
０９００１ ３月２８日 曇 良 （２１中山３）第１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

７１３ ベ ル イ シ ス 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 静内 有限会社

武岡牧場 ４０６ ―１：１３．５ ４１．９�

８１５ エ フ ロ レ ス 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真 �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 ４６２＋１４１：１３．６� １３．７�
３６ 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 ４６６＋ ６１：１３．９１� ７．３�
３５ プリモローズ 牝３芦 ５４ 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ７．１�
８１６ 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± ０１：１４．１１ １２．８�
６１２ セレストラメール 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義武田 茂男氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５０＋ ４１：１４．６３ １．８	
２４ エムオーイーグル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 豊田田村牧場 ４４６＋ ４１：１４．７� ３６．９

６１１ メイキャンドル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 ４１２ ―１：１４．８� ２６４．７�
７１４ フレンチショコラ 牝３栗 ５４ 村田 一誠青木 照吉氏 中野渡清一 新ひだか 石川 栄一 ４９６ ―１：１５．１１� １７７．３�
４８ レーシングレデイー 牝３栗 ５４ 北村 宏司池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド ４５０± ０ 〃 クビ ６．８
１１ チ ー ズ 牝３栃栗５４ 鷹野 宏史西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４２２＋１２１：１５．５２� １１１．３�
４７ グレイントウショウ 牝３栗 ５４ 伊藤 直人トウショウ産業� 小林 常泰 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７６ ―１：１５．９２� １２８．４�
５９ トップパートナー 牝３黒鹿５４ 石神 深一�藤沢牧場 高橋 裕 日高 佐々木 直孝 ４４６－ ６１：１６．１１ ２８５．１�
１２ ピーチフレア 牝３栗 ５４ 小野 次郎ディアレスト 田村 康仁 浦河 川越牧場 ４２０－１０１：１６．３１� １６３．８�
２３ イッツソーファイン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�グランド牧場 小林 常泰 静内 グランド牧場 ４４８ ―１：１６．５１� １１０．６�
５１０ ロ ロ キ ド ル 牝３鹿 ５４ 真島 大輔坂田 行夫氏 清水 英克 新冠 風間 洋 ４４２ ―１：１８．３大差 １１０．０�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８９２，０００円 複勝： ２５，３９９，１００円 枠連： １８，７８８，７００円

普通馬連： ５１，４８６，４００円 馬単： ４０，６３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７３１，６００円

３連複： ６０，０８７，３００円 ３連単： ９０，１６０，９００円 計： ３２０，１８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１９０円 複 勝 � １，２８０円 � ４００円 � ２００円 枠 連（７－８） ４，４８０円

普通馬連 �� １７，４７０円 馬 単 �� ３９，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７５０円 �� ２，１７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ３２，３５０円 ３ 連 単 ��� ３５０，２１０円

票 数

単勝票数 計 １６８９２０ 的中 � ３１８１（８番人気）
複勝票数 計 ２５３９９１ 的中 � ４２４２（８番人気）� １６１２０（６番人気）� ４３３６７（２番人気）
枠連票数 計 １８７８８７ 的中 （７－８） ３０９９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５１４８６４ 的中 �� ２１７６（３３番人気）
馬単票数 計 ４０６３４８ 的中 �� ７５９（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７３１６ 的中 �� ８４７（３７番人気）�� １８９５（２１番人気）�� ３７１６（１４番人気）
３連複票数 計 ６００８７３ 的中 ��� １３７１（６７番人気）
３連単票数 計 ９０１６０９ 的中 ��� １９０（５７１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１２．１―１３．２―１４．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４５．９―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３９．７
３ ・（５，１２）（４，８）－（６，１６）１０－９，１１，１（２，１３）－１５＝１４－７，３ ４ ・（５，１２）－８，４，６，１６－１０，１３（９，１１）１，１５，２＝１４－７－３

勝馬の
紹 介

ベ ル イ シ ス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２００６．３．２１生 牝３栗 母 タケノダナエ 母母 タケノベルベット １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロロキドル号は，平成２１年４月２８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チキータマダム号
（非抽選馬） ３頭 エルサフィール号・オリオンザブルー号・プラチナムブルー号
※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。



０９００２ ３月２８日 曇 良 （２１中山３）第１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

８１６ フレイムプリースト 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５４４－ ２１：５６．１ １１．０�

７１４ モリトキボウ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 斉藤英牧場 ４５８＋ ４１：５７．２７ ２３．２�
６１２ ザクリエイション 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１６＋ ４１：５７．４１� ３．５�
２３ シーダーラック 牡３栗 ５６ 柴山 雄一南 �幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ８４．５�
５９ スノーオブサハラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 安惠氏 小島 茂之 安平 追分ファーム ５３２－ ４１：５７．５� １９．５�
１１ バンダムミュートス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４７２＋１０１：５７．８１� ２３．５	
４７ ブラックバロン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０４＋ ４１：５８．３３ ９５．１

５１０ 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 ５３８－ ２１：５８．５� ２．０�
７１３ グラスレジェンド 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９６± ０１：５８．７１� ２９．４�
６１１ ゼ ン マ ツ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝癸生川善三郎氏 松山 康久 新ひだか 須甲牧場 ４７２－ ６ 〃 ハナ ２９．０
３６ ケイオースター 牡３鹿 ５６ 江田 照男岡田甲子男氏 高木 登 門別 下河辺牧場 ４７４－ ６１：５９．１２� ２２９．５�
１２ ゲンパチデピュティ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 村中 一英 ５２０－ ４１：５９．２� １０．０�
２４ ウエスタンルパン 牡３栗 ５６ 津村 明秀西川 賢氏 田中 清隆 静内 北西牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ２９３．４�
３５ マンダリンチーター 牡３栗 ５６ 真島 大輔郭 東仁氏 萱野 浩二 新ひだか キヨミネ牧場 ４４８－ ４１：５９．３� １０４．３�

（大井）

４８ メジロテンダー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２４－１０１：５９．４クビ ５２．３�
８１５ ザ リ ー サ ス 牡３鹿 ５６ 村田 一誠鈴木 照雄氏 中川 公成 静内 藤平 和実 ４６６－ ４ 〃 クビ ３４２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１７７，９００円 複勝： ３４，４２４，６００円 枠連： １９，７９０，３００円

普通馬連： ５９，８３７，３００円 馬単： ４５，３９５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０５７，５００円

３連複： ６７，２２９，６００円 ３連単： １０６，１４３，４００円 計： ３７４，０５６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２９０円 � ６５０円 � １６０円 枠 連（７－８） ６，１６０円

普通馬連 �� １４，０００円 馬 単 �� ２４，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４４０円 �� ６３０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� １４，３９０円 ３ 連 単 ��� １２６，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２０１７７９ 的中 � １４５３７（４番人気）
複勝票数 計 ３４４２４６ 的中 � ２９０１５（４番人気）� １０９０３（７番人気）� ７４７８０（２番人気）
枠連票数 計 １９７９０３ 的中 （７－８） ２３７３（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５９８３７３ 的中 �� ３１５５（３２番人気）
馬単票数 計 ４５３９５６ 的中 �� １３８２（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０５７５ 的中 �� １４４５（３４番人気）�� ８７８７（５番人気）�� ３１１２（１６番人気）
３連複票数 計 ６７２２９６ 的中 ��� ３４５０（４０番人気）
３連単票数 計１０６１４３４ 的中 ��� ６１８（３０９番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．３―１３．５―１３．６―１３．０―１２．７―１２．５―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．９―３８．４―５２．０―１：０５．０―１：１７．７―１：３０．２―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．４
１
３
１６（８，１２）１４（１１，６，１３）２（１，７）（９，１５）１０，５，４，３
１６，１２（８，１４）（１３，７）１１（２，６）３（１，５）（９，１０）１５－４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フレイムプリースト �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Fortunate Prospect デビュー ２００８．１２．２０ 中山３着

２００６．３．１８生 牡３鹿 母 ヴ ェ ス タ 母母 Amavalidhope ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００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 フナベンケイ号
※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。



０９００３ ３月２８日 曇 良 （２１中山３）第１日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２� セイウンアスラン 牡３栗 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米
Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５００ ―１：１３．３ ５．９�

５１０ 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 ５０８＋ ２１：１３．４� １．３�
７１４ クリノシーグリーン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春栗本 博晴氏 高市 圭二 門別 三輪牧場 ４３０－ １１：１４．０３� １７１．９�
８１５ ベルモントアイリス 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４６８± ０１：１４．２１� ２６．６�
２３ メ イ シ ャ 牡３青鹿５６ 江田 照男白井 岳氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４５２ ―１：１４．４� ３７．９�
１１ � アポロノオウジ 牡３黒鹿５６ 真島 大輔アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Eugene

Melnyk B４７４－ ４１：１４．６１� １３．０�
（大井）

７１３ カルムパシオン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ノースヒルズマネ
ジメント 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６ ― 〃 アタマ １５．３	

６１１ シルクラスカル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義有限会社シルク石毛 善彦 新冠 八木 常郎 ４４８ ― 〃 ハナ ５３．９

２４ アイファーラスカル 牡３鹿 ５６ 小野 次郎中島 稔氏 星野 忍 新ひだか 富岡 廣光 ４７２－１０１：１４．８１	 ７４．４�
５９ ワンダーキング 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山本 信行氏 阿部 新生 浦河 出口 宜己 ４６８＋１２１：１５．１１� ８３．８�
３６ ダッパージェム 牝３鹿 ５４ 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 鵡川 上水牧場 ４１８－ ８１：１５．４２ ４４２．０
８１６ アキヨシメガミ 牝３鹿 ５４ 石神 深一�紅谷 松永 康利 新ひだか 出羽牧場 ４３６＋１４１：１５．６� ３３８．４�
１２ ミラクルシーカー 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ６２．６�
４７ オリオンザクラウン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 大塚牧場 ４９２ ―１：１５．７� ８２．８�
３５ サザンヴィット 牡３栗 ５６ 小林 淳一南波 壽氏 土田 稔 新冠 武田 修一 ４６２ ―１：１６．４４ ２９．７�
４８ レジェンドヘヴン 牡３栗 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４９８ ―１：１６．９３ ３１５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１５５，９００円 複勝： ４９，９４０，２００円 枠連： １９，２１２，４００円

普通馬連： ５１，５６３，９００円 馬単： ４８，１２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１０９，９００円

３連複： ６０，８１５，８００円 ３連単： １０７，５３２，８００円 計： ３７７，４５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １，２１０円 枠 連（５－６） ３１０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ６，４００円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� １０，６４０円 ３ 連 単 ��� ６２，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２２１５５９ 的中 � ２９６０４（２番人気）
複勝票数 計 ４９９４０２ 的中 � ３９０９３（２番人気）� ３５９４９６（１番人気）� ２８６２（１３番人気）
枠連票数 計 １９２１２４ 的中 （５－６） ４６８７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１５６３９ 的中 �� １０９４８４（１番人気）
馬単票数 計 ４８１２３１ 的中 �� ３４４５２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１０９９ 的中 �� ２９１４４（１番人気）�� ５８０（５３番人気）�� ２２２５（２０番人気）
３連複票数 計 ６０８１５８ 的中 ��� ４２２１（３０番人気）
３連単票数 計１０７５３２８ 的中 ��� １２６２（１６２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．６―１２．４―１２．４―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．８―４７．２―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンアスラン �
�
父 Lion Heart �

�
母父 Saint Ballado 初出走

２００６．１．２５生 牡３栗 母 African Skyline 母母 Why Go On Dreaming １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クリスパワー号・コスモエクスプレス号
※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。



０９００４ ３月２８日 曇 良 （２１中山３）第１日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

７１３ 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 ４９４－ ８１：５６．７ １．７�

８１６ ロードアイアン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４７０－１２１：５６．８� ７．５�
１２ 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 B４４４－ ４１：５７．２２� ４．５�
３５ マ シ ュ ー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣小林 薫氏 清水 英克 浦河 林 孝輝 B４４８－ ６１：５７．４１� ４９．８�
６１２ ベルウッドローツェ 牡３栗 ５６ 池田 鉄平鈴木 照雄氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 ４６８＋ ２１：５７．６１� ２２．０	
３６ ブラストヘッド 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４９２－ ６ 〃 クビ ８４．４

２４ 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± ０１：５８．５５ ７９．７�
７１４ エリモメイト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ５２０ ―１：５９．０３ ８９．０�
６１１ 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 ４７０－ ４１：５９．４２� ２７６．５
５９ ド ン ヤ マ ト 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真大内 景子氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B４９０－ ２１：５９．５� １４．５�
２３ ヨシキタドッコイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４９４ ―２：００．１３� １７．３�
８１５ レインボーストーン �３鹿 ５６ 武士沢友治後藤 繁樹氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ４８２＋ ６２：００．２クビ １２５．９�
４７ アポロファンキー 牡３青 ５６ 真島 大輔アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 飛野牧場 ５１０－ ４２：００．８３� ２４９．８�

（大井）

４８ オンワードサクラ 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿樫山 ハル氏 古賀 慎明 浦河 オンワード牧場 ４０６－ ８２：０１．３３ ４７２．７�
１１ ビクトリアモード 牡３鹿 ５６ 吉田 豊石橋 松蔵氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ２ 〃 アタマ ３０．７�
５１０ アトミックガール 牝３鹿 ５４ 横山 典弘門野 文典氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 ４４６－ ７２：０５．３大差 ８６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４１５，４００円 複勝： ３７，５７３，９００円 枠連： １９，８０８，０００円

普通馬連： ５５，０４７，２００円 馬単： ４８，０２５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６８５，４００円

３連複： ６２，７１６，５００円 ３連単： １０８，１２２，５００円 計： ３６９，３９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（７－８） ５００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １７０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� ２，１４０円

票 数

単勝票数 計 １８４１５４ 的中 � ８９９９５（１番人気）
複勝票数 計 ３７５７３９ 的中 � ２１３８６６（１番人気）� ３１２６８（３番人気）� ５３２４４（２番人気）
枠連票数 計 １９８０８０ 的中 （７－８） ２９５５４（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５０４７２ 的中 �� ７３８１５（２番人気）
馬単票数 計 ４８０２５７ 的中 �� ４１１９２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６８５４ 的中 �� １６７７４（２番人気）�� ３７０２２（１番人気）�� １１０３８（３番人気）
３連複票数 計 ６２７１６５ 的中 ��� ８８３８１（１番人気）
３連単票数 計１０８１２２５ 的中 ��� ３７４０１（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．０―３７．９―５０．９―１：０４．２―１：１６．９―１：２９．７―１：４３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．８
１
３
１０，１１（１，６，１３）９（１６，１２）２，５，３（４，１４）（７，１５）－８・（１１，６，１３）１２（１６，２）（１０，９）－（１，５）１４（４，３）（７，１５）－８

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

勝馬の
紹 介

キッズアプローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー ２００９．３．７ 中山２着

２００６．２．２生 牡３鹿 母 キッズフェイヴァー 母母 インフェイヴァー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アトミックガール号は，平成２１年４月２８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。



０９００５ ３月２８日 晴 良 （２１中山３）第１日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２４ メイウインド 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝千明牧場 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４６２ ―１：３６．１ ３．５�

８１５ マイネルアリオン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 静内白井牧場 ４７４－ ８ 〃 アタマ ４４．４�

２３ トップキングダム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ １．７�
４７ ホッコービックワン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 渡辺 光典 ４４４－ ８１：３６．２クビ ３９．３�
７１３ エフティレガシー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４４２＋ ２１：３６．４１� １１．９�
１１ アルセーヌシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４８２± ０ 〃 クビ ６２．３	
３５ サマーセレブリティ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋１０１：３６．５� ５０．５

５９ アフィリエイト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５３６－１２ 〃 クビ １２．１�
６１２ スマートカンパニー �３鹿 ５６ 江田 照男大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４６２－１２１：３６．６クビ １０８．０�
１２ ティアップムトオー 牡３栗 ５６ 吉田 豊田中 昇氏 武藤 善則 新冠 八木農場 ４７６＋ ２１：３６．９１� １７．７
５１０ シ ル シ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真江川 伸夫氏 矢野 英一 茨城 プリンスリーファーム ４２４＋１８１：３７．２２ ２６６．８�
３６ エフケージャガー 牡３黒鹿５６ 村田 一誠布施 貞夫氏 本間 忍 新ひだか 加野牧場 ４６４－１２１：３７．３� ３０３．９�
６１１ トーヨーリー 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹�トーヨークラブ 古賀 史生 日高 天羽牧場 ４７６－１０１：３８．５７ ２２．４�
８１６ ゴールデンキッド 牡３栗 ５６ 武士沢友治�服部牧場 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４４４－ ６１：３８．６クビ ３６６．４�
７１４ エイダイサンピラー 牝３芦 ５４ 中谷 雄太�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４２６＋２２１：３９．６６ ２５４．４�

（１５頭）
４８ マイネルエデン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５１６＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，４３１，７００円 複勝： ３４，１１７，６００円 枠連： ２１，７７７，７００円

普通馬連： ４６，２７７，１００円 馬単： ３５，３１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７０６，７００円

３連複： ３６，３３５，５００円 ３連単： ６３，２３２，４００円 計： ２７２，１９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � ６２０円 � １１０円 枠 連（２－８） ３，７６０円

普通馬連 �� １０，９４０円 馬 単 �� １３，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９１０円 �� １７０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� ４１，３８０円

票 数

単勝票数 差引計 １９４３１７（返還計 ３４１２４） 的中 � ４４３５６（２番人気）
複勝票数 差引計 ３４１１７６（返還計 ７１６８６） 的中 � ６７０３６（２番人気）� ６００４（９番人気）� １５８１７３（１番人気）
枠連票数 差引計 ２１７７７７（返還計 ２８１２） 的中 （２－８） ４２８２（１２番人気）
普通馬連票数 差引計 ４６２７７１（返還計３０１４３６） 的中 �� ３１２２（２４番人気）
馬単票数 差引計 ３５３１８８（返還計２０７７８１） 的中 �� １９００（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １５７０６７（返還計 ９２０９６） 的中 �� １６２１（２１番人気）�� ３１０６０（１番人気）�� ３４４４（１１番人気）
３連複票数 差引計 ３６３３５５（返還計４６５３５６） 的中 ��� ７３８１（１１番人気）
３連単票数 差引計 ６３２３２４（返還計７５２１９８） 的中 ��� １１２８（１１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．０―４７．２―５９．８―１：１２．０―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイウインド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００６．４．７生 牝３黒鹿 母 トランクイリティー 母母 ボンヌシャンス １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔競走除外〕 マイネルエデン号は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，疾病〔右前腕部挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 エフティレガシー号の騎手蛯名正義は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キングヴァント号・プリズムドウル号
（非抽選馬） １頭 マイネルコニファー号



０９００６ ３月２８日 晴 良 （２１中山３）第１日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１０ サトノエンペラー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：４８．４ ４．１�

１１ マジックシアター 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義飯田 正剛氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６１：４８．６１� ２．５�
７９ ブラストクロノス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４６２＋ ４１：４８．８１� ２３．０�
５６ ロラパルーザ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４８８＋ ８ 〃 クビ ２０．０�
６８ トーセンオーパス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：４８．９� ４．１�
５５ シングンレジェンド 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４２＋ ２１：４９．０� ９．０�
８１２ マイネルウェイヴ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋１２１：４９．２１� ２０．２

２２ ア カ リ 牝３栗 ５４ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 ４３８－１２１：５０．３７ ２７．６�
３３ フ ラ コ コ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一西浦 和男氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 ４８２－ ８ 〃 アタマ ２１．５�
８１１ 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± ０１：５０．４クビ １５３．０
６７ アポロビッグバン 牡３栗 ５６ 真島 大輔アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 B４８０＋ ６１：５０．７１� ４１．７�

（大井）

４４ トゥールザンレール 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 優作�ミルファーム 保田 一隆 浦河 富菜牧場 ４６２± ０１：５１．０１� ２６６．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，７９９，０００円 複勝： ３１，９６５，７００円 枠連： １８，３９４，８００円

普通馬連： ７５，３７３，２００円 馬単： ５３，１０２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８７５，１００円

３連複： ７２，２５５，０００円 ３連単： １４１，９５７，３００円 計： ４３７，７２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ４１０円 枠 連（１－７） ３８０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ９２０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２３７９９０ 的中 � ４６１５４（３番人気）
複勝票数 計 ３１９６５７ 的中 � ７５５３５（２番人気）� ７８２４４（１番人気）� １３０２２（８番人気）
枠連票数 計 １８３９４８ 的中 （１－７） ３５７７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５３７３２ 的中 �� １２２２０７（１番人気）
馬単票数 計 ５３１０２１ 的中 �� ３８５１８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８７５１ 的中 �� ３０９５７（１番人気）�� ４８７７（１２番人気）�� ６９４４（６番人気）
３連複票数 計 ７２２５５０ 的中 ��� ２４５９８（５番人気）
３連単票数 計１４１９５７３ 的中 ��� １１５３７（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１２．４―１１．９―１１．７―１２．３―１２．０―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３６．７―４８．６―１：００．３―１：１２．６―１：２４．６―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８
１
３
１２，７（８，１０）（４，１，５）１１，６，２，９，３
１２（７，１０）（８，１，５，１１）６（２，９）（４，３）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノエンペラー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Fairy King デビュー ２００８．７．１３ 函館４着

２００６．２．１７生 牡３鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet ５戦２勝 賞金 １４，４００，０００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。



０９００７ ３月２８日 晴 良 （２１中山３）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

１２ 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 ５４２－ ８１：５４．９ ５．１�

６１１ アドマイヤワールド 牡５鹿 ５７ 田中 勝春近藤 利一氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ６１：５５．４３ ６．９�
２４ � ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 B４８４± ０１：５５．５� ２４．０�
７１３� ピースオブレグルス 牡６芦 ５７ 三浦 皇成阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４７８＋ ６１：５５．７１� ７．２�
７１４ メジロオマリー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４６４＋ ８１：５５．９１� ５．８�
５１０ 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 ５３０－ ２ 〃 アタマ １２．０�
３６ リ キ ュ ウ 牡５栗 ５７ 北村 宏司中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５０２－ ２１：５６．１� ９１．１	
４７ ケンメイオウ 牡５鹿 ５７ 佐藤 哲三中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４ 〃 アタマ １１．０

５９ ニュージェットラン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣本間 茂氏 柴田 政人 浦河 野表 春雄 ４７０± ０１：５６．２クビ ３．１�
４８ � ス テ パ ノ ス 牡５栗 ５７ 真島 大輔伊達 敏明氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４９８＋１０１：５６．３� ３８．３�
（大井）

８１５� タ カ ラ ボ ス 牡５栗 ５７ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４３４＋ ４１：５６．４� ２５１．９
２３ ファートゥム 牡５栗 ５７ 松岡 正海田上 雅春氏 大竹 正博 静内 岡田スタツド ４４２－ ５１：５６．５� ８６．７�
６１２ デーワンハート 牡４黒鹿５７ 柄崎 将寿安蒜 忠國氏 柄崎 孝 静内 安蒜 忠圀 ４８６－ ８１：５７．０３ ３３８．９�
３５ クリノスペシャル 牝６青鹿５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 浦河 鎌田 正嗣 ５０２＋２４１：５７．１� １６２．３�
１１ � 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 ４５８－ ４２：００．１大差 １７０．４�

（１５頭）
８１６ フ ジ ベ ガ 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４６８－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，９１９，５００円 複勝： ３１，８６５，７００円 枠連： ２２，８８５，６００円

普通馬連： ７７，８５９，１００円 馬単： ５１，２６１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８２６，２００円

３連複： ７６，５２３，７００円 ３連単： １２６，７５１，０００円 計： ４２８，８９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � ２５０円 � ５１０円 枠 連（１－６） １，９００円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ２，１１０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� １３，５９０円 ３ 連 単 ��� ５９，３２０円

票 数

単勝票数 差引計 １８９１９５（返還計 ２４３４） 的中 � ２９５８６（２番人気）
複勝票数 差引計 ３１８６５７（返還計 ３９６０） 的中 � ４７８３４（２番人気）� ３５３０５（４番人気）� １３９１８（８番人気）
枠連票数 差引計 ２２８８５６（返還計 １５８） 的中 （１－６） ８９１０（８番人気）
普通馬連票数 差引計 ７７８５９１（返還計 １３２３４） 的中 �� ３２９９６（６番人気）
馬単票数 差引計 ５１２６１９（返還計 ８５８３） 的中 �� １０６２２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２８２６２（返還計 ５７０３） 的中 �� ７８１９（８番人気）�� ２６０７（２４番人気）�� ２４８４（２５番人気）
３連複票数 差引計 ７６５２３７（返還計 ２７１４８） 的中 ��� ４１５８（４６番人気）
３連単票数 差引計１２６７５１０（返還計 ４６２７５） 的中 ��� １５７７（２１１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トランスワープ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．６．８ 東京３着

２００５．３．７生 牡４鹿 母 ボンヌシャンス 母母 マツクホープ ５戦２勝 賞金 １５，７００，０００円
〔競走除外〕 フジベガ号は，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〕 ブルーヴァンパイヤ号は，平成２１年４月２８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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ドリームアビーム号
（非抽選馬） ４頭 インサイダー号・ゴールデンラダー号・ドンダケー号・マイネルフォルザ号
※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。



０９００８ ３月２８日 晴 良 （２１中山３）第１日 第８競走 ��３，３５０�ペガサスジャンプステークス
発走１４時００分 （芝・外）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬および招
待馬（�）３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード３：４０．８良

７１２ 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 ４８６－ ８３：４４．９ ２８．１�

３４ � 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 ４６０－ ２３：４５．４３ ６．６�
１１ � エイシンペキン 牡８鹿 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４６６－１６ 〃 クビ １３．８�
２２ � タイキダイナスティ 牡１０栗 ６０ 宗像 徹�大樹ファーム 土田 稔 米 Taiki Farm B５２６－ ２３：４５．６１	 ２７．０�
３３ 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 ４７６－ ８ 〃 クビ １６．９�
８１４ クルワザード 牡７栗 ６０ 北沢 伸也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 B４５６－ ２３：４５．７
 ８．７	
５７ � クロタラリア 牝６黒鹿５８ 石神 深一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ５０２＋ ２３：４５．９１
 １２４．２

６９ � アポロノサトリ 牡６芦 ６０ 平沢 健治菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &

Lawana Low ４５４－ ４３：４６．０クビ ２．９�
４６ 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 B４９０－ ６３：４６．４２
 １４．０�
７１１� ジ ノ ラ ッ ド �９黒鹿６３ C．ダーデン J．パーセル氏 A．パーセル 豪 Mayfields Pro-

prietors,SA ５０８ ３：４６．５クビ ８．６
（Ginolad（AUS）） （豪） （豪）

８１３ シルクサラマンダー 牡６黒鹿６０ 蓑島 靖典有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 ４５４＋ ２３：４６．８１� ８２．６�
５８ メジロラスタバン 牡５黒鹿６０ 浜野谷憲尚�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４５８± ０３：４７．３３ １８．５�
４５ フォレストダンス 牡７栗 ６０ 柴田 大知丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６８＋ ６３：４８．７９ １３９．５�
６１０ ペネトレーター 牡８黒鹿６０ 金子 光希伊達 敏明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４８８＋ ２ （競走中止） ５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４２７，４００円 複勝： ２８，１６８，５００円 枠連： ２６，９７７，０００円

普通馬連： ７９，９２０，１００円 馬単： ５２，６４５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８９０，７００円

３連複： ８６，６５２，１００円 ３連単： １３９，８２８，３００円 計： ４５４，５０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８１０円 複 勝 � ６９０円 � ２７０円 � ５４０円 枠 連（３－７） １，６６０円

普通馬連 �� ８，９７０円 馬 単 �� ２０，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５６０円 �� ４，４９０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ３４，３１０円 ３ 連 単 ��� ３０８，９７０円

票 数

単勝票数 計 １８４２７４ 的中 � ５１７２（１１番人気）
複勝票数 計 ２８１６８５ 的中 � ９９１９（１０番人気）� ３１６１９（３番人気）� １３０５８（８番人気）
枠連票数 計 ２６９７７０ 的中 （３－７） １２０３７（８番人気）
普通馬連票数 計 ７９９２０１ 的中 �� ６５７９（３６番人気）
馬単票数 計 ５２６４５８ 的中 �� １９１７（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８９０７ 的中 �� ２０９０（３７番人気）�� １１７７（５２番人気）�� ４５９０（１５番人気）
３連複票数 計 ８６６５２１ 的中 ��� １８６４（１２２番人気）
３連単票数 計１３９８２８３ 的中 ��� ３３４（８３６番人気）

上り １マイル １：４８．１ ４F ５２．５－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オープンガーデン �
�
父 ゴ ー カ イ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００７．１．１４ 中山１２着

２００４．６．１１生 牡５鹿 母 ダンスフォンテン 母母 ス ダ リ ー フ 障害：１８戦２勝 賞金 ５１，２２４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０５分に変更。
〔競走中止〕 ペネトレーター号は，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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０９００９ ３月２８日 晴 良 （２１中山３）第１日 第９競走 ��２，０００�ミ モ ザ 賞
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４６ ラークキャロル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４００－ ２２：０１．０ １７．８�

３４ ピースエンブレム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ２２：０１．３２ ９．８�
５７ ニシノルーファス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４４６－ ２２：０１．４� ８．８�
８１４ レイクメリット 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２２：０１．５� ６．２�
６１０ メジロスプレンダー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊メジロ商事� 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４５８－ ４２：０１．６� ４６．０�
７１２ フレンドリードレス 牝３鹿 ５４ 江田 照男増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ３９４－ ８２：０２．０２� １２６．９	
２２ マイネアリス 牝３青鹿５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋ ４２：０２．２１� ３４．９

８１３ エストシャイン 牝３青鹿５４ 柴田 善臣橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか 桜井牧場 ４５６－ ４ 〃 アタマ １１．２�
３３ シルクプロミス 牝３栗 ５４ 真島 大輔有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４１４－ ６２：０２．３クビ ３９．８�

（大井）

４５ オ ル ー ロ 牝３黒鹿５４ 小林 久晃 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４５２－２０２：０２．９３� １０２．７

７１１ ピースオブラック 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義泉 俊二氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４６６－ ６２：０３．３２� １．８�
１１ ダイワカレン 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４２８－ ６２：０３．５１ ４１．３�
６９ レッドジュエル 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ２２．５�
５８ リワードルシアン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４３０－１０２：０４．０３ ３８．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，１７８，３００円 複勝： ５５，７８６，５００円 枠連： ３０，１１６，３００円

普通馬連： １４４，２７４，１００円 馬単： ８８，３７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５０６，１００円

３連複： １４９，１３３，４００円 ３連単： ２８０，６９１，９００円 計： ８２３，０６０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７８０円 複 勝 � ４５０円 � ４００円 � ２５０円 枠 連（３－４） ５，４２０円

普通馬連 �� ６，６４０円 馬 単 �� １４，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９４０円 �� １，２９０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� １５，６２０円 ３ 連 単 ��� １１０，９００円

票 数

単勝票数 計 ３７１７８３ 的中 � １６４８５（６番人気）
複勝票数 計 ５５７８６５ 的中 � ３０３７９（６番人気）� ３５２５９（５番人気）� ６６８２７（３番人気）
枠連票数 計 ３０１１６３ 的中 （３－４） ４１０８（１８番人気）
普通馬連票数 計１４４２７４１ 的中 �� １６０４７（２１番人気）
馬単票数 計 ８８３７３７ 的中 �� ４５５８（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５０６１ 的中 �� ４７１４（２１番人気）�� ７２３２（１４番人気）�� ６７２６（１７番人気）
３連複票数 計１４９１３３４ 的中 ��� ７０４７（５０番人気）
３連単票数 計２８０６９１９ 的中 ��� １８６８（３０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３５．４―４７．６―５９．７―１：１１．５―１：２３．９―１：３６．７―１：４８．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラークキャロル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．１６ 東京２着

２００６．３．３生 牝３鹿 母 タバスコキャロル 母母 ペッパーキャロル ５戦２勝 賞金 １８，８９３，０００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。



０９０１０ ３月２８日 晴 良 （２１中山３）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

と み さ と

富 里 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．３．２９以降２１．３．２２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

富里市長賞（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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１６ ニードルポイント 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５００＋１０１：５２．７ ９．２�

６１１ ニシノテンカ 牡５黒鹿５４ 吉田 豊西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７４＋ ２１：５３．４４ ８．３�
２４ ウエスタンシーザー 牡４黒鹿５５ 北村 宏司西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４８８－ ６１：５３．５� ３．７�
４７ � ウィッシュビーワン 牡４鹿 ５６ 松岡 正海�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ４６８－ ６１：５３．７１ １０．４�
７１４ ギ ン ゲ イ 牡４芦 ５４ 柴田 善臣加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４８４＋ ２１：５３．９１� １４．８�
７１３ シベリアンライオン 牡７芦 ５４ 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５２０－ ８ 〃 ハナ ２０．０	
５９ デ ュ ヴ ァ ル 牡８鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 村山 明 早来 ノーザンファーム ５３４＋ ２ 〃 クビ ６８．９

３５ マリアージュ 牝４栗 ５２ 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４３２＋ ２１：５４．０� ４１．０�
２３ ビッグスワン 牡４鹿 ５４ 佐藤 哲三臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ４９４－ ４１：５４．１クビ ９．８�
４８ マルブツフラッシュ 牡５鹿 ５６ 木幡 初広大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０４± ０１：５４．６３ １４．２
１１ シルクシャープネス 牝６鹿 ５１ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 門別 ヤナガワ牧場 ４５４－ ２１：５４．８１� ６３．２�
６１２ グッドチョイス 牝５栗 ５２ 村田 一誠 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４６２－ ２ 〃 ハナ ２３．５�
３６ グラスフォーユー 牡８黒鹿５３ 勝浦 正樹半沢� 星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８８＋１４１：５４．９� ５３．７�
８１５ ローンウルフ 牡４栗 ５６ 三浦 皇成鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７４± ０１：５５．０� ４．１�
５１０ サ ラ バ ン ド 牝５黒鹿５１ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ６ 〃 ハナ ８２．０�
１２ � グレートキャプテン 牡５栗 ５３ 高山 太郎島田 久氏 小西 一男 門別 中前 義隆 ４９２－ ４１：５５．３１	 ２９０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２４５，３００円 複勝： ５１，２８７，４００円 枠連： ４６，４３５，７００円

普通馬連： １６９，９７３，７００円 馬単： ９３，８１６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９２７，９００円

３連複： １６９，２６５，０００円 ３連単： ３１１，９７０，７００円 計： ９１５，９２２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２７０円 � ２７０円 � １９０円 枠 連（６－８） ７７０円

普通馬連 �� ３，２７０円 馬 単 �� ６，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ８７０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 ��� ３９，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３０２４５３ 的中 � ２６１４０（４番人気）
複勝票数 計 ５１２８７４ 的中 � ４７７７６（４番人気）� ４８３１１（３番人気）� ８１７３３（２番人気）
枠連票数 計 ４６４３５７ 的中 （６－８） ４４６２７（３番人気）
普通馬連票数 計１６９９７３７ 的中 �� ３８３７０（１０番人気）
馬単票数 計 ９３８１６３ 的中 �� １０３８６（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９２７９ 的中 �� ８５５４（１３番人気）�� １２２５５（７番人気）�� １２４３２（６番人気）
３連複票数 計１６９２６５０ 的中 ��� ２２４７１（１１番人気）
３連単票数 計３１１９７０７ 的中 ��� ５８４７（９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．１―４９．７―１：０１．８―１：１４．３―１：２７．１―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニードルポイント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００６．１０．８ 東京９着

２００４．４．８生 牡５鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon １５戦４勝 賞金 ４９，８２８，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 アクセルホッパー号・エミネムシチー号・レオソリスト号・ワインアドバイザー号



０９０１１ ３月２８日 晴 良 （２１中山３）第１日 第１１競走 ��
��２，５００�第５７回日 経 賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２０．３．２９以降GⅠ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，２０．３．２８以前のGⅠ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）

日本経済新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 １，００８，０００円 ２８８，０００円 １４４，０００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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

１１ アルナスライン 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４６－ ２２：３１．２ ６．７�

５７ マイネルキッツ 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B５０２＋ ４２：３１．３� ２２．１�

７１２ モンテクリスエス 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３４－ ２２：３１．４� ６．５�
６９ アーネストリー 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４－ ６２：３２．３５ ５．９�
４６ ダイワワイルドボア 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４－ ４ 〃 ハナ ３５．２�
４５ マキハタサイボーグ 	７鹿 ５７ 吉田 豊�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０２－ ４２：３２．６２ １３９．４	
７１１ ネヴァブション 牡６黒鹿５８ 横山 典弘�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８６＋ ２２：３２．７� ２．１

８１４ マンハッタンスカイ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２４－１４ 〃 クビ ４７．４�
８１３ シルクフェイマス 牡１０鹿 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７８－ ２２：３３．０１� １２１．２�
６１０ ホクトスルタン 牡５芦 ５８ 藤田 伸二布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５０４－ ８ 〃 クビ １０．６
２２ 
 コスモバルク 牡８鹿 ５８ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５１４－ ２２：３３．１クビ ４１．１�

（北海道）

３３ シ ャ ロ ー ム 牡４栗 ５６ 津村 明秀田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４２８－１２ 〃 ハナ １５１．４�
３４ キングストレイル 牡７黒鹿５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０８± ０ 〃 クビ １７．０�
５８ 
 レッドドラゴン 牡５栗 ５７ 真島 大輔中村伊三美氏 堀 千亜樹 平取 二風谷ファーム B４８６－ ５２：３３．２クビ ２４３．１�

（大井） （大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０４，４９３，８００円 複勝： １４８，３６５，７００円 枠連： ９０，５８７，３００円

普通馬連： ５３７，４３８，７００円 馬単： ３０４，９０７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２４，０９９，５００円

３連複： ５４６，０６０，２００円 ３連単： １，２６９，６３９，５００円 計： ３，１２５，５９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � ４３０円 � ２２０円 枠 連（１－５） ５，０８０円

普通馬連 �� ５，３７０円 馬 単 �� ９，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ８６０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� １０，５７０円 ３ 連 単 ��� ６８，３１０円

票 数

単勝票数 計１０４４９３８ 的中 � １２３６０７（４番人気）
複勝票数 計１４８３６５７ 的中 � １６０８５９（４番人気）� ８０１２７（７番人気）� ２０５１９２（３番人気）
枠連票数 計 ９０５８７３ 的中 （１－５） １３１８３（１６番人気）
普通馬連票数 計５３７４３８７ 的中 �� ７３９７２（２０番人気）
馬単票数 計３０４９０７７ 的中 �� ２２６６６（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２４０９９５ 的中 �� １９４７７（２０番人気）�� ３６６１７（９番人気）�� ２２９２４（１４番人気）
３連複票数 計５４６０６０２ 的中 ��� ３８１３４（３２番人気）
３連単票数 計１２６９６３９５ 的中 ��� １３７１７（１９８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．６―１２．０―１１．９―１２．７―１２．８―１２．５―１２．４―１２．１―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．９―１７．９―２９．５―４１．５―５３．４―１：０６．１―１：１８．９―１：３１．４―１：４３．８―１：５５．９―２：０７．７―２：１９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルナスライン �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２００６．６．２５ 京都１１着

２００４．２．１８生 牡５鹿 母 エ ラ テ ィ ス 母母 Summer Review １６戦５勝 賞金 ２５１，８０５，０００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。



０９０１２ ３月２８日 晴 良 （２１中山３）第１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）

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

１１ チャームキャップ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５０－ ４１：１２．２ ５．７�

７１３�� アグネスフラッシュ 牡４栗 ５６ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Mr SB
Seamer ４９２＋ ２ 〃 アタマ ２．２�

４７ エフティメガミ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：１２．８３	 ３０．８�
５１０� ラインステッチ 牝５栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 米 Fontaine-

bleau Farm B４７４－ ２ 〃 クビ ４．７�
３６ ヤマニンプロローグ 牝５栗 ５５ 村田 一誠土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５１２＋１８１：１２．９	 １８．６�
６１１� マルターズマガン 牡５栗 ５７ 田中 勝春藤田 在子氏 勢司 和浩 米 Darrell Brown

& Lendy Brown B４８０－ ２１：１３．３２	 １１．８	
２３ � ヒシインペリアル 牡５鹿 ５７ 木幡 初広阿部雅一郎氏 坂本 勝美 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ５１８－２０１：１３．４クビ ２５．１

８１５ ニシノシズル 牝４芦 ５５ 三浦 皇成西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４４４－１０１：１３．８２	 １２．５�
４８ � スプリングアーム 牡４鹿 ５７ 伊藤 直人加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 堀 弘康 ４９８＋ ６１：１４．０１	 １２５．５�
７１４� ファーシール 牡４鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６＋ ６１：１４．３１
 １６．８
５９ � グラスハーブ 牡５芦 ５７ 柴山 雄一鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 門別 インターナシヨナル牧場 ５００＋ ４１：１４．５１ ７８．４�
１２ � クリノポップコーン 牝４黒鹿５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ３９８－ ４１：１４．７１	 １０９．５�
２４ � トーセンダズル 牡４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 勝美 三石 原口牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ １１０．４�
３５ カリスマブラック 牝４黒鹿５５ 小野 次郎水谷八重子氏 柴田 政人 門別 富川牧場 ４５４＋ ２１：１５．０１
 １２６．６�
６１２� エプソムヒット 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 新冠 芳住 革二 ４５８－１４１：１５．１	 ６７．７�

（１５頭）
８１６� カフェレジェンド 牡４青鹿５７ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 米 Fred M. Allor ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３３，５８４，５００円 複勝： ４２，２９５，８００円 枠連： ３６，０６４，２００円

普通馬連： １４３，９４２，３００円 馬単： ９３，１２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，６１１，７００円

３連複： １４５，７３２，４００円 ３連単： ３３３，３３４，３００円 計： ８６８，６８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ５２０円 枠 連（１－７） ５３０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，９６０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ５，９１０円 ３ 連 単 ��� ２８，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３３５８４５ 的中 � ４７１６９（３番人気）
複勝票数 計 ４２２９５８ 的中 � ６６２９１（３番人気）� １２４６９５（１番人気）� １３７３０（９番人気）
枠連票数 計 ３６０６４２ 的中 （１－７） ５１０８９（２番人気）
普通馬連票数 計１４３９４２３ 的中 �� １８８６２４（２番人気）
馬単票数 計 ９３１２２２ 的中 �� ４２６４７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０６１１７ 的中 �� ４０３６３（２番人気）�� ４６２４（２３番人気）�� ６９２８（１７番人気）
３連複票数 計１４５７３２４ 的中 ��� １８２０６（１９番人気）
３連単票数 計３３３３３４３ 的中 ��� ８５３２（８１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．４―１２．３―１２．３―１３．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャームキャップ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 Warning デビュー ２００７．６．２４ 福島１２着

２００５．５．１８生 牝４黒鹿 母 ラブソーリー 母母 Soiree ２３戦２勝 賞金 ３０，１４０，０００円
〔出走取消〕 カフェレジェンド号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。



（２１中山３）第１日 ３月２８日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

２９２，７１０，０００円
３，４１０，０００円
７，１００，０００円
２，９００，０００円
３０，８５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，６６４，０００円
５，５６６，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
３６３，７２０，７００円
５７１，１９０，７００円
３７０，８３８，０００円
１，４９２，９９３，１００円
９５４，７２７，７００円
４０２，０２８，３００円
１，５３２，８０６，５００円
３，０７９，３６５，０００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 ８，７６７，６７０，０００円

総入場人員 ２６，５９１名 （有料入場人員 ２４，９６７名）




