
０５０８５ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８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）

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

８１６ ディーエスルーラー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 タニグチ牧場 ４７８± ０１：１２．５ ２３．３�

５９ 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± ０１：１２．９２� １．７�
４８ ショウナンカザン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７８＋ ２１：１３．１１� ３．５�
７１４ コスモディスタンゲ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 広瀬 正昭 ４８０± ０１：１３．９５ ９．７�
７１３ トウショウブリーズ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真トウショウ産業� 古賀 史生 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５０６－１４１：１４．５３� １４５．２�

３６ アナザースター 牡３黒鹿５６ 内田 博幸山上 和良氏 菊川 正達 静内 畠山牧場 B４５２± ０ 〃 アタマ １８．５	
４７ トラブルメーカー 牡３鹿 ５６ 幸 英明��昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４８８－１０１：１４．６� ２１５．０

２４ アドマイヤドーム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝近藤 利一氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８６ ― 〃 ハナ １３．０�
１２ プリンセスマロン 牝３栗 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６０＋ ４１：１４．８１� １６８．７�
１１ クリプトゾーン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 静内 大典牧場 ４４８－１２ 〃 クビ ３３．７
５１０ ハ イ ラ イ ト 牡３鹿 ５６ 木幡 初広棚網 基己氏 沢 峰次 静内 矢野牧場 ４６４＋１６１：１５．０１� ２４１．７�
３５ ニシノグレキング �３黒鹿５６ 小牧 太西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 B４８０± ０ 〃 ハナ １０２．２�
６１２ クリームパフ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３８＋ ４１：１５．２１� ３７．９�
６１１ キラーパンサー 牡３芦 ５６ 穂苅 寿彦山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４８４＋ ２１：１５．５１� ５１５．９�
２３ イクセルカントリー 牡３鹿 ５６ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４８２＋ ６１：１６．３５ ６０５．５�
８１５ パ ク 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人北所 直人氏 佐藤 全弘 門別 賀張中川牧場 ４２２－ ４１：１７．１５ ６３９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４３３，７００円 複勝： ３８，７９７，７００円 枠連： ２０，５５１，３００円

普通馬連： ８８，１９３，９００円 馬単： ９４，２９２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２６３，６００円

３連複： １２４，３０８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，８４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３３０円 複 勝 � ３４０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（５－８） ２，１４０円

普通馬連 �� ２，２００円 馬 単 �� ９，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６７０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３４３３７ 的中 � ７９４１（６番人気）
複勝票数 計 ３８７９７７ 的中 � １１１８０（６番人気）� １４７８５５（１番人気）� １３８２０７（２番人気）
枠連票数 計 ２０５５１３ 的中 （５－８） ７１０５（８番人気）
普通馬連票数 計 ８８１９３９ 的中 �� ２９６８５（８番人気）
馬単票数 計 ９４２９２１ 的中 �� ７６５６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２６３６ 的中 �� ８１８０（８番人気）�� ７３９８（１０番人気）�� ８９１０７（１番人気）
３連複票数 計１２４３０８８ 的中 ��� ８５３２９（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．５―１２．６―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．３―４６．９―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーエスルーラー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２００７．６．２４ 函館３着

２００５．１．１７生 牡３芦 母 セ レ サ ス 母母 アフターディナー ６戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔その他〕 パク号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



０５０８６ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８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）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ ウ イ ン ク 牝３鹿 ５４ 北村 宏司百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４６４± ０１：５６．２ ６．３�

４８ 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 ４５８－ ４１：５６．３� ４．２�
３５ モレーンレイク 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４９８± ０１：５６．４� ４．５�
３６ 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 ４５８＋ ４１：５６．８２� ３２．２�
２４ テイクバイストーム 牝３芦 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋ ４ 〃 クビ ３．４�
５１０ アクトオンザターフ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣広田 伸七氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：５７．３３ １１．８�
５９ チアズブリス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真北村キヨ子氏 古賀 史生 門別 長田ファーム ４４０－１０１：５７．８３ ３６５．４	
４７ トーホウロサード 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義東豊物産
 中川 公成 新冠 ハシモトフアーム ４５８＋ ６ 〃 ハナ ８８．１�
１１ クインマキシマム 牝３栗 ５４ 丹内 祐次保谷フミ子氏 矢野 照正 新冠 守矢牧場 ４２８－ ４１：５８．１１� ６５．９�
８１６ コウヨウクリスタル 牝３鹿 ５４ 幸 英明寺内 正光氏 山田 要一 門別 谷川畜産 B４７４－ ６ 〃 アタマ １０８．４
８１５ グッドアズゴールド 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�グランド牧場 平井 雄二 静内 グランド牧場 ４３４＋ ４１：５８．４２ ３８２．５�
７１３ ショウナンマライア 牝３芦 ５４ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ２１：５８．５クビ １７．５�
７１４ シルクロザリオ 牝３栗 ５４ 鷹野 宏史有限会社シルク大和田 稔 三石 ヒサイファーム ４５８－１８１：５８．６� ２６９．５�
６１１ エリザベススイート 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人吉田 昭一氏 阿部 新生 門別 白瀬 明 ４３６－１０１：５８．７� ８．７�
１２ サクラルミナス 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成
さくらコマース伊藤 圭三 静内 山田牧場 ４１２－ ６１：５９．０１� １５９．７�
６１２ パピヨンレデイ 牝３黒鹿５４ 土谷 智紀田島榮二郎氏 田子 冬樹 静内 出羽牧場 ４３２－１０２：０２．０大差 ５８５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６３６，２００円 複勝： ３１，６４６，９００円 枠連： ２２，２３６，０００円

普通馬連： ８１，４３４，９００円 馬単： ７４，９９３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８８３，６００円

３連複： １０５，５３３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５７，３６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（２－４） ３９０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４４０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６３６２ 的中 � ２３６７１（４番人気）
複勝票数 計 ３１６４６９ 的中 � ４８５６０（４番人気）� ６３７５５（１番人気）� ４８８６０（３番人気）
枠連票数 計 ２２２３６０ 的中 （２－４） ４２４３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１４３４９ 的中 �� ５５０１７（４番人気）
馬単票数 計 ７４９９３７ 的中 �� ２２４５１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８８３６ 的中 �� １６４４７（２番人気）�� １２６３２（５番人気）�� １５２１５（３番人気）
３連複票数 計１０５５３３５ 的中 ��� ５４３９８（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．９―４９．８―１：０２．４―１：１５．４―１：２９．０―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．８―３F４０．８
１
３
１６，９，１１（１，４，６，１０）－（２，３）７（５，１４）－（１５，１３）（８，１２）
１６（１１，１０）（９，４，６）（１，５，３）－７，８，１３，２，１４－１５，１２

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

勝馬の
紹 介

ウ イ ン ク �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ナグルスキー デビュー ２００７．９．２ 新潟７着

２００５．５．２５生 牝３鹿 母 エイシンデイリー 母母 エイシングレシャス １０戦１勝 賞金 １０，０００，０００円
〔発走状況〕 トーホウロサード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パピヨンレデイ号は，平成２０年４月２３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アッパーミドル号



０５０８７ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５９ エターナルロマンス 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲三浦 皇成有限会社シルク河野 通文 門別 ヤナガワ牧場 ４９０＋１０１：５７．３ １０５．７�

８１５ マイネルフォルザ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 惣田 英幸 ４９０－ ４ 〃 ハナ １４２．３�

８１４ ブラックデビル 牡３青鹿５６ 今野 忠成�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４６２－ ４１：５７．４� ７２．９�
（川崎）

３４ ラビットヒビキ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５０６± ０１：５７．５� ２．７�
１１ プッシュハート 牡３鹿 ５６ 小牧 太島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ２１．１�
４６ ダンツショウグン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 様似渡辺牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ８．１	
７１３ コスモウイング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 小林 常泰 静内 西村 和夫 ４６６＋ ６１：５７．６クビ １５．２

７１２ トミケンクルーク 牡３鹿 ５６ 小林 淳一冨樫 賢二氏 土田 稔 浦河 田中スタッド B４９４－ ６１：５８．３４ ２５．９�
６１０ ダイワコルベット 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４８０－１２１：５８．４クビ ４８．５�
２３ 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 ４８２－ ４１：５８．９３ １９．４
２２ コスモフェデラー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 谷口牧場 ４９０－ ６２：００．１７ １８４．７�
４７ マルタカインプレス 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ５３６－ ６２：００．３１� ４．７�
５８ ヤマノテイオー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 ５４８－ ４２：００．４クビ ３．５�
６１１ ワシントンパーク 牝３栗 ５４ 土谷 智紀江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上牧場 ４５６－ ２２：０１．６７ ５７８．２�
３５ 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± ０２：０４．４大差 ３４４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７６，３００円 複勝： ３１，６１７，４００円 枠連： ２３，７８７，０００円

普通馬連： ８６，０３８，１００円 馬単： ８１，１７７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２３６，７００円

３連複： １０９，５４７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３７７，６８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，５７０円 複 勝 � ３，３６０円 � ３，７００円 � ２，５４０円 枠 連（５－８） ６，９６０円

普通馬連 �� ３４８，８８０円 馬 単 �� ５５４，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８，４２０円 �� ４８，１００円 �� ４４，５１０円

３ 連 複 ��� ２，８８７，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２７６３ 的中 � １５８７（１１番人気）
複勝票数 計 ３１６１７４ 的中 � ２４７０（１１番人気）� ２２３６（１２番人気）� ３２９９（１０番人気）
枠連票数 計 ２３７８７０ 的中 （５－８） ２５２５（１８番人気）
普通馬連票数 計 ８６０３８１ 的中 �� １８２（９０番人気）
馬単票数 計 ８１１７７３ 的中 �� １０８（１７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２３６７ 的中 �� ７６（９４番人気）�� １２４（８４番人気）�� １３４（８２番人気）
３連複票数 計１０９５４７５ 的中 ��� ２８（４１９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．６―１３．２―１２．７―１３．２―１３．４―１３．５―１４．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．９―５０．１―１：０２．８―１：１６．０―１：２９．４―１：４２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エターナルロマンス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．７．２８ 新潟６着

２００５．３．３０生 牝３黒鹿 母 シルクフェニックス 母母 ジュエルドクラウン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アッパーミドル号は，平成２０年４月２３日まで平地競走に出走できない。
※アッパーミドル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



０５０８８ ３月２３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０中山２）第８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

８１３ トウカイハッスル 牡７黒鹿６０ 大庭 和弥内村 正則氏 成島 英春 平取 びらとり牧場 ４７２－１０３：１４．８ ３．７�

７１１ フジヤマホーク 牡５鹿 ６０ 横山 義行藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４３：１５．０１� ５．６�
８１４� タイキレーザー 牡５鹿 ６０ 山本 康志�大樹ファーム 土田 稔 愛 H and Y

Bloodstock Co ４３８－ ２３：１６．１７ １０．３�
１１ リバーアンダルシア 牡４栗 ５９ 江田 勇亮河越 武治氏 郷原 洋行 門別 丹羽牧場 ５００＋ ２３：１６．３１ １３０．６�
３４ ワンモアスエルテ 牡４鹿 ５９ 石神 深一松井 一三氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 ４９０－ ６ 〃 クビ １３．１�
７１２ コ マ チ 牝４青鹿５７ 水出 大介江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３２＋ ４３：１７．８９ １５．１�
５７ マイネルプログレス 牡７鹿 ６０ 宗像 徹 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 浦河 福岡 広行 ４９６－ ２３：１８．３３ １１．６

２２ シルクリベラル �５栗 ６０ 高野 和馬有限会社シルク粕谷 昌央 静内 見上牧場 ４９２± ０３：１８．９３� ２６．１�
４５ ユウタービスケット 牡４芦 ５９ 矢原 洋一上山 利広氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４７６＋ ２３：１９．３２� ８８．６�
３３ メジログリーン 牡９鹿 ６０ 浜野谷憲尚�メジロ牧場 奥平 雅士 伊達 メジロ牧場 ４８２－ ８３：１９．５１� ２１．５
６９ フジヤマスウィープ 牡５鹿 ６０ 仲田 雅興藤本 龍也氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ５００± ０３：２５．４大差 ７６．３�
６１０ コクサイトップラヴ �６青鹿６０ 田中 剛坂田 行夫氏 岩戸 孝樹 帯広 十勝ケンタウ

ルスファーム ４８６＋１０３：２５．９３ ５３．６�
４６ コウヨウパイオニア 牡４栗 ５９ 蓑島 靖典寺内 正光氏 山田 要一 浦河 本巣 一敏 ５００－ ２３：２８．３大差 １８３．７�
５８ スガーペンタイア 牡６黒鹿６０ 穂苅 寿彦菅原光太郎氏 山田 要一 森 笹川大晃牧場 ５０８＋ ６ （競走中止） ２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，１２１，４００円 複勝： １８，７１７，６００円 枠連： ２６，５９８，９００円

普通馬連： ６３，７７０，９００円 馬単： ５７，２８３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７７４，５００円

３連複： ９１，１６５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９０，４３２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ５３０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６２０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ４，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５１２１４ 的中 � ３２５１２（２番人気）
複勝票数 計 １８７１７６ 的中 � ３５９６９（２番人気）� ２２２４５（３番人気）� １６７０１（４番人気）
枠連票数 計 ２６５９８９ 的中 （７－８） ３７５９９（２番人気）
普通馬連票数 計 ６３７７０９ 的中 �� ３２３１１（３番人気）
馬単票数 計 ５７２８３５ 的中 �� １６０９４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７７４５ 的中 �� ７３２９（３番人気）�� ７２６０（４番人気）�� ３７９７（１４番人気）
３連複票数 計 ９１１６５３ 的中 ��� １６８３３（１１番人気）

上り １マイル １：４８．７ ４F ５２．１－３F ３９．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウカイハッスル �
�
父 トワイニング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００３．８．２ 新潟１着

２００１．３．３０生 牡７黒鹿 母 トウカイミヤビ 母母 タイヨウスズラン 障害：６戦１勝 賞金 １６，１５０，０００円
〔競走中止〕 スガーペンタイア号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



０５０８９ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８日 第５競走 ��
��２，０００�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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４７ ヒシクローザー 牡３青 ５６ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 静内 谷岡 正次 ５１０－ ２２：０４．７ ２９．１�

１１ エクスプレスワン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己齊藤四方司氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ５４０ ―２：０４．８� ４．４�
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 ５３０－ ６２：０５．０１� ３．４�
７１４ クルンプホルツ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ８２：０５．１クビ ２０．６�
８１６ ダイワライトニング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸大城 敬三氏 松山 康久 早来 吉田牧場 ４９０± ０２：０５．２� ２．９�
５９ エイダイセルリア 牝３黒鹿５４ 田中 勝春�東振牧場 武市 康男 鵡川 東振牧場 ４１０－ ２２：０５．３� ５７．６	
３５ スイートブレナム 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝シンボリ牧場 後藤 由之 静内 シンボリ牧場 ４５０ ― 〃 ハナ ５２．４

６１１ スノークラッシャー 牡３栃栗５６ 北村 宏司齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４２８－ ６２：０５．４クビ ２３．４�
６１２ ユーセイゼット �３栗 ５６ 鷹野 宏史小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 静内 石川 栄一 ４７８ ―２：０５．６１ ３８．１�
７１３ ミュージカルボーイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹長谷川兼美氏 沢 峰次 新冠 川上 悦夫 B４７４－ ４ 〃 クビ １５．７
１２ リノーンマイア 牝３栗 ５４ 横山 典弘村中 徳広氏 鈴木 伸尋 浦河 鎌田 正嗣 ４３６ ―２：０５．８１	 ３０．５�
２３ アイアムジュエル 牝３栗 ５４ 松岡 正海堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０２－１０２：０６．１２ １０．１�
８１５ ユーピロンユー 牝３鹿 ５４ 田面木博公袴田 精一氏 蛯名 信広 静内 三宅牧場 B４２８＋ ４２：０６．２クビ ２９０．５�
３６ メ ジ ロ リ ロ 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人メジロ商事� 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ３８６－ ６ 〃 アタマ ２５１．７�
４８ ステイパシフィック 牡３青鹿５６ 丹内 祐次酒井 芳男氏 嶋田 潤 三石 パシフイツク

牧場 ４２６－ ８２：０６．４１� ２８２．８�

（１５頭）
２４ アネチャヒメ 牝３栗 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 酒井 源市 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，５８３，１００円 複勝： ３０，９３１，０００円 枠連： ２６，９５７，４００円

普通馬連： ９７，４５８，７００円 馬単： ９１，３４９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９５４，９００円

３連複： １２０，３４１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４１９，５７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９１０円 複 勝 � ５５０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（１－４） ６，４９０円

普通馬連 �� ９，０９０円 馬 単 �� ２３，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５５０円 �� １，２４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ８，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５８３１ 的中 � ６９３２（８番人気）
複勝票数 計 ３０９３１０ 的中 � ９９３２（９番人気）� ４９１２１（３番人気）� ７９２４８（１番人気）
枠連票数 計 ２６９５７４ 的中 （１－４） ３０６８（１８番人気）
普通馬連票数 計 ９７４５８７ 的中 �� ７９１６（２９番人気）
馬単票数 計 ９１３４９２ 的中 �� ２８４１（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９５４９ 的中 �� ２３７２（３４番人気）�� ５０４７（１２番人気）�� ２３７４６（２番人気）
３連複票数 計１２０３４１４ 的中 ��� １０５２９（２８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．６―１２．７―１２．９―１２．７―１２．９―１２．２―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３７．０―４９．７―１：０２．６―１：１５．３―１：２８．２―１：４０．４―１：５２．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒシクローザー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２００７．１２．２ 中山１０着

２００５．３．２３生 牡３青 母 イチヨシエーコー 母母 ブレスアゲン ６戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 アネチャヒメ号は，疾病〔左腰角部挫創〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アサヒバイブル号・コスモスパロウ号・スタルカ号
（非抽選馬） ２頭 マイネルサニー号・リンガスフラッグ号



０５０９０ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８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

２４ アルダントヌイ 牝３栗 ５４ 小牧 太 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：１３．１ １４．０�

８１５ パ ズ ル 牡３芦 ５６ 柴田 善臣松平 正樹氏 高橋 祥泰 門別 白井牧場 ５０４ ― 〃 クビ ３．８�
５９ シンボリシュタルク 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人シンボリ牧場 菊川 正達 門別 シンボリ牧場 ５０８ ―１：１３．９５ ２．３�
３５ カンタベリービート 牝３栗 ５４ 幸 英明峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８２ ―１：１４．６４ ２１７．１�
８１６ ノ ボ ア ー ス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４９４ ― 〃 アタマ １５．１�
７１４ アンジュポケット 牝３黒鹿５４ 小野 次郎 �ユートピア牧場 根本 康広 浦河 アイオイファーム ４４４ ― 〃 クビ ３２．３	
１２ ドリームオブスター 牝３鹿 ５４ 石神 深一�グランド牧場 
田 研二 静内 グランド牧場 ４１０ ― 〃 ハナ ７６．５�
７１３ エリモラッシュ 牝３栗 ５４ 池添 謙一山本 敏晴氏 的場 均 えりも エクセルマネジメント ４５２ ―１：１５．０２� ２５．１�
６１２ レディセヴィリア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 高橋 祥泰 三石 ケイアイファーム ４３４ ―１：１５．１� ４．６
６１１ アドマイヤレゾン 牝３芦 ５４ 村田 一誠近藤 利一氏 古賀 史生 浦河 辻 牧場 ４４４ ―１：１５．２� ３４．３�
５１０ メイクミースマイル 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４５２ ― 〃 ハナ ２２７．６�
１１ シナモンラフィア 牝３鹿 ５４ 横山 義行�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム ４８２ ―１：１５．８３� ９７．９�
２３ カシノスキル 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介柏木 務氏 二本柳俊一 青森 宮崎牧場 ３９０ ―１：１６．６５ １１２．１�
４８ カゼノヨウセイ 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 小泉牧場 ４３４ ―１：１６．７� １５７．６�
３６ スイートマテーラ 牝３栗 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 シンボリ牧場 ４３０ ―１：１６．８クビ ３０．５�
４７ リンガスセンター 牡３鹿 ５６ 小林 淳一伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 安田 豊重 ５２６ ―１：１７．４３� ８３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６７２，９００円 複勝： ２２，３７５，５００円 枠連： ２４，７５５，２００円

普通馬連： ７５，４９５，２００円 馬単： ７５，９１９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８８３，０００円

３連複： ９５，５１４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３３６，６１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（２－８） １，６３０円

普通馬連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ５２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２６７２９ 的中 � １２８２８（４番人気）
複勝票数 計 ２２３７５５ 的中 � １７７７２（４番人気）� ５０５６２（２番人気）� ６２１８４（１番人気）
枠連票数 計 ２４７５５２ 的中 （２－８） １１２４４（６番人気）
普通馬連票数 計 ７５４９５２ 的中 �� ２４８２７（５番人気）
馬単票数 計 ７５９１９２ 的中 �� ９７９９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８８３０ 的中 �� ６０６１（５番人気）�� ８７９３（４番人気）�� ２６１１８（１番人気）
３連複票数 計 ９５５１４９ 的中 ��� ４１０３８（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．８―１２．７―１２．４―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルダントヌイ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００５．４．２６生 牝３栗 母 ミスアルダント 母母 マ ガ ロ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ドリームオブスター号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻３分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 イナズマスクワート号・キセキドパシコム号・クレバーマリリン号・スペシャルジョイ号・ツクバグランディ号・

トウカイスパーク号・ヌナノアール号・ヒカルカグヤヒメ号・ホーリーランス号・レプラコンレーン号・
ローテスイートピー号



０５０９１ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８日 第７競走 ��
��１，６００�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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

８１６ サトノプログレス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 様似 �村 伸一 ５０８－ ２１：３５．７ ３．６�

１２ カヴァリーノ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４９８－ ８１：３５．８� ４．９�
７１４ オメガファルコン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９８－２０１：３６．０１� １３．６�
１１ エイブルベガ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５０２－１２１：３６．１クビ ２．２�
４８ プリマフォルツァ 牝３栗 ５４ 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 ４２４－ ６１：３６．２� １５．５�
７１３ マイネルポンピオン 牡３芦 ５６ 幸 英明 �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 B４５２－ ４１：３６．３クビ ５０．４	
２４ � ミサトバレー 牝３栗 ５４ 武士沢友治戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ ５９．６

３５ 	 バルバンクール 牡３青鹿５６ 今野 忠成吉田 勝己氏 山崎 尋美 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２ 〃 アタマ ５８．９�

（川崎） （川崎）

８１５ ジョイフルハーバー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５１６－ ８ 〃 ハナ ３１．２�
３６ ゴ ス ラ ー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ５１０－ ２１：３６．４� ３０．９
６１２
 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± ０ 〃 クビ ６５．９�
５１０� ネイチャーグロウ 牡３青鹿５６ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４６０－ ２１：３６．５クビ ５４．１�
２３ 
 シベリアントム 牡３黒鹿５６ 吉田 豊藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Trackview

Farm ４５４－１０１：３７．２４ １０８．６�
５９ マルタカシャトル 牡３栗 ５６ 小林 淳一高橋 義和氏 清水 美波 新冠 北星村田牧場 B５１６＋ ６１：３７．３クビ １１６．０�
６１１ ディアディアー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広ディアレスト 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ４７６＋ ４１：３７．４� ３９５．７�
４７ � ピンクバーディー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６８＋ ２１：３７．６１� １１７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，９８４，９００円 複勝： ３９，９２２，５００円 枠連： ３６，４４２，９００円

普通馬連： １３２，６１６，２００円 馬単： １１５，０９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７６３，８００円

３連複： １５７，０００，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５４５，８２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ３６０円 枠 連（１－８） ２８０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ７２０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１９８４９ 的中 � ７０５２０（２番人気）
複勝票数 計 ３９９２２５ 的中 � ８７５２３（２番人気）� ５４７４１（３番人気）� ２２６４６（４番人気）
枠連票数 計 ３６４４２９ 的中 （１－８） ９８８３５（１番人気）
普通馬連票数 計１３２６１６２ 的中 �� ８８９２１（３番人気）
馬単票数 計１１５０９０４ 的中 �� ４４３３４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７６３８ 的中 �� ２２１５１（３番人気）�� １０９８１（５番人気）�� ６８８６（１２番人気）
３連複票数 計１５７０００２ 的中 ��� ３７０３３（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．６―１１．９―１２．０―１２．１―１２．０―１２．６

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．７

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノプログレス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００７．１０．２８ 東京３着

２００５．３．２生 牡３鹿 母 トウヨウロイヤル 母母 オーミディア ６戦２勝 賞金 １９，３００，０００円
〔制裁〕 ピンクバーディー号の騎手丹内祐次は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
※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 スターダム号・タケショウオージ号
※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。



０５０９２ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

８１３ コスモピロリ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ５０６＋１２２：０１．６ ２７．２�

２２ マイネルブリアー 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ４９６－１０２：０２．３４ ７．０�

３４ 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 ５２２－ ６ 〃 アタマ ６．３�

１１ ワイルドシングス 牡５青鹿５７ 勝浦 正樹山上 和良氏 菊川 正達 新冠 高橋 忍 ４７４－１０ 〃 アタマ ２０．７�
５７ ヴェルトマイスター 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４７０－１６２：０２．６２ ２５．７�
５８ 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 ４８６＋ ４２：０２．７クビ １．８	
７１１ ジョウノパンジー 牝４鹿 ５５ 北村 宏司小川 義勝氏 古賀 慎明 門別 三城牧場 ４３０－ ２２：０２．９１� ９２．５

８１４ ショウナンラヴァー 牡４青鹿５７ 柴山 雄一国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ６２：０３．１１� ９．６�
４６ デ ザ フ ィ オ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４６６＋１２２：０３．２� ３８．６�
７１２ キングタキオン 牡４黒鹿５７ 今野 忠成嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 B４９４± ０２：０３．４１	 ３１．０

（川崎）

３３ ヒカルオンリーワン 
４鹿 ５７ 後藤 浩輝高橋 光氏 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ６２：０３．６１	 ３４．１�

６９ 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 ４５６－ ４２：０３．７	 ４９．９�
６１０ ビービーファルコン 
４鹿 ５７ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４４２－ ２２：０３．８クビ ２３．２�
４５ アンサーフォーユー 牝５鹿 ５５ 加藤士津八小河 一�氏 国枝 栄 門別 渡辺 芳一 ４３２＋ ８２：０４．１２ ３３１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，１９７，９００円 複勝： ４３，９４０，１００円 枠連： ３２，００３，８００円

普通馬連： １４０，４９５，３００円 馬単： １２１，７９３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２１７，４００円

３連複： １６８，３９７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５７４，０４５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７２０円 複 勝 � ７７０円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（２－８） １，４００円

普通馬連 �� ６，６４０円 馬 単 �� １４，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ２，６２０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １５，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２１９７９ 的中 � ９３４６（８番人気）
複勝票数 計 ４３９４０１ 的中 � １２０６３（１０番人気）� ６３３５１（２番人気）� ５６７２３（３番人気）
枠連票数 計 ３２００３８ 的中 （２－８） １６９６２（６番人気）
普通馬連票数 計１４０４９５３ 的中 �� １５６２６（２０番人気）
馬単票数 計１２１７９３６ 的中 �� ６３６１（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２１７４ 的中 �� ３７９８（２２番人気）�� ３１９６（３１番人気）�� １５３５７（４番人気）
３連複票数 計１６８３９７１ 的中 ��� ７８９６（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．９―３６．４―４９．３―１：０２．０―１：１４．２―１：２６．２―１：３７．９―１：４９．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモピロリ �
�
父 ナリタトップロード �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００６．９．１０ 中山６着

２００４．４．２８生 牡４鹿 母 リ オ エ ワ ン 母母 グレースラビット １２戦２勝 賞金 ２０，４９０，０００円
〔発走状況〕 フサイチルネサンス号は，馬場入場後馬装整備。発走時刻３分遅延。
※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。



０５０９３ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８日 第９競走 ��
��１，８００�内外タイムス杯

発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．３．１７以降２０．３．１６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

１１ シルククルセイダー 牡５栗 ５７ 内田 博幸有限会社シルク領家 政蔵 門別 タバタファーム ５０４－１４１：５３．１ ４．９�

６１１ トーセンアーチャー 牡４鹿 ５５ 田中 勝春島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４７８－ ４１：５３．３１ ５．０�
４７ マルブツリード 牡５栗 ５７ 蛯名 正義大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ５０２＋ ２１：５３．５１� ６．９�
３５ ストラディヴァリオ 牡５芦 ５６ 横山 典弘�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５３４－ ６１：５３．７１� １５．７�
６１２ メイショウゲンスイ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ４９６－１０１：５３．９１� ８．６�
８１５ アグネスネクタル 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５０６－１４ 〃 アタマ ４．５	
２４ � デイフラッシュ 牡６鹿 ５６ 幸 英明清進電設
 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５００－１０１：５４．０� １８．５�
３６ ゴッドセンド 牡６黒鹿５４ 池添 謙一西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４９０－１２１：５４．２１� ２６．４�
５１０ ウルフボーイ 牡６鹿 ５３ 田中 博康�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ４０．７
８１６ セルフリスペクト 牡７鹿 ５３ 武士沢友治臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９８± ０１：５４．４１� ９８．９�
５９ メジロバーミューズ 牝６鹿 ５０ 吉田 豊�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ５２．３�
１２ � フサイチギガダイヤ 牡５鹿 ５４ 小牧 太関口 房朗氏 森 秀行 米 ClassicStar ４７６＋ ２１：５４．７１	 １３．８�
７１４ リスキーアフェア 牡６黒鹿５４ 村田 一誠臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：５５．０２ ２０．５�
４８ 
 チ ェ リ ス ト 牡６鹿 ５２ 嘉藤 貴行 �イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４７０＋ ４１：５５．１� ２６０．５�
２３ スイートフィズ 牝４芦 ５２ 小林 淳一シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ４８８－ ２１：５５．５２� １０６．５�
７１３ ゴールドオアシス 牝５鹿 ５１ 北村 宏司福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４７４± ０１：５６．８８ ３５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８２７，７００円 複勝： ５９，４３７，３００円 枠連： ５１，５９５，４００円

普通馬連： ２１２，１３５，９００円 馬単： １２３，６９４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，６８８，４００円

３連複： ２０５，４９９，７００円 ３連単： ４５０，２８１，９００円 計： １，１９２，１６０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２２０円 � ２３０円 � ２３０円 枠 連（１－６） ７５０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ６９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４，４００円 ３ 連 単 ��� ２３，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３５８２７７ 的中 � ５８２５３（２番人気）
複勝票数 計 ５９４３７３ 的中 � ７３４２６（２番人気）� ６８７４４（３番人気）� ６７４３６（５番人気）
枠連票数 計 ５１５９５４ 的中 （１－６） ５１０７６（２番人気）
普通馬連票数 計２１２１３５９ 的中 �� ８５７２３（５番人気）
馬単票数 計１２３６９４５ 的中 �� ２６４５０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３６８８４ 的中 �� １６９０８（６番人気）�� １９６１１（５番人気）�� １３２９０（９番人気）
３連複票数 計２０５４９９７ 的中 ��� ３４５２０（７番人気）
３連単票数 計４５０２８１９ 的中 ��� １４０１６（４２番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．２―１３．２―１３．３―１３．０―１１．８―１２．２―１１．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．９―３８．１―５１．４―１：０４．４―１：１６．２―１：２８．４―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

シルククルセイダー �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２００６．３．２５ 阪神１５着

２００３．４．３生 牡５栗 母 ゴールデンマザー 母母 コ マ ー ズ １５戦５勝 賞金 ７４，０５１，０００円
〔その他〕 ゴールドオアシス号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴールドオアシス号は，平成２０年５月２３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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アップルサイダー号・サンマルセイコー号・ダイワルビア号・パピヨンシチー号・ピサノフィリップ号・

フサイチウィード号・プログレスエバー号・リオサンバシチー号



０５０９４ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

こ ち

東風ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，２００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００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

３６ � ステキシンスケクン 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４６４－ ６１：３３．６ ２．８�

７１３ リザーブカード 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６１：３３．９１	 ５．１�
５９ マイネルフォーグ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４５０－１０１：３４．１１
 ９．９�
３５ スターイレブン �８鹿 ５５ 柴山 雄一吉野 隆郎氏 松元 茂樹 三石 本桐牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ２１．７�
５１０ メテオバースト 牡７鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 アタマ ８．３�
６１１ マチカネオーラ 牡６黒鹿５６ 内田 博幸細川 益男氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４６８－ ８１：３４．３１
 １６．６	
４７ タマモサポート 牡５鹿 ５６ 松岡 正海タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４７４± ０１：３４．６１	 ５．７

２４ ツルガオカハヤテ �８黒鹿５６ 武士沢友治松本 兼吉氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４７２＋ ６ 〃 クビ １３３．１�
４８ ダンスフォーウィン 牡５青鹿５６ 吉田 豊杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ５０４＋ ４１：３４．７� ４３．０�
６１２ ブラックカフェ 牡８青鹿５５ 安藤 勝己西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９６－ ２ 〃 クビ ２０．１
８１６ マイネルハーティー 牡６青鹿５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ４９６－１０ 〃 アタマ １８．５�
１２ � ミュージックホーク 牡７栗 ５６ 藤岡 佑介加藤 久枝氏 中竹 和也 米 River Bend

Farm, Inc. ４６２－ ４１：３４．９１� ６８．６�
２３ ロイヤルキャンサー 牡１０栗 ５６ 勝浦 正樹井澤 健氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４６２－ ２１：３５．２１	 ２１０．４�
１１ � ダイワバンディット 牡７鹿 ５７ 田中 勝春大城 敬三氏 鹿戸 雄一 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４８８－１２１：３５．５１	 ４３．５�
７１４ ア ル ビ レ オ 牡８鹿 ５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 白井 寿昭 白老 白老ファーム ４７６－１４ 〃 クビ ５９．５�
８１５� タイキジリオン 牡８栗 ５５ 幸 英明�大樹ファーム 土田 稔 米 Wimborne

Farm, Inc. B４９８－１２１：３５．７１
 １２４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，４７０，９００円 複勝： ６２，７５２，９００円 枠連： ５７，２０８，０００円

普通馬連： ２６５，９８０，２００円 馬単： １５５，３９１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，３９１，１００円

３連複： ２３５，１８６，４００円 ３連単： ５３９，９１３，５００円 計： １，４１７，２９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（３－７） ６３０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ５２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� ８，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４４４７０９ 的中 � １２６８７０（１番人気）
複勝票数 計 ６２７５２９ 的中 � １４２５１１（１番人気）� １０３２０３（２番人気）� ６４１１９（５番人気）
枠連票数 計 ５７２０８０ 的中 （３－７） ６７４５３（２番人気）
普通馬連票数 計２６５９８０２ 的中 �� ２２４１７０（１番人気）
馬単票数 計１５５３９１４ 的中 �� ７３８７１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６３９１１ 的中 �� ４２８０７（１番人気）�� ２６７５２（４番人気）�� １６７９５（８番人気）
３連複票数 計２３５１８６４ 的中 ��� ８２９９０（３番人気）
３連単票数 計５３９９１３５ 的中 ��� ４６４２０（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．１―１１．５―１１．８―１１．７―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３５．３―４６．８―５８．６―１：１０．３―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

�ステキシンスケクン �
�
父 Danzig �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００５．１２．４ 中京１着

２００３．３．１０生 牡５鹿 母 Autumn Moon 母母 Lypatia １７戦４勝 賞金 １５５，２２３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）３７頭 アポロノサトリ号・アンクルリーサム号・インセンティブガイ号・ヴリル号・オフィサー号・カフェオリンポス号・

ゴールドアグリ号・サクラメガワンダー号・シャドウストライプ号・ショウワモダン号・スクールボーイ号・
スリーアベニュー号・ゼンノコーラル号・ゼンノパルテノン号・ダイレクトキャッチ号・ダンディズム号・
チョウカイロイヤル号・トーセンキャプテン号・トーホウアラン号・トールハンマー号・ニシノコンサフォス号・
ハギノベルテンポ号・ビクトリーテツニー号・ピットファイター号・フィールドベアー号・フェラーリピサ号・
フサイチアウステル号・フジサイレンス号・ベルーガ号・マルカキセキ号・メイショウトッパー号・
ヤマノルドルフ号・ヨイチサウス号・リキサンファイター号・ロードマジェスティ号・ワイルドスナイパー号・
ワンモアチャッター号



０５０９５ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第５７回フジテレビ賞スプリングステークス（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

牡・牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
フジテレビ賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２３２，０００円 ３５２，０００円 １７６，０００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

２３ スマイルジャック 牡３黒鹿５６ 小牧 太齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７０－１０１：４８．９ １４．１�

６１１ フローテーション 牡３栗 ５６ 横山 典弘臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４８８－１０ 〃 クビ ３７．３�
５１０ ショウナンアルバ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４８２＋ ２１：４９．１１� ３．２�
７１３ アサクサダンディ 牡３栗 ５６ 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７６－ ８１：４９．２クビ １０．８�
４７ ア ル カ ザ ン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�エーティー 昆 貢 門別 シンコーファーム ４９０－ ８ 〃 クビ １６．２�
６１２ ドリームシグナル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人セゾンレースホース� 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４６０－ ６１：４９．３クビ ８．５	
４８ レインボーペガサス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８６－ ４１：４９．４� ９．４

３５ � アポロドルチェ 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６２± ０ 〃 クビ ５５．１�
７１４ レッツゴーキリシマ 牡３鹿 ５６ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４６２－ ６ 〃 アタマ １７．６�
３６ シ ン ワ ラ ヴ 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 ４９０± ０１：４９．５クビ ９９．２
８１５ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５６ 今野 忠成本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４８４－ ２１：４９．６� ５７．１�

（川崎）

１２ サダムイダテン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４６８＋ ２１：４９．７� ３．７�
１１ 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 ４５６－ ６ 〃 クビ ２１３．７�
８１６ ダイワワイルドボア 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４１：４９．９１	 ９０．２�
２４ アイティトップ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８２－ ８１：５０．０クビ ２０．６�
５９ オーロマイスター 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ４９４± ０１：５０．２１ ３１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６２，５１２，１００円 複勝： ２１９，８９１，７００円 枠連： １８４，３６５，９００円

普通馬連： １，０８８，４２３，１００円 馬単： ６１５，３７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２３，５５３，２００円

３連複： １，０７２，０２１，３００円 ３連単： ２，４０８，２５６，１００円 計： ５，９７４，４０１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ３２０円 � ８５０円 � １６０円 枠 連（２－６） ２，８６０円

普通馬連 �� ２０，０１０円 馬 単 �� ４３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１００円 �� ６４０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� １７，５００円 ３ 連 単 ��� １８４，５２０円

票 数

単勝票数 計１６２５１２１ 的中 � ９０９１０（６番人気）
複勝票数 計２１９８９１７ 的中 � １６６８５６（５番人気）� ５２１９２（１１番人気）� ４９３７６０（１番人気）
枠連票数 計１８４３６５９ 的中 （２－６） ４７６３９（１５番人気）
普通馬連票数 計１０８８４２３１ 的中 �� ４０１４８（５３番人気）
馬単票数 計６１５３７８２ 的中 �� １０４７９（１０９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２３５５３２ 的中 �� １２８６３（４５番人気）�� ９２３４５（５番人気）�� ２７３１８（２８番人気）
３連複票数 計１０７２０２１３ 的中 ��� ４５２１８（６３番人気）
３連単票数 計２４０８２５６１ 的中 ��� ９６３２（５６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．３―４８．３―１：００．８―１：１３．３―１：２５．３―１：３６．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマイルジャック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．１ 新潟１着

２００５．３．８生 牡３黒鹿 母 シ ー セ モ ア 母母 カイウンテンシ ７戦２勝 賞金 １０１，９６７，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりスマイルジャック号・フローテーション号・ショウナンアルバ号は，皐月賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。
※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。



０５０９６ ３月２３日 晴 良 （２０中山２）第８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

８１５ ホワイトリーベ 牝４芦 ５５ 吉田 豊水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４７６＋１２１：１２．３ ６．４�

７１３ ラ イ カ ー ト 牝４芦 ５５ 柴山 雄一 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８－１０ 〃 ハナ １０．０�

６１０� セレスダイナミック �５黒鹿５７ 幸 英明岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield
Farm ４９０－ ６１：１２．５１	 １０．０�

４６ 
 アインカチヌキ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ８１：１２．６� ４．８�
３５ タケデンノキボー 牡７鹿 ５７ 南田 雅昭武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ５０８－ ４１：１２．８１� ３３．８�
５９ ザップトウショウ 牝７鹿 ５５ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０－１０１：１２．９クビ ６８．１	
４７ � トップオブドーラ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４３６± ０ 〃 ハナ ２１．６

５８ カイテキネオ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝国本 勇氏 西塚 安夫 門別 前川 義則 ４５４－１４１：１３．０� １４．１�
７１２ ラオムフェーレ 牡４栗 ５７ 高橋 智大�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４７６± ０１：１３．１� ５４．７�
２２ 
 レオベルリン 牡７鹿 ５７ 嘉藤 貴行田中 博之氏 田子 冬樹 浦河 惣田 英幸 ４９４± ０ 〃 ハナ ３１．３
６１１ カフェリバティー 牡６鹿 ５７ 田中 勝春西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５３４－１２ 〃 クビ ５．５�
３４ ウインプログレス 牡７鹿 ５７

５６ ☆田中 博康�ウイン 浅見 秀一 白老 白老ファーム ４６０－１０１：１３．２� ２１．４�
１１ ワンモアフリート 牝６鹿 ５５ 田面木博公�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４３０－ ２１：１３．４１	 ５３．２�
２３ 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 ４９８－ ６１：１３．７１� ４１．９�
８１４ フジマサゴールド 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５１０－１０ 〃 アタマ ４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，５０９，７００円 複勝： ４６，９７６，４００円 枠連： ６５，００６，９００円

普通馬連： ２０９，９１９，１００円 馬単： １３０，８０４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，５９７，８００円

３連複： ２１２，７５９，１００円 ３連単： ４７１，４４５，９００円 計： １，２２３，０１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２５０円 � ２９０円 � ３４０円 枠 連（７－８） １，０７０円

普通馬連 �� ２，３００円 馬 単 �� ４，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� １，０４０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ８，１４０円 ３ 連 単 ��� ４６，２１０円

票 数

単勝票数 計 ３７５０９７ 的中 � ４６６０９（４番人気）
複勝票数 計 ４６９７６４ 的中 � ５３４２７（４番人気）� ４３５５０（５番人気）� ３４８４４（６番人気）
枠連票数 計 ６５００６９ 的中 （７－８） ４５０５９（４番人気）
普通馬連票数 計２０９９１９１ 的中 �� ６７３８９（７番人気）
馬単票数 計１３０８０４９ 的中 �� ２２３２０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８５９７８ 的中 �� １３９１７（７番人気）�� １１５５９（１１番人気）�� ８７８７（１９番人気）
３連複票数 計２１２７５９１ 的中 ��� １９２９０（２６番人気）
３連単票数 計４７１４４５９ 的中 ��� ７５３０（１３８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．３―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．４―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ ６，１０（２，１５）（３，１３）９，１４（１１，４）（７，１２）（１，８，５） ４ ６，１０，１５（２，１３）（３，９）１４（７，１１，５）（１２，４）１，８

勝馬の
紹 介

ホワイトリーベ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．１０．１４ 東京８着

２００４．４．６生 牝４芦 母 バイタルリッチ 母母 スイートビビッド １３戦３勝 賞金 ３６，７２０，０００円
※出走取消馬 ケイアイスパイダー号（疾病〔感冒〕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２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 アルコイリス号・イチライタッチ号・イブキゴルデルゼ号・エイダイタカラブネ号・オポテューニティ号・

オープンザゲート号・ケイアイカールトン号・ケイアイハクスイ号・ケンブリッジマイア号・サキノリュウオー号・
ジェイケイセラヴィ号・ジェイケイボストン号・シャイニングムーン号・ジョウテンロマン号・スパーブスピリット号・
スリーセブンスピン号・タケデンヴィーナス号・ツルマイクィーン号・デアテンビー号・ドリームウィン号・
ピサノヨシツネ号・ビーアデビル号・マグネティックマン号・マルタラヴ号・リボンノキシ号・レットイットライド号・
レッドスポーツカー号・レントゲン号



（２０中山２）第８日 ３月２３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
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

２９９，０７０，０００円
２５，３５０，０００円
２，９２０，０００円
３３，２６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，３４０，５００円
５，７５６，８００円
１，８６８，５００円

勝馬投票券売得金
４７１，２２６，８００円
６４７，００７，０００円
５７１，５０８，７００円
２，５４１，９６１，５００円
１，７３７，１６８，０００円
５９０，２０８，０００円
２，６９７，２７５，２００円
３，８６９，８９７，４００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 １３，１２６，２５２，６００円

総入場人員 ３６，８７０名 （有料入場人員 ３４，４８２名）



平成２０年度 第２回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４５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

２，０４０，８１０，０００円
３０，２４０，０００円
１４０，３２０，０００円
１７，７７０，０００円
２２１，９３０，０００円
８７０，０００円
８７０，０００円

５１８，４６３，５００円
４２，５５０，０００円
１４，５９４，５００円

勝馬投票券売得金
３，４９４，８１５，６００円
４，８２６，２１４，９００円
４，１６２，３３２，６００円
１７，４２７，０６７，４００円
１２，６６０，４４４，５００円
４，２３３，２４５，１００円
１８，５０７，９５６，３００円
２５，２７５，３６９，０００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 ９０，５８７，４４５，４００円

総入場延人員 ２４４，５２６名 （有料入場延人員 ２２７，０５０名）




