
０６０７３ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７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）

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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ アーリーアメリカン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：１２．６ ３．２�

６１２ アントルシャカトル 牝３栗 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 下村 繁正 ４７２－ ８１：１３．４５ ９．４�
３５ 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 ４５０＋ ８ 〃 クビ ７．８�
１１ アラマサスクワート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５２－ ４１：１３．５� ５．８�
４８ サニーストリート 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 鮫川 啓一 ４９０－ ６１：１３．８１� １４．３�
７１４ カネトシジュラール 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介兼松 昌男氏 松山 将樹 新冠 武田 寛治 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ４２９．４�
４７ ホワイトホーネット 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６ 〃 ハナ ７．６	
１２ エングレイス 牝３青鹿５４ 鷹野 宏史西森 鶴氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 ４４２－ ２１：１４．５４ １０６．７

５９ ベルモントワルツ 牝３黒鹿５４ 小野 次郎 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４５０－ ６１：１４．７１� １０１．５�
３６ リネンシマイ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４６６ ―１：１４．８� ２８４．０�
５１０ ジェットリリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作村田 哲朗氏 平井 雄二 日高 三輪牧場 ４６８－ ６ 〃 アタマ １２８．３
７１３ ショウナンマゴコロ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 静内 岡田スタツド ４６０－ ８１：１５．２２� ４．３�
６１１ ダイワエモーション 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 嶋田 功 新ひだか 幌村牧場 ４４２＋ ６ 〃 ハナ １８９．１�
２４ ビイーネマーヤ 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ３９８－１０１：１５．６２� ２４２．２�
２３ ルビーマダム 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４２６＋ ２１：１６．８７ ２４７．４�
８１５ コスモスプリッツァ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３６＋ ２１：１６．９� １８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２９０，１００円 複勝： ２８，７７５，４００円 枠連： １７，２６０，６００円

普通馬連： ５９，２７０，８００円 馬単： ３９，５７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８３２，３００円

３連複： ６７，５４５，２００円 ３連単： ９５，９１０，６００円 計： ３４４，４６３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（６－８） １，１２０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ７２０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ４，１８０円 ３ 連 単 ��� １５，６４０円

票 数

単勝票数 計 １６２９０１ 的中 � ４０８９８（１番人気）
複勝票数 計 ２８７７５４ 的中 � ５４４３９（１番人気）� ３２３８０（４番人気）� ２５７６８（６番人気）
枠連票数 計 １７２６０６ 的中 （６－８） １１４４１（５番人気）
普通馬連票数 計 ５９２７０８ 的中 �� ３０２１４（４番人気）
馬単票数 計 ３９５７８２ 的中 �� １３７１８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８３２３ 的中 �� ７９７３（６番人気）�� ６８８２（１０番人気）�� ４９２８（１７番人気）
３連複票数 計 ６７５４５２ 的中 ��� １１９４５（１９番人気）
３連単票数 計 ９５９１０６ 的中 ��� ４５２７（３７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．３―１２．２―１２．６―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．８―４６．０―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーリーアメリカン �
�
父 El Corredor �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．６．２８ 函館４着

２００６．２．３生 牝３鹿 母 アメリカンマンボ 母母 American Royale ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモスプリッツァ号は，平成２１年４月２１日まで平地競走に出走できない。

ルビーマダム号は，平成２１年５月２１日まで平地競走に出走できない。



０６０７４ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７日 第２競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ ショウナンダンク 牡３芦 ５６ 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 静内 神垣 道弘 ４８２－ ６１：１２．５ ６．８�

４７ � マルターズデライト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Yoshio Fujita ５０６－ ４ 〃 クビ １．５�
７１３ マルマツパワフル 牡３栗 ５６ 川島 信二松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 ４６４－１０１：１３．０３ ３２２．８�
１１ トゥーザハイウェイ 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐ディアレスト 久保田貴士 静内 千代田牧場 ５１２－ ２１：１３．１� １７．７�
１２ ガリレオシチー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４９２－ ８１：１３．５２� １２１．５�
３５ ワンツーリターン 牡３栗 ５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ５００－ ２１：１３．６� ８．１	
６１１ モンセルバン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 山岡ファーム ５０８－ ８１：１４．２３� ９．３

８１５ アイティムサシ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５０６－ ８ 〃 ハナ １７．４�
７１４ ミスニューヨーク 牝３青鹿５４ 江田 照男平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか 田原橋本牧場 ４５４＋ ８１：１５．４７ ３６６．２�
２４ マキシムカラス 牝３青鹿５４ 武士沢友治小田 廣美氏 石栗 龍彦 むかわ 真壁 信一 ４４０－ ６１：１５．５クビ ２２７．０
５１０ メイスンヴィグラス 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥梅村 浩氏 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４２６＋ ４ 〃 クビ ９２．７�
２３ マ リ リ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気根本 忠義氏 水野 貴広 門別 中前 義隆 ４６４－ ２１：１５．８１� １２２．０�
５９ セイカコンブリオ 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ３９８ ―１：１５．９クビ ５４６．７�
３６ トーセンロックリー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６－１２１：１６．０� ２２９．７�
６１２ ペイントカフェ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６０－１０１：１６．１� ２６．３�
４８ トウカイバリュー 牡３青鹿５６ 土谷 智紀内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４４６ ―１：１６．５２� ３５３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７００，９００円 複勝： ５４，８１８，９００円 枠連： １６，４４４，３００円

普通馬連： ５２，３１１，５００円 馬単： ４９，９２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６７１，７００円

３連複： ５９，５０１，０００円 ３連単： １１８，５０２，９００円 計： ３９０，８７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ３，５１０円 枠 連（４－８） ３１０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １７，７８０円 �� ５，５６０円

３ 連 複 ��� ３３，９７０円 ３ 連 単 ��� １６４，０９０円

票 数

単勝票数 計 １９７００９ 的中 � ２３０６３（２番人気）
複勝票数 計 ５４８１８９ 的中 � ５０６９４（２番人気）� ３５２８７６（１番人気）� １２９３（１２番人気）
枠連票数 計 １６４４４３ 的中 （４－８） ３９３７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２３１１５ 的中 �� ８７２１７（１番人気）
馬単票数 計 ４９９２３５ 的中 �� ２５２７７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６７１７ 的中 �� ２１５９３（３番人気）�� ２４２（５７番人気）�� ７８１（３４番人気）
３連複票数 計 ５９５０１０ 的中 ��� １２９３（５６番人気）
３連単票数 計１１８５０２９ 的中 ��� ５３３（２６２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．０―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．６―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンダンク �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ミュージックタイム デビュー ２００９．１．１１ 中山５着

２００６．１．１９生 牡３芦 母 ガッダムブランシュ 母母 ガッドファイヤー ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００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。
（非当選馬） ４頭 アイファーラスカル号・オーマイマミー号・コスモエクスプレス号・ヘヴンリースパーク号
（非抽選馬） １頭 レインズオブパワー号



０６０７５ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７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

８１５ シャイニーデザート 牡３黒鹿５６ 木幡 初広小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２２－ ２１：５５．７ ４３．１�

７１３ カズノロマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１２－ ６１：５５．９１ ２．２�
７１４ 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 ５００－ ４１：５６．２１� ２１．９�
４８ メイショウブンブク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４５２－ ４１：５６．４１� ２．４�
６１２ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４４６－ ４１：５６．７２ １０１．８�
８１６ トウショウデザート 牡３鹿 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２８＋１８１：５６．８� ８５．３�
２３ ショウナンサンガ �３黒鹿５６ 柴田 善臣	湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５２－３０１：５７．０１� ２４．６

３６ ニシノアビリティ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥西山 茂行氏 高橋 祥泰 鵡川 西山牧場 ５０８－ ６１：５７．２１� １０．０�
３５ ジャンジャン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知	富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４８２－ ２１：５７．３� ２９１．４�
５９ ダイワハンター 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：５７．８３ １７．２
５１０ インディアンボス 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳矢城辰之助氏 浅野洋一郎 日高 中川 浩典 ４６４－ ２１：５８．１２ ３００．９�
２４ アルカディアシチー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 日高 幾千世牧場 ５３４± ０１：５８．２� ３７．５�
６１１ ケイアイシンドウ �３鹿 ５６ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 新ひだか 松田 三千雄 B４８０－ ８１：５９．２６ ３４．９�
１１ ゴーアンドオン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ４５６－１４１：５９．３� ２１２．４�
４７ シルクホウオー 牡３青鹿５６ 小野 次郎有限会社シルク池上 昌弘 日高 ヤナガワ牧場 B４６０＋ ２２：００．０４ ７４．４�
１２ マイネルディアデム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 三石 タガミファーム B４９６－ ２２：００．３１� １４９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，８５９，５００円 複勝： ３４，９５７，９００円 枠連： １９，２３８，１００円

普通馬連： ６２，８９２，５００円 馬単： ４８，６１９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，００３，６００円

３連複： ７０，３９３，２００円 ３連単： １１８，１９２，２００円 計： ３９５，１５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，３１０円 複 勝 � ６７０円 � １１０円 � ３１０円 枠 連（７－８） ２，１３０円

普通馬連 �� ４，４２０円 馬 単 �� １４，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ４，５９０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １０，４９０円 ３ 連 単 ��� １０１，４３０円

票 数

単勝票数 計 １８８５９５ 的中 � ３４４９（９番人気）
複勝票数 計 ３４９５７９ 的中 � ７２８２（８番人気）� １７２００７（１番人気）� １８８０７（４番人気）
枠連票数 計 １９２３８１ 的中 （７－８） ６６７４（９番人気）
普通馬連票数 計 ６２８９２５ 的中 �� １０５１５（１３番人気）
馬単票数 計 ４８６１９６ 的中 �� ２４０５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２００３６ 的中 �� ４１２７（１１番人気）�� １０９０（３１番人気）�� １５１２４（２番人気）
３連複票数 計 ７０３９３２ 的中 ��� ４９５７（２５番人気）
３連単票数 計１１８１９２２ 的中 ��� ８６０（２１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．０―１３．１―１３．５―１２．９―１２．７―１２．７―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．５―３７．６―５１．１―１：０４．０―１：１６．７―１：２９．４―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
１
３

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

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

シャイニーデザート �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Green Desert デビュー ２００９．３．７ 中山１０着

２００６．４．１１生 牡３黒鹿 母 ポ ル ベ ニ ル 母母 Majenica ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ゴーアンドオン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 カズノロマン号の騎手内田博幸は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１５番への進路影響）
〔調教再審査〕 ゴーアンドオン号は，発走調教再審査。



０６０７６ ３月２１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１中山２）第７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

３３ スズカイエロー 牡６鹿 ６０ 宗像 徹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５２２＋ ４３：１６．０ ２．３�

３４ ス タ ル カ 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４９４－ ６３：１６．３２ ５１．２�

４６ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４５０－１０３：１６．６１� １７．３�

４５ � ハシルペンチャン 牡５黒鹿６０ 柴田 大知齋藤 宏明氏 小林 常泰 平取 池田牧場 ４４４－ ８３：１６．７� １２３．２�
６９ メジロスパイダー 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 青森 オオタ牧場 ４８６－２６３：１７．０１� １２．６�
１１ アザンクール �６鹿 ６０ 南井 大志山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ６ 〃 アタマ ４．１	
５７ � スルーザグリーン �５鹿 ６０ 柴田 未崎誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ４６４± ０３：１８．１７ ９．９

７１２ パープルコランダム 牝４鹿 ５７ ▲草野 太郎�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４８４＋ ２３：１８．８４ ６７．５�
８１４ ダイワアンリ 牡４鹿 ５９ 金子 光希大城 敬三氏 上原 博之 静内 千代田牧場 ４９８± ０３：１９．０１� ６０．１�
６１０� サクラプレミアム 牡６栗 ６０ 矢原 洋一�さくらコマース小笠 倫弘 静内 谷岡牧場 ４６６＋１２３：２４．９大差 １８４．２
８１３� ワイルドオーキッド 牝６鹿 ５８ 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ４３．７�
５８ オンワードマック 牡４芦 ５９ 佐藤 聖也樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６４－１２ （競走中止） １３６．８�
７１１ マチカネアマテラス 牝５栗 ５８ 山本 康志細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４４８－ ６ （競走中止） ５．０�
２２ � エイトゴーオン 牝５青鹿５８ 石神 深一玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４５４＋ ２ （競走中止） ２９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２３４，９００円 複勝： １４，７２８，２００円 枠連： １４，３０９，４００円

普通馬連： ４２，７９０，３００円 馬単： ３３，２８６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５１１，２００円

３連複： ５３，７４２，９００円 ３連単： ８１，１２８，７００円 計： ２６７，７３２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ９６０円 � ３２０円 枠 連（３－３） ６，４６０円

普通馬連 �� ６，４４０円 馬 単 �� ９，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９７０円 �� ６５０円 �� ４，８６０円

３ 連 複 ��� ２４，１６０円 ３ 連 単 ��� １０３，７７０円

票 数

単勝票数 計 １４２３４９ 的中 � ５０６８８（１番人気）
複勝票数 計 １４７２８２ 的中 � ３９２８０（１番人気）� ２９２３（９番人気）� １０７７８（６番人気）
枠連票数 計 １４３０９４ 的中 （３－３） １６３７（２３番人気）
普通馬連票数 計 ４２７９０３ 的中 �� ４９１０（１９番人気）
馬単票数 計 ３３２８６７ 的中 �� ２４６１（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５１１２ 的中 �� １６５６（１９番人気）�� ５５１６（６番人気）�� ６５５（４２番人気）
３連複票数 計 ５３７４２９ 的中 ��� １６４２（５５番人気）
３連単票数 計 ８１１２８７ 的中 ��� ５７７（２４３番人気）

上り １マイル １：５０．４ ４F ５３．３－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカイエロー �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００５．７．２３ 函館２着

２００３．３．２２生 牡６鹿 母 イエローブルーム 母母 グランドリーム 障害：５戦１勝 賞金 １１，９５０，０００円
〔競走中止〕 エイトゴーオン号は，１周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

マチカネアマテラス号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
オンワードマック号は，２周目４コーナーで，競走を中止した「マチカネアマテラス」号が激突して跳ね上がった内柵に触
れ，騎手が落馬したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グローリージョン号・ゴスペル号・ビービーライナー号
（非抽選馬） １頭 ロッキーローレル号



０６０７７ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７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

６１２ ヴィーヴァミラコロ 牡３栗 ５６ 田中 勝春芹澤 精一氏 田中 清隆 静内 カントリー牧場 ４７６± ０２：１５．８ ６．０�

５９ ヘディングマキ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 古賀 慎明 苫小牧 藤沢 武雄 ４９０＋ ２２：１６．０１� ８．２�
８１５ ハ イ ゲ ー ト 牡３鹿 ５６ 木幡 初広宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５０４－１０２：１６．２１� ５０．６�
２３ タッチオブマスター 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７８－１２２：１６．３� ５３．２�
８１６ トミケンヘイロー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀冨樫 賢二氏 加藤 和宏 浦河 今井 秀樹 ４７０± ０ 〃 クビ ７６．６�
４７ トーセンマルゴー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４－ ６２：１６．８３ １９．３	
１１ � コスモキリンジ 牡３鹿 ５３ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 新 P J & P M

Vela Ltd ４９６＋ ６２：１６．９� １９．７

３５ フットライト 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 尾形 充弘 静内 タイヘイ牧場 ５２４－ ２ 〃 ハナ １７．４�
７１４ ウ マ ザ イ ル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２８－ ２２：１７．０クビ ２．２�
７１３ ブラストタリスマン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人村中 徳広氏 中川 公成 新冠 川上牧場 ４５６－ ６ 〃 アタマ ６．４
３６ ホワイトライクミー 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 門別 下河辺牧場 B４６０± ０２：１７．２１� １６．５�
１２ スーパーシズクン 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司袴田 精一氏 蛯名 信広 新ひだか 三宅牧場 ４９０－ ６２：１７．８３� １４．６�
４８ ナンヨーアウトロー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一中村 �也氏 小笠 倫弘 静内 グランド牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ２７２．９�
２４ ユ ウ カ ゼ 牝３鹿 ５４ 江田 照男谷 雄史氏 谷原 義明 浦河 細道牧場 ４７６－ ６２：１８．９７ １８８．１�
５１０ ドリームスターダム 牡３栗 ５６ 大野 拓弥セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 守矢牧場 ５０２＋１０２：１９．３２� １８１．８�
６１１ ク ォ ン タ ム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真池谷 誠一氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ５５６＋１２２：１９．５１� ３６５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３６３，７００円 複勝： ３３，０３４，６００円 枠連： ２２，１２４，４００円

普通馬連： ６５，０９７，３００円 馬単： ４７，５８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９７５，３００円

３連複： ７２，６１６，９００円 ３連単： １１３，４４８，２００円 計： ３９８，２４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２７０円 � ２８０円 � １，３４０円 枠 連（５－６） ２，５３０円

普通馬連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ５，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ３，１７０円 �� ５，１００円

３ 連 複 ��� ４５，０４０円 ３ 連 単 ��� １５７，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２１３６３７ 的中 � ２８２９１（２番人気）
複勝票数 計 ３３０３４６ 的中 � ３６３９６（３番人気）� ３４１７１（４番人気）� ５４００（１１番人気）
枠連票数 計 ２２１２４４ 的中 （５－６） ６４７２（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６５０９７３ 的中 �� １９４０４（１０番人気）
馬単票数 計 ４７５８９０ 的中 �� ６８４４（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９７５３ 的中 �� ６５５６（９番人気）�� １７５２（３７番人気）�� １０８０（４６番人気）
３連複票数 計 ７２６１６９ 的中 ��� １１９０（１１３番人気）
３連単票数 計１１３４４８２ 的中 ��� ５３０（４４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．４―２３．７―３５．８―４８．５―１：０１．１―１：１３．５―１：２６．０―１：３８．３―１：５０．７―２：０３．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァミラコロ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．１１．２ 東京２着

２００６．３．１０生 牡３栗 母 タニノクラリッジ 母母 タニノデザート ７戦１勝 賞金 １４，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１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 マタハリクー号・レインボーストーン号



０６０７８ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５１０ ベ ス ト ラ ン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４５８ ―１：５２．５ ４．２�

６１２ シャドウライン 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４９８ ― 〃 クビ ２５．６�
８１６ タツミニピンク 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹小林 祥晃氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４３４ ―１：５２．６クビ ４０．５�
３５ マリーンルージュ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４１８ ―１：５２．８１ ２９．２�
２４ レディアミュレット 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４５０ ―１：５３．０１� ５．４�
５９ ス ズ ノ ネ オ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 三石 小河 豊水 ４３２ ―１：５３．１� １４．３	
４７ サイモントルナーレ 牡３栗 ５６ 川島 信二澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４４０ ―１：５３．４２ ３０．３

６１１ ナムライッカク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ５０４ ―１：５３．７１� ３．８�
４８ メーテルスマイル 牝３青 ５４ 木幡 初広モナコ商事� 松山 将樹 早来 �橋本牧場 ４７４ ―１：５３．８� ７２．７�
８１５ コ コ ペ リ 牝３鹿 ５４ 青木 芳之 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２８ ―１：５３．９� ４．６
１１ メジロローレンス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１４ ―１：５４．２２ ９．２�
７１３ マ カ リ イ 牡３黒鹿５６ 土谷 智紀秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤英牧場 ４６２ ―１：５４．４１� １８１．５�
２３ ナスノミドリ 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介菊地 和男氏 二本柳俊一 日高 有限会社
飯田牧場 ４４０ ―１：５４．７１� １３４．７�

１２ スペシャルインゼル 牡３鹿 ５６ 江田 照男嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 アサヒ牧場 ５００ ―１：５５．０２ ８３．３�
３６ ビービーグレイナー 牝３芦 ５４ 田中 勝春�坂東牧場 土田 稔 新冠 田村牧場 ４６６ ― 〃 アタマ ８３．３�

（１５頭）
７１４ タ ク ト フ ル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，１５２，４００円 複勝： ２２，９５８，１００円 枠連： １９，５２６，９００円

普通馬連： ５４，２６５，１００円 馬単： ３８，４１８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１８９，８００円

３連複： ５５，６２９，６００円 ３連単： ８６，０４０，８００円 計： ３１０，１８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２２０円 � ７１０円 � ９８０円 枠 連（５－６） ６３０円

普通馬連 �� ５，５７０円 馬 単 �� ８，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７９０円 �� ３，０７０円 �� ８，９３０円

３ 連 複 ��� ６９，３５０円 ３ 連 単 ��� ２９５，３５０円

票 数

単勝票数 計 １７１５２４ 的中 � ３２２３１（２番人気）
複勝票数 計 ２２９５８１ 的中 � ３４５９２（３番人気）� ７６９８（９番人気）� ５３６２（１０番人気）
枠連票数 計 １９５２６９ 的中 （５－６） ２２９２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４２６５１ 的中 �� ７１９７（１８番人気）
馬単票数 計 ３８４１８６ 的中 �� ３１６０（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１８９８ 的中 �� ２２６７（１９番人気）�� １２９８（３２番人気）�� ４３９（６７番人気）
３連複票数 計 ５５６２９６ 的中 ��� ５９２（１４６番人気）
３連単票数 計 ８６０４０８ 的中 ��� ２１５（６７７番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．９―１３．３―１３．２―１２．８―１２．３―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．６―５０．９―１：０４．１―１：１６．９―１：２９．２―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．６
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベ ス ト ラ ン �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００６．３．２８生 牝３黒鹿 母 グリタリングフラワ 母母 カシマアロー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔出走取消〕 タクトフル号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ゼノン号・ダイワプレジャー号・メイウインド号・リワードアリオン号



０６０７９ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３６ トーセンルーチェ 牡３栗 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５６０－ ４１：５４．８ ３２．８�

５１０ ヤマニンバッスル 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４６８－１０１：５４．９� ２６．９�

４７ フェイマステイル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：５５．６４ １６．８�
１２ � ロトパートナー 牡３栗 ５６

５３ ▲丸山 元気國武 佳博氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 ４８０－ ６１：５５．８１� １９７．６�
７１３ ツクバタイヨウ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 松山 康久 平取 協栄組合 B４６０＋ ４１：５６．０１� ４．７�
１１ タイキジャガー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １６．７	
５９ ピサノシンボル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８０－ ６１：５６．１� ８．４

４８ � シツジツゴウケン 牡３芦 ５６ 江田 照男�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４± ０ 〃 ハナ ３７．１�
２３ トレジャーバトル 牡３栗 ５６ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７４± ０１：５６．２� ３．０�
２４ プ ラ ク シ ス 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹 �ノースヒルズマネ

ジメント 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８４＋ ２１：５６．９４ １３２．６
６１１ 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 ５０６－ ２１：５７．２１	 １１．０�
３５ 
 エアイグアス 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４７２＋ ２１：５７．４１� ２０．４�
８１６� ブレイブワイズ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一古澤 秋信氏 佐々木亜良 日高 増尾牧場 ４５６＋ ２１：５７．５	 ３２９．７�
７１４ タマモウィナー 牡３黒鹿５６ 黛 弘人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B４５８± ０１：５７．６クビ ６９．９�
８１５ ユニヴァースガイ 牡３栗 ５６ 内田 博幸横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５００± ０１：５８．２３� ５．８�
６１２ サンクフルルック 牡３芦 ５６ 吉田 隼人 �社台レースホース伊藤 圭三 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－１０２：００．２大差 ２６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８４５，１００円 複勝： ３８，９１２，７００円 枠連： ２３，９４６，１００円

普通馬連： ８８，４６９，８００円 馬単： ５３，２２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７２４，４００円

３連複： ８７，９４０，０００円 ３連単： １３６，２１２，８００円 計： ４７９，２７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２８０円 複 勝 � １，０１０円 � ７６０円 � ６４０円 枠 連（３－５） ３，７６０円

普通馬連 �� ４３，４５０円 馬 単 �� ９５，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，６６０円 �� ６，６３０円 �� ４，９３０円

３ 連 複 ��� １８３，３４０円 ３ 連 単 ��� １，３５８，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２３８４５１ 的中 � ５７３１（１１番人気）
複勝票数 計 ３８９１２７ 的中 � ９９１８（１２番人気）� １３５５３（９番人気）� １６４８０（７番人気）
枠連票数 計 ２３９４６１ 的中 （３－５） ４７０５（１９番人気）
普通馬連票数 計 ８８４６９８ 的中 �� １５０３（７３番人気）
馬単票数 計 ５３２２３９ 的中 �� ４１３（１５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７２４４ 的中 �� ７５７（６９番人気）�� ９９２（６２番人気）�� １３３９（４９番人気）
３連複票数 計 ８７９４００ 的中 ��� ３５４（２７８番人気）
３連単票数 計１３６２１２８ 的中 ��� ７４（１７４３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１２．６―１３．５―１３．０―１３．１―１３．５―１３．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３５．８―４９．３―１：０２．３―１：１５．４―１：２８．９―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．４
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンルーチェ �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００９．１．４ 中山７着

２００６．２．１９生 牡３栗 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンクフルルック号は，平成２１年４月２１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ヒゼンリバイバル号・ブルーセイコー号



０６０８０ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７日 第８競走 ��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５ ショウナンカザン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７８－ ２１：１２．８ １．９�

６１１ タツタイコウ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス
ファーム ５１０＋ ８１：１３．０１� １１．９�

２３ トゥルーノース 牡５栗 ５７ 鷹野 宏史広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 富菜牧場 ４９４－ ８１：１３．１� ３３．１�
２４ ハタノワイズ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム B５２２－ ４１：１３．２クビ ６．１�
７１３ ム ー ン ボ ー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ８１：１３．４１� ５０．７�
５９ サイレントパンサー 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �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 ４４２＋ ６１：１３．７２ １５．４	
５１０ タケデンスキップ 牝４鹿 ５５ 伊藤 直人武市 進吾氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 ４１６－ ４ 〃 アタマ １２８．９

８１６� イナズマレオ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹小泉 賢悟氏 �田 研二 新冠 ヒノデファーム ４６６－ ２１：１３．９１� １８．８�
６１２� オンワードシュネル 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ５１４＋ ２ 〃 ハナ ８．９
４８ メイキンマジック 牡５青鹿５７ 大野 拓弥加藤 愼一氏 石毛 善彦 浦河 大柳ファーム ５１２－ ６ 〃 ハナ ３９．２�
１１ � リネンスタイル 牝５鹿 ５５ 村田 一誠戸山 昌彦氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６８＋ ４１：１４．２１� ２４９．２�
７１４� パワートップスター 牡４鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気�まの 成島 英春 門別 高山 博 ５０２－ ６１：１４．３� ２１７．３�
１２ エクストラシチー 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 幾千世牧場 ４２４－ ８１：１４．４� ７１．６�
３６ � ルードボーイ 	５鹿 ５７ 黛 弘人�ヒダカファーム矢野 英一 浦河 ヒダカフアーム B４８２－１８１：１４．７１� １７２．７�
４７ � クロースハーモニー 牝５栗 ５５ 川島 信二岡田 牧雄氏 高橋 義博 門別 インターナシヨナル牧場 ４３４＋ ２１：１４．８� ９５．４�
３５ ライセンシー 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５３８＋２２１：１４．９クビ ８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９０１，４００円 複勝： ２９，１１４，６００円 枠連： ２４，２４９，７００円

普通馬連： ７３，５５３，８００円 馬単： ５２，０２２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５０６，３００円

３連複： ７４，１１０，０００円 ３連単： １３１，４７４，９００円 計： ４３０，９３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２７０円 � ５７０円 枠 連（６－８） ４３０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １，２００円 �� ４，０４０円

３ 連 複 ��� ９，３２０円 ３ 連 単 ��� ２５，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２３９０１４ 的中 � １０４２１１（１番人気）
複勝票数 計 ２９１１４６ 的中 � １０６３５９（１番人気）� ２２２２９（５番人気）� ８６７７（９番人気）
枠連票数 計 ２４２４９７ 的中 （６－８） ４１６４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７３５５３８ 的中 �� ５０１４２（４番人気）
馬単票数 計 ５２０２２９ 的中 �� ２３２２５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５０６３ 的中 �� １１４７５（４番人気）�� ４５４８（１３番人気）�� １２８９（４２番人気）
３連複票数 計 ７４１１００ 的中 ��� ５８７３（２９番人気）
３連単票数 計１３１４７４９ 的中 ��� ３８３４（７０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．８―１２．０―１２．２―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカザン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ダイナマイトダディ デビュー ２００７．１１．１０ 東京８着

２００５．３．２９生 牡４鹿 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク １４戦２勝 賞金 ２９，９４０，０００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 ジパングエンジェル号



０６０８１ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７日 第９競走 ��１，８００�
か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
鎌ケ谷市長賞（１着）

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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２３ ニシノブルームーン 牝５鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４５８－ ２１：５０．１ ２．６�

１１ サマーアクトレス 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４７２－ ２ 〃 ハナ １６．８�
３４ ダイワジャンヌ 牝４黒鹿５５ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４４０－ ２１：５０．２� ８．６�
３５ ホ ク レ レ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ８．８�
７１３ エプソムメサイア 牝６鹿 ５５ 吉田 豊 �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 B４５０－ ２１：５０．４１� ２１．５�
４６ ヤサシイキモチ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海宮城 寛也氏 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４４４－１０ 〃 クビ ７．６�
８１４ クロカンブッシュ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３８± ０１：５０．５クビ １１．６	
８１５ マジックビクトリア 牝５鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４７４＋１８ 〃 ハナ ８．５

６１０ ヒロアンジェロ 牝４鹿 ５５ 江田 照男北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４８８± ０１：５０．８１� ６１．２�
５９ ナショナルホリデー 牝５栗 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：５０．９� ８．２
４７ スズカエルマンボ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５２＋ ２１：５１．１１� ２９．９�
７１２� フローレストウブ 牝７鹿 ５５ 石神 深一真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４６８－１０１：５１．３１� ３７９．７�
６１１ レティセントガール 牝４黒鹿５５ 菊沢 隆徳池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４－ ４ 〃 ハナ ６８．９�
２２ � アリダーチャーム 牝５鹿 ５５ 小野 次郎栗本 博晴氏 星野 忍 門別 坂 牧場 ４４２± ０１：５１．５１� １４７．６�
５８ ブルーポラリス 牝６黒鹿５５ 松田 大作 �ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４６６－ ６１：５１．７１� ２５３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，６２７，７００円 複勝： ４７，３４６，９００円 枠連： ３４，９９３，０００円

普通馬連： １３１，３５２，２００円 馬単： ７８，１８５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，８０１，７００円

３連複： １２５，７９７，８００円 ３連単： ２５３，９６０，９００円 計： ７３７，０６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ３３０円 � ２８０円 枠 連（１－２） ２，４５０円

普通馬連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ４３０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ５，４５０円 ３ 連 単 ��� ２４，３００円

票 数

単勝票数 計 ２９６２７７ 的中 � ９２３４２（１番人気）
複勝票数 計 ４７３４６９ 的中 � １４２８３４（１番人気）� ２８６８８（８番人気）� ３６６７６（６番人気）
枠連票数 計 ３４９９３０ 的中 （１－２） １０５８３（１０番人気）
普通馬連票数 計１３１３５２２ 的中 �� ４３６６１（７番人気）
馬単票数 計 ７８１８５５ 的中 �� １６４６８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５８０１７ 的中 �� １００９２（７番人気）�� ２２３５９（２番人気）�� ５１７０（２６番人気）
３連複票数 計１２５７９７８ 的中 ��� １７０５５（１８番人気）
３連単票数 計２５３９６０９ 的中 ��� ７７１６（７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１２．８―１２．９―１２．４―１１．９―１１．８―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．４―５０．３―１：０２．７―１：１４．６―１：２６．４―１：３７．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノブルームーン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Alzao デビュー ２００７．８．２５ 新潟１着

２００４．４．３生 牝５鹿 母 カプリッチョーサ 母母 Clanjingle １０戦４勝 賞金 ４６，４８５，０００円



０６０８２ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�アクアマリンステークス

発走１５時１０分 （芝・右・外）

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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４７ マイネルファルケ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５３４＋１２１：３３．７ ３．８�

３６ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５５ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５８－１２１：３３．８クビ １２．７�
３５ � メ ス ナ ー 牡４芦 ５７ 内田 博幸岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ６．１�
１１ ワルキューレ 牝５青 ５５ 吉田 豊岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B４９４－ ８１：３４．１２ ６．２�
２３ マルブツライト 牡７鹿 ５７ 北村 宏司大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４８８－ ８１：３４．５２� ３４．３�
１２ ハネダテンシ 牝６鹿 ５５ 武士沢友治鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ５０６＋１２１：３４．６� ６０．１�
４８ 	 タイキラファエロ 牡７鹿 ５７ 田中 勝春	大樹ファーム 清水 美波 愛 H and Y

Bloodstock Co ５２８－ ８１：３４．７� ２６．６

７１３ タケショウオージ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝	ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６６± ０１：３４．８クビ １５．１�
５１０ ロードアリエス 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４９８－１０１：３４．９� ６．６�
２４ サインオブゴッド 牡６栗 ５７ 木幡 初広木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８６＋ ２１：３５．０� ２００．８
８１５ ツバサドリーム 牡５栗 ５７ 吉田 隼人�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：３５．１� ９．５�
６１２ グレートバルサー 牡８青鹿５７ 江田 照男大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４８２－ ４１：３５．３１
 １６５．９�
７１４� セヴンワンダーズ 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一前田 幸治氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ５２８－ ６ 〃 ハナ ９１．６�
８１６ ブーケフレグランス 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 	社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：３５．５１
 ７．４�
５９ ショウナンタレント 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣	湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４６４± ０１：３５．６クビ ８５．５�
６１１ マッハジュウクン 牡７鹿 ５７ 松田 大作鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４６６＋ ２１：３５．９１� ６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，６４２，３００円 複勝： ５８，００７，２００円 枠連： ４５，９１５，５００円

普通馬連： １８０，０２５，９００円 馬単： ９９，００２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２９１，８００円

３連複： １７７，５２５，０００円 ３連単： ３２６，２７９，７００円 計： ９６８，６９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ２００円 枠 連（３－４） ６５０円

普通馬連 �� １，８４０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４３０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� １４，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３５６４２３ 的中 � ７５７４１（１番人気）
複勝票数 計 ５８００７２ 的中 � １５２４１６（１番人気）� ４３３７０（７番人気）� ７０１５０（２番人気）
枠連票数 計 ４５９１５５ 的中 （３－４） ５２９１２（２番人気）
普通馬連票数 計１８００２５９ 的中 �� ７２５０７（６番人気）
馬単票数 計 ９９００２８ 的中 �� ２１７４３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２９１８ 的中 �� １７７５５（５番人気）�� ２８３０１（１番人気）�� ９３７３（１８番人気）
３連複票数 計１７７５２５０ 的中 ��� ３８８５０（１０番人気）
３連単票数 計３２６２７９７ 的中 ��� １６４７９（２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．３―１１．６―１１．６―１１．６―１１．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３４．９―４６．５―５８．１―１：０９．７―１：２１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

マイネルファルケ �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００７．１１．１８ 東京２着

２００５．４．７生 牡４鹿 母 ビンゴハナコ 母母 ビンゴストーク １５戦４勝 賞金 ８０，９２６，０００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 スピードタッチ号



０６０８３ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第２３回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２４ ヴィーヴァヴォドカ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠芹澤 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 ４８６－１０１：４９．３ ４３．６�

８１６ ディアジーナ 牝３芦 ５５ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 南部 功 ４８０± ０１：４９．４クビ １．５�
２３ マジックシアター 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 正剛氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８０－ ２１：４９．８２� ９．９�
５１０ ナリタシリカ 牝３黒鹿５４ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４２６± ０１：５０．１１	 ３５．２�
１１ ダイアナバローズ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４５０－ ２ 〃 ハナ ３１．９�
６１１ ピエナリリー 牝３鹿 ５４ 江田 照男本谷 兼三氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム ４２２－１０ 〃 クビ ２２０．５�
３６ ロイヤルネックレス 牝３青 ５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４４８－１２１：５０．２クビ １５．５	
８１５ ナンヨークイーン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４３４－ ２１：５０．３	 ８７．２

１２ クリアソウル 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４３０－ ２ 〃 ハナ ５２．６�
４７ シゲルキリガミネ 牝３青 ５４ 木幡 初広森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４５６－ ６ 〃 アタマ ３２．５�
４８ ドゥミポワント 牝３栗 ５４ 武士沢友治ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４５６＋ ６１：５０．５１
 ２１７．９�
３５ アイアムマリリン 牝３青鹿５４ 吉田 豊堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６２－ ４ 〃 アタマ １２．７�
７１３ パ ド ブ レ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海ミルファーム 相沢 郁 浦河 大道牧場 ４９２－ ６１：５０．６� ３０．８�
６１２ キミニムチュウ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５８＋ ４１：５０．７クビ １１８．６�
５９ ダイワバーガンディ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４５２－ ２ 〃 クビ １３．５�
７１４ ショウサンウルル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠鈴木 昭和氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４６４＋ ４１：５１．１２� １７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，５８０，１００円 複勝： １４３，０６７，１００円 枠連： ８８，５２７，６００円

普通馬連： ３９４，３６８，４００円 馬単： ２８３，２０６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １０２，０９６，７００円

３連複： ４２９，３６９，１００円 ３連単： １，０３５，７５６，０００円 計： ２，５６０，９７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，３６０円 複 勝 � ６３０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（２－８） ６００円

普通馬連 �� ２，９５０円 馬 単 �� １１，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ２，６５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ７，４４０円 ３ 連 単 ��� ７９，１１０円

票 数

単勝票数 計 ８４５８０１ 的中 � １５３００（１１番人気）
複勝票数 計１４３０６７１ 的中 � ２４９５５（１２番人気）� ８３９９４６（１番人気）� １０１００７（２番人気）
枠連票数 計 ８８５２７６ 的中 （２－８） １０９４４５（３番人気）
普通馬連票数 計３９４３６８４ 的中 �� ９８９８１（１０番人気）
馬単票数 計２８３２０６４ 的中 �� １８４２９（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０２０９６７ 的中 �� ２１１１１（１２番人気）�� ８６４８（２６番人気）�� ８６８７２（１番人気）
３連複票数 計４２９３６９１ 的中 ��� ４２６２６（２５番人気）
３連単票数 計１０３５７５６０ 的中 ��� ９６６３（２３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３５．７―４８．１―１：００．６―１：１３．１―１：２５．１―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２
１
３
４（１０，１４）（１，１６）（７，１５）３，１２（２，６，９）１１（５，８）１３
４（１０，１４，１６）（１，７，１５）１３（３，１２，９）６，２（１１，８）－５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァヴォドカ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２００８．８．３０ 新潟３着

２００６．１．２７生 牝３黒鹿 母 トウカイステラ 母母 ツジノダイアナ ４戦２勝 賞金 ４５，４１６，０００円
〔発走状況〕 アイアムマリリン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エストシャイン号・ピースエンブレム号・ミミオブパラダイス号・メイショウボナール号・ラークキャロル号・

ワイドサファイア号



０６０８４ ３月２１日 晴 良 （２１中山２）第７日 第１２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４６ ボクノタイヨウ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８０－ ２１：５３．６ ３．９�

６１１ ブリリアントタイム 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ７．１�
７１２� パルジファル 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：５４．０２� ２３．７�
５９ � トウカイプライム 牡４黒鹿５７ 内田 博幸内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５２－ ４１：５４．１� ２．３�
３５ シルクスターシップ 牡６芦 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ５１８＋ ２１：５４．２クビ ９．５�
６１０ ステディーラブ 牡４芦 ５７ 北村 宏司臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５５４－１２１：５４．８３� １５．３�
４７ ケージーハッピー 牝４青鹿５５ 松岡 正海川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B５０６－ ４１：５４．９� １６．０�
１１ � グラスゴッド 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真半沢	 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７６＋ ６１：５５．０クビ ３７．６

３４ セイリングシップ 牝６栗 ５５ 勝浦 正樹 	キャロットファーム 松永 康利 早来 ノーザンファーム B４８０－ ４ 〃 ハナ ２９．６�
７１３ マイネルサラン 牡４芦 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４７６－ ２ 〃 ハナ ３８．４
５８ � キープウイニング 牡６鹿 ５７ 小野 次郎真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム B５０６－ ２ 〃 アタマ ９８．３�
２３ バ リ オ ン 牡６鹿 ５７ 武士沢友治池谷 誠一氏 大竹 正博 白老 白老ファーム ４５６－１０１：５５．４２� １０６．４�
８１５� トワイライトワルツ 牝７鹿 ５５ 柴山 雄一伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４８２－１０１：５６．６７ １００．４�
８１４ シルクデュエリスト 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲大江原 圭有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 B４６６－ ２１：５６．９１� ２７．４�
２２ マウントフォンテン 牡９芦 ５７ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 谷川畜産 ４７２± ０１：５７．８５ ２４８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４８，７３０，１００円 複勝： ６１，７０７，０００円 枠連： ４８，３１０，９００円

普通馬連： １７６，７４１，２００円 馬単： １１９，０４４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，８８２，８００円

３連複： １８５，８６６，３００円 ３連単： ４２７，８１８，８００円 計： １，１２２，１０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ５１０円 枠 連（４－６） １，０５０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ３，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� １，７２０円 �� ２，０５０円

３ 連 複 ��� １０，９２０円 ３ 連 単 ��� ３７，９９０円

票 数

単勝票数 計 ４８７３０１ 的中 � ９８４６８（２番人気）
複勝票数 計 ６１７０７０ 的中 � １０７４５４（２番人気）� ６７３７３（３番人気）� ２６３７０（６番人気）
枠連票数 計 ４８３１０９ 的中 （４－６） ３４２０４（４番人気）
普通馬連票数 計１７６７４１２ 的中 �� ６９１３０（６番人気）
馬単票数 計１１９０４４９ 的中 �� ２５１２１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３８８２８ 的中 �� １８２５５（６番人気）�� ７６０９（１７番人気）�� ６３２３（２３番人気）
３連複票数 計１８５８６６３ 的中 ��� １２５７２（３２番人気）
３連単票数 計４２７８１８８ 的中 ��� ８３１１（１０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．２―３６．８―４９．９―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．３―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボクノタイヨウ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．１６ 阪神４着

２００５．３．２生 牡４黒鹿 母 タルゴナイト 母母 ウインドフレスカ ８戦３勝 賞金 ２８，６００，０００円



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

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

２４７，９３０，０００円
２，１３０，０００円
１１，４６０，０００円
１，９３０，０００円
２５，３８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，３４４，０００円
５，８０８，８００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
３５３，９２８，２００円
５６７，４２８，６００円
３７４，８４６，５００円
１，３８１，１３８，８００円
９４２，１０２，０００円
４０１，４８７，６００円
１，４６０，０３７，０００円
２，９２４，７２６，５００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 ８，４０５，６９５，２００円

総入場人員 ２５，７１６名 （有料入場人員 ２４，０６８名）




