
０６０２５ ３月７日 晴 不良 （２１中山２）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１２ フレアリングローズ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４７６＋ ２１：１１．３ １２．２�

４７ ウインバンディエラ 牡３栗 ５６ 内田 博幸�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４５６－ ８１：１１．４� ４．４�
５９ マッドマックス 牡３鹿 ５６ 的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５１０－１２１：１１．５� ９．１�
６１０ ミッキーシュタルク 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成野田みづき氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ８１：１１．６クビ １．４�
２３ ガイアファイア 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一千葉 正人氏 嶋田 潤 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４６０＋ ２１：１２．７７ ４０．０�
３４ シルクスフィーダ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４６６± ０１：１３．０１� ９０．８�
５８ モルフェキセキ 牝３鹿 ５４ 御神本訓史並河賢一郎氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４８２－ ２１：１３．２１� ４６．４	

（大井）

２２ クリノハッピー 牡３黒鹿５６ 高橋 智大栗本 守氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ４８８＋ ２１：１３．３クビ ２１２．９

１１ キーププロミス 牝３栗 ５４ 丹内 祐次�グランド牧場 高松 邦男 新ひだか グランド牧場 ４４２＋ ２１：１３．７２� １３３．９�
４６ テンシノリーダー 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介杉谷 枡夫氏 松山 将樹 新ひだか 藤沢牧場 ４３０－１０１：１４．５５ ４５７．３
８１５ 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 ４１６＋１０１：１４．６� ２７５．４�
８１４ ショウナンラルジュ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海国本 哲秀氏 斎藤 誠 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ２１：１５．０２� １１９．８�
７１３ ペ ル セ ポ ネ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真遠藤 喜松氏 高木 登 門別 エンドレス
ファーム ４１２± ０１：１５．８５ ３２０．７�

３５ カシマモナーク 牡３黒鹿５６ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４２－ ４１：１６．２２� ５２５．９�
６１１ ウェイビングパース 牡３栗 ５６

５４ △丸田 恭介本杉 芳郎氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０＋ ４１：１６．４１� ２５１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，６９３，３００円 複勝： ５８，４９６，６００円 枠連： １７，６７８，４００円

普通馬連： ６１，５３９，９００円 馬単： ６４，５４０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０６８，９００円

３連複： ７５，５５４，１００円 ３連単： １５８，９１５，８００円 計： ４８９，４８７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ４４０円 � １８０円 � ４５０円 枠 連（４－７） ２，０３０円

普通馬連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ５，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ８６０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，８４０円 ３ 連 単 ��� ２９，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２６６９３３ 的中 � １７２９０（４番人気）
複勝票数 計 ５８４９６６ 的中 � ３０８８９（３番人気）� １０６５０８（２番人気）� ３０３６０（４番人気）
枠連票数 計 １７６７８４ 的中 （４－７） ６４５１（６番人気）
普通馬連票数 計 ６１５３９９ 的中 �� ２１３１４（７番人気）
馬単票数 計 ６４５４０９ 的中 �� ８６２０（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０６８９ 的中 �� １１６４８（４番人気）�� ７２０７（９番人気）�� １１６０７（５番人気）
３連複票数 計 ７５５５４１ 的中 ��� １４５３３（１１番人気）
３連単票数 計１５８９１５８ 的中 ��� ４０３６（６７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．３―１２．１―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．９―４６．０―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレアリングローズ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００８．６．２１ 函館６着

２００６．５．１１生 牝３鹿 母 フレアリングセレス 母母 ヤマノフレアリング １２戦１勝 賞金 １２，５５０，０００円
〔制裁〕 モルフェキセキ号の調教師清水英克は，登録服色を使用できなかっ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〕 ペルセポネ号・カシマモナーク号・ウェイビングパース号は，平成２１年４月７日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０２６ ３月７日 晴 重 （２１中山２）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１２ ウィニングトリック 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B４５４－ ２１：５４．４ ３．５�

５５ クリーバレン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５４０± ０１：５４．５クビ １２．６�
７９ プラチナタイム 牡３芦 ５６ 北村 宏司�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 B４４８± ０１：５４．６� １６．４�
８１１ ツクバチャーム 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ５００＋ ２１：５４．７� １１８．１�
２２ エイシンワールド 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信平井 豊光氏 久保田貴士 新ひだか 嶋田牧場 ４４０－ ４１：５５．１２� １０．７�
６８ ザバトルキリーク 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三宮川 秋信氏 相沢 郁 新冠 赤石 久夫 ４７６－ ８１：５５．９５ ６．８�
７１０ ナムラカクレイ 牡３栗 ５６ 伊藤 直人奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４６４－ ２１：５６．０� ９．０	
４４ ケイオースター 牡３鹿 ５６ 御神本訓史岡田甲子男氏 高木 登 門別 下河辺牧場 ４８０－１０１：５６．１クビ １０８．９


（大井）

５６ イ ル サ ル ト 牡３黒鹿５６ 中舘 英二 �社台レースホース小島 太 新冠 飛渡牧場 ４８０＋ ２１：５６．２� ３．５�
３３ キタサンラリー 牡３栗 ５６ 内田 博幸�大野商事 成島 英春 新ひだか 久米 和夫 ４８０＋ ６１：５６．６２� ６．８�
１１ マハロヌイロア 牡３栗 ５６ 村田 一誠�ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 ４６６－ ６１：５７．２３� ２９．９
６７ イキケンコウ 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４３０－ ４２：０３．１大差 ４０２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，５５０，３００円 複勝： ３０，３６１，５００円 枠連： １８，１３８，８００円

普通馬連： ６３，３４７，２００円 馬単： ４７，３７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３４８，４００円

３連複： ７１，０４６，７００円 ３連単： １２１，９１０，４００円 計： ３９２，０７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ３１０円 � ５００円 枠 連（５－８） ３９０円

普通馬連 �� ２，７４０円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ９７０円 �� ３，２１０円

３ 連 複 ��� １３，７００円 ３ 連 単 ��� ５４，８３０円

票 数

単勝票数 計 １７５５０３ 的中 � ３９６６８（１番人気）
複勝票数 計 ３０３６１５ 的中 � ６０６５５（２番人気）� ２４０１８（６番人気）� １３１２０（８番人気）
枠連票数 計 １８１３８８ 的中 （５－８） ３５０８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３３４７２ 的中 �� １７０９１（１４番人気）
馬単票数 計 ４７３７２７ 的中 �� ８６３６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３４８４ 的中 �� ５３３６（１６番人気）�� ５８２６（１４番人気）�� １６５７（３０番人気）
３連複票数 計 ７１０４６７ 的中 ��� ３８２９（４８番人気）
３連単票数 計１２１９１０４ 的中 ��� １６４１（１９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．２―５０．２―１：０２．５―１：１４．７―１：２７．５―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．７
１
３
３，１２，６（８，１０）（１，２，９，１１）－（５，４）＝７・（３，１２）（６，１１）（８，１０）（５，９）２－（１，４）＝７

２
４

・（３，１２）６，８（２，１０，１１）（１，９）（５，４）＝７・（３，１２）（８，１０，１１）（２，６，５，９）＝（１，４）＝７
勝馬の
紹 介

ウィニングトリック �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Lyphard デビュー ２００８．１２．２１ 中京１２着

２００６．５．１６生 牡３黒鹿 母 アスペンスノー 母母 Looks Sensational ６戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イキケンコウ号は，平成２１年４月７日まで平地競走に出走できない。
※イキケンコウ号は，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。



０６０２７ ３月７日 晴 重 （２１中山２）第３日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５９ スラマティンガル 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次加藤 信之氏 天間 昭一 新ひだか 西村 和夫 ５０８ ―１：５５．４ ６．５�

１１ キッズアプローズ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ５０２ ―１：５５．７１� １３．６�
６１２ タントアンドタント 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�テンジン 松山 康久 静内 千代田牧場 ４５６ ―１：５６．０１� ５．５�
５１０ フットライト 牡３鹿 ５６ 的場 勇人 �キャロットファーム 尾形 充弘 静内 タイヘイ牧場 ５２６ ―１：５６．４２� ９２．３�
６１１ アールノミネート 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎星野 良二氏 鹿戸 雄一 門別 新井 弘幸 ５０６ ― 〃 クビ １３１．５	
４８ ベルモントアシュラ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント

ファーム ４８４ ―１：５６．７１� ８．５

２３ ユウターグローバル 牡３青鹿５６ 柴田 善臣上山 利広氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４７６ ―１：５６．８� ５８．６�
３６ ウインヘリオス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�ウイン 小島 太 新ひだか 鳥井牧場 ５２６ ―１：５６．９クビ ４．１�
７１３ インザブラック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５２０ ―１：５７．０� ５．３
８１５ シャイニーデザート 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２４ ―１：５７．１� １５．６�
１２ コスモナミソラ 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 優作 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 北俣 益男 ５２６ ―１：５７．２クビ ３２．４�
７１４ ゴールデンステップ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �カタオカファーム中島 敏文 静内 カタオカフアーム ４９２ ―１：５８．２６ ８．０�
８１６ アポロファンキー 牡３青 ５６ 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 飛野牧場 ５１４ ―１：５９．２６ １３６．３�
２４ バ ラ デ ィ ー �３鹿 ５６ 小林 淳一南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４６０ ―１：５９．６２� １１９．７�
３５ ユノマニッシュ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４３６ ―２：０２．９大差 ３４．７�

（１５頭）
４７ セイカコンブリオ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４１０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，４６５，２００円 複勝： ２８，１４３，９００円 枠連： ２２，４８０，５００円

普通馬連： ６３，０６６，８００円 馬単： ４６，９９１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５１８，６００円

３連複： ７２，８３０，９００円 ３連単： １０８，７１４，２００円 計： ３８１，２１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２４０円 � ４００円 � ２１０円 枠 連（１－５） ３，８９０円

普通馬連 �� ５，４８０円 馬 単 �� ９，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� ６８０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� １０，０６０円 ３ 連 単 ��� ６３，６８０円

票 数

単勝票数 差引計 １７４６５２（返還計 ７５５） 的中 � ２１２０３（４番人気）
複勝票数 差引計 ２８１４３９（返還計 １５１８） 的中 � ３２１４３（４番人気）� １６１２８（７番人気）� ３９９６２（３番人気）
枠連票数 差引計 ２２４８０５（返還計 ３０６） 的中 （１－５） ４２６９（１７番人気）
普通馬連票数 差引計 ６３０６６８（返還計 ７２６７） 的中 �� ８４９４（２３番人気）
馬単票数 差引計 ４６９９１９（返還計 ４７６０） 的中 �� ３４７５（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２１５１８６（返還計 ３７８１） 的中 �� ２７３１（２５番人気）�� ８２７０（５番人気）�� ３４７６（２０番人気）
３連複票数 差引計 ７２８３０９（返還計 １５００５） 的中 ��� ５３４６（３８番人気）
３連単票数 差引計１０８７１４２（返還計 ２２０４１） 的中 ��� １２６０（２４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．５―５０．９―１：０３．８―１：１６．６―１：２９．７―１：４２．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スラマティンガル �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 ロイヤルスキー 初出走

２００６．５．２１生 牡３黒鹿 母 プリンセススキー 母母 ギフトプリンセス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１５分に変更。
〔競走除外〕 セイカコンブリオ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユノマニッシュ号は，平成２１年４月７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２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２４頭 アストレーション号・アフィリエイト号・ウザンハヤブサオー号・キングオーシャン号・グラスチャレンジ号・

ココペリ号・ザリーサス号・シンボリラナレット号・スペシャルインゼル号・ゼノン号・ソーインガー号・
デュークワンダー号・トウショウジオン号・ドリームパンドラ号・トーセンペトリュス号・ネオライディーン号・
ノーティーズファン号・マカリイ号・ミヤノユウヤ号・メジロベンハー号・メーテルスマイル号・ラブリイローズ号・
リワードアリオン号・ロンギングブラスト号



０６０２８ ３月７日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）重 （２１中山２）第３日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

６１０ メジロラスタバン 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４５８＋ ２３：１７．８ ６．７�

４６ � サトノスローン 牡６栗 ６０ 山本 康志里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging
Oaks LLC ４７０± ０３：１８．１１� ２．８�

１１ スリーメガトン 牡４栗 ５９ 白浜 雄造永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４９４± ０３：１９．９大差 ２．６�
２２ トミケンブロード 牡４栗 ５９ 柴田 未崎冨樫 賢二氏 加藤 和宏 門別 白瀬 明 ４６０＋ ４３：２０．５３� ４７．３�
５７ ウエルアップ �４栗 ５９ 平沢 健治平岡 茂樹氏 �田 研二 鵡川 平岡牧場 ４８８± ０３：２２．４大差 ６５．８	
４５ レオスターライト 牡８鹿 ６０ 大庭 和弥�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４７０＋ ６３：２４．４大差 ２５．０

７１１ レディリバティー 牝４鹿 ５７ 矢原 洋一 �ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム B４８４＋ ４３：２４．５� ９３．４�
３３ リバルドボーイ 牡７鹿 ６０ 金子 光希河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５１０－ ４３：２６．２大差 ９．１�
８１３ サクラハーレー �５鹿 ６０ 宗像 徹�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ５１０＋１８３：２６．３� ４３．９
５８ オジジアンクリス 牝４鹿 ５７ 水出 大介鳴戸 雄一氏 阿部 新生 浦河 馬道 隆 ４２２＋ ８３：２６．５１	 １０３．３�
８１４ ニューヨーカー 牡４青鹿５９ 高野 和馬 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７６＋１２３：２６．８２ ２６．２�
３４ 
 ベルモントバレット 牡６鹿 ６０ 蓑島 靖典 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４４２± ０３：２７．４３� ４４．８�
７１２ マイサンシャイン �５黒鹿６０ 穂苅 寿彦吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７４－ ６３：３０．１大差 １３．６�
６９ アイノアラムシャー 牡４鹿 ５９ 柴田 大知田中 卓氏 畠山 吉宏 青森 明成牧場 ４６２－ ４３：３４．６大差 １７４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，３３６，３００円 複勝： １８，３０７，８００円 枠連： ２０，５０５，４００円

普通馬連： ５２，１３５，８００円 馬単： ４３，６２８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２３７，９００円

３連複： ６１，８３７，１００円 ３連単： １１１，５１１，０００円 計： ３４１，５００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（４－６） ８２０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ３００円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ５，５１０円

票 数

単勝票数 計 １５３３６３ 的中 � １８０６９（３番人気）
複勝票数 計 １８３０７８ 的中 � １８０９０（４番人気）� ４８１８６（２番人気）� ５３３５０（１番人気）
枠連票数 計 ２０５０５４ 的中 （４－６） １８４５９（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２１３５８ 的中 �� ３９７２７（３番人気）
馬単票数 計 ４３６２８９ 的中 �� １２８４２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２３７９ 的中 �� １０２３５（４番人気）�� １３２５３（２番人気）�� ３９５７１（１番人気）
３連複票数 計 ６１８３７１ 的中 ��� ６７７７２（１番人気）
３連単票数 計１１１５１１０ 的中 ��� １４９４６（１２番人気）

上り １マイル １：５１．９ ４F ５５．４－３F ４１．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロラスタバン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００６．９．２ 札幌１４着

２００４．４．２６生 牡５黒鹿 母 メジロラモーヌ 母母 メジロヒリユウ 障害：９戦１勝 賞金 １３，３２５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４５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。
（非抽選馬） ２頭 エイトゴーオン号・ゴスペル号



０６０２９ ３月７日 晴 重 （２１中山２）第３日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５７ アイスジャッカ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広ディアレスト 宗像 義忠 日高 島瀬 順一 ４８２－ ４１：５２．４ １２．３�

２２ キングヴィオラ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：５２．５� ４．４�
１１ マイネルアヴァル 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 平取 スガタ牧場 ４８０± ０１：５２．６� ５．８�
７１２ ダイワハスラー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２１：５２．８１� ２．５�
７１１ ブルームインハート 牝３黒鹿５４ 小林 淳一平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５６＋１６１：５２．９クビ ９１．２�
３３ トラストブルー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成菅波 雅巳氏 河野 通文 三石 鳥井牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ３３．９	
６９ レッドシャドウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：５３．２１� ４．１

３４ ガイアディーヴァ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真千葉 正人氏 境 征勝 新ひだか 白井 吉美 ４１８＋ ２１：５４．０５ ２０２．６�
４５ トーセンメジャー 牝３栗 ５４ 田中 勝春島川 �哉氏 柴田 政人 静内 出羽牧場 ４２４－ ２１：５４．１クビ １３８．９
６１０ ケージーカチボシ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義川井 五郎氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 ５３０－ ４１：５４．４１� ２４．３�
８１４ ショウナンアッパー �３黒鹿５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ ６６．８�
４６ バンブーキャプテン 牡３栗 ５６ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４６４± ０１：５４．８２� ９２．６�
８１３ タニオブデピュティ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 桑田牧場 ４２８－ ２１：５５．１１� ３２１．０�
５８ クリストリビュート 牝３青鹿５４ 石橋 脩水上 行雄氏 高橋 裕 三石 前川 正美 B４２４－ ６１：５７．１大差 ２７６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２８，１００円 複勝： ３２，６７７，３００円 枠連： ２０，６５２，０００円

普通馬連： ７２，２４４，９００円 馬単： ５６，４９０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３７９，６００円

３連複： ７６，３２６，６００円 ３連単： １４５，６６７，０００円 計： ４４９，２６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３２０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（２－５） ２，０６０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ４，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ７３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� ２０，７００円

票 数

単勝票数 計 ２１８２８１ 的中 � １４０４５（５番人気）
複勝票数 計 ３２６７７３ 的中 � ２１８３２（５番人気）� ６２４０１（３番人気）� ５１７７７（４番人気）
枠連票数 計 ２０６５２０ 的中 （２－５） ７４０３（９番人気）
普通馬連票数 計 ７２２４４９ 的中 �� ２７２４７（８番人気）
馬単票数 計 ５６４９０６ 的中 �� ８７７２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３７９６ 的中 �� ７７９８（８番人気）�� ７６５５（９番人気）�� １６４８０（５番人気）
３連複票数 計 ７６３２６６ 的中 ��� １８７３９（９番人気）
３連単票数 計１４５６６７０ 的中 ��� ５１９５（６１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１２．８―１２．９―１２．８―１２．７―１２．３―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．９―３７．７―５０．６―１：０３．４―１：１６．１―１：２８．４―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３
１
３
７（１，１４）（８，９）（２，３，１１）１２（４，６，１０）（５，１３）
７，１４，９（１，３）（１０，１２）８（２，１１）６（４，１３）５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アイスジャッカ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００８．１０．２５ 東京５着

２００６．３．３１生 牡３鹿 母 マリービクトワール 母母 ライブミュージック ６戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔制裁〕 ダイワハスラー号の騎手後藤浩輝は，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番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリストリビュート号は，平成２１年４月７日まで平地競走に出走できない。



０６０３０ ３月７日 晴 重 （２１中山２）第３日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

４６ ゴールドエンデバー 牡３鹿 ５６ 御神本訓史�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８４＋ ２１：１０．５ ９．０�
（大井）

７１１ ティアップハーレー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７４－ ２１：１０．６� ４．４�
３３ モアザンスマート 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４７８＋ ８１：１０．７� ３．２�
６１０ メイショウマレンゴ 牡３青鹿５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ２１：１１．２３ １７．７�
４５ フェイクスター 牡３栗 ５６ 江田 照男山上 和良氏 菊川 正達 静内 金 宏二 ４７４＋１４１：１１．４１� １１．０�
８１４ コ ス モ オ ー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５３０＋ ２１：１１．５クビ ７．６	
５８ チェアユーアップ 牝３栗 ５４

５２ △丸田 恭介岡田 将一氏 
田 研二 静内 岡田スタツド ４３６－ ６１：１１．７１� ４９．９�
３４ クイックハンター 牡３鹿 ５６ 石橋 脩櫻井 正氏 相沢 郁 日高 中川牧場 ４３４＋ ８１：１１．８� １３２．５�
５７ ディパーチャーズ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ４ 〃 アタマ ６．４
８１３ チャーミングオーラ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：１２．２２� １１．５�
６９ � ブラウンバンガー 牡３栗 ５６

５３ ▲宮崎 北斗キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 川崎 清 ４６２－ ２１：１２．６２� ３８９．９�
７１２ ユウキハングリー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 B５２４－ ２１：１２．７� ３６．８�
２２ フライトマイル 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム B４６８－ ２ 〃 アタマ ３６．１�
１１ � サ ン ロ ー ド 牡３鹿 ５６ 加藤士津八長谷川兼美氏 加藤 和宏 日高 ホワイトエンジェル ４４２－１０１：１２．９１� ２６７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，８１４，０００円 複勝： ４０，７６０，７００円 枠連： ２６，０７０，０００円

普通馬連： ９０，９９４，９００円 馬単： ５８，９２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４９６，１００円

３連複： ９３，６８０，１００円 ３連単： １６１，８６８，４００円 計： ５２７，６１３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（４－７） ９７０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ５１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� １７，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２６８１４０ 的中 � ２３６９１（５番人気）
複勝票数 計 ４０７６０７ 的中 � ３６３８１（５番人気）� ８０７０３（２番人気）� ８１９５７（１番人気）
枠連票数 計 ２６０７００ 的中 （４－７） １９９４６（５番人気）
普通馬連票数 計 ９０９９４９ 的中 �� ３２２６６（８番人気）
馬単票数 計 ５８９２９５ 的中 �� ９０６４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４９６１ 的中 �� １０２４９（７番人気）�� １３７９２（５番人気）�� ２１０７１（１番人気）
３連複票数 計 ９３６８０１ 的中 ��� ３５２２２（２番人気）
３連単票数 計１６１８６８４ 的中 ��� ６８８３（３０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．０―１２．０―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．３―４５．３―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドエンデバー �
�
父 ワシントンカラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２００８．１０．５ 中山２着

２００６．５．１生 牡３鹿 母 ユシマミヅキ 母母 ユシマクイーン ６戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※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。



０６０３１ ３月７日 晴 重 （２１中山２）第３日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２３ ヒラボクシャトル 牡４青 ５７ 内田 博幸�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 B５１２± ０１：３６．８ ４．８�

３５ スカーレットダイヤ 牝４青鹿５５ 吉田 隼人芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４３０－ ８１：３７．３３ ４５．２�
５１０� ナイキアプロード �５黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米
Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

４８０＋ ２１：３７．４	 ２７．９�
８１６ モンテフェニックス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４７４＋１４ 〃 クビ ６０．０�
６１２ パリスエトランゼル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：３７．５	 １２．３�
８１５ センシュアルドレス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４５２＋ ６ 〃 ハナ ３．９	
４８ ダイワチャーム 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 門別 下河辺牧場 ５１０＋ ８１：３７．６クビ ４．０

５９ プリンセスドルチェ 牝６鹿 ５５ 小野 次郎吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４２－ ２ 〃 クビ １１．７�
２４ 
 サーチリザルト 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４１：３７．７� ２５．５�
６１１ ニシノマルス 牡４鹿 ５７ 江田 照男西山 茂行氏 高橋 祥泰 鵡川 西山牧場 ４７４－ ４ 〃 アタマ １４．３
１２ カ ピ タ ー ノ 牡５黒鹿５７ 御神本訓史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４７６＋ ４１：３７．８クビ １１．６�
（大井）

７１４� エーシントゥルボー 牝５鹿 ５５ 中舘 英二平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-
ter Farm ５２６＋ ６１：３８．０１	 １８．９�

４７ クリプトゾーン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 静内 大典牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ １１９．５�

７１３ タツエンペラー 牡５栗 ５７ 大庭 和弥鈴木 昭作氏 嶋田 潤 新冠 パカパカ
ファーム ５１８＋ ８１：３８．８５ １１５．５�

３６ サマーターゲット 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一セゾンレースホース� 成島 英春 浦河 大野牧場 ４１８＋２８１：３９．４３	 １１４．８�
１１ 
 リ オ 牝４鹿 ５５ 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４６４－１７１：４０．０３	 ３３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０８７，０００円 複勝： ３８，４２４，２００円 枠連： ２９，６４６，５００円

普通馬連： ９５，７２７，７００円 馬単： ６１，７７９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７１７，５００円

３連複： ９８，６１５，３００円 ３連単： １６６，１５４，５００円 計： ５４１，１５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １９０円 � １，２４０円 � ８８０円 枠 連（２－３） ５，５８０円

普通馬連 �� ７，７１０円 馬 単 �� １４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１９０円 �� ２，４００円 �� １１，７７０円

３ 連 複 ��� ９６，０２０円 ３ 連 単 ��� ４１７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２２０８７０ 的中 � ３６６８５（３番人気）
複勝票数 計 ３８４２４２ 的中 � ７２８９３（１番人気）� ６８１３（１２番人気）� ９８３９（１０番人気）
枠連票数 計 ２９６４６５ 的中 （２－３） ３９２１（２２番人気）
普通馬連票数 計 ９５７２７７ 的中 �� ９１７３（２９番人気）
馬単票数 計 ６１７７９３ 的中 �� ３２３９（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７１７５ 的中 �� ３２７０（２６番人気）�� ２９７６（２８番人気）�� ５９０（８２番人気）
３連複票数 計 ９８６１５３ 的中 ��� ７５８（２０９番人気）
３連単票数 計１６６１５４５ 的中 ��� ２９４（９８９番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．９―１２．３―１２．１―１２．０―１２．３―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１１．９―２３．８―３６．１―４８．２―１：００．２―１：１２．５―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．８．１１ 新潟３着

２００５．３．３０生 牡４青 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー １１戦２勝 賞金 ２０，５９０，０００円
※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。
（非抽選馬） ５頭 エアワルツ号・シベリアントム号・ジョウノガーベラ号・ビルトミーアップ号・ベストプロジェクト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０３２ ３月７日 晴 重 （２１中山２）第３日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４６ フレンチノワール 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：５２．１ ３．２�

４７ グラマトフィラム 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４６０＋ ２１：５２．３１ １２．７�
２３ ケージーハッピー 牝４青鹿５５ 三浦 皇成川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B５１０＋ ２１：５２．７２� ９．１�
６１１ マリアージュ 牝４栗 ５５

５３ △丸田 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ ３７．１�

１１ ラストアロー 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 静内 フジワラフアーム ４６０－１２１：５２．８クビ １７．３�
８１５ セイリングシップ 牝６栗 ５５ 千葉 直人 �キャロットファーム 松永 康利 早来 ノーザンファーム B４８４＋ ４１：５２．９� ４７．７	
３５ � トワイライトワルツ 牝７鹿 ５５ 田中 博康伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ １３４．０

５９ スズノメヒョー 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４８６± ０１：５３．０クビ ６．８�
３４ トップコマチ 牝４鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３４－１０ 〃 クビ １１．１�
７１２ ブルーポラリス 牝６黒鹿５５ 武士沢友治 �ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４７２－ ４１：５３．３２ １３２．５
２２ ナショナルホリデー 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８６－ ２ 〃 アタマ ７．８�
６１０ グッドチョイス 牝５栗 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：５３．６１� ５．９�
７１３� フローレストウブ 牝７鹿 ５５ 大庭 和弥真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４７８－ ２１：５４．５５ １１７．０�
８１４ ロマンシエール 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 三石 稲葉牧場 ４２２＋ ８１：５４．８２ １１．２�

（１４頭）
５８ チ ェ ル カ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５４６＋１８ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２７，９２８，４００円 複勝： ５０，７３４，６００円 枠連： ３３，６７４，６００円

普通馬連： １１３，０５９，９００円 馬単： ６８，５５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６０６，２００円

３連複： １１５，６２０，３００円 ３連単： １９５，８２０，６００円 計： ６３９，９９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � ２２０円 枠 連（４－４） １，８１０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ６７０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ３，７００円 ３ 連 単 ��� １７，７５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２７９２８４（返還計 １１００１） 的中 � ７０９７９（１番人気）
複勝票数 差引計 ５０７３４６（返還計 １５５７５） 的中 � １１２７０７（１番人気）� ４２７９２（５番人気）� ５６８８４（４番人気）
枠連票数 差引計 ３３６７４６（返還計 ２４５４） 的中 （４－４） １３７６９（１０番人気）
普通馬連票数 差引計１１３０５９９（返還計 ６９６８７） 的中 �� ５０７２１（４番人気）
馬単票数 差引計 ６８５５００（返還計 ４２４４６） 的中 �� １９４２６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３４６０６２（返還計 ２４２５９） 的中 �� １５５４６（３番人気）�� １２８５５（５番人気）�� ７１４２（１８番人気）
３連複票数 差引計１１５６２０３（返還計１１７１６１） 的中 ��� ２３１１５（７番人気）
３連単票数 差引計１９５８２０６（返還計１８５６１３） 的中 ��� ８１４３（３１番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．０―１２．７―１２．７―１２．３―１２．０―１２．２―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．４―３７．１―４９．８―１：０２．１―１：１４．１―１：２６．３―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３８．０
１
３
１０（６，１４）９，４（３，７，１１）５（２，１２，１５）１＝１３・（６，１０）（１４，９）（３，４，７，１１）１５，５，１２（１，２）－１３

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

勝馬の
紹 介

フレンチノワール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．７．８ 福島７着

２００５．５．１生 牝４鹿 母 パープルホワイト 母母 カ ノ ー プ ス １５戦３勝 賞金 ４１，６５０，０００円
〔競走除外・発走状況〕 チェルカ号は，発走地点で疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。発走時刻７分遅延。

ラストアロー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



０６０３３ ３月７日 晴 稍重 （２１中山２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

お う ば い

黄 梅 賞
発走１４時３５分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４７ サトノロマネ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７８± ０１：３５．７ ３．７�

７１３ ストロングリターン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：３６．０１� ３．３�
４８ ダノンヒデキ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４９６＋１６１：３６．２１� １２．９�
３５ モンテアルベルト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ６１：３６．４１� １９．９�
６１２ ダブルレインボー 牡３栗 ５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４７６－１２ 〃 クビ ４．０�
３６ クリアソウル 牝３栗 ５４ 石橋 脩有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４３２－ ６１：３６．７２ ３１．５�
６１１ エアパグナス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：３６．８� ３４．３	
７１４ シングンレジェンド 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４０± ０１：３７．０１� ４５．６

１２ ショウナンサミット 牡３栗 ５６ 中舘 英二国本 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 ４４８± ０１：３７．２１� ５８．１�
１１ スノーレーザー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司 �ワイ・アール・シー 郷原 洋行 三石 三石橋本牧場 ５２６－ ６１：３７．３� １５２．１�
５９ メジロスプレンダー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹メジロ商事� 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６２＋ ２１：３７．４クビ ４８．４
２４ リ リ ア ー レ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース国枝 栄 追分 追分ファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ １５．３�
８１５ ヴィーヴァヴォドカ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ４１：３７．８２� １６．８�
２３ 	 テンシノオクリモノ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史加藤 利美氏 荒山 勝徳 日高 加藤牧場 ５０６－ ７１：３８．１１� ９０．０�

（大井） （大井）

８１６ マ イ ヨ ー ル 牡３芦 ５６ 津村 明秀岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４８０－ ２１：３８．５２� ２６．０�
５１０ リリーオブザバリー 牝３青鹿５４ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 日高 広中 稔 ４５６＋ ２１：３９．８８ ２７０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，７６７，３００円 複勝： ５１，９１３，６００円 枠連： ３８，８９７，６００円

普通馬連： １５４，８４６，９００円 馬単： ９４，８７１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，３３２，９００円

３連複： １５８，１０２，５００円 ３連単： ３１６，０９９，０００円 計： ８８９，８３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（４－７） ５００円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ６３０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� １０，５００円

票 数

単勝票数 計 ３２７６７３ 的中 � ６９７９０（２番人気）
複勝票数 計 ５１９１３６ 的中 � １０７９６９（２番人気）� １１５３９９（１番人気）� ３９１１９（４番人気）
枠連票数 計 ３８８９７６ 的中 （４－７） ５７９５２（１番人気）
普通馬連票数 計１５４８４６９ 的中 �� １６２５６０（２番人気）
馬単票数 計 ９４８７１３ 的中 �� ４７１５０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２３３２９ 的中 �� ４０１７６（２番人気）�� １５７８８（４番人気）�� １４８７８（５番人気）
３連複票数 計１５８１０２５ 的中 ��� ５７２１３（３番人気）
３連単票数 計３１６０９９０ 的中 ��� ２２２３８（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．４―１２．３―１２．２―１２．４―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．５―４６．８―５９．０―１：１１．４―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．７

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

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

勝馬の
紹 介

サトノロマネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．６ 福島３着

２００６．２．２３生 牡３鹿 母 マサコチャン 母母 チヨダマサコ ８戦２勝 賞金 ２３，７０６，０００円
〔制裁〕 マイヨール号の騎手津村明秀は，２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リリーオブザバリー号は，平成２１年４月７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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アドバンスウェイ号・コウヨウサンデー号・コスモパイレット号・サクラシャイニー号・サトノエクスプレス号・

スズカケ号・スペック号・レオウィザード号・ロジロマンス号
※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。



０６０３４ ３月７日 晴 稍重 （２１中山２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�スピカステークス

発走１５時１０分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ トーセンクラウン 牡５鹿 ５７ 北村 宏司島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４７２＋ ４１：５０．３ ６．２�

８１０ ダイワルビア 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ４ 〃 クビ ３．６�
６７ ス ペ ラ ー レ 牡７鹿 ５７ 三浦 皇成藤田 孟司氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０＋ ２１：５０．４クビ １７．７�
７９ マイネヴェロナ 牝５青鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ５０８－ ８１：５０．８２� ７．２�
４４ リバースモード 牡７鹿 ５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ １７．９�
３３ コーナーストーン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸セゾンレースホース� 国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ２１：５０．９� ４．５	
６６ � ブルーレパード 牡６栗 ５７ 横山 典弘青木 基秀氏 小崎 憲 米 Green Hill Stud

International ４８８－ ２ 〃 クビ ３９．５

２２ アドマイヤスペース 牝５芦 ５５ 的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４３８－ ２１：５１．０� １８．５�
７８ エリモファイナル 牝７黒鹿５５ 岩田 康誠山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ５．０�
８１１ ラズベリータイム 牝６青鹿５５ 御神本訓史広尾レース� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４６０± ０１：５１．１� ４６．１

（大井）

５５ クラクエンスキー 牡８鹿 ５７ 松田 大作熊田 晋作氏 羽月 友彦 登別 青藍牧場 ４７８－ ６１：５３．６大差 ２６．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，８４９，０００円 複勝： ５２，１７２，４００円 枠連： ３９，０９７，３００円

普通馬連： １７３，５３８，１００円 馬単： １０８，３４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，２３７，０００円

３連複： １６０，４５２，２００円 ３連単： ３７２，８７７，１００円 計： ９７８，５７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ５１０円 枠 連（１－８） １，２５０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，７８０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ８，１９０円 ３ 連 単 ��� ４２，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３１８４９０ 的中 � ４０９０３（４番人気）
複勝票数 計 ５２１７２４ 的中 � ６９７２４（４番人気）� １０４９６９（１番人気）� ２０８１２（７番人気）
枠連票数 計 ３９０９７３ 的中 （１－８） ２３０９８（６番人気）
普通馬連票数 計１７３５３８１ 的中 �� １０２２８２（６番人気）
馬単票数 計１０８３４９４ 的中 �� ２７７８１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０２３７０ 的中 �� ２１２３０（５番人気）�� ５３０２（２６番人気）�� ８９２５（１１番人気）
３連複票数 計１６０４５２２ 的中 ��� １４４６４（３１番人気）
３連単票数 計３７２８７７１ 的中 ��� ６４５９（１４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．０―３８．１―５０．７―１：０３．０―１：１５．１―１：２６．８―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンクラウン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．８．１３ 札幌６着

２００４．４．１６生 牡５鹿 母 サンデーブレーヴ 母母 ペニーアップ ３０戦５勝 賞金 １０２，４６４，０００円
※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。



０６０３５ ３月７日 晴 稍重 （２１中山２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�第４回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２０．３．８以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２０．３．７以前のG
Ⅰ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限
定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

夕刊フジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ � アーバニティ 牡５黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０４－ ６１：０９．２ ６．２�

１１ � コ ス モ ベ ル 牝５鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.
Frazier ４５０－１０１：０９．３	 １７．７�

７１４� アポロドルチェ 牡４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 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ９．７�

７１３ ソルジャーズソング 牡７栗 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５０８－１２ 〃 ハナ ２０．４�
６１１� サープラスシンガー 牡５鹿 ５６ 四位 洋文青木 基秀氏 宗像 義忠 米 MGG

Holdings ５５４± ０１：０９．４	 ５．０�
８１６� モルトグランデ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４８６－ ２ 〃 ハナ ８．０�
２３ コレデイイノダ 牡９鹿 ５６ 内田 博幸本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６８－ ２ 〃 クビ ３８．９	
２４ サンダルフォン 牡６鹿 ５６ 古川 吉洋 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３６－ ６１：０９．５クビ ４８．１

５１０ アポロフェニックス 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９２－ ２ 〃 ハナ ３３．１�
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 ４９８＋１０ 〃 クビ ２．９�
１２ ヘッドライナー 
５鹿 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－１２１：０９．６� １８．９
３６ アイルラヴァゲイン 牡７鹿 ５６ 津村 明秀齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１６＋ ６１：０９．７	 ２６．２�
６１２ プレミアムボックス 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３２＋ ６１：０９．８クビ ３８．９�
３５ タマモホットプレイ 牡８栗 ５７ 石橋 脩タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６８－１６ 〃 アタマ １５０．２�
４８ マチカネハヤテ 牝４鹿 ５４ 田中 克典細川 益男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：１０．８６ ７７．１�
８１５ コパノフウジン 牡７栗 ５６ 中舘 英二小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４６２－ ４１：１１．０１	 １４７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９５，３６２，７００円 複勝： １５４，４３４，１００円 枠連： １１６，６４４，４００円

普通馬連： ６１４，０９５，６００円 馬単： ３３７，９１９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５３，９１７，８００円

３連複： ７３０，３２１，０００円 ３連単： １，５４６，１１９，２００円 計： ３，７４８，８１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２５０円 � ５３０円 � ３４０円 枠 連（１－４） ２，１４０円

普通馬連 �� ６，１６０円 馬 単 �� １０，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０７０円 �� １，３５０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ２０，６１０円 ３ 連 単 ��� １２２，８００円

票 数

単勝票数 計 ９５３６２７ 的中 � １２２０６９（３番人気）
複勝票数 計１５４４３４１ 的中 � １８２１９３（４番人気）� ７０００５（７番人気）� １２０１９７（５番人気）
枠連票数 計１１６６４４４ 的中 （１－４） ４０３０１（１２番人気）
普通馬連票数 計６１４０９５６ 的中 �� ７３５８１（２５番人気）
馬単票数 計３３７９１９９ 的中 �� ２３５９４（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５３９１７８ 的中 �� １８２３８（２４番人気）�� ２８４７７（１４番人気）�� １７４４５（２６番人気）
３連複票数 計７３０３２１０ 的中 ��� ２６１５４（６９番人気）
３連単票数 計１５４６１１９２ 的中 ��� ９２９２（３９１番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．０―１１．４―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．４―４４．８―５６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アーバニティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Affirmed

２００４．５．１２生 牡５黒鹿 母 レガシーオブストレングス 母母 Katonka １１戦５勝 賞金 １０５，９２４，０００円
初出走 JRA

※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。
（非抽選馬）１５頭 アンクルリーサム号・インセンティブガイ号・ウエスタンウッズ号・エーシンエフダンズ号・スパイン号・

ゼットフラッシュ号・セトノゼディタブ号・タイキジリオン号・ダンスフォーウィン号・テンイムホウ号・
トロピカルライト号・ハートオブクィーン号・ピサノパテック号・ルルパンブルー号・レキシントンシチー号



０６０３６ ３月７日 晴 稍重 （２１中山２）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ ジェイケイボストン �６黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５１８＋ ６１：１０．３ １．８�

６１２ ツウカイヤスナム 牝４鹿 ５５ 田中 勝春木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４９２＋ ２１：１０．７２� １１．９�
２３ ディスパーロ 牡６鹿 ５７ 御神本訓史 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B５００＋ ２１：１１．０２ １２．５�

（大井）

７１３	 デュアルプロセッサ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star
Equine, Inc ４９０＋１６１：１１．２１
 ８．１�

５９ 	 アクロスザスター �５栗 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla
Wolfson ５１０－ ４ 〃 アタマ ７．１�

１２ ラオムフェーレ 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４９２± ０ 〃 アタマ ２０．１�
３６ スイートフィズ 牝５芦 ５５ 蛯名 正義シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ５０４± ０１：１１．３� １４．６	
５１０	 ファインセンテンス 牡６栗 ５７ 柴山 雄一前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson B５３２－１２１：１１．５１� １０３．１

４７ リ ュ ウ メ イ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６２＋ ８ 〃 アタマ ３３．６�
３５ オープンザゲート 牡５鹿 ５７ 中舘 英二�樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４８０＋１２１：１１．６� １０９．３�
１１ ミンナシアワセ 牝６鹿 ５５ 古川 吉洋神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４９４＋１０１：１１．７クビ ８２．５
４８ トウカイカントリー �５栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太内村 正則氏 後藤 由之 浦河 帰山 清貴 ５１８－４４１：１１．８� ５１．７�
７１４� トーホウカラブラン 牡５青鹿５７ 小野 次郎東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５０６＋ ４ 〃 ハナ ８６．８�
２４ 	 トップオブドーラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４４８＋ ４１：１２．２２� ３４．１�
８１６ ウェディングライト 牝５芦 ５５ 大野 拓弥荻原 昭二氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４３６－ ２１：１２．３クビ ７４．１�
６１１ ハ ナ パ ッ ク 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ５１０＋ ４１：１３．１５ ７７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，７０３，５００円 複勝： ６９，４６８，７００円 枠連： ５４，６７４，８００円

普通馬連： ２０８，１９２，６００円 馬単： １３９，７１８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，９３５，７００円

３連複： ２２３，４５７，５００円 ３連単： ５１１，４０４，１００円 計： １，３１２，５５５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ３００円 枠 連（６－８） ８８０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ４７０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ３，４９０円 ３ 連 単 ��� １２，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４５７０３５ 的中 � ２０５６９９（１番人気）
複勝票数 計 ６９４６８７ 的中 � ２８６２３２（１番人気）� ４６００７（５番人気）� ４１７４６（６番人気）
枠連票数 計 ５４６７４８ 的中 （６－８） ４６１９２（４番人気）
普通馬連票数 計２０８１９２６ 的中 �� １５４８０７（３番人気）
馬単票数 計１３９７１８３ 的中 �� ７３６６５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９９３５７ 的中 �� ３８６３１（３番人気）�� ３２８２１（４番人気）�� ７５２３（２０番人気）
３連複票数 計２２３４５７５ 的中 ��� ４７２５４（１０番人気）
３連単票数 計５１１４０４１ 的中 ��� ３００２１（２２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．８―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．４―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイボストン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．１２．１０ 中山１０着

２００３．４．２６生 �６黒鹿 母 ジェイケイワイフ 母母 Minister Wife ３８戦３勝 賞金 ７２，５０５，０００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 アポロダヴィンチ号
※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。



（２１中山２）第３日 ３月７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

２５４，５５０，０００円
２，１３０，０００円
１５，５５０，０００円
１，８２０，０００円
２６，２００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，９１２，０００円
５，４４４，８００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
３８１，３８５，１００円
６２５，８９５，４００円
４３８，１６０，３００円
１，７６２，７９０，３００円
１，１２９，１４２，７００円
４９９，７９６，６００円
１，９３７，８４４，３００円
３，９１７，０６１，３００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 １０，６９２，０７６，０００円

総入場人員 ２３，８５５名 （有料入場人員 ２２，０５６名）




