
０８０２５ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・左）

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

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

８１４ クリノサンデーママ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４１４± ０１：４７．４ ２．０�

５９ ピサノルビー 牝３黒鹿５４ 武 豊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４７０＋ ２１：４７．９３ ３．５�
３４ メジロマリアン 牝３芦 ５４ 横山 典弘�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８４－ ２１：４８．６４ ５．７�
６１１ ミルフィアタッチ 牝３鹿 ５４ 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 静内 千代田牧場 ４３６± ０１：４８．９２ １０．６�
４７ デ ル バ ー ル 牝３栗 ５４ 浜中 俊吉田 修氏 坪 憲章 三石 タガミファーム ４００＋ ６１：４９．０� １５７．１�
７１３ ヨドノホープ 牝３黒鹿５４ 安藤 光彰海原 聖一氏 藤岡 範士 平取 高橋 啓 ４６４＋ ８１：４９．１クビ ４３．１�
１１ クレバーチーコ 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗田	 正明氏 加藤 和宏 浦河 岡崎牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ３２．９

２３ カバードブリッジ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４２８－ ４１：４９．２クビ ２７．０�
７１２ シーサイドカフェ 牝３青鹿 ５４

５２ △丸田 恭介宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４４８＋１０１：４９．３� ３８．３
３５ リアルキサラ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成中村 祐子氏 梅田 智之 門別 シンコーファーム ４２４－ ４１：４９．４� ３９．１�
５８ マイプレファランス 牝３鹿 ５４ 河北 通五影 隆則氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３６＋ ６１：５０．１４ ２０４．１�
２２ ダンスインザムーン 牝３青鹿５４ 石橋 脩木浪 巖氏 相沢 郁 新ひだか 西川富岡牧場 ４９６－ ４１：５０．４１� １０６．６�
８１５ ダブルウィーク 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健臼井義太郎氏 清水 英克 日高 荒井ファーム ４３８＋１２ 〃 アタマ ３１９．３�
４６ ユリカジョウ 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５６－１２１：５１．８９ ７５．０�

６１０ マ ヤ コ マ リ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉�まの 野元 昭 日高 高山 博 ４１４＋ ８１：５２．７５ ２１０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，６８４，２００円 複勝： ２４，３９２，０００円 枠連： ６，９９４，２００円

普通馬連： ２３，００８，３００円 馬単： ２１，３８６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，２３０，２００円

３連複： ３７，５３１，９００円 ３連単： ５６，０５８，５００円 計： １８９，２８６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（５－８） ３３０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� １，８３０円

票 数

単勝票数 計 ９６８４２ 的中 � ３９９１４（１番人気）
複勝票数 計 ２４３９２０ 的中 � １３８９００（１番人気）� ３７２２６（２番人気）� ２１９９８（３番人気）
枠連票数 計 ６９９４２ 的中 （５－８） １５７５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２３００８３ 的中 �� ５１０８４（１番人気）
馬単票数 計 ２１３８６７ 的中 �� ２４６８６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０２３０２ 的中 �� １８１９９（１番人気）�� １０８２２（２番人気）�� ９０１０（４番人気）
３連複票数 計 ３７５３１９ 的中 ��� ５４７３７（１番人気）
３連単票数 計 ５６０５８５ 的中 ��� ２２６５６（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．６―４３．２―５６．４―１：０９．１―１：２２．１―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３
１４（１２，９）（１，４，１１）１３－６（５，７）（８，１５）３，１０－２
１４（１２，９）（４，１３，１１）（１，７）５，１５（３，６）８（２，１０）

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

勝馬の
紹 介

クリノサンデーママ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１１．２ 京都１１着

２００６．４．３０生 牝３栗 母 メイショウウララ 母母 ミスイメージ ８戦１勝 賞金 １５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マヤコマリ号は，平成２１年４月２１日まで平地競走に出走できない。



０８０２６ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０分 （ダート・左）

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

５７．７
５７．１

不良

稍重

６１２ マストウインゲーム 牡３鹿 ５６ 北村 友一�ターフ・スポート飯田 雄三 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４５６－ ２１：００．８ ５２．５�

８１６ ケージーフジ 牝３黒鹿５４ 小島 太一藤田 達男氏 中野 栄治 新ひだか 松本牧場 ４４６± ０１：０１．０１� ３７．２�
８１５ マッキーメタル 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 上野 正恵 ４８０＋１２１：０１．１� ２８．７�
２３ ビッグナイト 牡３栗 ５６ 的場 勇人坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 芳住 革二 B４４６－１０ 〃 ハナ ３．８�
７１３ リバーポンキー 牝３栗 ５４ 浜中 俊河越 武治氏 作田 誠二 様似 林 時春 ４１８－ ６１：０１．２クビ １３．５�
１１ トーホウオーディン 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４６８－ ２１：０１．３� １０．４	
６１１ ドリームプライマル 牡３栗 ５６ 石橋 脩セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 小松 隆弘 ４８０＋１６１：０１．６２ ２２．２

７１４ サイレントボス 牡３鹿 ５６ 田中 博康小野 博郷氏 高木 登 新冠 赤石 久夫 ４６０＋ ６１：０１．７クビ ６８．７�
４７ � エリモイズトゥルー 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真山本 敏晴氏 佐々木晶三 米
Dr. Stephen G. Jack-
son, Debbie Jackson
& TNT Stables

４５６－ ８１：０２．０１� ４．８�
４８ キクノアッシャ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二菊池 五郎氏 北出 成人 新冠 松浦牧場 ４６０－１０１：０２．１クビ ４．４
３５ シゲルコマガタケ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 小島 貞博 日高 川島 良一 ４８４＋ ４ 〃 クビ ６９．５�
５９ キチロクレナン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 川越ファーム ４１４＋ ４１：０２．２クビ ６０．２�
１２ キリシマノホシ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ３８６＋１０ 〃 ハナ ７．６�
３６ エーティーバッハ 牡３栗 ５６ 橋本 美純荒木 徹氏 木原 一良 静内 千代田牧場 ４２４ ―１：０２．８３� ５４．６�
２４ カシノベイリー 牝３栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗柏木 務氏 須貝 彦三 青森 宮崎牧場 ４２４± ０１：０２．９� ５８．２�
５１０ テイエムテンガネ 牡３鹿 ５６

５４ △丸田 恭介竹園 正繼氏 柴田 光陽 鹿児島 テイエム牧場 ４２２＋ ２１：０３．２１� １８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７，５９３，５００円 複勝： ９，２９５，４００円 枠連： ８，３０８，７００円

普通馬連： １９，１３６，３００円 馬単： １６，１９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７，８１８，８００円

３連複： ２８，２２０，７００円 ３連単： ３９，１３７，９００円 計： １３５，７１０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，２５０円 複 勝 � １，３２０円 � ７４０円 � ９５０円 枠 連（６－８） ８，５７０円

普通馬連 �� ７３，５６０円 馬 単 �� １２１，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１，６００円 �� ２３，４４０円 �� １２，２００円

３ 連 複 ��� ３３５，９２０円 ３ 連 単 ��� ３，２０９，３１０円

票 数

単勝票数 計 ７５９３５ 的中 � １１４０（１１番人気）
複勝票数 計 ９２９５４ 的中 � １８１１（１２番人気）� ３３９７（９番人気）� ２５８４（１０番人気）
枠連票数 計 ８３０８７ 的中 （６－８） ７１６（２３番人気）
普通馬連票数 計 １９１３６３ 的中 �� １９２（９２番人気）
馬単票数 計 １６１９９２ 的中 �� ９８（１６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７８１８８ 的中 �� ８９（９８番人気）�� ８２（１００番人気）�� １５８（８１番人気）
３連複票数 計 ２８２２０７ 的中 ��� ６２（４１０番人気）
３連単票数 計 ３９１３７９ 的中 ��� ９（２６７４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マストウインゲーム �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００８．９．１５ 阪神９着

２００６．５．５生 牡３鹿 母 ヴァンコリーヌ 母母 フレグランスパリ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 キリシマノホシ号の騎手小野寺祐太は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（６番・１０番への進路影

響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アスターエンペラー号・エイシンマジック号・エンクー号・オグリグッドマン号・オースミシリング号・

ホッコーテイオー号



０８０２７ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・左）

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

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

５１０ シルクトマホーク 牡３栗 ５６ 武 豊有限会社シルク武田 博 日高 ナカノファーム ４２８－ ２１：４８．２ ２．４�

７１３ ヴァンエボン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二松本 俊廣氏 山内 研二 登別 青藍牧場 ４９４＋１２１：４８．６２� ４．８�
１２ タガノバロナーク 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太八木 昌司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４５８－ ８１：４８．７� ６．５�

６１２ デ ア モ ン ト 牡３栗 ５６
５４ △丸田 恭介岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 筒井 征文 ４８０± ０１：４９．１２� １４．９�

８１５ ジョーベルスター 牡３栗 ５６ 中舘 英二上田けい子氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４９４＋ ２１：４９．３� １４．６�
２４ メイショウイロドリ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義松本 和子氏 荒川 義之 浦河 村中牧場 ４１４－１０ 〃 アタマ ６１．６�
８１６ トミケンコウテイ 牡３栗 ５６ 角田 晃一冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 金成吉田牧場 ４３８－ ４１：４９．４クビ ２１．７�
１１ サンジョバンニ 牡３鹿 ５６

５４ △荻野 琢真 	サンデーレーシング 荒川 義之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４１２＋ ２１：４９．８２� ２９．４

３５ オウシュウスター 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 恭介西村 專次氏 庄野 靖志 白老 社台牧場 ４０４＋ ２ 〃 クビ ４１．１�
４７ マッキーガリウム 牡３黒鹿５６ 橋本 美純薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４６０－ ４ 〃 ハナ ５．９�
３６ アビアシオン 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰岡 浩二氏 大根田裕之 新ひだか 片岡牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ９０．８
５９ バリアントバイオ 牡３栗 ５６

５３ ▲宮崎 北斗バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４５８± ０１：４９．９� ２６９．２�
６１１ セ ト ス テ イ 牡３鹿 ５６ 北村 友一難波 経雄氏 清水 出美 日高 新井 昭二 ４３０± ０１：５０．６４ １８０．８�
４８ シルクマニューバー 牡３青鹿５６ 鮫島 良太有限会社シルク鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４８２－ ６１：５１．１３ １１１．７�
７１４ フジノプリンス 牡３黒鹿５６ 的場 勇人藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４６０－ ８１：５１．２� ２１６．６�
２３ ブルーデイズ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �ブルーマネジメント小西 一男 新ひだか 加野牧場 ４８６－１０１：５１．７３ ５４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，９６３，０００円 複勝： １６，００４，６００円 枠連： ９，２３１，４００円

普通馬連： ２３，２７１，１００円 馬単： ２０，０４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５３６，４００円

３連複： ３３，４９８，９００円 ３連単： ５１，０２５，６００円 計： １７３，５７６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（５－７） ６２０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ４，２４０円

票 数

単勝票数 計 １０９６３０ 的中 � ３６６９３（１番人気）
複勝票数 計 １６００４６ 的中 � ５５１８６（１番人気）� ２０８２２（４番人気）� ２２１０３（３番人気）
枠連票数 計 ９２３１４ 的中 （５－７） １１０１７（２番人気）
普通馬連票数 計 ２３２７１１ 的中 �� ２５９４８（１番人気）
馬単票数 計 ２００４５７ 的中 �� １４８０５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５３６４ 的中 �� ８３７０（２番人気）�� ８９８１（１番人気）�� ３１８９（７番人気）
３連複票数 計 ３３４９８９ 的中 ��� ２００８０（１番人気）
３連単票数 計 ５１０２５６ 的中 ��� ８８８３（１番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．２―１１．８―１３．５―１３．２―１３．１―１３．０―１２．５―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．３―１８．５―３０．３―４３．８―５７．０―１：１０．１―１：２３．１―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

シルクトマホーク �
�
父 シルクジャスティス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１．５ 京都１１着

２００６．４．１３生 牡３栗 母 フエザーカツト 母母 ヨドセローナ ７戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※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 マイネルカルツェ号
（非抽選馬） １頭 シゲルサヌキフジ号



０８０２８ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・左）

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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

４７ マイネルレンツ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 川村 禎彦 様似 清水 誠一 ４１４± ０１：１０．０ ３３．５�

７１３ シゲルクラマヤマ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４４８± ０１：１０．１� ５．３�
３５ ファイナルラップ 牡３鹿 ５６ 田中 博康山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：１０．３１� ９．０�
５１０ シルクユニヴァース 牡３黒鹿５６ 北村 友一有限会社シルク音無 秀孝 新冠 秋田牧場 ４５８－ ８ 〃 ハナ ２．４�
７１５ テイエムオーロラ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４３４± ０１：１０．４クビ ５．０�
３６ アドマイヤホーム 牡３芦 ５６

５４ △丸田 恭介近藤 利一氏 古賀 史生 浦河 辻 牧場 ４４４－ ２１：１０．６１� １７８．４�
１２ マンテンパパ 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４３０－１０ 〃 ハナ １０．８	
５９ マルブツヴァース �３黒鹿５６ 三浦 皇成大澤 毅氏 加用 正 新冠 石郷岡 雅樹 ４４８＋ ６１：１０．８１� ６０．１

８１８ ポルタノーヴァ 牝３栗 ５４ 千葉 直人岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 庄野牧場 ４６６＋ ６１：１０．９クビ １１９．２�
６１２ チャームアンサー 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４５２＋ ２１：１１．１１� ２０．３�
６１１ ワンダースル 牝３青鹿５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４４４－ ６１：１１．２クビ １５．６
２４ ヤマニンドレープ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４３２＋ ２１：１１．４１� １８０．３�
２３ ランチャードーター 牝３鹿 ５４ 岩部 純二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 B４７４－ ２ 〃 アタマ １５０．６�
８１６ スカーレットシチー 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ ３０．８�
８１７ トゥールザンレール 牝３栗 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 保田 一隆 浦河 富菜牧場 ４６２＋ ４１：１１．５クビ ２１７．７�
１１ コウユーコユキ 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健加治屋康雄氏 領家 政蔵 静内 佐竹 学 ３９０－ ６１：１１．８１� １６４．３�
４８ コスモアポロ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一 �ビッグレッドファーム 服部 利之 浦河 バンブー牧場 ４７２＋ ４１：１２．０１� １４９．５�
７１４ エイシンペリー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４２６－１４１：１４．７大差 ３１９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，８９９，８００円 複勝： １７，２３５，９００円 枠連： １０，０２３，３００円

普通馬連： ２５，７３２，６００円 馬単： ２０，３０３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５５０，４００円

３連複： ３５，９８１，９００円 ３連単： ５１，８３５，８００円 計： １８４，５６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３５０円 複 勝 � ６４０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（４－７） ３，１９０円

普通馬連 �� ６，０２０円 馬 単 �� １２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９１０円 �� ３，１８０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２０，１５０円 ３ 連 単 ��� １４６，５８０円

票 数

単勝票数 計 １２８９９８ 的中 � ３０３５（９番人気）
複勝票数 計 １７２３５９ 的中 � ５７６８（９番人気）� ２９４６０（２番人気）� １７７７２（４番人気）
枠連票数 計 １００２３３ 的中 （４－７） ２３２４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ２５７３２６ 的中 �� ３１５５（２４番人気）
馬単票数 計 ２０３０３０ 的中 �� １１６３（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５５０４ 的中 �� １３５３（２５番人気）�� ７９７（３４番人気）�� ２８２３（９番人気）
３連複票数 計 ３５９８１９ 的中 ��� １３１８（６１番人気）
３連単票数 計 ５１８３５８ 的中 ��� ２６１（４３２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．４―１１．８―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．０―４５．８―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．０
３ ・（１０，１２，１５）１３（５，９，１７）（３，１６，１８）－（７，１１）（１，６，８）（２，４）－１４ ４ ・（１０，１２，１５）１３，９（５，１７）１６（３，１８）７，１１，６（１，２，８）４＝１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルレンツ �
�
父 サニングデール �

�
母父 シービークロス デビュー ２００８．７．１９ 小倉６着

２００６．４．１９生 牡３鹿 母 アンジェラスロマン 母母 ユウワスカーレツト ９戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔制裁〕 マンテンパパ号の騎手佐久間寛志は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１番・４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンペリー号は，平成２１年４月２１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 イサミゴールド号・サウンドデイジー号
（非抽選馬） ４頭 キングパレード号・スリーテンペスト号・チュラヌウジ号・リッピアピンク号



０８０２９ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０分 （芝・左）

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

１：５６．９
１：５６．４

良

良

４７ ナリタクリスタル 牡３黒鹿５６ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７２－ ２２：０２．３ ３．６�

２３ ジュウクタイザン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二鈴木 幹次氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム ５０２± ０２：０２．４� ３．５�
２４ フロムジオリエント 牡３青鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０８－１０２：０２．５� ３．３�
１１ ミスターエメラルド 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４４－１０２：０２．８２ ２０．１�
８１８ エーシンモアオバー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二平井 宏承氏 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４６２± ０２：０３．１１� ９．９�
６１２ ドリームアスパイア 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成セゾンレースホース� 稲葉 隆一 新ひだか 前田牧場 ４９８＋１０ 〃 クビ ２５．１	
４８ コスモピグマン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 静内 真歌伊藤牧場 ４７０－ ２２：０３．３� １７８．８

８１６ マ ラ ー ド 牡３鹿 ５６ 浜中 俊名古屋友豊� 小野 幸治 門別 白井牧場 ４６６－ ２ 〃 アタマ ４９．６�
７１４ タマモシンボル 牡３鹿 ５６

５４ △丸田 恭介タマモ� 中竹 和也 静内 前田牧場 ４８６± ０２：０３．５１ １５７．４�
１２ パワフルウッズ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗山田 順通氏 和田 正道 様似 堀 弘康 ４８８＋ ２２：０３．６� ２９０．６
８１７ ガ リ ア ー ノ 牡３栗 ５６

５４ △荻野 琢真 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ４２：０３．７� ２４．９�
７１５ ザゴールデンボーイ 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 新冠 松浦牧場 ５３６＋１８２：０３．８� ８４．３�
５９ マイネエアリー 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－ ２ 〃 クビ ４９．５�
７１３ プロミスウェル 牝３黒鹿５４ 田中 博康吉田 和子氏 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 ４６０－ ４２：０４．１１� ５７．３�
６１１ ナンゴクミラクル 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎渡 義光氏 武 宏平 新冠 村上 欽哉 ４７０＋ ４２：０４．３１� ３４．１�
３５ アラタマポケット 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５０－ ６２：０４．６２ ３０．６�
５１０ ボ ナ ペ テ ィ 牝３栗 ５４ 北村 友一�下屋敷牧場 和田 正道 新ひだか 下屋敷牧場 ４６４－１６２：０６．９大差 ２４９．５�
３６ アタックセトル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ノースヒルズマネ

ジメント 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋ ６２：０８．９大差 １２７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，６７７，５００円 複勝： １９，４０８，４００円 枠連： １３，９３０，０００円

普通馬連： ２８，９５７，９００円 馬単： ２３，７８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７１７，４００円

３連複： ４１，４６８，５００円 ３連単： ６４，２１４，８００円 計： ２１８，１５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（２－４） ３４０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ２７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ４７０円 ３ 連 単 ��� ２，９４０円

票 数

単勝票数 計 １３６７７５ 的中 � ３０３２３（３番人気）
複勝票数 計 １９４０８４ 的中 � ４０６０２（２番人気）� ４４８４３（１番人気）� ２８１５０（３番人気）
枠連票数 計 １３９３００ 的中 （２－４） ３０３８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２８９５７９ 的中 �� ４０９３８（１番人気）
馬単票数 計 ２３７８０５ 的中 �� １６２６４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７１７４ 的中 �� １８８００（１番人気）�� １０９２２（３番人気）�� １１４０６（２番人気）
３連複票数 計 ４１４６８５ 的中 ��� ６５４４５（１番人気）
３連単票数 計 ６４２１４８ 的中 ��� １６１６９（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．８―１３．１―１２．７―１２．３―１２．９―１２．４―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．３―３５．１―４８．２―１：００．９―１：１３．２―１：２６．１―１：３８．５―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．２
１
３

１２（４，７）（３，１０）（１，１３）（２，１８）８，１５（６，１４）（９，１１）５－１６，１７
１２，７（３，４）（１３，１８，１，１０）２（８，１５）－（１４，１１）９（１６，１７）６－５

２
４

１２（３，４，７）（１，１０）（２，１３，１８）８－（６，１５）（９，１４）１１，５，１６，１７・（１２，７，４）３（１８，１）（１３，８）（２，１０）１５，１４（９，１１）（１６，１７）＝５－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタクリスタル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２００９．１．１０ 京都２着

２００６．１．１６生 牡３黒鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ ５戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アタックセトル号は，平成２１年４月２１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。
（非当選馬） １頭 クリノメダリスト号



０８０３０ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

３６ シーリーコート 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４６４－ ２１：４７．０ １１．０�

３５ アマゾネスバイオ 牝４鹿 ５５
５３ △丸田 恭介バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５３０± ０１：４７．４２� ７．４�

７１３ サニーラブカフェ 牝５鹿 ５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １０．１�
４８ � テイエムセッペトベ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４４２＋ ６１：４７．６１� ２３．８�
５９ メイショウコレット 牝５栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４３８＋ ２ 〃 クビ ２．６�
８１５ グロリアスウェザー 牝５鹿 ５５ 北村 友一 �サンデーレーシング 清水 出美 浦河 赤田牧場 ５０６± ０１：４７．７クビ ２３．９	

４７ フレアキャスケード 牝６鹿 ５５ 河北 通伊藤 仁氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３８＋ ６ 〃 ハナ １４．５

（７９７４）

６１２� サウスアミューズ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎南波 壽氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７０＋ ４ 〃 クビ ９２．８�
１２ バブルガムレディ 牝４黒鹿５５ 横山 典弘谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４９４＋ ８１：４７．８クビ ６．９�
１１ シンデレラロマンス 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：４８．１１� ６．２
２４ ストロングジョイス 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４２４－ ２ 〃 クビ １２８．２�
２３ エビスハルカ 牝６鹿 ５５ 石橋 脩加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ５４６－１８１：４８．３１� ５０．７�
５１０ ヘンメイレン 牝６栗 ５５

５３ △荻野 琢真栗本 良明氏 矢作 芳人 三石 斉藤スタッド ３９６＋ ２１：４８．４� ４５．３�
６１１ レインボーアーチ 牝５栗 ５５ 田中 博康 �フジワラ・ファーム 北出 成人 静内 フジワラフアーム ４５８－ ２ 〃 ハナ １５６．５�
７１４� テンジンノジョオー 牝８鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�テンジン 大江原 哲 早来 ノーザンファーム B５１８± ０１：４８．７１� １５３．９�
８１６ ワキノドライバー 牝５芦 ５５ 鮫島 良太脇山 良之氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２１：４９．１２� ５９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，６２３，０００円 複勝： １４，３９１，５００円 枠連： １１，１０６，０００円

普通馬連： ２４，４６７，８００円 馬単： １８，９４３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ９，６７５，４００円

３連複： ３２，９４８，８００円 ３連単： ５１，０６７，７００円 計： １７３，２２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ４００円 � ２６０円 � ２９０円 枠 連（３－３） ６，２２０円

普通馬連 �� ４，１１０円 馬 単 �� ８，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ２，６８０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １５，０９０円 ３ 連 単 ��� ８１，７６０円

票 数

単勝票数 計 １０６２３０ 的中 � ７６１３（６番人気）
複勝票数 計 １４３９１５ 的中 � ８７４９（７番人気）� １５４８４（３番人気）� １３６９５（４番人気）
枠連票数 計 １１１０６０ 的中 （３－３） １３１８（２０番人気）
普通馬連票数 計 ２４４６７８ 的中 �� ４３９７（１５番人気）
馬単票数 計 １８９４３５ 的中 �� １６２３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６７５４ 的中 �� ２４９８（１３番人気）�� ８５７（２９番人気）�� ２７９１（１０番人気）
３連複票数 計 ３２９４８８ 的中 ��� １６１２（４６番人気）
３連単票数 計 ５１０６７７ 的中 ��� ４６１（２４１番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．９―１１．９―１３．６―１２．７―１３．０―１３．０―１２．１―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．０―２９．９―４３．５―５６．２―１：０９．２―１：２２．２―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３７．８
１
３
２（８，１２）（１，１３）（１０，１６）（４，１４）（６，１１）９（３，５）７－１５
２（１２，１３）（８，１６，１４）１０（１，６，９）（４，５）（１１，７）３，１５

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

勝馬の
紹 介

シーリーコート �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Sea Hero デビュー ２００６．８．１２ 札幌５着

２００４．３．５生 牝５栗 母 シ ー リ ー ル 母母 Reel Special Belle １１戦２勝 賞金 １２，９００，０００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 アルファメガハート号



０８０３１ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第７競走 ��
��１，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

７１４�� スーパーガブリン 牡５鹿 ５７ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 豪 Tyreel Thor-
oughbreds ４９４＋ ４ ５９．２ １７．１�

３６ リッシンボス 牡５鹿 ５７
５５ △丸田 恭介小原 該一氏 菅原 泰夫 浦河 昭和牧場 B５１８－１４ ５９．５１	 ７．２�

８１５� フォレストジャガー 牡６黒鹿 ５７
５６ ☆藤岡 康太加藤 守氏 木原 一良 米 Mr. & Mrs. R.

David Randal B４９４＋ ６ 〃 アタマ ４．０�
３５ � エイワショウグン 牡７黒鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗永井公太郎氏 松山 康久 米
Spendthrift
Farm LLC &
James Brown

B５５２－ ４ ５９．９２
 ７．０�
１２ � レジェンドバローズ 牡６鹿 ５７ 北村 友一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 米 Golden Gate Farm

& Henri Mastey ４８４－ ４１：００．０クビ １５．０�
６１１ ツインズメモリー 牡４黒鹿５７ 浜中 俊永田 和彦氏 坂口 正大 門別 森永牧場 ４５４＋ ２１：００．１	 １４．３�
４８ � マーシャルソング 牡５鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 米

Ramona S. Bass
& Arthur A.
Seeligson III

４７８＋１３ 〃 クビ １０．９�
１１ � デスコベルタ 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎前田 幸治氏 和田 正道 米

Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

４９２－ ４１：００．２クビ ２３．０	
５９ � セ レ ス マ ン 牡５鹿 ５７ 角田 晃一岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Audley Farm ４９８＋ ８１：００．４１ ６０．９

２４ ドラゴンホーラー 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義��昭牧場 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ５１２＋１２１：００．９３ １２．７�
６１２� シルクランサム 牡５黒鹿５７ 上村 洋行有限会社シルク牧 光二 豪 Tyreel Thor-

oughbreds B５０８± ０ 〃 クビ １１．１
７１３ テラノチェリー �４鹿 ５７

５５ △田中 健寺田 寿男氏 昆 貢 門別 シンコーファーム ４６４－ ２１：０１．０
 ６．２�
２３ � マルターズクラシカ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Summer

Wind Farm ４７６－ ４１：０１．１クビ ７７．０�
５１０ ファイナルパンチ 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ６３．５�
４７ � キングスタイム 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥湯澤 寛氏 高橋 裕 新冠 コスモビューファーム ５３６－ ２１：０１．５２
 ６３．５�
８１６ カシノレッド 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４７２± ０１：０２．５６ １１０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，６９６，０００円 複勝： １５，０４２，０００円 枠連： １１，９２５，５００円

普通馬連： ２９，１９０，１００円 馬単： ２２，０２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２７８，７００円

３連複： ３８，１８６，４００円 ３連単： ６２，６６７，３００円 計： ２０１，０１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ３９０円 � ２５０円 � １７０円 枠 連（３－７） １，１８０円

普通馬連 �� ８，８１０円 馬 単 �� １４，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７４０円 �� １，５６０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １２，８１０円 ３ 連 単 ��� １１５，０５０円

票 数

単勝票数 計 １０６９６０ 的中 � ４９３７（１０番人気）
複勝票数 計 １５０４２０ 的中 � ８５４８（８番人気）� １５８３８（３番人気）� ２８０４４（１番人気）
枠連票数 計 １１９２５５ 的中 （３－７） ７５２１（３番人気）
普通馬連票数 計 ２９１９０１ 的中 �� ２４４７（４１番人気）
馬単票数 計 ２２０２９３ 的中 �� １０９６（７７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２７８７ 的中 �� ９６４（４２番人気）�� １７２９（２１番人気）�� ５９２８（１番人気）
３連複票数 計 ３８１８６４ 的中 ��� ２２０１（４１番人気）
３連単票数 計 ６２６６７３ 的中 ��� ４０２（３９６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．２
３ ・（３，４，１５，１４）（２，６）（１，８，１６）（５，１１）－（１０，１３）９，１２，７ ４ ・（３，４，１５，１４）－６，２，１（５，８，１１）１６，９（１０，１３）－（７，１２）

勝馬の
紹 介

�
�
スーパーガブリン �

�
父 Elusive Quality �

�
母父 Danehill

２００４．１０．３１生 牡５鹿 母 Dashing Eagle 母母 La Caissiere ４戦１勝 賞金 ７，２００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：２戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウォーターギブン号・スニーカーブルース号・レディオーロラ号・ワイルドイリーガル号
（非抽選馬） １頭 アルファトリリオン号



０８０３２ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

１２ ヴェルトマイスター 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２２：００．７ ４．３�

４７ キングオブチャド 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B５３６－ ４２：００．８� ６．６�
３６ グランデスピリッツ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信増田 雄一氏 小西 一男 平取 北島牧場 ４４４－ ６ 〃 ハナ ３０．７�
５１０ ヴ ィ ジ レ 牡４青 ５７ 北村 友一藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８８＋１０２：０１．４３� １４．６�
１１ � ロストプロパティー 牡７鹿 ５７ 的場 勇人臼田 浩義氏 清水 利章 白老 白老ファーム ４９２－ ２２：０１．５� １０８．１�
２３ � スマートステージ 牡４鹿 ５７ 田中 博康大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４９２－ ６ 〃 クビ ２２．１�
６１１� マヤノゴクウ 牡６鹿 ５７ 武 豊田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５２６－ ４２：０１．６� ３．１	
７１４ カツヨカムトゥルー 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４５２± ０２：０１．８１� ７１．５

６１２ ベ ル フ リ ー 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 西園 正都 早来 ノーザンファーム B５３０＋２０ 〃 クビ ５５．３�
５９ � スマートスパイラル 牡６青 ５７ 大庭 和弥大川 徹氏 平井 雄二 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４２：０１．９クビ １１５．９�
３５ トウカイアワード 牝５黒鹿 ５５

５３ △荻野 琢真内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４６０－ ８ 〃 ハナ ３４．１
８１６ ポケッタブルゲーム 牡４栗 ５７

５５ △丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６２－ ６２：０２．２１� １１．８�
７１３ ギムレットアイ 牡４鹿 ５７ 浜中 俊小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １９．５�
８１７� セイカジーベック 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８２＋ ４２：０２．９４ ６０．１�
２４ レッズフィールド 牡４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４８２± ０ 〃 クビ １３．１�
８１８� スズカジェット 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８０＋ ４２：０３．６４ ４１．９�
７１５ ロードキャニオン 	５鹿 ５７ 横山 典弘 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム B４３８－ ６２：０３．７� １６．３�
４８ � マイスターキング 牡６黒鹿５７ 石橋 脩�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５０２－ ２２：０３．９１ ７７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，０７５，０００円 複勝： ２４，６６７，７００円 枠連： １３，８８３，１００円

普通馬連： ３４，６６０，３００円 馬単： ２３，７３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６１０，７００円

３連複： ４７，７４９，７００円 ３連単： ７４，２０５，６００円 計： ２４８，５８８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � ７３０円 枠 連（１－４） １，１００円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ２，８３０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� １５，５６０円 ３ 連 単 ��� ６７，９５０円

票 数

単勝票数 計 １５０７５０ 的中 � ２８１３６（２番人気）
複勝票数 計 ２４６６７７ 的中 � ３８１３８（２番人気）� ３４２９１（３番人気）� ６９７８（１２番人気）
枠連票数 計 １３８８３１ 的中 （１－４） ９３４３（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４６６０３ 的中 �� １９６４２（３番人気）
馬単票数 計 ２３７３６７ 的中 �� ７０６０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６１０７ 的中 �� ７７６４（３番人気）�� １２１６（３３番人気）�� １２２９（３０番人気）
３連複票数 計 ４７７４９７ 的中 ��� ２２６６（４０番人気）
３連単票数 計 ７４２０５６ 的中 ��� ８０６（１４７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．２―１２．４―１２．４―１２．３―１２．３―１２．４―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．１―３４．３―４６．７―５９．１―１：１１．４―１：２３．７―１：３６．１―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３７．０
１
３

３－２（１７，１５）（４，７）（８，１８）（１，１１，１３，１６）（６，５）－１４（９，１２）－１０
３－２（４，７，１７，１５）（６，８）（１，１１，１８）（５，１３，１６）（９，１２）（１０，１４）

２
４

３－２（１７，１５）（４，７）（８，１８）（１，１１）１３（６，１６）５－（９，１４）１２，１０
３－（２，７）６（１７，１５）（４，１１，８）（１３，１６，１８）（１，５，１２）（９，１４）１０

勝馬の
紹 介

ヴェルトマイスター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２００６．１０．２１ 東京１着

２００４．２．１５生 牡５鹿 母 プラウドウイングス 母母 Peraja １９戦２勝 賞金 ２８，５４０，０００円
〔制裁〕 ヴィジレ号の騎手北村友一は，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１０，０００円。（１７番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エイデンダンス号・オーログランデ号・サウンドローデッド号・サクラインパルス号・ステラポラリス号・

ペプチドトップガン号



０８０３３ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

６１０ ホワイトショウフク 牡４芦 ５７
５４ ▲宮崎 北斗山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４６０± ０１：４６．６ ２．７�

２２ � ゴールディーロック 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６２－１０１：４７．１３ ７．７�
３４ メイショウイッキ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好�氏 武田 博 浦河 浦河日成牧場 ４７８＋１６ 〃 クビ ４．８�
７１３ ゴールデンガッツ 牡４栗 ５７ 石橋 脩�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８２－ ２１：４７．２クビ ８．１�
１１ ディアアゲイン 牡４栗 ５７ 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４５４± ０１：４７．５２ ２７．１�
５９ � ハクユウヴァンクル 牡４黒鹿５７ 浜中 俊伊藤 博文氏 作田 誠二 三石 広田牧場 ４８４＋ ２１：４７．６� ８２．５	
８１５ メガロスバンダム 牡４鹿 ５７ 中舘 英二山科 統氏 柴田 政見 浦河 山田牧場 ４９２－ ４１：４７．７� １７．５

４６ ブルーシーズン 牡５栗 ５７ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２５．５�
４７ ルナエクリプス 牡４黒鹿５７ 横山 典弘岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４４０－ ４ 〃 ハナ ５．３�
５８ ワキノキルシェ 牝４青鹿５５ 安藤 光彰脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３８４－ ４１：４７．９１ ３５．９
３５ ホ ト ダ ー 牡７栗 ５７ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８８＋ ４ 〃 ハナ ４３．１�
６１１� ビービーフェイク �４栗 ５７ 的場 勇人中西 功氏 谷原 義明 浦河 近藤牧場 B５２０－ ６１：４８．６４ １３７．８�
８１４ マイティーバッカス 牡５栗 ５７

５６ ☆藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ４８０＋ ８１：４８．９２ ５９．５�
７１２� エプソムフクムスメ 牝６黒鹿 ５５

５３ △丸田 恭介 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 田原橋本牧場 ４６８－ ４１：５０．０７ １９７．０�

２３ ワンダーバラ 牝４黒鹿５５ 千葉 直人山本 信行氏 阿部 新生 浦河 佐々木 恵一 ４２０－２７１：５２．８大差 ２３４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，６４８，０００円 複勝： ２０，９０７，４００円 枠連： １２，５５０，４００円

普通馬連： ３９，７９０，８００円 馬単： ２８，９７５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５７４，９００円

３連複： ５０，７７６，４００円 ３連単： ９９，５５１，７００円 計： ２８２，７７４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（２－６） ８７０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ３３０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ６，８８０円

票 数

単勝票数 計 １５６４８０ 的中 � ４７３８６（１番人気）
複勝票数 計 ２０９０７４ 的中 � ５７９５６（１番人気）� ２３６３２（４番人気）� ３２１７４（２番人気）
枠連票数 計 １２５５０４ 的中 （２－６） １０６６４（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９７９０８ 的中 �� ２８８８１（３番人気）
馬単票数 計 ２８９７５０ 的中 �� １２２７０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５７４９ 的中 �� ９９０８（３番人気）�� １１５７２（２番人気）�� ５３４３（７番人気）
３連複票数 計 ５０７７６４ 的中 ��� ２６２６３（２番人気）
３連単票数 計 ９９５５１７ 的中 ��� １０６８７（１０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．３―３０．２―４３．６―５６．５―１：０９．１―１：２１．７―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ホワイトショウフク �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ビワハヤヒデ デビュー ２００７．１０．７ 京都１１着

２００５．５．７生 牡４芦 母 エビスショウフク 母母 エンポールコメン １８戦２勝 賞金 ２７，１７０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーバラ号は，平成２１年５月２１日まで平地競走に出走できない。



０８０３４ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

く ま の

熊 野 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

２４ � エックスダンス 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５１６－１４１：４７．９ ６．５�

１２ � ロックバルーン 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch
Bages Ltd ４５４－ ６１：４８．３２	 ５．４�

１１ リミットブレーカー 牡５黒鹿５７ 石橋 脩臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６ 〃 クビ ９．２�
３６ � ベ ニ バ ナ 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎ベニバナ組合 伊藤 伸一 門別 平成牧場 ４７６－ ２１：４８．５１ ８６．９�
５９ タニオブゴールド 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７６－ ４１：４８．６
 ５．２�
８１６ トミケンプライム 牡４栗 ５７ 浜中 俊冨樫 賢二氏 田島 良保 静内 落合 一巳 ４００± ０１：４８．７クビ １２．４�
５１０� ネイチャーグロウ 牡４青鹿５７ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４８４＋１２１：４９．０２ ８６．４	
２３ � レッドアワード 牡６黒鹿５７ 田辺 裕信広尾レース� 尾関 知人 米 Budget

Stable ５１８＋１０１：４９．１クビ ８３．５

６１１�� サザンウェルズ 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮武田 茂男氏 堀 宣行 豪 Premier

Bloodstock ４１４± ０１：４９．４１
 １４９．６�
７１４ ファイトザパワー �７鹿 ５７ 上野 翔山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４７４－ ２ 〃 ハナ ２１．０�
３５ マイネルビジュー 牡５栗 ５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４７２－ ６１：４９．６１� １５．３

６１２ マジカルスター 牡６栗 ５７ 大庭 和弥釘田 秀人氏 佐藤 吉勝 静内 石川牧場 ４８４± ０１：４９．８１� ５４．７�
４８ マイネルアテッサ 牡４芦 ５７ 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 三石 沖田 博志 ４９８＋ ４１：４９．９
 ６．９�
８１５ メジロラフィキ �４鹿 ５７ 藤岡 康太�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４７４－１０１：５０．４３ １８．７�
４７ � サクラデジタル 牡４栗 ５７ 中舘 英二�さくらコマース勢司 和浩 静内 新和牧場 ５２０＋ ４１：５０．７１
 ６．１�
７１３ アラマサロビンソン 牝４青 ５５ 田中 博康�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７２－ ６１：５４．０大差 ２２１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３０６，８００円 複勝： ２４，３３４，１００円 枠連： １８，８１０，２００円

普通馬連： ５７，５４３，１００円 馬単： ３８，６０７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６６１，３００円

３連複： ７４，３０４，９００円 ３連単： １４０，６２４，２００円 計： ３８９，１９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２６０円 � ２２０円 � ２９０円 枠 連（１－２） １，６３０円

普通馬連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ４，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １，３２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ６，９９０円 ３ 連 単 ��� ３６，５３０円

票 数

単勝票数 計 １６３０６８ 的中 � １９８０１（４番人気）
複勝票数 計 ２４３３４１ 的中 � ２４７５１（５番人気）� ３２６２６（２番人気）� ２０７２４（６番人気）
枠連票数 計 １８８１０２ 的中 （１－２） ８５６８（８番人気）
普通馬連票数 計 ５７５４３１ 的中 �� １９４４３（７番人気）
馬単票数 計 ３８６０７５ 的中 �� ６１８８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６６１３ 的中 �� ５９０１（７番人気）�� ３４０２（２０番人気）�� ５９４８（６番人気）
３連複票数 計 ７４３０４９ 的中 ��� ７８５３（２２番人気）
３連単票数 計１４０６２４２ 的中 ��� ２８４１（９３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．１―１２．５―１２．３―１１．９―１１．６―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３５．５―４８．０―１：００．３―１：１２．２―１：２３．８―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―３F３５．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

�エックスダンス �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ヘクタープロテクター

２００５．１．２９生 牡４鹿 母 ル カ ダ ン ス 母母 ダンスダンスダンス ５戦１勝 賞金 １１，０３９，０００円
地方デビュー ２００７．６．２１ 旭川

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラマサロビンソン号は，平成２１年４月２１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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイワオージー号
（非抽選馬）１０頭 エプソムブラスト号・オーシャンクルーズ号・カシノネロ号・クロチェーラ号・シデンカイ号・

シングンリターンズ号・マイネルフェスタ号・マイネルブリアー号・メイショウシーマ号・ユウフジ号



０８０３５ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�第２３回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・左）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

中日スポーツ総局賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ７３５，０００円 ２１０，０００円 １０５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

６１１ ジョーカプチーノ 牡３芦 ５６ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ４８８－ ４１：０８．９ ９．４�

５１０ カツヨトワイニング 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ３９６－ ８ 〃 クビ ２２．１�
３５ ル シ ュ ク ル 牝３芦 ５４ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４± ０１：０９．０クビ １３．３�
２３ レッドヴァンクール 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：０９．１� １２．１�
７１５ オメガユリシス 牡３鹿 ５６ 北村 友一原 	子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４５６－ ４ 〃 ハナ ２３．７�
８１６ アンジュアイル 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信安原 浩司氏 武田 博 浦河 赤田牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １７．５	
３６ トシザワイルド 牡３栗 ５６ 角田 晃一上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４７２－ ８１：０９．２
 ３７．０

４７ ラブチャーミー 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４３２＋ ６１：０９．５１
 ２１３．６�
５９ � トップオブピーコイ 牡３青鹿５６ 上村 洋行横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７０± ０ 〃 クビ １３４．２�
６１２ エイシンクエスト 牡３栗 ５６ 三浦 皇成平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５０４± ０ 〃 アタマ ５．５
２４ ス パ ラ ー ト 牡３黒鹿５６ 武 豊 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４２８± ０ 〃 アタマ ５．９�
８１８ メイショウアツヒメ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ４９４＋ ６１：０９．６クビ １２．６�
７１３ デグラーティア 牝３黒鹿５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５２－１４ 〃 クビ ８．６�
７１４ ゲットフルマークス 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ４８４－ ２１：０９．７クビ ９．６�
８１７ ジョーメテオ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４９８－ ２ 〃 クビ １９．１�
１１ ツルマルジャパン 牡３青 ５６ 中舘 英二鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８２－ ２１：０９．９１� １６．３�
４８ ノアウイニング 牝３鹿 ５４ 田中 健杉元 四男氏 福島 信晴 浦河 藤春 修二 ４３２－１２１：１０．０� ６０．５�
１２ キングスレガリア 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 中竹 和也 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５０－ ２ （競走中止） ２８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６１，８９５，８００円 複勝： ８３，９３９，８００円 枠連： ７７，７０７，４００円

普通馬連： ３４３，５７９，６００円 馬単： １６８，６８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，５２６，６００円

３連複： ４０７，３２９，５００円 ３連単： ７１８，４５０，０００円 計： １，９４９，１１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３５０円 � ５８０円 � ４４０円 枠 連（５－６） ４，９２０円

普通馬連 �� １７，８３０円 馬 単 �� ３０，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９６０円 �� ２，７８０円 �� ３，６９０円

３ 連 複 ��� ７６，０７０円 ３ 連 単 ��� ４８２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ６１８９５８ 的中 � ５２０２２（４番人気）
複勝票数 計 ８３９３９８ 的中 � ６６８４６（４番人気）� ３６４４８（１２番人気）� ５００３８（６番人気）
枠連票数 計 ７７７０７４ 的中 （５－６） １１６５９（２２番人気）
普通馬連票数 計３４３５７９６ 的中 �� １４２２７（７９番人気）
馬単票数 計１６８６８４３ 的中 �� ４０９６（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７５２６６ 的中 �� ５４２３（７０番人気）�� ７７９０（３５番人気）�� ５８３９（５９番人気）
３連複票数 計４０７３２９５ 的中 ��� ３９５２（３０１番人気）
３連単票数 計７１８４５００ 的中 ��� １０９９（１８０６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．０―１１．８―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．２―４５．０―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．７
３ １，８，１４（４，５）（３，７，１２）（６，１１，１３，１７）（１６，１８）－（１０，９）－１５＝２ ４ １，８（４，１４）５（３，１２）（６，７，１１）（１６，１３，１７）１８（１０，９）１５

勝馬の
紹 介

ジョーカプチーノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２００８．９．１３ 札幌２着

２００６．４．１１生 牡３芦 母 ジョープシケ 母母 ジョーユーチャリス ７戦３勝 賞金 ６１，６８４，０００円
〔競走中止〕 キングスレガリア号は，競走中に疾病〔左第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アグネスナチュラル号・アラマサローズ号・カシノブシドー号・コリコパット号・タマモハーバー号・

ブライティアピア号・ラガーシーキング号



０８０３６ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第１２競走 ��１，２００�
す ず か

鈴 鹿 特 別
発走１６時００分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

４８ アルティマトゥーレ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：０９．０ １．４�

２３ スペシャルポケット 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：０９．５３ １５．２�
７１３ オールタイムベスト 牝４青鹿５５ 藤田 伸二青山 洋一氏 池江 泰寿 門別 下河辺牧場 ４８６＋１２ 〃 クビ ３４．６�
６１２ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５５ 北村 友一�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７４＋ ２１：０９．６� ３１．８�
１１ ケンエンデバー 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介中西 健造氏 本田 優 新冠 グラッドホースパーク ４６２－ ８１：０９．７� １６６．５�
２４ オースミビーナス 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎	オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０± ０１：０９．８� ５０．１

５９ リトルビスケット 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 村山 明 静内 カントリー牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ ２１．５�
６１１ メ イ カ 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６０＋ ８ 〃 クビ ２３．６�
４７ レンデフルール 牝５青鹿５５ 宮崎 北斗 	グリーンファーム 矢野 英一 新冠 武田牧場 ４４４－１０１：０９．９クビ ４１．８
３６ ブルーミンバー 牝４鹿 ５５ 武 豊諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：１０．０� １０．８�
８１６ フランシール 牝５栗 ５５ 二本柳 壮岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７８－ ８１：１０．１� ２１．４�
８１７ キングスベリー 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４３０＋ ２１：１０．６３ ４５．０�
８１８ アンソロジー 牝５鹿 ５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４２８－１８ 〃 クビ ６１．０�
７１４ サマーエタニティ 牝４芦 ５５ 田中 博康セゾンレースホース	 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４９４－ ２１：１０．８１ １５２．８�
５１０� トミノドリーム 牝５黒鹿５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４７８± ０１：１０．９� ８５．３�
１２ ピンククラウド 牝５鹿 ５５ 岩部 純二星野 壽市氏 手塚 貴久 静内 桜井牧場 ５１２＋ ８１：１１．０� １６６．８�
７１５ コウヨウマリーン 牝４青鹿５５ 中舘 英二寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４６４－ ４１：１１．１クビ ４８．５�
３５ リマレックス 牝４栗 ５５ 上村 洋行�ファイブウィン 須貝 尚介 新冠 田渕牧場 ４４８± ０１：１１．５２� ４６．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，１７１，０００円 複勝： ５７，７４１，４００円 枠連： ２４，７７３，５００円

普通馬連： ８３，８８０，４００円 馬単： ６８，３２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６４５，０００円

３連複： １０６，２９９，３００円 ３連単： ２６０，７２４，６００円 計： ６６４，５５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２９０円 � ６２０円 枠 連（２－４） ６６０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ９３０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ７，３７０円 ３ 連 単 ��� １８，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３２１７１０ 的中 � １９２１９３（１番人気）
複勝票数 計 ５７７４１４ 的中 � ３４５１６３（１番人気）� ２６６７３（３番人気）� １０７１６（１１番人気）
枠連票数 計 ２４７７３５ 的中 （２－４） ２７７８５（３番人気）
普通馬連票数 計 ８３８８０４ 的中 �� ６２１２２（２番人気）
馬単票数 計 ６８３２３５ 的中 �� ４０２４９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６４５０ 的中 �� １８０６４（３番人気）�� ８０３８（９番人気）�� １６５４（４５番人気）
３連複票数 計１０６２９９３ 的中 ��� １０６４７（２２番人気）
３連単票数 計２６０７２４６ 的中 ��� １０３６７（４１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．６―１１．４―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．３―４５．７―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．７
３ ・（８，１３）（２，１５，１８）（３，９，１７，１６）１，１２（４，１４）１１（５，６，１０）７ ４ ８（１３，１５）（２，３，１８，１６）（１，９）１７（４，１２）（１１，１４）（６，１０）（５，７）

勝馬の
紹 介

アルティマトゥーレ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．１６ 阪神１着

２００４．４．１４生 牝５鹿 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス ６戦４勝 賞金 ４６，０３７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネアルデュール号
（非抽選馬） １頭 ハッピームード号



（２１中京２）第３日 ３月２１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 ２００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

２２５，７１０，０００円
１，７１０，０００円
６，２５０，０００円
２，３８０，０００円
２３，３４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，３０２，５００円
５，５０６，０００円
１，９８０，０００円

勝馬投票券売得金
２１７，２３３，６００円
３２７，３６０，２００円
２１９，２４３，７００円
７３３，２１８，３００円
４７１，０１４，９００円
２３７，８２５，８００円
９３４，２９６，９００円
１，６６９，５６３，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ４，８０９，７５７，１００円

総入場人員 １６，９３１名 （有料入場人員 １５，５２０名）




