニー 牡６黒鹿５５ 小林 淳一高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４９０－ ４２：３４．３１� ４０．５�
１１ アグネストレジャー 牡６黒鹿５７ 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９６－１０ 〃 ハナ ４．３�
３６ フェニコーン 牡４黒鹿５５ 三浦 皇成齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５０６－ ６ 〃 アタマ ３２．１�
５１０ マイネルネオス 牡５鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ２２：３４．４クビ ５０．２�
２４ ピースデザイン 牡６鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５４４－ ６２：３４．６１� ３３．９	
４７ モ チ 牡４青鹿５４ 吉田 豊小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５０４＋ ２２：３４．７� １０４．６

２３ � エーシンピーシー 牡４芦 ５６ 吉田 隼人平井 宏承氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm ４８０± ０ 〃 ハナ １４．２�
７１４ ア ク レ イ ム 牡６鹿 ５５ 内田 博幸臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２２：３４．９１ ２６．３�
５９ ブルーマーテル 牡４栗 ５４ 田中 博康三協軽種馬� 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 ４５２－ ４２：３５．５３� ２９．８
１２ エフティイカロス 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７０－ ６２：３５．８２ ３．８�
７１３ トロフィーディール 牡５鹿 ５５ 松岡 正海青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４６４－１２２：３６．０１� １７．７�
３５ 	 トウカイエール 牡８青 ５５ 北村 宏司内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４８０＋ ２２：３７．８大差 ２４３．６�
８１５ トウカイラブ 牝８鹿 ５２ 武士沢友治内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 ４８０－２４２：４０．５大差 ２１２．０�
８１６ マーブルバルダー 牡８芦 ５５ 小野 次郎下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４７２＋ ８ （競走中止） ７１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，１９０，３００円 複勝： ６２，７４２，７００円 枠連： ６８，５４０，５００円

普通馬連： ２５８，１９３，６００円 馬単： １５６，７５１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，３８７，３００円

３連複： ２３８，２９１，０００円 ３連単： ５４３，７６５，１００円 計： １，４４２，８６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � ５４０円 枠 連（４－６） １，６４０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ２，１５０円 �� ３，０４０円

３ 連 複 ��� ２４，３４０円 ３ 連 単 ��� ９１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ５１１９０３ 的中 � １３８５８０（１番人気）
複勝票数 計 ６２７４２７ 的中 � １０６５４０（２番人気）� ５２１９６（４番人気）� ２５６３４（８番人気）
枠連票数 計 ６８５４０５ 的中 （４－６） ３０８８７（７番人気）
普通馬連票数 計２５８１９３６ 的中 �� ９１２１６（６番人気）
馬単票数 計１５６７５１５ 的中 �� ３６８８１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３３８７３ 的中 �� １６７２０（８番人気）�� ７１９６（２５番人気）�� ５０２８（３３番人気）
３連複票数 計２３８２９１０ 的中 ��� ７２２６（７５番人気）
３連単票数 計５４３７６５１ 的中 ��� ４４０５（２４９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１１．９―１１．６―１１．８―１２．４―１３．０―１２．８―１２．５―１２．２―１２．３―１１．７―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．４―３０．３―４１．９―５３．７―１：０６．１―１：１９．１―１：３１．９―１：４４．４―１：５６．６―２：０８．９―２：２０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホクトスルタン �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．９．１７ 中山２着

２００４．５．１１生 牡４芦 母 ダイイチアピール 母母 ダイイチリカー １３戦４勝 賞金 ７２，０７６，０００円
〔騎手変更〕 エーシンピーシー号の騎手江田照男は，第８競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。

マーブルバルダー号の騎手田中勝春は，第８競走での落馬負傷のため小野次郎に変更。
〔競走中止〕 マーブルバルダー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイラブ号は，平成２０年４月１６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。
（非当選馬） ５頭 ダイイチアトム号・デイフラッシュ号・ドリームフライト号・トーセンクラウン号・バトルハートオー号



０５０７１ ３月１６日 晴 良 （２０中山２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第２６回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１９．３．１０以降２０．３．９まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
ローレル競馬場賞（１着）

賞 品
本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００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

５９ ヤマニンメルベイユ 牝６栗 ５３ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４８０＋ ２１：４８．４ １４．７�

３５ マイネカンナ 牝４栗 ５１ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４２８－ ２１：４８．５� ３６．４�

２３ キストゥヘヴン 牝５鹿 ５６．５ 幸 英明吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４２６－ ２１：４８．７１� ６．７�
７１４ ニシノマナムスメ 牝４青鹿５５ 武 豊西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ３．２�
２４ ハロースピード 牝４栗 ５３ 松岡 正海福島 実氏 相沢 郁 三石 山際牧場 ４５０＋ ２１：４８．８クビ １９．３�
８１６ コスモマーベラス 牝６栗 ５６．５ 後藤 浩輝 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４４４－１２ 〃 ハナ ９．６	
５１０ ダンスオールナイト 牝５鹿 ５２ 横山 典弘 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４６０－ ２１：４８．９� １９．９

３６ タイキマドレーヌ 牝５栗 ５３ 吉田 隼人�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４３４－ ６１：４９．０� ２４．２�
７１３ ヤマニンアラバスタ 牝７芦 ５５ 小野 次郎土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４４４－ ４１：４９．１クビ ６０．３�
８１５ イクスキューズ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司岡田 繁幸氏 藤沢 和雄 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ６ 〃 アタマ １１．３
１１ アルコセニョーラ 牝４黒鹿５４ 柴田 善臣中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２４－１０１：４９．２� ３４．２�
１２ エリモファイナル 牝６黒鹿５１ 津村 明秀山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４６０－１０１：４９．５１� ５８．２�
４７ ニホンピロシェリー 牝４鹿 ５２ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 ４６６－１２１：４９．６� ２９．５�
６１２ シェルズレイ 牝５芦 ５３ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７４－ ６１：４９．９１� １９．１�
４８ レインダンス 牝４栗 ５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８１：５０．４３ ４．６�
６１１� マルノマンハッタン 牝４鹿 ４９ 三浦 皇成齋藤 實氏 坂本 勝美 新冠 �渡 信義 ４４６－ ４１：５０．５クビ ２４８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２５，２７１，０００円 複勝： １７７，９４３，９００円 枠連： １９１，４４８，８００円

普通馬連： ９７５，９６６，３００円 馬単： ５２８，３１９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０７，６６７，６００円

３連複： ９８９，１６４，４００円 ３連単： ２，０２９，８２５，０００円 計： ５，２２５，６０６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３７０円 � ８３０円 � ３１０円 枠 連（３－５） ４，４２０円

普通馬連 �� １７，７３０円 馬 単 �� ３１，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０４０円 �� １，４２０円 �� ３，７８０円

３ 連 複 ��� ４０，６４０円 ３ 連 単 ��� ２６６，１８０円

票 数

単勝票数 計１２５２７１０ 的中 � ６７４２２（６番人気）
複勝票数 計１７７９４３９ 的中 � １２９１５３（６番人気）� ５０９９５（１２番人気）� １６５４８７（４番人気）
枠連票数 計１９１４４８８ 的中 （３－５） ３２０３６（１９番人気）
普通馬連票数 計９７５９６６３ 的中 �� ４０６２４（６０番人気）
馬単票数 計５２８３１９５ 的中 �� １２４３４（１１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０７６６７６ 的中 �� １２４９６（５４番人気）�� ３６８０６（１５番人気）�� １３４０１（５２番人気）
３連複票数 計９８９１６４４ 的中 ��� １７９６６（１４５番人気）
３連単票数 計２０２９８２５０ 的中 ��� ５６２８（８７０番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１２．４―１２．３―１２．３―１１．８―１１．８―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３６．２―４８．５―１：００．８―１：１２．６―１：２４．４―１：３５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンメルベイユ �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．５．８ 新潟４着

２００２．２．１８生 牝６栗 母 ヤマニンアリーナ 母母 ティファニーラス ２２戦６勝 賞金 １５４，７９９，０００円
〔騎手変更〕 ヤマニンアラバスタ号の騎手江田照男は，第８競走での落馬負傷のため小野次郎に変更。



０５０７２ ３月１６日 晴 稍重 （２０中山２）第６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）

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

８１６ チャレンジシチー 牡６鹿 ５７ 酒井 学 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５１４＋１４１：１１．８ ８２．３�

４７ マグネティックマン 牡８青鹿５７ 西田雄一郎�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 ミルファーム ４８４－ ８１：１１．９� １４２．７�
６１２� レッドスポーツカー 牡５鹿 ５７ 小林 淳一藤田与志男氏 天間 昭一 米 Gilbert G.

Campbell B４７０＋１４１：１２．０� ４３．０�
５１０ テイクザホーク 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ １１．９�
３６ アプローズヒーロー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５０－ ４１：１２．１クビ ６．３�
３５ �	 ヴァンジェーロ 牡７青鹿５７ 柴田 未崎広尾レース� 平田 修 米 Phoebe Ann

Mueller, Trust ５２８－ ６ 〃 クビ ７４．１	
７１４� アポロダヴィンチ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ４９２－ ４１：１２．２クビ ３．５

５９ � エイワムサシ 牡４栗 ５７ 木幡 初広永井公太郎氏 松山 康久 米 Amalio

Ruiz Jr. ４７４－ ４ 〃 ハナ １２．０�
２３ ポートジェネラル 牡５栃栗５７ 幸 英明水戸眞知子氏 西園 正都 新冠 前川 隆範 ４８０－ ４ 〃 クビ １４．３�
１１ オ オ ヒ メ 牝４黒鹿５５ 柄崎 将寿武田 豊文氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５１０± ０１：１２．４１
 １９．５
６１１	 グリーディー 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝清水 二朗氏 本間 忍 新冠 安達 洋生 ４９２－ ２１：１２．５� １４．６�
２４ アドマイヤドゴール 牡６栗 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：１２．９２� ２９．８�
１２ ケイアイスカイ 牝６鹿 ５５ 内田 博幸亀田 守弘氏 清水 利章 新冠 守矢牧場 ４７８－ ４１：１３．０� ３．１�
４８ ヤクモオーカン 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥�山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 B４６０－ ４１：１３．１� １０９．９�
７１３� アグネスカルミア 牝４黒鹿５５ 松岡 正海渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Fred M. Allor B４６８－１２１：１３．３１ ２８．７�
８１５� ダイワインパクト 牡６芦 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 米

Liberation
Farm & Oratis
Thoroughbreds

B５２０＋１０１：１３．７２� １２９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，５６７，３００円 複勝： ５９，４７９，１００円 枠連： ６５，１７５，４００円

普通馬連： ２４１，４５６，０００円 馬単： １５８，０３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，７８１，０００円

３連複： ２２７，３８８，１００円 ３連単： ５３９，０３５，７００円 計： １，３９５，９２１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，２３０円 複 勝 � ２，２６０円 � ３，４９０円 � １，２１０円 枠 連（４－８） １９，４５０円

普通馬連 �� ３６４，４１０円 馬 単 �� ６５５，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４，０００円 �� １９，７７０円 �� ２７，０４０円

３ 連 複 ��� ６２６，１７０円 ３ 連 単 ��� ６，４１６，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４５５６７３ 的中 � ４３６６（１３番人気）
複勝票数 計 ５９４７９１ 的中 � ６８９４（１３番人気）� ４４０２（１６番人気）� １３３１４（１０番人気）
枠連票数 計 ６５１７５４ 的中 （４－８） ２４７３（３２番人気）
普通馬連票数 計２４１４５６０ 的中 �� ４８９（１２０番人気）
馬単票数 計１５８０３８９ 的中 �� １７８（２３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９７８１０ 的中 �� ２７２（１２０番人気）�� ７４５（１００番人気）�� ５４４（１０９番人気）
３連複票数 計２２７３８８１ 的中 ��� ２６８（４８４番人気）
３連単票数 計５３９０３５７ 的中 ��� ６２（３２６１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．３―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．９―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャレンジシチー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．７．２５ 函館４着

２００２．４．６生 牡６鹿 母 カミノスルスミ 母母 カミノポイント ２３戦４勝 賞金 ４５，８８８，０００円
〔制裁〕 チャレンジシチー号の騎手酒井学は，発走後に内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３４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３４頭 アイアムエンジェル号・アイファーラブラブ号・アインカチヌキ号・イブキゴルデルゼ号・

エーシンエフダンズ号・オーシャンルミナス号・カイテキネオ号・カフェリバティー号・カブキメーク号・
ケイアイスパイダー号・ケイアイハクスイ号・サキノリュウオー号・ザップトウショウ号・ジェイケイボストン号・
シャイニングムーン号・シュウザンアイ号・スキマチェリー号・スリーセブンスピン号・セイウンマル号・
セレスダイナミック号・ソーマサイト号・タケデンヴィーナス号・トップオブドーラ号・ハードムーン号・
ハードランナー号・フジマサゴールド号・ヘッドライナー号・マルタラヴ号・ライカート号・ラオムフェーレ号・
ラドランファーマ号・リキアイヤマノオー号・ロマンスオーラ号・ワンモアフリート号



（２０中山２）第６日 ３月１６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２４９，９００，０００円
８，５２０，０００円
１６，７７０，０００円
２，０２０，０００円
２６，８６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，７９０，０００円
４，９２６，０００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
４７９，８６９，３００円
６７３，４５７，２００円
６０５，５０４，４００円
２，４６４，５６６，０００円
１，７７３，９７３，３００円
６１２，４５９，０００円
２，７２７，５２４，５００円
３，５２２，９３２，８００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 １２，８６０，２８６，５００円

総入場人員 ３４，７６０名 （有料入場人員 ３２，５３１名）




