
０８０６１ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ３，５００，０００
３，５００，０００

円
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

６１１ コ ロ ナ 牝３栗 ５４
５２ △荻野 琢真下河邉行信氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３２－ ６１：０１．３ ２６．９�

７１４ アッサムリーフ 牡３鹿 ５６
５３ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新冠 長浜 秀昭 ４５０－１２ 〃 同着 ７．５�

３６ アスタークリス 牡３芦 ５６ 岩田 康誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４３０＋ ２ 〃 クビ １．６�
１１ ダンサーズブロンド 牝３栗 ５４ 黛 弘人 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ３９４－ ８ 〃 ハナ ９．０�
２３ ハイウイング 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 田原橋本牧場 ４０６－ ８１：０１．７２� ３０．４�
１２ ワ ス ラ フ �３鹿 ５６ 西田雄一郎�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４６２－ ６１：０２．０２ ９６．５	
３５ ペティマイカパルア 牝３栗 ５４ 北村 友一畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４１２＋ ２ 〃 ハナ １１５．４

４７ ニチドウダイヤ 牝３鹿 ５４ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 三石 大平牧場 B４３６－１０ 〃 アタマ ３６．０�
８１６ オモイノママニ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸西村新一郎氏 境 直行 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２６＋ ２１：０２．２� ６．１�
２４ コメットシャワー 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎関 駿也氏 高橋 義博 新冠 八木 常郎 ４７２± ０１：０２．３� ５８．３
５９ エ ン ク ー 牡３栗 ５６ 赤木高太郎小林 薫氏 畠山 吉宏 新冠 中村農場 ４４６± ０ 〃 ハナ ５９．５�
７１３ フェアリールージュ 牝３栗 ５４ 田中 博康平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 ４７８＋ ２１：０２．５１� ２４．８�
８１５ トップワンダー 牡３栗 ５６ 南田 雅昭伊東 純一氏 南田美知雄 静内 酒井 亨 ４２０－ ４１：０２．７１� ２９９．４�
６１２ ロングワイズ 牡３栗 ５６ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５０２－ ６ 〃 クビ ９４．６�
５１０ テンシノリーダー 牝３鹿 ５４ 中村 将之杉谷 枡夫氏 松山 将樹 新ひだか 藤沢牧場 ４２６－ ４１：０２．８クビ ２１９．１�
４８ オーマイマミー 牝３黒鹿５４ 田面木博公星野 壽市氏 高松 邦男 日高 前野牧場 B４４８－１２１：０６．４大差 ３２７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，９５２，６００円 複勝： ２６，６５６，５００円 枠連： ９，９２０，３００円

普通馬連： ３１，１９４，３００円 馬単： ３１，５９４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０８９，１００円

３連複： ４５，８５０，７００円 ３連単： ７６，５８２，１００円 計： ２４７，８４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

１，２５０円
４１０円 複 勝 �

�
４２０円
１９０円 � １１０円 枠 連（６－７） ３，８２０円

普通馬連 �� ８，９７０円 馬 単 ��
��

１０，４８０円
８，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８７０円 ��

��
６７０円
３００円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 ���
���

２６，０４０円
２１，６８０円

票 数

単勝票数 計 １２９５２６ 的中 � ３８０８（６番人気）� １３６３７（３番人気）
複勝票数 計 ２６６５６５ 的中 � ６７２４（６番人気）� ２０３９４（３番人気）� １６５０８４（１番人気）
枠連票数 計 ９９２０３ 的中 （６－７） １９２０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ３１１９４３ 的中 �� ２５６８（２２番人気）
馬単票数 計 ３１５９４４ 的中 �� １１１２（４４番人気）�� １４１７（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３０８９１ 的中 �� １５３６（１８番人気）�� ４６７９（６番人気）�� １２５５８（２番人気）
３連複票数 計 ４５８５０７ 的中 ��� ９７２７（１０番人気）
３連単票数 計 ７６５８２１ 的中 ��� １０８５（１３８番人気） ��� １３０４（１１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．６―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３６．１―４８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ロ ナ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Affirmed デビュー ２００８．８．３１ 小倉９着

２００６．３．２８生 牝３栗 母 サンワッシュ 母母 End of Night ４戦１勝 賞金 ３，５００，０００円
市場取引馬

アッサムリーフ �
�
父 トワイニング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．１１．２３ 東京８着

２００６．３．１１生 牡３鹿 母 コクトハピネス 母母 ブルーベリーⅡ ５戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔制裁〕 エンクー号の騎手赤木高太郎は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーマイマミー号は，平成２１年４月２９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） ２頭 キタサンエンペラー号・クイーンヘッド号



０８０６２ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第２競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

５９ チョップチョップ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 近藤牧場 ４７６－ ４１：４７．７ １．７�

７１２ メイショウロッコー 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 武田 博 新冠 北星村田牧場 ４９０－ ２１：４８．０２ ６．６�
５８ ア ル マ ダ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小野 博郷氏 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 ４２６－ ２ 〃 ハナ ３３．７�
４７ ティアップメキラ 牡３鹿 ５６ 黛 弘人田中 昇氏 奥平 雅士 三石 山際牧場 ４８２＋ ４１：４９．２７ ２１０．４�
６１１� コスモナダル 牡３黒鹿５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５６＋ ６１：４９．５１� １０．５�
３５ ケージーカチボシ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一川井 五郎氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 B５３０± ０１：４９．６� １９．５�
８１４ シゲルサヌキフジ �３鹿 ５６ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ５２０－ ２１：４９．７クビ １０８．４	
４６ カセドラルパレス 牡３芦 ５６ 北村 友一小林 量氏 清水 出美 新冠 松浦牧場 ４５８± ０１：４９．９１	 ４９．０

３４ トレノペトリュス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ４．５�
６１０ サチノベストセラー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 新冠 駒沢 明憲 B４６２± ０１：５０．０クビ １１３．１�
８１５ センノバルダー 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰浅野 正敏氏 蛯名 信広 日高 大沢育成牧場 ４８６± ０１：５０．５３ ５５９．３
７１３ メイショウパフィン 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４３４－ ４１：５１．１３
 ２６９．８�
２２ マカディシチー 牡３栗 ５６

５３ ▲草野 太郎 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 大樹 大樹ファーム ４１２－ ４１：５１．８４ ２９９．４�
２３ ニシノサブリナ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ５０２＋ ４１：５１．９� ５５．５�
１１ バローリッチ 牡３黒鹿５６ 松田 大作深見 富朗氏 伊藤 伸一 新冠 坂元 芳春 ４７０ ― 〃 クビ ２０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，５４９，４００円 複勝： ２６，０１６，６００円 枠連： １０，１７７，８００円

普通馬連： ３１，８５６，２００円 馬単： ２９，１１４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，４２６，２００円

３連複： ４０，８２０，６００円 ３連単： ７０，４５７，３００円 計： ２３５，４１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ５４０円 枠 連（５－７） ４１０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ７５０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，２１０円 ３ 連 単 ��� ６，２８０円

票 数

単勝票数 計 １４５４９４ 的中 � ６８３３０（１番人気）
複勝票数 計 ２６０１６６ 的中 � １２９４７７（１番人気）� ３４７１７（３番人気）� ５７５５（７番人気）
枠連票数 計 １０１７７８ 的中 （５－７） １８７６８（２番人気）
普通馬連票数 計 ３１８５６２ 的中 �� ５７０５９（２番人気）
馬単票数 計 ２９１１４７ 的中 �� ３４０４９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２４２６２ 的中 �� ２１３３８（２番人気）�� ３５５５（８番人気）�� ２４７６（１２番人気）
３連複票数 計 ４０８２０６ 的中 ��� １３６３２（７番人気）
３連単票数 計 ７０４５７３ 的中 ��� ８２８３（１４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．１―２９．８―４２．８―５６．０―１：０９．０―１：２２．０―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

チョップチョップ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー ２００９．２．７ 小倉３着

２００６．５．２０生 牡３青鹿 母 メイショウデザート 母母 デ ザ ー ト ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円



０８０６３ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時０５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

６１１ ニシノラブキング 牡３栗 ５６ 内田 博幸西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４７６＋ ４２：０２．５ ５．９�

２４ コスモルマン 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 土田農場 ４９４± ０２：０２．９２� ４９．６�
４８ ヴァンクリマ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 早来 ノーザンファーム ５２２＋１０ 〃 クビ １４．６�
８１６ マイネルメビウス 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 野口牧場 ５０４＋ ４２：０３．０クビ １２．５�
４７ ティアップノブレス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘田中 昇氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ８ 〃 ハナ ７．６�
３６ ネオイユドゥレーヌ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６０－ ８２：０３．１� ２７．７	
７１５ マハロヌイロア 牡３栗 ５６ 西田雄一郎�ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 ４７０＋ ４２：０３．５２� ２１３．４

６１２ レインボースター 牡３青鹿５６ 北村 友一前田 幸治氏 坪 憲章 様似 猿倉牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ２８．５�
７１３ ウインヘリオス 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�ウイン 小島 太 新ひだか 鳥井牧場 ５２６± ０ 〃 アタマ １８．９�
５１０ フリージャズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋ ４２：０３．６クビ ２３９．６
５９ グレイスファミリー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ４２：０３．７� ３０．３�
３５ ホワイトコマンダー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ５００＋ ４ 〃 クビ ２９６．４�
７１４ 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 ４９８－ ４２：０３．９１� １．９�
８１７ ロマンチックデス 牡３栗 ５６ 生野 賢一小田切有一氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ６２：０４．５３� ２６８．７�
１１ メジロフィーバー 牡３栗 ５６

５４ △荻野 琢真�メジロ牧場 河内 洋 洞爺 メジロ牧場 ４５４± ０２：０４．７１� ２０．０�
８１８ ラインクラッシャー 牡３青鹿 ５６

５４ △丸田 恭介大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか パラダイス・ファーム B４３２－１４ 〃 ハナ １７３．０�
２３ テイエムソンゴクウ 牡３芦 ５６ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 鎌田 正嗣 ５０４＋ ８２：０５．６５ １２０．３�
１２ マーキスカット 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�ターフ・スポート鶴留 明雄 浦河 鵜木 唯義 ４９６ ―２：０７．１９ ９４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８１０，２００円 複勝： ２４，６１５，９００円 枠連： １１，７９９，０００円

普通馬連： ３４，７３７，０００円 馬単： ２９，０５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８１６，１００円

３連複： ４５，４８６，２００円 ３連単： ６７，７０４，３００円 計： ２４４，０２４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２２０円 � ９７０円 � ４３０円 枠 連（２－６） ９，７８０円

普通馬連 �� ９，６６０円 馬 単 �� １８，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� １，５７０円 �� １０，１９０円

３ 連 複 ��� ４０，８９０円 ３ 連 単 ��� １９２，１８０円

票 数

単勝票数 計 １６８１０２ 的中 � ２２７６０（２番人気）
複勝票数 計 ２４６１５９ 的中 � ３５８５６（２番人気）� ５７０２（１０番人気）� １４４４８（５番人気）
枠連票数 計 １１７９９０ 的中 （２－６） ８９１（２２番人気）
普通馬連票数 計 ３４７３７０ 的中 �� ２６５４（２９番人気）
馬単票数 計 ２９０５５８ 的中 �� １１３０（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８１６１ 的中 �� １６９０（２２番人気）�� ２２１３（１４番人気）�� ３２６（５９番人気）
３連複票数 計 ４５４８６２ 的中 ��� ８２１（９５番人気）
３連単票数 計 ６７７０４３ 的中 ��� ２６０（４７８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．１―１３．１―１３．１―１３．０―１２．９―１２．５―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３４．２―４７．３―１：００．４―１：１３．４―１：２６．３―１：３８．８―１：５０．５

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

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

２
４

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

ニシノラブキング �
�
父 Dalakhani �

�
母父 Unfuwain デビュー ２００８．８．２４ 札幌４着

２００６．３．２４生 牡３栗 母 イ ン ラ ヴ 母母 Nemesia ９戦１勝 賞金 １１，３５０，０００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 ディアチェンジ号



０８０６４ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１１時３５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

５７．７
５７．１

不良

稍重

５９ メジロシーゴー 牝４栗 ５５
５３ △丸田 恭介メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４４－ ２ ５９．９ ５．２�

６１２ ルーシーショー 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：００．１１� ５．２�
１１ レディオーロラ 牝４鹿 ５５ 田面木博公�富川牧場 高松 邦男 門別 富川牧場 B４４６－ ４１：００．３１ ２４．６�
３６ デットオアアライブ 牝４栗 ５５ 津村 明秀畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ５０２＋ ８１：００．５１ ２４．４�
３５ リッショウユーザー 牝４鹿 ５５

５３ △荻野 琢真熊坂 俊一氏 野中 賢二 新冠 松浦牧場 B４０２＋ ４ 〃 ハナ ８９．８�
２３ ケイティマイヒメ 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介瀧本 和義氏 吉岡 八郎 浦河 桑田牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ８．１	
４８ エフテーララーヤ 牝５黒鹿５５ 北村 友一深野 茂雄氏 尾関 知人 えりも 上島牧場 ４３２－ ４１：００．９２� １９．５

５１０ サウスエンピリカル 牝４青鹿５５ 藤田 伸二南波 壽氏 藤原 英昭 浦河 高岸 節雄 ４３８－ ４１：０１．２１� ４．６�
７１３ ピエネヴェーレ 牝５黒鹿５５ 田中 博康 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６６± ０ 〃 クビ ２７．１�
８１６ ラ イ カ ー ト 牝５芦 ５５ 内田 博幸 �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 B４７２＋ ６１：０１．３� ５．０
４７ ホリノティアラ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎堀川 義雄氏 菅原 泰夫 静内 光丘牧場 ４６０＋ ８ 〃 ハナ １２．７�
１２ ウインクルラッキー 牝４鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗塚本 能交氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４４８－１０１：０１．４� ２７．６�
７１４� ウェディングコパ 牝４鹿 ５５ 幸 英明小林 祥晃氏 牧 光二 門別 ヤナガワ牧場 ４８４＋２２１：０１．８２� ９１．８�
８１５ フラミニアンウェイ 牝４鹿 ５５ 黛 弘人吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ４１：０２．３３ ５１．３�
２４ � ドゥスマイル 牝６鹿 ５５

５２ ▲大下 智吉橋 計氏 高橋 裕 門別 本田 武雄 ４３８－１８１：０２．６２ ２１１．１�
６１１� ブリリアントスズカ 牝５鹿 ５５ 中村 将之永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 B５１２± ０１：０３．２３� ２９１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，８５３，９００円 複勝： １８，４７６，８００円 枠連： １１，７５５，２００円

普通馬連： ３１，０８８，７００円 馬単： ２４，１５４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８９８，７００円

３連複： ４１，３６６，４００円 ３連単： ５９，２２４，５００円 計： ２１０，８１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � ５３０円 枠 連（５－６） ４９０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，２６０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ７，７００円 ３ 連 単 ��� ３４，３１０円

票 数

単勝票数 計 １２８５３９ 的中 � １９５８８（４番人気）
複勝票数 計 １８４７６８ 的中 � ３０６７１（２番人気）� ３１５６０（１番人気）� ７０５１（８番人気）
枠連票数 計 １１７５５２ 的中 （５－６） １７９５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１０８８７ 的中 �� １９１７８（３番人気）
馬単票数 計 ２４１５４１ 的中 �� ７２８９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８９８７ 的中 �� ６４６９（３番人気）�� ２２５８（１２番人気）�� １４７１（２１番人気）
３連複票数 計 ４１３６６４ 的中 ��� ３９６７（１７番人気）
３連単票数 計 ５９２２４５ 的中 ��� １２７４（７６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．８―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．１―３４．９―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロシーゴー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．９．１７ 札幌１着

２００５．３．１５生 牝４栗 母 パシフィックベル 母母 ザ ス キ ー ト １８戦２勝 賞金 ３０，５２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ルーシーショー号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オタカラボックス号・コロナガール号



０８０６５ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時０５分 （芝・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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

６１１ エムオーミラクル 牝５黒鹿 ５５
５３ △丸田 恭介大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 ４６０＋ ２１：０９．８ ６．０�

５１０ ユキノハボタン 牝４栗 ５５ 横山 典弘遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４６２＋ ４ 〃 アタマ ２．８�
７１４ クインズプレイヤー 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４５０± ０１：１０．０１� ９．９�
４７ � デュヌラルテ 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４３８－ ２１：１０．１クビ ６．１�
８１７ プレンティフェスタ 牝４青 ５５ 上村 洋行 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：１０．２� １２．６�
８１８ レディセヴィリア 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 高橋 祥泰 三石 ケイアイファーム ４４６＋ ６１：１０．３クビ ８．１	
１２ エミネンツァベルタ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹平井 卓也氏 梅田 智之 浦河 中島牧場 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ４３．４

２４ � ウォルトンブッチ 牝４黒鹿５５ 松田 大作山田美喜男氏 田島 良保 静内 鹿嶋牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ ６２．９�
３５ � リッカビクトリー 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４３８－２９１：１０．５１ ５８．５�
２３ � オサナゴコロノキミ 牝４芦 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４３０－ ６ 〃 クビ １２０．１
６１２� ハートランドノリカ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗豊田 稔氏 須貝 彦三 浦河 小椋 智 ４３６－１３１：１０．６クビ ９９．２�
８１６ ミ テ ィ ー ク 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋１０ 〃 クビ １０．０�
１１ テンザンオトヒメ 牝６鹿 ５５ 川田 将雅平野 澄江氏 庄野 靖志 白老 白老ファーム ４５８± ０１：１０．７� １３３．３�
３６ マルターズアディラ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎藤田 在子氏 武市 康男 浦河 荻伏服部牧場 ４５８－１０１：１０．９１ １８２．０�
７１５ ワンモアグリッター 牝４栗 ５５ 福永 祐一松井 一三氏 須貝 尚介 新冠 長浜 秀昭 ４６６＋１８１：１１．０� ３６．７�
７１３� ア ピ ー ル 牝４栗 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４２４－３１ 〃 クビ １６９．３�
４８ ロコロンドン 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４７０－ ２１：１１．４２� ２８．１�
５９ � エスジーステラ 牝４青鹿５５ 幸 英明窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４１６－３０１：１１．５� １００．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，２２８，３００円 複勝： １８，２７０，１００円 枠連： １３，５２３，３００円

普通馬連： ３２，７７５，０００円 馬単： ２４，４９７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７１４，０００円

３連複： ４２，２１５，５００円 ３連単： ６５，３９５，１００円 計： ２２２，６１８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（５－６） ７６０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ８００円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� １１，６８０円

票 数

単勝票数 計 １３２２８３ 的中 � １７３８６（２番人気）
複勝票数 計 １８２７０１ 的中 � ２８１５１（３番人気）� ４３２００（１番人気）� １８３３１（４番人気）
枠連票数 計 １３５２３３ 的中 （５－６） １３３０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３２７７５０ 的中 �� ２７５５２（２番人気）
馬単票数 計 ２４４９７４ 的中 �� ８２８８（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７１４０ 的中 �� １０６５５（２番人気）�� ３６０９（１０番人気）�� ６７４６（３番人気）
３連複票数 計 ４２２１５５ 的中 ��� １５２８４（５番人気）
３連単票数 計 ６５３９５１ 的中 ��� ４１３５（２５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．６―１２．１―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．２―４６．３―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．６
３ ・（５，１８）（２，１６，１７）３（４，１２，１１）（１０，１４，１５）１（７，９）－（６，１３）＝８ ４ ５（１８，１６）（２，３，１７）（４，１２，１１）１０（１４，１５）（１，７）９（６，１３）＝８

勝馬の
紹 介

エムオーミラクル �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００６．９．９ 中山３着

２００４．４．２４生 牝５黒鹿 母 ミラクルムテキ 母母 ノーザンフラワー ２７戦２勝 賞金 ３１，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アキノジャブ号



０８０６６ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５５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

４８ ケイジージュニアー 牡４青鹿５７ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 ４９６＋ ６１：４６．５ １４．１�

７１４ ナ リ タ ベ ガ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三�オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム B５１０－ ２ 〃 ハナ ８．５�
８１６ アイソトープ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ３．２�
６１２ ギルティストライク �５黒鹿５７ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８２＋ ２１：４６．６クビ ５．１�
３６ マイネルパルティア 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４８６－ ２１：４６．７� ６．２�
５１０� スリーサンビーム 牡４黒鹿 ５７

５５ △荻野 琢真永井商事� 野村 彰彦 新冠 海馬沢 明 ４８２＋ ２１：４６．８� ２３．４	
３５ エプソムスタウト 牡５鹿 ５７

５５ △丸田 恭介 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４８２＋ ４１：４６．９クビ ６９．６


１２ � メモリーセレソン 牡７芦 ５７ 西田雄一郎�シンザンクラブ 福永 甲 門別 藤本 直弘 ４５２＋ ２１：４７．０	 １１５．７�
６１１� タマモサプライズ �４鹿 ５７ 幸 英明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７４－ ６１：４７．２１
 ５７．７�
７１３ ナリタシャトル 牡４黒鹿５７ 河北 通�オースミ 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ５０２＋１０１：４７．５２ ８９．１
８１５� フラッグラッシュ 牡４栗 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 村山 明 静内 岡田牧場 ５０４－ ２１：４７．７１	 ３１．９�
２４ トシザカイモン 牡５芦 ５７ 上村 洋行上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５００＋ ２１：４７．８クビ ５．２�
１１ スマートキャスター 牡４青 ５７ 藤岡 佑介大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８６＋１２１：４７．９	 ５４．８�
２３ � ト ラ ン プ 牡５鹿 ５７ 北村 友一冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５００－ ２１：４８．９６ ２０．５�
４７ シルクデューク 牡７鹿 ５７ 田島 裕和有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 早田牧場新

冠支場 B４８４＋ ６１：５０．５１０ ６５．９�

（１５頭）
５９ パワークルセダー 牡７栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗�まの 成島 英春 三石 本桐牧場 ４９８± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １２，４４８，４００円 複勝： １９，１１８，２００円 枠連： １１，６３０，９００円

普通馬連： ３２，３３４，７００円 馬単： ２４，６１５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０７３，３００円

３連複： ４２，９５５，６００円 ３連単： ６６，７５１，５００円 計： ２２２，９２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ４００円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（４－７） ５，０８０円

普通馬連 �� ６，６００円 馬 単 �� １５，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� １，０４０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ６，９１０円 ３ 連 単 ��� ６１，９７０円

票 数

単勝票数 差引計 １２４４８４（返還計 １２５３） 的中 � ６９９２（６番人気）
複勝票数 差引計 １９１１８２（返還計 ２４５４） 的中 � ９９１６（６番人気）� ２０４８８（５番人気）� ４２９４５（１番人気）
枠連票数 差引計 １１６３０９（返還計 １８９） 的中 （４－７） １６９０（１７番人気）
普通馬連票数 差引計 ３２３３４７（返還計 ９０９６） 的中 �� ３６２０（２２番人気）
馬単票数 差引計 ２４６１５０（返還計 ７１７５） 的中 �� １１５７（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １３０７３３（返還計 ５５２７） 的中 �� １９４４（１９番人気）�� ３０３１（１３番人気）�� ７７２８（３番人気）
３連複票数 差引計 ４２９５５６（返還計 ２４５８４） 的中 ��� ４５９０（１９番人気）
３連単票数 差引計 ６６７５１５（返還計 ３６５７５） 的中 ��� ７９５（１８５番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．５―１２．５―１２．６―１３．２―１３．２―１２．６―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．３―４１．８―５４．４―１：０７．６―１：２０．８―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３８．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ケイジージュニアー �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ホスピタリテイ デビュー ２００７．１１．１０ 東京１２着

２００５．４．１５生 牡４青鹿 母 シノコンコルド 母母 コーワサクシード １３戦２勝 賞金 １９，０９０，０００円
〔競走除外〕 パワークルセダー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左飛節部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 スリーサンビーム号の調教師野村彰彦は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パワークルセダー号は，平成２１年３月３０日から平成２１年４月２８日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コアレスナイナー号
（非抽選馬） ２頭 スリープレアデス号・ダンスワイズ号



０８０６７ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２５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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

１２ フサイチダイチャン 牡４鹿 ５７ 四位 洋文岡田 牧雄氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９８＋１０１：４９．６ ２．０�

４７ ピサノロンシャン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸市川 義美氏 安達 昭夫 静内 田中 裕之 ４７４± ０ 〃 クビ ５．８�
３５ セイカカリンバ �４黒鹿５７ 北村 友一久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６４－ ４１：４９．７� ８１．９�
２４ サンアイブライト 牝５鹿 ５５ 川田 将雅福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ５０２－ ２１：５０．２３ １０．８�
６１２� パブリッシャー 牡６鹿 ５７ 福永 祐一吉田 千津氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２ 〃 クビ ５３．３�
８１６� ミスフェイスフル 牝６鹿 ５５ 津村 明秀�口 正蔵氏 須貝 彦三 浦河 馬道 繁樹 ４７０＋１８ 〃 ハナ １２７．９�
８１５ マルカレガート 牡４鹿 ５７ 横山 典弘河長産業	 増本 豊 門別 日高大洋牧場 ４５８＋ ６１：５０．３� ６．５

７１３ ショウナンアルス 牝６青 ５５ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B４７４＋２２１：５０．４クビ ２１．５�
４８ メタルビーズ 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４０８＋ ２ 〃 アタマ ３９．３
２３ マイネフルーレ 牝４黒鹿 ５５

５３ △丸田 恭介 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ５９．７�

６１１ コスモアイリス 牝４鹿 ５５ 田中 博康岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 宝寄山 忠則 ４４８± ０１：５０．７１� １２６．９�
７１４ ドナフュージョン 牝４黒鹿 ５５

５３ △荻野 琢真山田 貢一氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 ４４６＋ ８ 〃 ハナ ９２．６�
１１ � ジュワユース 牡７鹿 ５７ 南田 雅昭永田 和彦氏 佐々木亜良 早来 ノーザンファーム ４６８－ ９１：５０．９１� ３０．０�
５１０ ド マ ー ニ 牡６鹿 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４－ ６１：５１．０クビ ９．２�
５９ � ブラボーデイ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４２８－２３１：５１．２１ ７６．５�
３６ メイショウベーネ 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 辻 牧場 ４３６－ ８１：５１．４１	 ２７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，０５９，１００円 複勝： １３，４９７，０００円 枠連： １１，７７９，３００円

普通馬連： ３０，７７２，０００円 馬単： ２５，３４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８２３，７００円

３連複： ３８，２６５，１００円 ３連単： ６２，４４６，５００円 計： ２０４，９８４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ７５０円 枠 連（１－４） ４１０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２，５９０円 �� ５，８７０円

３ 連 複 ��� １１，２３０円 ３ 連 単 ��� ３３，３００円

票 数

単勝票数 計 １２０５９１ 的中 � ４８３０７（１番人気）
複勝票数 計 １３４９７０ 的中 � ３６８７５（１番人気）� １９４０４（２番人気）� ３０９６（１１番人気）
枠連票数 計 １１７７９３ 的中 （１－４） ２１４３０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３０７７２０ 的中 �� ４２７５２（１番人気）
馬単票数 計 ２５３４１３ 的中 �� ２０９７５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８２３７ 的中 �� １３１７３（１番人気）�� ９１９（３１番人気）�� ３９８（５４番人気）
３連複票数 計 ３８２６５１ 的中 ��� ２５１６（３５番人気）
３連単票数 計 ６２４４６５ 的中 ��� １３８４（８２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．１―１２．９―１２．４―１２．２―１１．５―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．１―５０．０―１：０２．４―１：１４．６―１：２６．１―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
１
３
５，１６，１（４，１１）３（７，１５）（１０，１３）（８，９）（２，１４）６，１２
５（１６，１１，２）（１，４）（１５，１２）（７，１４）（３，１３）（８，１０，６）－９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチダイチャン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．３．２３ 阪神１着

２００５．３．１４生 牡４鹿 母 サドラーズメイド 母母 Amazer ６戦２勝 賞金 １８，２８８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カシノネロ号・カシノベガスター号・メイショウシーマ号



０８０６８ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第８競走 ��
��２，０００�

あ つ た

熱 田 特 別
発走１３時５５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 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

８１６�� ダイワオージー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一大城 敬三氏 嶋田 功 豪 Katom, Chel-
ston Ireland Ltd ５１６－ ４２：０１．０ ３．７�

７１４� ゼットスピール 	４栗 ５７ 佐藤 哲三�フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett B４７０－１６２：０１．１
 ３６．７�
４８ タンホイザー 牡４青 ５７ 池添 謙一門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４７４± ０２：０１．２� ７．５�
１１ ヴ ィ ジ レ 牡４青 ５７ 川田 将雅藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８２－ ６２：０１．３� ９．２�
５１０ ウォーボネット 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７０－ ６２：０１．４� ６．９�
３６ コスモザガリア 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ５０２＋ ２２：０１．６１� １５．０�
２４ ニ キ テ ィ ス 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介田中 晴夫氏 矢作 芳人 静内 藤平 和実 ５００－１８２：０１．７� ６．７	
２３ スマートファントム 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ６２：０１．８クビ １６．１

７１３ ナムラチェンジ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ９．５�
８１８� マルイチキセキ 牡５黒鹿５７ 北村 友一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 静内 岡野牧場 ４３８＋ ６２：０２．０１ ９６．７�
１２ � ブルーアンビシャス 牡４青鹿５７ 横山 典弘 ブルーマネジメント森 秀行 三石 加野牧場 ５０２＋１０２：０２．１� ４５．１�
７１５ デルマアルタイル 牡４栗 ５７ 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４９０－ ４ 〃 クビ ２０７．５�
６１１� サクラインパルス 牡４青 ５７ 赤木高太郎さくらコマース羽月 友彦 静内 西村 和夫 ４７８－ ４ 〃 ハナ ３５．２�
４７ エアクラマン 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎 ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４７０－ ２２：０２．３１� １２０．２�
６１２ テイエムモモタロー 牡４青鹿５７ 生野 賢一竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４３６－１４２：０２．４
 １６６．５�
５９ ロフティソル 牡６栗 ５７ 幸 英明大原 詔宏氏 境 直行 静内 田中 裕之 ４８２＋ ２２：０２．５� ４０．９�
３５ �� シャンパンスコール 牡４芦 ５７ 四位 洋文山本 英俊氏 尾関 知人 愛 Lodge

Park Stud ５１４－ ４２：０３．３５ １７．８�
８１７� クロチェーラ 牝５黒鹿５５ 上村 洋行藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ４８４－１０２：０３．６１
 ３３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，１６６，３００円 複勝： ２４，０２８，１００円 枠連： １５，２８５，９００円

普通馬連： ４７，５０６，４００円 馬単： ３１，２０７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５９６，２００円

３連複： ６０，７６５，４００円 ３連単： １０１，６４１，２００円 計： ３１２，１９６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ８３０円 � ２２０円 枠 連（７－８） ６９０円

普通馬連 �� ６，３２０円 馬 単 �� １０，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１５０円 �� ５５０円 �� ３，２１０円

３ 連 複 ��� １３，０３０円 ３ 連 単 ��� ８５，４４０円

票 数

単勝票数 計 １５１６６３ 的中 � ３２８４６（１番人気）
複勝票数 計 ２４０２８１ 的中 � ５９９８５（１番人気）� ５３２８（１２番人気）� ２７６１５（３番人気）
枠連票数 計 １５２８５９ 的中 （７－８） １６４７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７５０６４ 的中 �� ５５５３（２９番人気）
馬単票数 計 ３１２０７２ 的中 �� ２２８４（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５９６２ 的中 �� １８４０（２９番人気）�� ８１１４（３番人気）�� １２１６（３９番人気）
３連複票数 計 ６０７６５４ 的中 ��� ３４４３（４４番人気）
３連単票数 計１０１６４１２ 的中 ��� ８７８（２７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．１―４７．７―１：００．４―１：１２．７―１：２５．０―１：３７．２―１：４８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�
�
ダイワオージー �

�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Last Tycoon

２００４．１１．９生 牡５鹿 母 Mattiocco 母母 Purchasepaperchase １６戦１勝 賞金 ２５，７５９，０００円
初出走 JRA



０８０６９ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

み か わ

三 河 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

５１０ ゲットブラック 牡５栗 ５７ 松田 大作幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 ガーベラパー
クスタツド ５０８－ ２１：０８．８ ２．８�

１２ マルカベスト 牡４栗 ５７ 池添 謙一河長産業� 鶴留 明雄 様似 猿倉牧場 ４６４－ ８１：０８．９� ４．３�
７１３ メイショウローラン 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４６８－ ６１：０９．０� １１．２�
３５ ルミナスハーバー 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：０９．１� ６．９�
３６ 	 ワンダータバスコ 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介山本 信行氏 羽月 友彦 三石 米田牧場 ４８８－ ２ 〃 アタマ ７９．２�
８１６	 メイショウカーター 牡６鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４７６－ ２１：０９．４１� ８．３	
２３ 
 コンゴウリュウオー 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二金岡 久夫氏 山内 研二 米 Runnymede

Farm Inc et al ４９８－１０ 〃 クビ ２３．０

８１８ ハギノハーセルフ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５８－ ４１：０９．５クビ ４１．７�
４７ トッケンショウブ 牡６黒鹿５７ 丸田 恭介小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ５２０－ ６ 〃 ハナ ４７．７�
７１４ クリールバレット 牡５鹿 ５７ 黛 弘人横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４６８± ０ 〃 ハナ ６６．６
８１７ セフティバーニング 牡６鹿 ５７ 幸 英明池田 實氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 B４７２± ０ 〃 同着 ５６．６�
５９ エーティーホーオー 牡７鹿 ５７ 内田 博幸荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４３６± ０１：１０．０３ ２８．７�
６１１ トーセンレーサー 牡８鹿 ５７ 赤木高太郎島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 岡田スタツド B４６０－ ８１：１０．１クビ ７３．６�
２４ シルクパナシア 牡４鹿 ５７ 福永 祐一有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６６± ０１：１０．３１� １５．１�
７１５ タケデンサンバ 牝６栗 ５５ 高橋 智大武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４７０－１４１：１０．６２ ２５５．６�
４８ シゲルダイハッカイ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅森中 蕃氏 須貝 尚介 静内 静内フアーム ４７４＋ ８ 〃 アタマ ４９．９�
１１ ノボリデューク 牡４青 ５７ 四位 洋文原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４７４－ ４１：１１．１３ ３６．９�
６１２ マイネルグロッソ 牡７鹿 ５７ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５２６＋ ４１：１１．２クビ ９８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，１０７，７００円 複勝： ３１，８３９，６００円 枠連： １８，４８９，２００円

普通馬連： ７１，６３３，０００円 馬単： ４２，９８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０６５，１００円

３連複： ８６，４３５，２００円 ３連単： １６５，０７５，８００円 計： ４５７，６２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（１－５） ４９０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ５５０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� ７，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２０１０７７ 的中 � ５８４４３（１番人気）
複勝票数 計 ３１８３９６ 的中 � ７７２５０（１番人気）� ４７１１２（２番人気）� ２５３５２（５番人気）
枠連票数 計 １８４８９２ 的中 （１－５） ２８１２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１６３３０ 的中 �� ８５５４９（１番人気）
馬単票数 計 ４２９８０５ 的中 �� ２２７９５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０６５１ 的中 �� ２１０３１（１番人気）�� ９２２２（３番人気）�� ５１７４（８番人気）
３連複票数 計 ８６４３５２ 的中 ��� ２８７８４（３番人気）
３連単票数 計１６５０７５８ 的中 ��� １５６１１（７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．１―１０．９―１２．１―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．０―３２．９―４５．０―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲットブラック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００７．２．１０ 京都２着

２００４．５．５生 牡５栗 母 タイキビューティー 母母 サウンドビューティ １０戦４勝 賞金 ４５，２２６，０００円
〔制裁〕 ルミナスハーバー号の騎手上村洋行は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１３番・１６番への進路影

響）
〔その他〕 シゲルダイハッカイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シゲルダイハッカイ号は，平成２１年４月２９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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キヲウエタオトコ号・テイクザホーク号



０８０７０ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第１０競走 ��
��１，７００�

おけはざま

桶狭間ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５７�，牝馬２�
減

賞 品
本 賞 １７，５００，０００円 ７，０００，０００円 ４，４００，０００円 ２，６００，０００円 １，７５０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

３６ アドマイヤダンク 牡５栗 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４９６－ ４１：４５．６ ２．１�

５１０ ポ ー ト ラ ヴ 牡５栗 ５７ 赤木高太郎水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５５０－ ２１：４６．０２� ２９．８�
８１６ ジェントルフォーク 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７２－ ２１：４６．１クビ ９．１�
３５ ウエスタンマックス 牡７鹿 ５７ 津村 明秀西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ５０２± ０１：４６．４２ １５．９�
６１１ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５７ 福永 祐一鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４７６＋ ４ 〃 アタマ ２６．５�
７１３ コウジンアルス 牡７栗 ５７ 勝浦 正樹加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４９２－ ２１：４６．６１� ６７．９�
６１２ ス ペ ラ ー レ 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２＋ ２１：４６．７� ３．３	
１１ セフティーステージ 牡７鹿 ５７ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９４－ ４１：４６．８� １０７．７

７１４ ゼンノトレヴィ 牡７黒鹿５７ 田島 裕和大迫久美子氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ５６４＋ ４ 〃 ハナ １０２．４�
４８ ランダムシード 牡７黒鹿５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 静内 畠山牧場 ４９４－１２１：４６．９クビ ２７．６�
４７ ケイアイスイジン 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４７０－ ４１：４７．１１� １３．９
２４ プログレスエバー 牡６鹿 ５７ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５７６＋ ４１：４７．３１ １０４．０�
５９ 	 トップジャイアンツ 牡４鹿 ５６ 松田 大作横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４８２＋ ２１：４７．４クビ ３６．１�
１２ キーンゲイル 
６黒鹿５７ 佐藤 哲三前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５００＋ ２ 〃 クビ ３０．５�
８１５ ナムラスピード 牡６栗 ５７ 幸 英明奈村 信重氏 大橋 勇樹 静内 野坂牧場 B５００＋ ２１：４７．６１� ６３．６�
２３ サンライズボンバー 牡６鹿 ５７ 上村 洋行松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ５１０＋ ８１：４８．１３ ７７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１０１，６００円 複勝： ３１，０２５，２００円 枠連： ２１，５４６，３００円

普通馬連： ８８，０６７，４００円 馬単： ５５，９１２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５２５，２００円

３連複： １０９，４９８，４００円 ３連単： ２００，５４９，０００円 計： ５５５，２２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １５０円 � ７００円 � ２４０円 枠 連（３－５） １，７４０円

普通馬連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ５，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ４７０円 �� ３，９６０円

３ 連 複 ��� ９，６００円 ３ 連 単 ��� ３８，２００円

票 数

単勝票数 計 ２３１０１６ 的中 � ８７０４９（１番人気）
複勝票数 計 ３１０２５２ 的中 � ７８３６０（２番人気）� ８３６９（９番人気）� ３２６４９（３番人気）
枠連票数 計 ２１５４６３ 的中 （３－５） ９１７２（６番人気）
普通馬連票数 計 ８８０６７４ 的中 �� １６６２４（１２番人気）
馬単票数 計 ５５９１２９ 的中 �� ７２６９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５２５２ 的中 �� ４５４３（１３番人気）�� １４８４５（２番人気）�� １４８５（３９番人気）
３連複票数 計１０９４９８４ 的中 ��� ８４２３（２８番人気）
３連単票数 計２００５４９０ 的中 ��� ３８７５（９８番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．６―１３．３―１２．９―１２．３―１２．８―１２．３―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．９―２９．５―４２．８―５５．７―１：０８．０―１：２０．８―１：３３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤダンク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２６ 札幌３着

２００４．４．９生 牡５栗 母 ロイヤルカード 母母 アドマイヤラピス ９戦５勝 賞金 ６１，１２６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 アクセルファイヤー号・アグネスマクシマム号・アドマイヤスワット号・エアマックール号・オシャレキング号・

カネトシリベルテ号・コロナグラフ号・ソラメンテウナベス号・ダイイチミラクル号・タガノエスペランサ号・
トーホウアタック号・ハードシーキング号・フォグキャスケード号・ボクノタイヨウ号・ヤマタケゴールデン号



０８０７１ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�第３９回高 松 宮 記 念（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

４歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５７�，牝馬２�減
名古屋市長賞・名古屋競馬株式会社賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９５，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，５００，０００円
付 加 賞 ３，９９０，０００円 １，１４０，０００円 ５７０，０００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

レースレコード

１：０６．７
１：０６．５
１：０７．１

良

良

良

７１３ ローレルゲレイロ 牡５青鹿５７ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６８± ０１：０８．０ ７．６�

２４ スリープレスナイト 牝５鹿 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：０８．１� ３．５�
１２ ソルジャーズソング 牡７栗 ５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５１２＋ ４１：０８．３１� ５２．０�
３５ トウショウカレッジ 牡７鹿 ５７ 内田 博幸トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５８＋ ４ 〃 ハナ ２１．２�
１１ 	 コ ス モ ベ ル 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.

Frazier ４５８＋ ８１：０８．４� ４３．９�
４８ 	 ファリダット 牡４青鹿５７ 四位 洋文前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４６８－ ６ 〃 クビ ６．２	
２３ 	 アポロドルチェ 牡４青鹿５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６８－ ４１：０８．７１
 ４８．３

４７ アーバンストリート 牡５芦 ５７ 福永 祐一後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５０－ ２ 〃 アタマ １５．４�
８１７ スプリングソング 牡４青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５０８± ０ 〃 アタマ ４２．１�
５９ 	 キンシャサノキセキ 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture B４９４－ ４１：０８．８クビ ９．０
７１４ ドラゴンファング 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４８２± ０ 〃 クビ １８．５�
３６ ウエスタンダンサー 牝５鹿 ５５ 川田 将雅西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９４－ ４１：０８．９� ４５．１�
６１１ アイルラヴァゲイン 牡７鹿 ５７ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５０２－１４ 〃 ハナ １７４．８�
７１５� アーバニティ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：０９．０クビ １１．１�
６１２ ヘイローフジ 牝６栗 ５５ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ８２．７�
８１６ ビービーガルダン 牡５青鹿５７ 武 幸四郎�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B５０２＋ ２１：０９．２１� ７．９�
５１０ ファイングレイン 牡６黒鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４９６－ ６１：０９．４１ １７．４�
８１８ ジョイフルハート 牡８栗 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４１：１１．５大差 １８７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２５，５５３，０００円 複勝： ３６２，４１２，５００円 枠連： ４９８，３３２，８００円

普通馬連： ２，３０５，４５４，７００円 馬単： １，１６７，７４３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４５２，７１８，２００円

３連複： ２，５６６，０８８，９００円 ３連単： ５，５１６，７０５，９００円 計： １３，１９５，００９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ９１０円 枠 連（２－７） ７３０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ５，６９０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ３５，８４０円 ３ 連 単 ��� １９１，１４０円

票 数

単勝票数 計３２５５５３０ 的中 � ３３９２１０（３番人気）
複勝票数 計３６２４１２５ 的中 � ４３９７４６（３番人気）� ６５４７３４（１番人気）� ７９６２８（１３番人気）
枠連票数 計４９８３３２８ 的中 （２－７） ５０７４７７（１番人気）
普通馬連票数 計２３０５４５４７ 的中 �� ９７４０４４（３番人気）
馬単票数 計１１６７７４３８ 的中 �� １９５５１６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計４５２７１８２ 的中 �� １６０３１９（３番人気）�� １８９０１（７３番人気）�� ３３７６７（４５番人気）
３連複票数 計２５６６０８８９ 的中 ��� ５２８４２（１２０番人気）
３連単票数 計５５１６７０５９ 的中 ��� ２１３０１（６２１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．９―１１．５―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．１―４４．６―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．９
３ １３，１４（４，６，９，１８，１６）１０（１，２，１５，１７）（５，７，１１）（８，１２）３ ４ １３（６，９，１４）（４，１０，１６）（１，２）（５，７，１８，１７）（１５，８，１１）（３，１２）

勝馬の
紹 介

ローレルゲレイロ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー ２００６．６．１７ 函館１着

２００４．５．３生 牡５青鹿 母 ビッグテンビー 母母 モ ガ ミ ヒ メ ２２戦４勝 賞金 ３８３，９９４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ソルジャーズソング号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番・１６
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２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２０頭 アポロフェニックス号・インプルーヴ号・キングトップガン号・クリーン号・コレデイイノダ号・サクラビジェイ号・

サンダルフォン号・シルクビッグタイム号・ステキシンスケクン号・セレスハント号・ドリームシグナル号・
ハギノトリオンフォ号・ヒシオフェンス号・ベストオブミー号・ベルーガ号・マイネルスケルツィ号・
マルブツイースター号・メガトレンド号・ロイヤルキャンサー号・ワンダークラフティ号



０８０７２ ３月２９日 晴 良 （２１中京２）第６日 第１２競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２５分 （ダート・左）

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

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

２４ ダノンジュピター 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８６－ ４１：４６．１ ８．９�

７１４ サンライズラッシュ 牡４栗 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４５２－１２ 〃 ハナ ６．０�
８１５ アイノレグルス 牡４鹿 ５７ 上村 洋行田中 一成氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４５８－ ２１：４６．３１� ２５．３�
３６ � タガノショータイム 牡５黒鹿５７ 赤木高太郎八木 良司氏 吉田 直弘 浦河 川越牧場 ５０８± ０１：４６．４� １１．３�
５１０ テンザンコノハナ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文平野 澄江氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ５００－ ２１：４６．７２ １７．６�
４８ � トーセンマンボ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５３８± ０１：４６．８� ７．０	
２３ マイグローリアス 牡７芦 ５７ 勝浦 正樹五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５１６－ ４１：４７．０１� ７１．７

７１３� ラガーチトセオー 牡７鹿 ５７ 川田 将雅奥村 啓二氏 大久保龍志 門別 有限会社

飯田牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ １０７．１�
６１１ キクノプログレッソ 牡６鹿 ５７ 幸 英明佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５１０－ ４１：４７．１クビ ３７．６�
４７ ブ レ イ バ ー 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４７８＋ ２１：４７．２� １１．１
６１２� ブロックバスター 牡４黒鹿５７ 福永 祐一前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ４９６－ ３１：４７．６２� ４８．８�
１２ タンゴノセック 牡５鹿 ５７

５５ △荻野 琢真�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川フアーム ４７２－ ６１：４７．７クビ ３１．３�
３５ ブルーフェアプレー 牝６鹿 ５５ 中村 将之 �ブルーマネジメント武田 博 新冠 川上 悦夫 ４８８± ０ 〃 クビ １４６．５�
１１ ニューロザリオ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４８０＋ ６１：４７．９１� ３２．１�
８１６ アップカントリー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４９８－ ４１：４８．９６ ２０．４�
５９ ルシフェリン 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ２１：５５．７大差 ２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６７６，０００円 複勝： ３８，９１０，７００円 枠連： ２９，０９２，０００円

普通馬連： １１１，８６６，２００円 馬単： ６７，４７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６３０，７００円

３連複： １２８，８７０，８００円 ３連単： ２７７，００８，６００円 計： ７１１，５３１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３１０円 � ２６０円 � ６４０円 枠 連（２－７） ２，３４０円

普通馬連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ６，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ２，７７０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� ２２，８６０円 ３ 連 単 ��� １２２，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２５６７６０ 的中 � ２２９３１（４番人気）
複勝票数 計 ３８９１０７ 的中 � ３４３７８（４番人気）� ４４７６３（３番人気）� １４１３４（８番人気）
枠連票数 計 ２９０９２０ 的中 （２－７） ９１８５（１０番人気）
普通馬連票数 計１１１８６６２ 的中 �� ２９３８０（８番人気）
馬単票数 計 ６７４７６３ 的中 �� ８１９８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６３０７ 的中 �� ８４５２（７番人気）�� ２８５２（３０番人気）�� ２７８２（３３番人気）
３連複票数 計１２８８７０８ 的中 ��� ４１６２（７４番人気）
３連単票数 計２７７００８６ 的中 ��� １６７４（３７２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．８―１３．５―１３．１―１２．３―１２．６―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．７―２９．５―４３．０―５６．１―１：０８．４―１：２１．０―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．７
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンジュピター �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．１１．１７ 京都６着

２００５．２．１生 牡４栗 母 レディーマーゴット 母母 Bold Lady １１戦２勝 賞金 ２６，６９０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔その他〕 ルシフェリン号は，競走中に疾病〔左第１趾骨粉砕骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ゲットクール号



（２１中京２）第６日 ３月２９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 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

３６４，３１０，０００円
３，４１０，０００円
２９，９９０，０００円
７，６５０，０００円
３９，２５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

７１，７０２，０００円
５，８６６，０００円
１，９８０，０００円

勝馬投票券売得金
５０４，５０６，５００円
６３４，８６７，２００円
６６３，３３２，０００円
２，８４９，２８５，６００円
１，５５３，６９３，４００円
６３６，３７６，５００円
３，２４８，６１８，８００円
６，７２９，５４１，８００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 １６，８２０，２２１，８００円

総入場人員 ３８，９３３名 （有料入場人員 ３６，７２１名）



平成２１年度 第２回中京競馬 総計

競走回数 ７２回 出走延頭数 １，１８６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

１，３４６，０８０，０００円
３１，５３０，０００円
８４，２１０，０００円
１７，８００，０００円
１３６，１９０，０００円
５２７，０００円
５２７，０００円

４１６，４７７，０００円
３２，１１４，０００円
１１，７４１，４００円

勝馬投票券売得金
１，４６４，４７４，１００円
２，０６２，６２８，２００円
１，７０８，５９６，８００円
６，２５９，０２６，２００円
３，８０９，６２７，６００円
１，７４７，０９８，２００円
７，７１２，３３１，８００円
１４，８９１，８６８，８００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 ３９，６５５，６５１，７００円

総入場延人員 １１３，１６１名 （有料入場延人員 １０４，２３８名）




