
０６０３７ ３月８日 曇 稍重 （２１中山２）第４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

５１０ エーブダッチマン 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４７４＋２４１：１２．８ ２．１�

７１３ レグルスハート 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４９０± ０１：１３．１２ １３．１�
２３ クリノビリオネア 牝３黒鹿５４ 横山 典弘栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４８４－ ４１：１３．４１� １７．９�
７１４ テ ィ ー ガ ー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �社台レースホース尾形 充弘 追分 追分ファーム ４４６－ ２１：１３．５� １３．８�
４７ タカラサンデー 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ ２．９�
８１６ キングデザート 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�� 義	氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ５０８＋ ２１：１３．７１� ２１．５

６１２ マキシムギンガ 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真小田 廣美氏 鈴木 勝美 門別 大沢育成牧場 ４７０－ ６１：１４．２３ ４２９．７�
３５ サウロビスティー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 ４５６ ― 〃 クビ １７．４�
２４ ヤマイチボム 牡３黒鹿５６ 木幡 初広坂本 肇氏 南田美知雄 新冠 川上牧場 ４７４－ ６１：１４．３クビ １８８．５
８１５ パ ギ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海加藤 信之氏 鹿戸 雄一 新ひだか 坂本 智広 ４４４＋ ６１：１４．７２� ２６．１�
５９ カミノスカーレット 牝３鹿 ５４ 江田 照男保手浜弘規氏 小林 常泰 浦河 大柳ファーム ４５４－ ２１：１５．０２ ６０．１�
１１ オンワードアコール 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １８４．４�
３６ アートオブワールド 牝３黒鹿５４ 的場 勇人岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７０－ ４１：１５．５３ ４０５．７�
６１１ アスパルテーム �３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 柴崎 勇 日高 大江牧場 ４４４ ―１：１５．９２� ３５３．３�
１２ ペ カ ー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 牧 光二 新冠 村上牧場 ４６０＋ ４１：２０．３大差 １２６．０�
４８ ダイワモーメント 牡３青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 中野渡清一 新ひだか 服部 牧場 ４６８－ ８ （競走中止） ２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９３６，５００円 複勝： ３９，０２９，５００円 枠連： ２６，８０２，７００円

普通馬連： ８５，９９９，２００円 馬単： ６８，１０８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０４９，２００円

３連複： １００，７８９，９００円 ３連単： １６１，１４９，５００円 計： ５３５，８６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ３４０円 � ３３０円 枠 連（５－７） ６６０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ６４０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ５，１７０円 ３ 連 単 ��� １７，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２３９３６５ 的中 � ９０２１７（１番人気）
複勝票数 計 ３９０２９５ 的中 � １３４５０２（１番人気）� ２２２３９（５番人気）� ２３１３６（４番人気）
枠連票数 計 ２６８０２７ 的中 （５－７） ３０３７７（２番人気）
普通馬連票数 計 ８５９９９２ 的中 �� ３５５１４（５番人気）
馬単票数 計 ６８１０８９ 的中 �� ２６０３２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００４９２ 的中 �� １０８８１（５番人気）�� １１９４１（３番人気）�� ３８７２（１９番人気）
３連複票数 計１００７８９９ 的中 ��� １４３９８（１３番人気）
３連単票数 計１６１１４９５ 的中 ��� ６８８９（４２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．４―１２．５―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３４．７―４７．２―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーブダッチマン �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．８．９ 新潟２着

２００６．３．４生 牡３栗 母 フェルメールブルー 母母 ノースフライト ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 ダイワモーメント号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペカー号は，平成２１年４月８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アポロライラ号
（非抽選馬） １頭 イキケンコウ号



０６０３８ ３月８日 曇 稍重 （２１中山２）第４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）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３３ ロジゴールド 牝３栗 ５４ 横山 典弘久米田正明氏 粕谷 昌央 日高 インターナショ
ナル牧場 ４６８＋ ２１：５６．３ １．５�

４５ ユングフラウヨシコ 牝３栗 ５４ 郷原 洋司下田穰一郎氏 蛯名 信広 新冠 大栄牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ６．０�
４４ ビクトリアスバイオ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成バイオ� 松山 将樹 平取 坂東牧場 ４７０＋ ２１：５６．７２� ７．２�
６８ セイカドルチェ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４４０± ０１：５６．８� １３．９�
５７ シーオブザスターズ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥吉岡 泰治氏 松山 将樹 門別 庄野牧場 ４２０＋ ２１：５７．５４ ４０．４�
８１３ ベルモントダイヤ 牝３黒鹿５４ 高橋 智大 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４９８－ ８１：５８．３５ ２１．２	
７１０ ショウナンアンサー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 栗田 博憲 浦河 桑田牧場 ４４８＋ ８１：５８．４� ４５．８

２２ マイネフェニーチェ 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４１４± ０１：５９．１４ ６４．７�
（大井）

７１１ シンシアシチー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７６－１２１：５９．３１� ３９．３�
６９ サーフロック 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�グランド牧場 手塚 貴久 静内 グランド牧場 ４１４－ ８ 〃 クビ ３７．４
８１２ チャームクリーム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作タマモ� 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ３９２－ ６１：５９．５１� ２８７．０�
１１ ジェイケイラン 牝３黒鹿５４ 江田 照男小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム B４６８＋ ２２：００．３５ ７７．０�
５６ ワ ン メ イ ク 牝３黒鹿５４ 武士沢友治岩崎 銀一氏 中島 敏文 浦河 大柳ファーム ４４４－ ２２：０２．５大差 ２８９．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，７８１，８００円 複勝： ６３，８３９，７００円 枠連： ２３，６９４，６００円

普通馬連： ７３，９８３，５００円 馬単： ６８，４０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４７３，３００円

３連複： ８５，３０３，６００円 ３連単： １７７，６９５，５００円 計： ５４４，１７６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（３－４） １９０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２００円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� １，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２３７８１８ 的中 � １３２６８９（１番人気）
複勝票数 計 ６３８３９７ 的中 � ４３０２６４（１番人気）� ５９６５１（２番人気）� ４８１２３（３番人気）
枠連票数 計 ２３６９４６ 的中 （３－４） ９５５３０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７３９８３５ 的中 �� １５４６６５（１番人気）
馬単票数 計 ６８４０４８ 的中 �� １０６２０６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４７３３ 的中 �� ４８０３０（１番人気）�� ３６４３３（２番人気）�� １２３８８（５番人気）
３連複票数 計 ８５３０３６ 的中 ��� １１１３７７（１番人気）
３連単票数 計１７７６９５５ 的中 ��� ９１０２６（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．９―１２．７―１３．０―１２．７―１３．０―１３．２―１３．１―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．５―３７．２―５０．２―１：０２．９―１：１５．９―１：２９．１―１：４２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．４―３F４０．４
１
３

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ロジゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ラシアンボンド デビュー ２００８．７．２７ 新潟４着

２００６．５．１１生 牝３栗 母 ワールドウッド 母母 キヨウエイミート ５戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円
〔制裁〕 ジェイケイラン号の騎手江田照男は，１コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（１１番・１２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンメイク号は，平成２１年４月８日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ラドラーダ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



０６０３９ ３月８日 曇 稍重 （２１中山２）第４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）

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

８１４ サトノトップガン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５２０± ０１：５７．１ １．５�

３３ ミヤビタカラオー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ５０４± ０１：５７．８４ ３８．５�
８１３ ジャンボマズル 牡３鹿 ５６ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 三石 萩澤 俊雄 ５１６＋ ６１：５７．９� ３１．７�
４６ コスモツイマイ 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 平取 高橋 啓 ４８８＋ ４１：５８．２１� １１．２�

（大井）

７１１ ケイアイスザク 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 日高 タバタファーム ４３０± ０ 〃 クビ ２１．６�
６９ ローラントリリオン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成斉藤 敏博氏 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４６０－１０１：５８．３� ５．５	
７１２ ブラストスルーギ 牡３栗 ５６ 石橋 脩村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 小島牧場 ４５６＋ ２１：５８．５１ １６６．６

５８ スペースシャトル 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７０± ０１：５８．９２� １５５．３�
３４ ヴィーヴァジョーコ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 三石 広田牧場 ４３０－ ２１：５９．０クビ １２．３�
４５ スティーヴハート 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大湯 幸栄氏 中野渡清一 早来 吉田牧場 ４９０－ ６１：５９．２１� ３１３．０
２２ インディアンボス 牡３鹿 ５６

５４ △丸田 恭介矢城辰之助氏 浅野洋一郎 日高 中川 浩典 ４６６－ ４ 〃 アタマ ４２７．９�
６１０ リネンスマート 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 静内 野坂牧場 ４８６－ ８１：５９．９４ ２０９．２�
５７ メジロゲッタウェイ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８０－ ８２：００．１１� ２２．２�
１１ ミヤビクロスオー 牡３青 ５６ 福永 祐一村上 義勝氏 高橋 裕 新ひだか 高橋 修 B４６８＋ ４２：００．４１� ２１．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，７０５，９００円 複勝： ７２，４６７，２００円 枠連： ２０，２８２，７００円

普通馬連： ７９，２８２，９００円 馬単： ７７，１４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１４８，８００円

３連複： ８８，４０１，０００円 ３連単： １８７，５４１，２００円 計： ５７７，９７０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ８００円 � ６４０円 枠 連（３－８） ５１０円

普通馬連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ８２０円 �� ５，５２０円

３ 連 複 ��� １２，６００円 ３ 連 単 ��� ４０，９００円

票 数

単勝票数 計 ２４７０５９ 的中 � １３５５８３（１番人気）
複勝票数 計 ７２４６７２ 的中 � ４８６４１６（１番人気）� ９０８３（９番人気）� １１６０５（８番人気）
枠連票数 計 ２０２８２７ 的中 （３－８） ２９５０８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９２８２９ 的中 �� ２６１２４（８番人気）
馬単票数 計 ７７１４０３ 的中 �� ２１０７０（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１４８８ 的中 �� ６４１５（１３番人気）�� ８７４３（９番人気）�� １１９８（３８番人気）
３連複票数 計 ８８４０１０ 的中 ��� ５１７８（３７番人気）
３連単票数 計１８７５４１２ 的中 ��� ３３８４（１０６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．３―１４．３―１３．８―１２．３―１２．７―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．９―５２．２―１：０６．０―１：１８．３―１：３１．０―１：４３．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００９．２．８ 東京２着

２００６．２．９生 牡３鹿 母 デコレイション 母母 カランドララーク ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



０６０４０ ３月８日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２１中山２）第４日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

３３ ヘンリーゴンドーフ �５栗 ６０ 宗像 徹 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２３：４０．５ ２．２�

４４ � ヒ シ バ ト ル �７鹿 ６０ 山本 康志阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４６２± ０ 〃 クビ ５６．２�
５５ ブルーベレッタ 牡７鹿 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 B４９６＋ ２３：４１．１３� ２１．３�
６６ グランツーリズモ �５黒鹿６０ 五十嵐雄祐飯田 政子氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４８４－ ２３：４１．５２� １６．４�
１１ スナークムサシ 牡６黒鹿６０ 仲田 雅興杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８０± ０３：４１．６� ５．２�
２２ ワイズタイクーン 牡７鹿 ６０ 高野 和馬井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５２２± ０３：４２．５５ １３９．６	
８９ � ランドマッハ 牡５栗 ６０ 植野 貴也木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５０２－ ２３：４３．２４ ３．９

７８ � クロタラリア 牝６黒鹿５８ 金子 光希井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ５００＋ ２３：４３．９４ ７４．５�
７７ ファストソニック 牡５鹿 ６０ 石神 深一平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９８± ０３：４４．２１� １５．１
８１０ オープンガーデン 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４９４＋ ６ 〃 クビ ７．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １７，０８５，０００円 複勝： １９，４６９，２００円 枠連： １７，７４５，３００円

普通馬連： ５６，２４９，４００円 馬単： ５０，８１５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０６７，８００円

３連複： ６７，３８４，８００円 ３連単： １４４，０７７，０００円 計： ３９０，８９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ９８０円 � ３５０円 枠 連（３－４） ５，３００円

普通馬連 �� ５，１９０円 馬 単 �� ６，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ６８０円 �� ５，３２０円

３ 連 複 ��� １６，９４０円 ３ 連 単 ��� ８３，２７０円

票 数

単勝票数 計 １７０８５０ 的中 � ６１５７１（１番人気）
複勝票数 計 １９４６９２ 的中 � ５８２４２（１番人気）� ３６５１（８番人気）� １２０８６（５番人気）
枠連票数 計 １７７４５３ 的中 （３－４） ２４７２（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５６２４９４ 的中 �� ８００６（１７番人気）
馬単票数 計 ５０８１５３ 的中 �� ５４４０（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０６７８ 的中 �� ２６２９（１９番人気）�� ６９２７（８番人気）�� ８００（３２番人気）
３連複票数 計 ６７３８４８ 的中 ��� ２９３６（４３番人気）
３連単票数 計１４４０７７０ 的中 ��� １２７７（１８７番人気）

上り １マイル １：５２．５ ４F ５５．２－３F ４１．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘンリーゴンドーフ �
�
父 ドリームウェル �

�
母父 What Luck デビュー ２００７．４．１ 中山５着

２００４．３．３生 �５栗 母 クルーピアレディー 母母 Question d’Argent 障害：８戦２勝 賞金 ４５，１０２，０００円



０６０４１ ３月８日 小雨 稍重 （２１中山２）第４日 第５競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・右・外）

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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

５８ ビンテージチャート 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５０６－ ４２：１９．９ ３．９�
（大井）

８１４ 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 ４７２－ ８２：２０．３２� ３．６�
３４ ブルースターキング 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４５６－ ２２：２０．４� ３．８�
２３ ワンダーベルグ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠井上 修一氏 浅野洋一郎 日高 山際 辰夫 ４４２＋ ８２：２０．８２� １６．６�
８１５ ヤマチョウサン 牡３黒鹿５６ 田中 博康長谷川 彰氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ３８．４�
１１ ヒビケジンダイコ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義植田 忠司氏 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４７８± ０２：２１．２２� ７．４	
７１３ トーアショウリュウ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人東亜駿馬� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４８０± ０ 〃 クビ １３．３

５９ カシマパフューム 牝３栗 ５４ 武士沢友治松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４０２＋ ２ 〃 ハナ １５０．５�
２２ ベルウッドローツェ 牡３栗 ５６ 的場 勇人鈴木 照雄氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 ４６６± ０２：２１．３� ４３．９�
６１１ オレサイキョー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 河野 通文 浦河 大西牧場 ４６８ ―２：２１．４� ２３．７
６１０ スペースモア 牡３青鹿５６ 江田 照男堀越 毅一氏 小林 常泰 三石 タガミファーム ４９６－１０２：２１．５� ５１．１�
７１２ イガノハイレディー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次五十嵐政則氏 水野 貴広 新ひだか 谷山 和喜 ３８２－ ４２：２１．７� １７４．６�
４７ ヴィーヴァマンボ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４５４＋ ２２：２１．８� １９１．８�
３５ プロサーピナ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広�ターフ・スポート古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４３０－ ２ 〃 アタマ １９．１�
４６ ナンヨーガール 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 柴田 政人 浦河 三好牧場 ４５０－１０２：２２．５４ １５９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，９７６，３００円 複勝： ３５，５６２，０００円 枠連： ２５，３８９，０００円

普通馬連： ８９，０３３，７００円 馬単： ６２，８２８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２４２，０００円

３連複： １０２，５０３，３００円 ３連単： １６６，８３４，６００円 計： ５３３，３６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（５－８） ８１０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ３５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ４，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２１９７６３ 的中 � ４４８２３（３番人気）
複勝票数 計 ３５５６２０ 的中 � ６２８９４（３番人気）� ６８４４０（２番人気）� ７７８４４（１番人気）
枠連票数 計 ２５３８９０ 的中 （５－８） ２３１９３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８９０３３７ 的中 �� ７４１８７（３番人気）
馬単票数 計 ６２８２８９ 的中 �� ２６１１４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２４２０ 的中 �� ２０１０９（２番人気）�� ２００２８（３番人気）�� ３０４９１（１番人気）
３連複票数 計１０２５０３３ 的中 ��� ８７１５９（１番人気）
３連単票数 計１６６８３４６ 的中 ��� ２６１２４（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．２―１４．０―１３．９―１３．７―１３．０―１１．９―１２．０―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．０―３７．２―５１．２―１：０５．１―１：１８．８―１：３１．８―１：４３．７―１：５５．７―２：０７．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビンテージチャート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．２．２１ 東京３着

２００６．３．２３生 牡３栗 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
※出走取消馬 シルクバラッド号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 クラウザーサン号・ワイルドトウショウ号
※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。



０６０４２ ３月８日 小雨 稍重 （２１中山２）第４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）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

２４ ブライティアカフェ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 コアレススタッド ４６０ ―１：１２．８ １．９�

７１４ トウカイアリュール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ５０６ ― 〃 ハナ ６．２�
７１３ ニホンピロピンキー 牝３栗 ５４ 池田 鉄平小林百太郎氏 小島 茂之 日高 佐々木 直孝 ４４２ ―１：１３．４３� １５．１�
６１２ ケンタッキーブルー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 武市 康男 浦河 ミルファーム ４６０ ―１：１３．８２� ２４．１�
５１０ ヨイチセレブ 牝３鹿 ５４ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４９０ ―１：１４．０� １０４．１�
（カネツアプローズ）

５９ マンテンノホシ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４５８ ―１：１４．２１� ２３．０�
８１５ レッドブラッド 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作 	東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 ５１４ ―１：１４．３� ２６．８

６１１ フレンドリーノア 牝３鹿 ５４ 岩部 純二増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４５２ ―１：１４．５１ １７１．９�
１１ チャイナシャドウ 牡３栗 ５６ 福永 祐一飯塚 知一氏 小崎 憲 三石 下屋敷牧場 ４７２ ―１：１４．９２� ５．２�
８１６ トーセンエイゼル 牝３鹿 ５４ 加藤士津八島川 哉氏 加藤 和宏 浦河 秋場牧場 ４７２ ―１：１５．０クビ １２３．７�
３５ デルマネフティス 牝３栗 ５４ 田中 博康浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４９６ ―１：１５．７４ ２１７．２�
４８ フェアリールージュ 牝３栗 ５４ 郷原 洋司平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 ４７６ ―１：１６．２３ ３７．４�
１２ エムオーアンジェラ 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹大浅 貢氏 土田 稔 三石 川端牧場 ４２６ ― 〃 アタマ ８．７�
４７ レインズオブパワー 牝３栗 ５４ 小林 淳一広尾レース	 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 ４３４ ―１：１６．５２ ７６．３�
２３ レオファイティーン �３鹿 ５６ 佐藤 聖也	レオ 平井 雄二 新冠 的場牧場 ４７２ ―１：１９．７大差 １０６．９�

（１５頭）
３６ ザバトルアスラン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信宮川 秋信氏 浅野洋一郎 浦河 帰山 清貴 ４４２ ― （競走除外）

（バトルリューレント）

売 得 金

単勝： ２２，９２６，３００円 複勝： ２５，６１６，６００円 枠連： ２７，６２８，０００円

普通馬連： ７２，３５１，０００円 馬単： ６０，２６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７２２，５００円

３連複： ７９，５２９，３００円 ３連単： １４４，６５５，９００円 計： ４５５，６９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（２－７） ４４０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４７０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� ５，８６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２２９２６３（返還計 ２１０５） 的中 � ９５９７９（１番人気）
複勝票数 差引計 ２５６１６６（返還計 ３３３２） 的中 � ８５８４５（１番人気）� ４３２８３（２番人気）� １６２２２（５番人気）
枠連票数 差引計 ２７６２８０（返還計 １９７） 的中 （２－７） ４６９４９（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ７２３５１０（返還計 １９３８７） 的中 �� ８６０８６（１番人気）
馬単票数 差引計 ６０２６２０（返還計 １５８１６） 的中 �� ５４０６８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２７２２５（返還計 ８８３１） 的中 �� ２１３３５（２番人気）�� １１７５５（４番人気）�� ６５１８（１０番人気）
３連複票数 差引計 ７９５２９３（返還計 ４０７５９） 的中 ��� ２９１３０（４番人気）
３連単票数 差引計１４４６５５９（返還計 ７０３７９） 的中 ��� １８２３４（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．３―１２．５―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３４．７―４７．２―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライティアカフェ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ハイブリツジスルー 初出走

２００６．３．２３生 牝３鹿 母 ハイブライティア 母母 ナ オ コ Ⅲ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 ザバトルアスラン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕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〕 レオファイティーン号は，平成２１年４月８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３５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３５頭 インテグリティー号・エスプリシチー号・カゼノグッドボーイ号・カラーザホワイト号・キョウエイメビウス号・

コウワエクスプレス号・コタカスター号・サクラゼルコバ号・シャドウライン号・スウィープアゲン号・
スズオリーヴ号・スプリングサッカー号・タイキバンビーナ号・ダイワハーキュリー号・タツミニピンク号・
ティティチャーム号・トウカイバリュー号・トゥザユニヴァース号・トウショウディール号・トニーザミラクル号・
トミーガン号・パチャールマニス号・ヒトリューブン号・ビービーグレイナー号・ブライティアホーム号・
ベストラン号・マナリオヘイヘイ号・マリーンルージュ号・ラジカルバンギング号・ラスリーラ号・
リープアヘッド号・ルーシッドドリーム号・レイアシチー号・レディラブノット号・ローシェンナ号



０６０４３ ３月８日 小雨 稍重 （２１中山２）第４日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５７ アイアンデューク 牡３芦 ５６ 横山 典弘栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６０± ０１：１０．７ １．７�

８１２ キューバンエイト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６６＋ ２１：１０．８� ７．６�
４５ アッシュケーク 牝３鹿 ５４ 内田 博幸加藤 徹氏 清水 利章 三石 パラダイス・

ファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ５．８�
５６ � フォーチュンガール 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太備前島敏子氏 荒山 勝徳 安平 ノーザンファーム ４１６－ １１：１０．９� ８８．９�

（大井） （大井）

３３ タマニューホープ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５２＋ ２１：１１．０クビ ８．０�
６８ キミニムチュウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５４± ０１：１１．１� ５３．４�
２２ クリノスレンダー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 B４６６＋ ４１：１１．２クビ １８．５	
１１ オッキオディガット 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社
松田牧場 ４５２－ ４１：１１．４１� １２．０


４４ プリンセスパトラ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４３６－ ２１：１１．６１	 １９．３�

６９ ナイトスズラン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 森 笹川大晃牧場 ４５４± ０１：１１．７� ６８．０�
７１０
 リュウノシルバー 牝３芦 ５４ 江田 照男菊地 捷士氏 田 研二 新ひだか 前田牧場 ４０８－ ４１：１１．８� ３４２．７�
８１３
 バーティカルライン 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次伊達 敏明氏 高松 邦男 日高 サンシャイン

牧場 ４５２－ ２１：１２．６５ ２６８．２�
７１１
 グランドローザ 牝３栗 ５４ 南田 雅昭�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ４２８＋１２１：１２．７� ３１４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，２１９，１００円 複勝： ４４，３１７，９００円 枠連： ２３，５６５，９００円

普通馬連： ９７，６８７，７００円 馬単： ７９，９６４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１９９，９００円

３連複： １０１，３０１，３００円 ３連単： ２３０，３７３，１００円 計： ６３３，６２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（５－８） ５２０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２３０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ２，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２７２１９１ 的中 � １２６９４０（１番人気）
複勝票数 計 ４４３１７９ 的中 � ２０１５８７（１番人気）� ５０２５４（３番人気）� ５１１２２（２番人気）
枠連票数 計 ２３５６５９ 的中 （５－８） ３３９１５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９７６８７７ 的中 �� １３５２８５（２番人気）
馬単票数 計 ７９９６４３ 的中 �� ８０２７５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１９９９ 的中 �� ３１１４８（２番人気）�� ３４８９６（１番人気）�� １０８６３（７番人気）
３連複票数 計１０１３０１３ 的中 ��� ８７０９９（１番人気）
３連単票数 計２３０３７３１ 的中 ��� ６３４２６（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．２―１１．９―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．４―４６．３―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアンデューク �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．１２ 福島１着

２００６．３．１７生 牡３芦 母 テンペストケース 母母 ケ ー ス ９戦２勝 賞金 ３８，００２，０００円
〔制裁〕 アイアンデューク号の騎手横山典弘は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１３番・５番への進路影

響）
※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。



０６０４４ ３月８日 曇 稍重 （２１中山２）第４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）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１２ アサクサゼットキ 牡６鹿 ５７ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０４－１４１：５３．６ １０．０�

７１４ アンヴェイル 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４＋ ８１：５３．７� ９．８�

８１５� ゴールデンジュビリ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ５３８＋２２１：５４．１２	 ８０．１�
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 ４８８± ０１：５４．５２	 １２．８�
６１１ ポリバレント 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 森 牧場 ４９４± ０１：５４．７１
 ３．４�
２４ リージェントゲスト 牡８鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 新冠 勝川牧場 ５３２－ ８１：５５．５５ １８．４	
４７ トランスワープ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５５０＋２２ 〃 ハナ ６．５

３５ ディアーウィッシュ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ２１：５６．１３	 ４．０�
１２ マイネルグリッツァ 牡６青鹿５７ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋ ６１：５６．７３	 １４３．９�
（大井）

４８ マグマカザン �５栗 ５７ 土谷 智紀廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 小倉牧場 ４７６± ０１：５６．８クビ ７６．６
２３ � トーセンインプレス 牡４黒鹿５７ 北村 宏司島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ５２６＋２０ 〃 アタマ ４２．４�
８１６� デマントイドリバー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�嶋 哲氏 牧 光二 米 Damara

Farm ４９４＋１８１：５７．５４ ９．５�
７１３� タカラシャフト �４鹿 ５７ 津村 明秀村山 一氏 国枝 栄 米

Donald & R. Mary Zuck-
erman as Tenants by The
Entireties

４８２± ０１：５７．７１	 ９７．２�
１１ フ ジ ベ ガ 牡４黒鹿５７ 小島 太一藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４７４＋２６１：５７．８クビ ２０６．６�
５１０� ブルーヴァンパイヤ 牡５栃栗５７ 南田 雅昭 �ブルーマネジメント佐々木亜良 新冠 川上 悦夫 ４６２＋１０１：５８．３３ ３６１．０�
５９ � アビリティガーデン 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 清水 利章 米 Hiroyoshi

Usuda ４９８± ０１：５９．４７ ２３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，１９７，０００円 複勝： ５２，３４４，７００円 枠連： ３９，７８４，０００円

普通馬連： １４６，４６２，１００円 馬単： ８９，２１２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，３２７，８００円

３連複： １５８，６００，４００円 ３連単： ２８６，２１８，６００円 計： ８４６，１４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２９０円 � ３７０円 � ２，１４０円 枠 連（６－７） １，３３０円

普通馬連 �� ６，３１０円 馬 単 �� １４，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９８０円 �� １０，５６０円 �� １１，０６０円

３ 連 複 ��� １６７，９３０円 ３ 連 単 ��� ８０９，３１０円

票 数

単勝票数 計 ３１１９７０ 的中 � ２４７４６（６番人気）
複勝票数 計 ５２３４４７ 的中 � ５３１８１（３番人気）� ３９２９９（６番人気）� ５５１１（１３番人気）
枠連票数 計 ３９７８４０ 的中 （６－７） ２２２２１（６番人気）
普通馬連票数 計１４６４６２１ 的中 �� １７１３７（２２番人気）
馬単票数 計 ８９２１２６ 的中 �� ４４７５（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２３２７８ 的中 �� ５３７８（２５番人気）�� ９７６（６５番人気）�� ９３２（６８番人気）
３連複票数 計１５８６００４ 的中 ��� ６９７（２３７番人気）
３連単票数 計２８６２１８６ 的中 ��� ２６１（１１７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３７．２―５０．６―１：０２．９―１：１５．２―１：２７．７―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．４
１
３
９，７，５（４，１２）（３，１１）（１，６，１５）（１０，１４）（１３，１６）－２－８
１４，１２（７，１１）（９，５）（６，１５）４（３，１，１６）－８（１０，１３）－２

２
４

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

勝馬の
紹 介

アサクサゼットキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．８．２８ 札幌２着

２００３．５．８生 牡６鹿 母 エアインセンス 母母 ブラウンアイボリー ２３戦３勝 賞金 ５８，４５２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 マグマカザン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マグマカザン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アビリティガーデン号は，平成２１年４月８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。
（非抽選馬） ２頭 セクシーザムライ号・モリトパラダイス号
※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。



０６０４５ ３月８日 曇 稍重 （２１中山２）第４日 第９競走 ��
��１，８００�

りょうごく

両 国 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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 オメガファルコン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：５０．７ ５．８�

６７ ショウナンライジン 牡５芦 ５７ 吉田 豊国本 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 ５０４－ ２１：５０．８� ３．３�

５５ エプソムメサイア 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム B４５２± ０１：５１．０１	 ９６．７�

８１１ ディープリンク 牡４栗 ５７ 柴田 善臣中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４６８－ ２１：５１．３２ ３９．４�
４４ 
 ハギノメトロポリス 牡９黒鹿５７ 川田 将雅日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８８－ ６１：５１．６１� １８．７�
７１０
 ミウラリチャード 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５０６－ ４ 〃 クビ ２０８．４�
２２ コンベンション 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 	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 ４７６－ ２１：５１．７クビ ５．０

８１２ サクセスガーウィン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B４８８＋１４ 〃 クビ １９．４�
５６ アドマイヤカンナ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４２２－ ２１：５１．８クビ ３９．９�
３３ パッシングマーク 牡６鹿 ５７ 内田 博幸 	社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８８－ ４ 〃 クビ ３．８
７９ マイネレプリーク 牝５栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 門別 北陽ファーム B４５６－ ２１：５１．９クビ １１．９�
６８ スズカダーク 牡６鹿 ５７ 中舘 英二永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４６２－ ４１：５２．２１� １５．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，２５９，２００円 複勝： ４６，５２８，５００円 枠連： ３６，３０９，９００円

普通馬連： １７０，０９７，６００円 馬単： １０８，２１０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，６８２，０００円

３連複： １６９，６２８，８００円 ３連単： ３６６，１４５，０００円 計： ９７０，８６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � １，２７０円 枠 連（１－６） ８２０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ３，６９０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� ２３，２４０円 ３ 連 単 ��� １１０，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３２２５９２ 的中 � ４４１８７（４番人気）
複勝票数 計 ４６５２８５ 的中 � ６７２８３（４番人気）� ９０２９１（２番人気）� ６８９２（１１番人気）
枠連票数 計 ３６３０９９ 的中 （１－６） ３２７５８（２番人気）
普通馬連票数 計１７００９７６ 的中 �� １１６１７５（４番人気）
馬単票数 計１０８２１０９ 的中 �� ３１１１２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１６８２０ 的中 �� ２３９２８（５番人気）�� ２６３９（４２番人気）�� ３０７６（３７番人気）
３連複票数 計１６９６２８８ 的中 ��� ５３８８（７１番人気）
３連単票数 計３６６１４５０ 的中 ��� ２４３５（３３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．４―３８．２―５０．６―１：０２．７―１：１４．９―１：２６．９―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

オメガファルコン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１１．２３ 東京２着

２００５．４．３０生 牡４鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード １０戦３勝 賞金 ３７，９２３，０００円



０６０４６ ３月８日 曇 稍重 （２１中山２）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�ブラッドストーンステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．３．８以降２１．３．１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１４ インプルーヴ 牡４黒鹿５５ 石橋 脩武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 杵臼斉藤牧場 ５３６－ ６１：０９．８ ４．１�

８１５ ファイナルスコアー 牡４栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８４－ ８１：１０．０１ ４．６�
３４ マジックボンバー 牡５鹿 ５５ 岩田 康誠沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４７８－１６１：１０．３１� ９．７�
４６ タイセイハニー 牝６芦 ５２ 江田 照男田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８６－ ２１：１０．５１� ３８．６�
７１３� ゲイリースノーマン 牡８芦 ５６ 蛯名 正義中村 浩章氏 岩戸 孝樹 米 Green

Gates Farm B５１２＋ ８１：１０．６クビ ３９．９�
１１ トーホウドルチェ 牝４黒鹿５２ 三浦 皇成東豊物産� 田島 良保 門別 竹島 幸治 ４３６－ ４ 〃 アタマ ８．８	
３５ ウォーターマーク 牡５芦 ５４ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４８２± ０１：１０．７� ３６．５

２２ ヴォレハクユウ 牡４鹿 ５３ 中舘 英二伊藤 博文氏 村山 明 三石 沖田 忠幸 ４９０± ０ 〃 アタマ ４７．７�
７１２ イチライタッチ 牡７黒鹿５３ 西田雄一郎市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 B５００± ０１：１０．８クビ １２４．０�
５９ ジョイントスターズ 牡８鹿 ５４ 津村 明秀岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４７４＋ ６１：１１．０１� ４８．６
６１１� スリーセブンスピン 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook

Farm ４９２－ ２１：１１．１� ６．５�
４７ � アントニオマグナム 牡８鹿 ５６ 小野 次郎吉田 安惠氏 加藤 征弘 米

Pinetree Farm
Thorough-
breds, Inc.

B５０６－ ４１：１１．９５ ４４．４�
６１０ トウショウガナー 牡５鹿 ５７ 横山 典弘トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８６－ ４ 〃 アタマ ６．５�
５８ マハーバリプラム 牝４青 ５５ 松岡 正海吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：１２．１１	 ９．２�
２３ ブライティアミラ 牝６鹿 ５２ 丸田 恭介小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド B４７０－ ６１：１２．３１ ９８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４５，２６７，６００円 複勝： ７２，８１４，５００円 枠連： ７４，９７８，５００円

普通馬連： ２８４，１２８，４００円 馬単： １６３，０６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，５６４，８００円

３連複： ２９２，２２６，２００円 ３連単： ６３６，５３８，７００円 計： １，６３６，５８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ２９０円 枠 連（８－８） １，０００円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ９６０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� １７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ４５２６７６ 的中 � ８９０９６（１番人気）
複勝票数 計 ７２８１４５ 的中 � １１０５００（２番人気）� １２７５０５（１番人気）� ５６８４２（６番人気）
枠連票数 計 ７４９７８５ 的中 （８－８） ５５６２５（２番人気）
普通馬連票数 計２８４１２８４ 的中 �� ２０１７８９（１番人気）
馬単票数 計１６３０６２５ 的中 �� ６３８２２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７５６４８ 的中 �� ４３３７９（１番人気）�� １６７１６（１４番人気）�� １７１６５（１３番人気）
３連複票数 計２９２２２６２ 的中 ��� ５１０８６（１３番人気）
３連単票数 計６３６５３８７ 的中 ��� ２６１７７（３６番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．４―１０．７―１１．７―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．２―３２．９―４４．６―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インプルーヴ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００７．１２．１ 阪神１着

２００５．３．２４生 牡４黒鹿 母 プレジールダムール 母母 バ ジ ー １０戦４勝 賞金 ４５，９８５，０００円
※出走取消馬 カシノエスケイプ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アグネスカルミア号・ウエスタンヒート号・ケイアイスイジン号・サザンビューティー号・ジェットバニヤン号・

テイエムポイント号・バルバレスコ号・ハードランナー号・ボストンオー号・マルターズマッシブ号・
メジロファルカル号・リボンノキシ号



０６０４７ ３月８日 曇 稍重 （２１中山２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第４６回報 知 杯 弥 生 賞（ＪｐｎⅡ）

発走１５時４５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 ９１０，０００円 ２６０，０００円 １３０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１０ ロジユニヴァース 牡３鹿 ５６ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５００－ ４２：０３．５ １．３�

２２ ミッキーペトラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９０＋ ４２：０３．９２� ４７．６�
５５ � モエレエキスパート 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４７２＋１０２：０４．０� ６５．３�
３３ キタサンアミーゴ 牡３栗 ５６ 川田 将雅�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４３４－ ４２：０４．１クビ ６０．２�
８９ ケイアイライジン 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ５００－ ２２：０４．２� １８．３�
４４ アーリーロブスト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４８４± ０ 〃 クビ ８．１	
７７ ハイローラー 牡３鹿 ５６ 中舘 英二加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ８９．９

６６ セイウンワンダー 牡３青 ５６ 岩田 康誠大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５２６＋１２２：０４．４１	 ４．８�
１１ 
 リアライズナッシュ 牡３栗 ５４ 柴田 善臣入浦 智洋氏 森 秀行 新 R R McA-

nulty ４６４＋ ５２：０５．５７ ２０５．２�
７８ レオウィザード 牡３鹿 ５６ 的場 勇人�レオ 的場 均 浦河 酒井牧場 ４８６＋ ６２：０６．３５ １４４．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０５，５４９，４００円 複勝： ３６３，１３９，８００円 枠連： １２３，５５７，３００円

普通馬連： ６８９，１７７，８００円 馬単： ７２０，９１１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９２，５９１，８００円

３連複： ７１２，９０７，５００円 ３連単： ３，３６２，１４０，４００円 計： ６，３６９，９７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ５４０円 � ６１０円 枠 連（２－８） １，７２０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ７３０円 �� ４，１４０円

３ 連 複 ��� ８，６２０円 ３ 連 単 ��� ２６，９３０円

票 数

単勝票数 計２０５５４９４ 的中 � １３０４８３５（１番人気）
複勝票数 計３６３１３９８ 的中 � ２４８９９６３（１番人気）� ６７８９７（５番人気）� ５８１１１（６番人気）
枠連票数 計１２３５５７３ 的中 （２－８） ５３１１４（５番人気）
普通馬連票数 計６８９１７７８ 的中 �� ２６３６４７（５番人気）
馬単票数 計７２０９１１５ 的中 �� ２４４４２４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９２５９１８ 的中 �� ７０５５９（５番人気）�� ６７０９３（７番人気）�� １０７６３（２５番人気）
３連複票数 計７１２９０７５ 的中 ��� ６１０４９（１９番人気）
３連単票数 計３３６２１４０４ 的中 ��� ９２１４８（５８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．２―１３．０―１３．１―１３．０―１２．７―１２．２―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３５．９―４８．９―１：０２．０―１：１５．０―１：２７．７―１：３９．９―１：５１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．８
１
３
１０，２，８（５，６）（１，４）９，７，３・（１０，２）８，５，６（１，４）９（３，７）

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

勝馬の
紹 介

ロジユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Cape Cross デビュー ２００８．７．６ 阪神１着

２００６．３．１１生 牡３鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク ４戦４勝 賞金 １２６，８６２，０００円
※出走取消馬 アポロリバティー号（疾病〔左寛跛行〕のため）・アントニオバローズ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※レオウィザード号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりロジユニヴァース号・ミッキーペトラ号・モエレエキスパート号は，皐月賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



０６０４８ ３月８日 曇 稍重 （２１中山２）第４日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１１� ワンダークラフティ 牡６鹿 ５７ 内田 博幸山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako B５４８－ ４１：０９．８ ８．６�

６９ アポロラムセス 牡４芦 ５７ 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 ４９８－ ２１：１０．０１ ２．９�
５６ マイネルオークベイ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９０－ ８１：１０．４２� １１６．５�
１１ フランシール 牝５栗 ５５ 横山 典弘岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４８６＋１０ 〃 クビ ６．２�
３３ マイネアルデュール 牝４鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ２ 〃 アタマ ４．３�
６８ ターニングポイント 牡４青鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４７４－ ８１：１０．５� ５．３�
２２ 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＋ ４１：１０．６	 ８．５	
４５ ウインドストーム 牡６鹿 ５７ 中舘 英二中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４９８－ ４１：１０．８１ ３４．４

５７ テラモミリオネ 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次�寺田工務店 柴崎 勇 新冠 森 牧場 ４７０－ ４ 〃 アタマ １１５．４�
４４ クラシカルウィーク 牡８栗 ５７ 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンレーシング ４９４＋１０１：１０．９� ３９．５

（大井）

８１３� チアフルワールド 牡７栗 ５７ 小林 淳一藤田 在子氏 天間 昭一 米 Katherine
Elam ４９８－ ４１：１１．１１
 ９３．０�

８１２ フジマサゴールド 牡６鹿 ５７ 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４９６－１０１：１１．５２� ９０．３�

７１０ ジパングエンジェル 牝８鹿 ５５
５２ ▲伊藤 工真吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６２－ ２１：１２．８８ １７０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６０，８９１，０００円 複勝： ７９，３６１，８００円 枠連： ６８，１０４，２００円

普通馬連： ２７３，４４５，４００円 馬単： １７６，７５４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，１３４，９００円

３連複： ２８６，６３５，６００円 ３連単： ７３６，２５５，７００円 計： １，７５５，５８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � １，５２０円 枠 連（６－７） ７４０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ７，８００円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� ２２，５７０円 ３ 連 単 ��� １１１，２３０円

票 数

単勝票数 計 ６０８９１０ 的中 � ５５９９６（６番人気）
複勝票数 計 ７９３６１８ 的中 � ７７３２０（６番人気）� ２０５１４５（１番人気）� ９５０９（１１番人気）
枠連票数 計 ６８１０４２ 的中 （６－７） ６８５９０（２番人気）
普通馬連票数 計２７３４４５４ 的中 �� １７２８３８（５番人気）
馬単票数 計１７６７５４６ 的中 �� ４５０４９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４１３４９ 的中 �� ４０６８７（４番人気）�� ２２０６（５３番人気）�� ５８９８（２５番人気）
３連複票数 計２８６６３５６ 的中 ��� ９３７５（５８番人気）
３連単票数 計７３６２５５７ 的中 ��� ４８８５（２８０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．２―１１．６―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．２―４５．８―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワンダークラフティ �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Secreto デビュー ２００６．３．１１ 阪神１着

２００３．１．２３生 牡６鹿 母 Doll 母母 Y’Amor ３０戦３勝 賞金 ４４，４３６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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４日 ３月８日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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

２９３，１５０，０００円
２，１３０，０００円
２１，０００，０００円
２，２４０，０００円
３０，３５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，５９９，５００円
４，８６４，０００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
５３６，７９５，１００円
９１４，４９１，４００円
５０７，８４２，１００円
２，１１７，８９８，７００円
１，７２５，６７６，６００円
６０３，２０４，８００円
２，２４５，２１１，７００円
６，５９９，６２５，２００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 １５，２５０，７４５，６００円

総入場人員 ３３，１８０名 （有料入場人員 ３０，５４２名）




