
０７０４９ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・左）

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

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

３５ バイブレイションズ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６６－ ２１：４８．９ ７．６�

２３ サザンクロスレディ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ８ 〃 アタマ ３．４�
４８ フラワーガイア 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介花垣 春男氏 藤岡 健一 浦河 太陽牧場 ５００－１２１：４９．２２ ３０．８�
２４ カフェフレグランス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム B４４２－１６１：４９．３� ２５．２�
６１２ ラガーラブリン 牝３黒鹿５４ 松田 大作奥村 啓二氏 大久保龍志 新ひだか 今 牧場 ４２０－２６１：４９．４� １２３．６�
１１ クリムゾンシップ 牝３芦 ５４ 荻野 琢真 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４７６－ ６１：４９．７１� ６５．５�
６１１ シゲルゴウヒメ 牝３鹿 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 沖 芳夫 新ひだか 水上 習孝 ４６０－１０１：４９．８クビ １３１．３	
１２ サトノサクラ 牝３青鹿５４ 幸 英明里見 治氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ６１：５０．０１� １２．７

８１５ フラスカーティ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ １７．６�
３６ ビクトリアクロス 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 村山 明 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１６＋ ２１：５０．４２� １１．７
７１４ メイスンアイドル 牝３栗 ５４ 田中 博康梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 ４１８－ ４１：５０．８２� ２６９．７�
８１６ タマノリテラシー 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７４－ ２１：５１．０１� ４．７�

４７ グッドティアラ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 パカパカ
ファーム B４６４－ ６１：５１．１� ４２．７�

５９ ナリタレジーナ 牝３栗 ５４
５１ ▲川須 栄彦�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ５２４± ０１：５１．２� １１．６�

７１３ ラプリマステラ 牝３栗 ５４ 上村 洋行 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B４６８－ ２１：５１．６２� ５．６�
５１０ トーホウテルヒメ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４５０± ０１：５２．３４ １７１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７，４９４，９００円 複勝： １３，３４１，９００円 枠連： ７，２４５，９００円

普通馬連： ２０，１２１，６００円 馬単： １６，１７１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３９３，３００円

３連複： ３１，６３６，３００円 ３連単： ４５，７７４，９００円 計： １５２，１８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ３４０円 � １３０円 � ９５０円 枠 連（２－３） ６１０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ３，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ６，２６０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� １８，２６０円 ３ 連 単 ��� ９３，３３０円

票 数

単勝票数 計 ７４９４９ 的中 � ７８７４（４番人気）
複勝票数 計 １３３４１９ 的中 � ８６４８（６番人気）� ４０６１７（１番人気）� ２５６６（１１番人気）
枠連票数 計 ７２４５９ 的中 （２－３） ８８３３（２番人気）
普通馬連票数 計 ２０１２１６ 的中 �� ９５６４（６番人気）
馬単票数 計 １６１７１８ 的中 �� ３０４３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３９３３ 的中 �� ４４２８（６番人気）�� ３９０（５１番人気）�� １０６５（２７番人気）
３連複票数 計 ３１６３６３ 的中 ��� １２７９（５８番人気）
３連単票数 計 ４５７７４９ 的中 ��� ３６２（３０８番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１２．０―１３．２―１２．８―１２．９―１３．３―１３．４―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．１―３０．１―４３．３―５６．１―１：０９．０―１：２２．３―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

バイブレイションズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 El Prado デビュー ２００９．９．１２ 中山２着

２００７．４．１９生 牝３鹿 母 シャイアーズエンデ 母母 Shared Reflections ６戦１勝 賞金 ９，１００，０００円



０７０５０ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・左）

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

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

５１０ ローズバレー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�飛野牧場 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４５６＋ ２ ５９．８ ３．４�

３５ ブライティアモア 牝３鹿 ５４ 中舘 英二小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４５６＋ ４１：００．２２� ６．７�
８１６ トップオブザヘヴン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲川須 栄彦�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４３６± ０１：００．４１ ９．６�
２４ ラブコマドリー 牝３栗 ５４ 福永 祐一増田 陽一氏 清水 久詞 新ひだか 加野牧場 ４７６± ０１：００．５� ３．０�
１２ ムラマサヒメ 牝３鹿 ５４ 田中 博康新井 孝治氏 高木 登 浦河 岡本 昌市 ４３０± ０１：０１．０３ ８１．２�
３６ ベルモントアリーバ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ６．０�
４７ ベルモントリコ 牝３栗 ５４ 酒井 学 �ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４１０ ― 〃 ハナ １６５．１	
７１３ メイショウボヌス 牝３栗 ５４ 松岡 正海松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４７８＋１２１：０１．２１� １８．６

５９ ケイエスシンホノカ 牝３栗 ５４ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４５４＋ ６ 〃 クビ ８２．３�
２３ カシノポピー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二柏木 務氏 鈴木 孝志 新冠 堤 牧場 ４０２－ ２１：０１．９４ １５６．３
１１ セ イ オ ウ ボ 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一井口 莞爾氏 和田 正道 むかわ 上水牧場 ４８０－ ９１：０２．４３ ３８６．４�
６１１ チキリユキヒメ 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介ちきり組合 服部 利之 新冠 五丸農場 ４２４± ０１：０２．７１� １４．１�
７１４ シ ゲ ル ネ ネ 牝３鹿 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 鶴留 明雄 新ひだか 田湯牧場 ４２０± ０１：０２．８クビ ６５．６�
８１５ リッカトレジャー 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋立花 幸雄氏 武田 博 浦河 佐々木 貴博 ４１０－１４ 〃 クビ １１９．４�
６１２ ニジイロノホシ 牝３栗 ５４ 村田 一誠北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 ４２８－ ６１：０３．０１� ５１．２�
４８ サチノクイック 牝３栗 ５４ 梶 晃啓佐藤 幸彦氏 梅田 康雄 日高 鹿戸 武光 ４５４－ ６１：０３．７４ ３７２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，９２４，２００円 複勝： １１，９４５，７００円 枠連： ７，１７４，６００円

普通馬連： １９，２４１，３００円 馬単： １５，８００，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２６４，１００円

３連複： ２８，４３４，６００円 ３連単： ４２，００１，３００円 計： １４２，７８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（３－５） ５６０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ６７０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ４，８３０円 ３ 連 単 ��� １９，８７０円

票 数

単勝票数 計 ８９２４２ 的中 � ２１１６４（２番人気）
複勝票数 計 １１９４５７ 的中 � ２５１２２（１番人気）� １４７２３（４番人気）� １３６３０（５番人気）
枠連票数 計 ７１７４６ 的中 （３－５） ９４９８（２番人気）
普通馬連票数 計 １９２４１３ 的中 �� １１０７６（５番人気）
馬単票数 計 １５８００４ 的中 �� ５０１５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２６４１ 的中 �� ３７１７（６番人気）�� ３４９２（７番人気）�� １８３２（１４番人気）
３連複票数 計 ２８４３４６ 的中 ��� ４３５３（１３番人気）
３連単票数 計 ４２００１３ 的中 ��� １５６０（５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．０―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．６―２３．５―３５．５―４７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズバレー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００９．７．２６ 小倉８着

２００７．３．８生 牝３鹿 母 スウィートダンス 母母 スウィートステップ １０戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
※ムラマサヒメ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０７０５１ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

４７ テ ィ ル ス 牡３鹿 ５６ 北村 友一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ５３４± ０１：４８．３ １．９�

７１３ マージービート 牡３栗 ５６ 酒井 学 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：４８．７２� ４．０�
１２ ペガサスダンディー 牡３栗 ５６ 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７０－１２ 〃 アタマ ２９．３�
１１ エクセリオン 牡３芦 ５６ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０１：４８．８クビ ７４．４�
２４ エイコオレジェンド 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信今 秀幸氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 B４６８－ ６１：４９．３３ ６５．２�
５１０ ディアユウキ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥ディアレスト 柄崎 孝 浦河 南部 功 ４５６－ ８１：４９．４クビ １２６．５	
２３ トップバゴチャン 牝３青鹿５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６８＋ ６１：４９．６１� ２２．３

５９ ゴッドマジック 牡３芦 ５６ 浜中 俊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４８０－ ２１：４９．９２ ２７．８�
６１１ コスモサイキック 牡３青 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４６８＋ ４１：５０．４３ ５．５�
６１２ シゲルカネツグ 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介森中 蕃氏 小原伊佐美 新ひだか 畑端牧場 ４４４－ ２１：５０．７１� ２２９．２
８１６ ヒシミステリー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 佐山 優 新ひだか 平野牧場 ５０８－ ２ 〃 ハナ １４．２�
４８ サンマルグランデラ 牡３黒鹿５６ 荻野 琢真相馬 勇氏 鶴留 明雄 新冠 海馬沢 明 B５０２－ ６ 〃 アタマ ５０５．３�
３６ デルマカリグラ 牡３芦 ５６

５３ ▲小野寺祐太浅沼 廣幸氏 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４６０－１４１：５０．８� ３６９．０�
３５ サチノフェイス 牝３栗 ５４ 田中 健佐藤 幸彦氏 梅内 忍 浦河 日向牧場 ４７０± ０１：５１．０１� １０７．２�
７１４ マリンバラッド 牡３栗 ５６ 中舘 英二山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 B４６２－ ４１：５１．３１� ６４．４�
８１５ メイショウユウダイ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 近藤牧場 ４６０－２０ 〃 アタマ ２７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２８５，０００円 複勝： １６，０９９，１００円 枠連： ７，５３３，９００円

普通馬連： ２１，５９７，８００円 馬単： １９，３５４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９５０，６００円

３連複： ３２，４１４，９００円 ３連単： ４８，８９６，２００円 計： １６７，１３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ４１０円 枠 連（４－７） ３４０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ６２０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ４，６５０円

票 数

単勝票数 計 １１２８５０ 的中 � ４７８７２（１番人気）
複勝票数 計 １６０９９１ 的中 � ６７２０４（１番人気）� ２８００９（２番人気）� ５２５６（６番人気）
枠連票数 計 ７５３３９ 的中 （４－７） １６７５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１５９７８ 的中 �� ５１７３６（１番人気）
馬単票数 計 １９３５４９ 的中 �� ２８８７４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９５０６ 的中 �� １９３５３（１番人気）�� ３４１９（６番人気）�� ２１９９（１０番人気）
３連複票数 計 ３２４１４９ 的中 ��� １２８３８（４番人気）
３連単票数 計 ４８８９６２ 的中 ��� ７７７４（６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．６―１２．９―１２．８―１３．５―１３．６―１３．１―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―２９．６―４２．５―５５．３―１：０８．８―１：２２．４―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F３９．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テ ィ ル ス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Ogygian デビュー ２００９．１０．３ 阪神２着

２００７．４．１０生 牡３鹿 母 タイキダイヤ 母母 Patently Clear ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００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 グランドチャペル号・ハッピーメッセージ号



０７０５２ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

１１ フィドルプレイヤー 牝３栗 ５４ 生野 賢一下河�行雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５０２＋ ６１：１０．０ ２．９�

２４ デイズオブメモリー 牡３芦 ５６ 田中 健 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４２０－ ８１：１０．２１� ３．３�
２３ ラストワルツ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�タイヘイ牧場 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４５６－ ８１：１０．３� ８．０�
８１６ ペガサスマーチ 牡３栗 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 北陽ファーム ４９２＋ ８１：１０．５�＋� ２４．０�
６１１ ベ ル エ ー ル 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 アサヒ牧場 ４６０± ０１：１０．６� １３．０	
５１０ エルブロンネ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊 �社台レースホース宮本 博 千歳 社台ファーム ４５２＋１２ 〃 クビ １６．３

１２ オーサンクロッカス 牝３黒鹿５４ 村田 一誠�大西牧場 中川 公成 浦河 大西牧場 ４２２＋ ２１：１０．７クビ ８１．０�
４７ タガノデュラン 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平八木 良司氏 池添 兼雄 日高 藤本 直弘 ４４２ ―１：１０．８� ２３．３�
３５ マルティプライ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ３９０－ ６ 〃 クビ ６１．０

７１５ チェルカトローバ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４４４－ ２１：１０．９クビ ４９．４�

６１２ デラックスボンバー 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥長井 純一氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ４５８－ ８１：１１．１１� ３０８．５�
８１８ ホールドオンミー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 B４１０－ ６ 〃 ハナ ９０．５�
４８ キョウワキングダム 牡３青 ５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６２ ―１：１１．２� ２４．１�
７１４ ブラックジョーク 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一山上 和良氏 和田正一郎 浦河 一珍棒牧場 ４６８－ ６１：１１．４１� ２８．１�
７１３ ピットスポルム 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介 �キャロットファーム 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４１２－ ６１：１１．７１� １１．９�
５９ グランフィールド 牝３芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４１４－１２１：１２．４４ １６７．４�
８１７ トウショウチャンス 牡３黒鹿５６ 田面木博公トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０＋ ６ （競走中止） １７４．６�
３６ ブルーエンジェル 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４５０－ ４ （失格） ３５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，７２４，１００円 複勝： １６，６７７，１００円 枠連： １０，０４６，２００円

普通馬連： ２３，２３６，７００円 馬単： １９，１１４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８９７，７００円

３連複： ３３，８７５，７００円 ３連単： ４９，７２６，７００円 計： １７５，２９８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（１－２） ４４０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ５，７１０円

票 数

単勝票数 計 １０７２４１ 的中 � ２９２３３（１番人気）
複勝票数 計 １６６７７１ 的中 � ３０２１３（２番人気）� ５０１１８（１番人気）� １３７１３（３番人気）
枠連票数 計 １００４６２ 的中 （１－２） １６９９８（１番人気）
普通馬連票数 計 ２３２３６７ 的中 �� ３５８３２（１番人気）
馬単票数 計 １９１１４３ 的中 �� １３７２９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８９７７ 的中 �� ２２０５２（１番人気）�� ５３００（３番人気）�� ７２９３（２番人気）
３連複票数 計 ３３８７５７ 的中 ��� １９１８９（１番人気）
３連単票数 計 ４９７２６７ 的中 ��� ６４３３（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１１．７―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．０―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．７
３ ３（４，９，１７）（１，１２）６（２，１０，１１）（５，７，８，１６）（１４，１８）（１３，１５） ４ ３（４，１７）（１，１２）９（１０，１１）（２，６）（５，７，８，１６）（１４，１８）１５，１３

勝馬の
紹 介

フィドルプレイヤー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．３．７ 中京２着

２００７．２．１９生 牝３栗 母 マヤノクリオネ 母母 レディコスマー ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 トウショウチャンス号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔失格〕 ブルーエンジェル号は，４位〔タイム１分１０秒４，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「トウショウチャンス」号の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 ブルーエンジェル号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２２年３月２７日から

平成２２年４月４日まで騎乗停止。



０７０５３ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

７１３ タイキエイワン 牝３黒鹿 ５４
５２ △国分 恭介�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５６－ ２２：０３．４ １０．４�

２３ アカシックレコード 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４２－ ８２：０３．５� １．５�
８１８ オメガキングコング 牡３黒鹿５６ 上村 洋行原 �子氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：０３．８１� ３０．７�
１２ マイネルグート 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 ４９２－ ２２：０４．０１� ４．５�
４７ ローレルクラシック 牡３栗 ５６ 北村 友一 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４６８－ ６２：０４．４２� １７．２�
５１０ ス ゴ イ 牡３栗 ５６ 和田 竜二北側 雅司氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ６ 〃 ハナ ５４．２	
６１２ サトノサウザー 牡３栗 ５６ 太宰 啓介里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６４± ０２：０４．５� １６．６

１１ ゼ ロ ー ソ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊前田 葉子氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ６２：０４．６クビ ７９．４�
８１７ マイネルハイラント 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム B４９８－ ４ 〃 アタマ １８３．８�
３６ ニシノブーケトス 牝３鹿 ５４ 中舘 英二西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４４４＋ ６ 〃 ハナ ９４．２
８１６ コスモライレローズ 牡３栗 ５６ 川島 信二 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新ひだか 石川 栄一 ４４８＋ ２２：０４．９２ ８１．０�
３５ ホープカムトゥルー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信キャピタルクラブ 和田 正道 浦河 カナイシスタッド ４８２＋ ８２：０５．０� １４３．５�
５９ アクエリアスブルー 牝３黒鹿５４ 黛 弘人岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 小倉 光博 ４１６＋ ４２：０５．２１� ４６７．１�
４８ トウカイスイフト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４６４－ ６２：０５．４１� ５００．４�
７１４ キチロクアナン 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４７４－１２２：０５．６１ １１０．２�
６１１ タイセイバリトン 牡３黒鹿５６ 幸 英明田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 秋場牧場 ４４６－ ２２：０５．７� ７６．９�
７１５ アイディンワルツ 牝３鹿 ５４ 松田 大作米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９４ ―２：０５．９１ ２１１．５�
２４ クニサキロンメイ 牝３青 ５４ 西田雄一郎國島 周夫氏 中島 敏文 新冠 安達 洋生 ４４６－ ４２：０６．１１ ９０７．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，８４１，６００円 複勝： ３７，８８４，７００円 枠連： ９，０３９，４００円

普通馬連： ２７，２４７，９００円 馬単： ２６，５１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１７１，７００円

３連複： ３７，６９３，３００円 ３連単： ６６，３８５，０００円 計： ２３５，７７６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（２－７） ５８０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２，３１０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 ��� ２７，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７８４１６ 的中 � １３６２５（３番人気）
複勝票数 計 ３７８８４７ 的中 � ２４０７９（３番人気）� ２４４４９５（１番人気）� １１０９５（６番人気）
枠連票数 計 ９０３９４ 的中 （２－７） １１６９５（２番人気）
普通馬連票数 計 ２７２４７９ 的中 �� ２７７１６（２番人気）
馬単票数 計 ２６５１２７ 的中 �� ７５０３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１７１７ 的中 �� ９７６７（２番人気）�� １２８１（１８番人気）�� ４３１６（７番人気）
３連複票数 計 ３７６９３３ 的中 ��� ８４８５（９番人気）
３連単票数 計 ６６３８５０ 的中 ��� １７８１（６９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．７―１２．３―１３．５―１３．５―１２．９―１２．１―１１．６―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．９―３６．２―４９．７―１：０３．２―１：１６．１―１：２８．２―１：３９．８―１：５１．５

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

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

勝馬の
紹 介

タイキエイワン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２００９．７．１１ 阪神１７着

２００７．２．６生 牝３黒鹿 母 ヤエノジョオー 母母 リンクスオブゴールド 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 キタサンボルケーノ号



０７０５４ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

４７ オメガリトルスター 牝４栗 ５５
５３ △松山 弘平原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４１：４６．５ ２３．４�

６１１ ワイルドアフリカ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一吉田 和美氏 庄野 靖志 様似 富田 恭司 ４４８＋ ４１：４６．６� ２．３�
１２ レディームスタング 牝４栗 ５５ 田辺 裕信�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４７０＋ ４１：４６．９１� １０９．９�
１１ � クリノソーニャ 牝５鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４５０± ０ 〃 ハナ ４．２�
５１０ メイショウコレット 牝６栗 ５５ 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４５６＋ ４１：４７．０� ４．４�
７１３ アートオブダンサー 牝４鹿 ５５ 和田 竜二岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５４＋ ６１：４７．３１� ９．０�
２３ ワキノキルシェ 牝５青鹿５５ 長谷川浩大脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３９８－ ２１：４７．６２ ３２．０�
７１４ ホッコーフクヒメ 牝４芦 ５５ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 浦新牧場 ４４２－ ６１：４７．７� ３２．４	
４８ キストゥクラウン 牝４芦 ５５ 黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ １８５．８

３６ � ア ル ビ ナ ス 牝４青鹿５５ 荻野 琢真水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４６６－２４１：４７．８クビ ８３．６�
８１５ ストロングジョイス 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋村木 篤氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ １４１．０�
６１２ ミ コ コ ロ 牝９鹿 ５５ 大野 拓弥江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４３４± ０１：４８．８６ ２９４．０
８１６� ウインプラチナム 牝５青 ５５

５２ ▲国分 優作�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：４９．２２� １４０．１�
２４ セトノオレンジ 牝４鹿 ５５

５３ △国分 恭介難波 澄子氏 藤岡 範士 日高 滝本 健二 ４２０＋ ２１：４９．４１	 ７４．３�
５９ � サンレイコンサート 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４５８± ０１：４９．６１� １９４．７�
３５ クリスザドール 牝４鹿 ５５ 北村 友一国田 正忠氏 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５４４＋ ４１：５１．４大差 １５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２６５，９００円 複勝： １５，２７６，０００円 枠連： ７，２７１，１００円

普通馬連： ２２，３０７，７００円 馬単： １９，２２１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，５５４，９００円

３連複： ３２，５５０，８００円 ３連単： ５２，４７２，２００円 計： １７０，９２０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３４０円 複 勝 � ４９０円 � １４０円 � １，４７０円 枠 連（４－６） ２，１９０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ４，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� １２，３３０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ３６，３５０円 ３ 連 単 ��� １９０，７７０円

票 数

単勝票数 計 １１２６５９ 的中 � ３７９９（６番人気）
複勝票数 計 １５２７６０ 的中 � ６７３８（８番人気）� ４２４１８（１番人気）� １９８５（１０番人気）
枠連票数 計 ７２７１１ 的中 （４－６） ２４５４（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２２３０７７ 的中 �� ９４４９（５番人気）
馬単票数 計 １９２２１８ 的中 �� ２９１５（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０５５４９ 的中 �� ２６５１（９番人気）�� ２０５（６６番人気）�� ６０７（３６番人気）
３連複票数 計 ３２５５０８ 的中 ��� ６６１（７２番人気）
３連単票数 計 ５２４７２２ 的中 ��� ２０３（４３７番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．６―１３．１―１２．４―１２．６―１３．１―１２．９―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．４―４２．５―５４．９―１：０７．５―１：２０．６―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．０
１
３
２，５，７（４，１１）（１０，１３）１２（１，１６）－８，３（６，９）１４，１５
２－７（５，１１）（４，１０，１３）（１２，１）（８，３）１６（６，１５）－（１４，９）

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

勝馬の
紹 介

オメガリトルスター �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００８．１０．４ 中山２着

２００６．５．１６生 牝４栗 母 オメガスターライト 母母 ダイナスターライト １２戦２勝 賞金 １７，３００，０００円



０７０５５ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

２４ � デュークワンダー 牡４栗 ５７ 福永 祐一伊東 純一氏 庄野 靖志 静内 静内フジカ
ワ牧場 B４９６± ０ ５８．７ ２４．９�

１１ ア ル マ ダ 牡４鹿 ５７
５５ △松山 弘平小野 博郷氏 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 ４４２－ ２ ５９．４４ ３３．５�

５９ � ブライアントパーク 牡５黒鹿５７ 中舘 英二細川祐季子氏 藤原 英昭 平取 稲原牧場 ４５４－ ８ ５９．５� ７．９�
５１０ リーヴタイム 牝５芦 ５５ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５２＋ ４ 〃 アタマ １３．３�
７１３� ガ オ ウ 牡６鹿 ５７ 西田雄一郎井上 友賢氏 堀井 雅広 新冠 村田牧場 B４５２－１２ ５９．７１� １６．７�
３５ メイショウアーチャ 牡５青 ５７ 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 三石 本桐牧場 ５１２＋ ４ ５９．８� ３．１�
８１６ パワーウェーブ 牡５鹿 ５７ 松田 大作�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ １４．０	
８１５ ゴールデンリング 牡５鹿 ５７

５５ △国分 恭介�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム B４５８－ ２ ５９．９クビ ５．７

１２ トップオブバイオ 牡６黒鹿５７ 丸田 恭介バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 ４７６－ ４１：００．０� １９８．０�
４７ レインボールシファ 牡６栗 ５７ 宮崎 北斗飯田総一郎氏 柴崎 勇 門別 千葉飯田牧場 ５０６－ ４１：００．１� ４７．９
２３ � ニットウエジョン 牝６栗 ５５

５２ ▲国分 優作�日東牧場 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５１２＋ ６１：００．３１� ４５４．８�
４８ ヴィーヴァサルーテ 牡４青 ５７ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０＋ ８ 〃 アタマ １２．０�
７１４ ナショナルヒーロー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海青山 洋一氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：００．６２ ４．２�
３６ ティティチャーム 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信冨塚不二子氏 嶋田 潤 新ひだか 仲野牧場 ４７６－ ２１：００．９１� １９８．５�
６１２ ウィズインライアン 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 ４３２＋ ４ 〃 クビ １４８．２�

（１５頭）
６１１� シゲルヤリガタケ 牡４黒鹿５７ 太宰 啓介森中 蕃氏 坪 憲章 浦河 村下 貞憲 ４３４± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １０，６７７，４００円 複勝： １６，９０１，１００円 枠連： ９，０１７，２００円

普通馬連： ２６，０１２，４００円 馬単： １９，２７４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８０２，１００円

３連複： ３７，７５７，１００円 ３連単： ５６，９４７，０００円 計： １８８，３８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４９０円 複 勝 � ７３０円 � ８５０円 � ３００円 枠 連（１－２） １１，５８０円

普通馬連 �� ２７，９１０円 馬 単 �� ５８，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，５１０円 �� ２，３１０円 �� ２，９９０円

３ 連 複 ��� ７７，１９０円 ３ 連 単 ��� ６２７，２７０円

票 数

単勝票数 差引計 １０６７７４（返還計 ７０２） 的中 � ３３８２（９番人気）
複勝票数 差引計 １６９０１１（返還計 １６２３） 的中 � ５８２０（９番人気）� ４８７５（１１番人気）� １６７１１（４番人気）
枠連票数 差引計 ９０１７２（返還計 ６０） 的中 （１－２） ５７５（２７番人気）
普通馬連票数 差引計 ２６０１２４（返還計 ４３９４） 的中 �� ６８８（５３番人気）
馬単票数 差引計 １９２７４１（返還計 ３３４７） 的中 �� ２４４（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １１８０２１（返還計 ３５４０） 的中 �� ４４１（５２番人気）�� １２７０（２７番人気）�� ９７５（３２番人気）
３連複票数 差引計 ３７７５７１（返還計 １２９８７） 的中 ��� ３６１（１５７番人気）
３連単票数 差引計 ５６９４７０（返還計 ２１０１２） 的中 ��� ６７（１０３０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．０―３４．６―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デュークワンダー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ダイタクヘリオス

２００６．２．２３生 牡４栗 母 デュークセレナード 母母 フ ジ ザ ク ラ ９戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
初出走 JRA

〔競走除外〕 シゲルヤリガタケ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。
発走時刻６分遅延。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルヤリガタケ号は，平成２２年３月２１日から平成２２年４月１９日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウォーターショーン号・ウォータールフラン号・カシノレッド号・ドンマルゴー号・メイプルスペシャル号



０７０５６ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第８競走 ��
��２，５００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３１．４
２：２９．５

良

良

２３ ニシノプライスレス 牡４鹿 ５６ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４４８－ ２２：３４．７ ３．７�

７１３ ヒビケジンダイコ 牡４鹿 ５６ 松岡 正海ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４７６± ０２：３５．０２ ６．３�
７１４ シルクタイタン 牡４黒鹿５６ 古川 吉洋有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４５０－ ８ 〃 クビ ２１．４�
１２ マイネルメビウス 牡４鹿 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 野口牧場 ５２２＋ ２ 〃 ハナ １３．２�
３５ エイデンダンス 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 B４６０－ ４２：３５．１� ９７．８�
１１ タガノガブリエル 牡４青 ５６ 太宰 啓介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２４＋１２２：３５．３１� ３０．７�
６１１	 メルシーゴールド 牡６鹿 ５７ 高橋 智大原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５２６± ０ 〃 ハナ ３２．７	
４７ 	 スペースシャトル 牡４鹿 ５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７４－ ６２：３５．５１� ４７．９

８１５	 インディアンサマー 牡４栗 ５６ 村田 一誠小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 �桁牧場 ４４２± ０２：３５．６クビ ２４７．３�
５９ 	 エルプレジデンテ 牡４鹿 ５６

５４ △松山 弘平 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６２－１４２：３５．７
 ２３．８

５１０ ネ コ パ ン チ 牡４黒鹿５６ 川島 信二桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 ４７２－ ８２：３６．０１
 ５．４�
４８ � キャプテンキッド 牡６鹿 ５７ 中舘 英二山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Kilfrush Stud ５０８－ ６ 〃 クビ ３．２�
６１２ ゴールドストレイン �５黒鹿５７ 鮫島 良太鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ４２：３６．５３ ２７．９�
２４ ハイドランジア �４栗 ５６ 松田 大作下河�美智子氏 本田 優 日高 下河辺牧場 ４６４－２０２：３６．６クビ ３８．８�
３６ 	 ディベイター 牡５栃栗５７ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 星野 忍 静内 岡田スタツド ４８４－１０２：３６．９１
 ３２６．２�
８１６	 メイショウメモリア 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４６－ ４２：３７．１１� ２５６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，７９７，１００円 複勝： １６，０５８，８００円 枠連： ８，２７６，１００円

普通馬連： ２５，３８２，２００円 馬単： １７，８５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，１２０，４００円

３連複： ３４，２５０，４００円 ３連単： ５９，８１２，１００円 計： １８４，５４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ４３０円 枠 連（２－７） ８７０円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，４９０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ７，７５０円 ３ 連 単 ��� ３２，４１０円

票 数

単勝票数 計 １１７９７１ 的中 � ２５３０２（２番人気）
複勝票数 計 １６０５８８ 的中 � ２８１８８（２番人気）� ２３７１３（３番人気）� ７７３５（６番人気）
枠連票数 計 ８２７６１ 的中 （２－７） ７０３４（３番人気）
普通馬連票数 計 ２５３８２２ 的中 �� １５１７３（５番人気）
馬単票数 計 １７８５１８ 的中 �� ６２４４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１１２０４ 的中 �� ６５６３（２番人気）�� １７７５（１７番人気）�� １２８６（２５番人気）
３連複票数 計 ３４２５０４ 的中 ��� ３２６３（２１番人気）
３連単票数 計 ５９８１２１ 的中 ��� １３６２（８６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１１．５―１２．０―１２．０―１２．８―１３．５―１３．３―１２．４―１２．１―１２．２―１２．２―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．３―２９．８―４１．８―５３．８―１：０６．６―１：２０．１―１：３３．４―１：４５．８―１：５７．９―２：１０．１―２：２２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノプライスレス �
�
父 Montjeu �

�
母父 Grand Lodge デビュー ２００９．２．２２ 小倉８着

２００６．２．１６生 牡４鹿 母 テキスタイル 母母 Docklands １３戦２勝 賞金 ２１，８５４，０００円



０７０５７ ３月２０日 晴 良 （２２中京２）第５日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時１５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．７

重

不良

２４ � ピースオブパワー 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ
ングシステム ４９６－ ２１：４６．０ ８．３�

７１３ フレンチクラシック 牡４栗 ５７ 浜中 俊吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B４６２± ０１：４６．１� ６．６�
１１ ツルマルネオ �４鹿 ５７ 北村 友一鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４８８－ ２１：４６．３１� ５．８�
８１６ ノアプレミアム 牡４栗 ５７ 大野 拓弥佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６４－ ２１：４６．５１� ６６．１�
３６ � トーホウライダー 牡４栗 ５７ 太宰 啓介東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４９８＋ ６１：４６．６	 １０．０�
３５ テイエムリュウジン 牡４芦 ５７

５５ △国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８０± ０１：４６．８１� ３．１�
４７ � メモリージャグラー 牡６栗 ５７

５５ △松山 弘平�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 成隆牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ １２７．４	
１２ スターサイクル 牡４鹿 ５７ 和田 竜二星野 壽市氏 梅内 忍 日高 日西牧場 ４８０－ ４１：４７．０１� ３０．７

６１１� マコトボムケッチ 牡５芦 ５７ 幸 英明尾田左知子氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ５１８± ０１：４７．２１ ３５．９�
２３ ヤマニンデューン 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６４－ ６１：４７．３クビ １７９．９�
８１５� センターグリッター 牡４黒鹿５７ 松田 大作中野 優氏 笹田 和秀 むかわ ヤマイチ牧場 ４７８－１３１：４７．５１� ２１４．２
６１２� ナンヨーサンセット 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４７２－１２ 〃 クビ １３．２�
７１４ ホウライビクトリア 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋橋元美代子氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム B４３０－ ４１：４７．６� １２３．２�
４８ ピエナマックス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ５４０＋ ２１：４７．９１	 １８９．８�
５１０ マルタカラッキー 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４７４－ ４１：４８．２２ ５．１�
５９ シャルマンスタイル 牝４栗 ５５ 中舘 英二水上ふじ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４８０－ ２１：４９．５８ １３４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８３６，４００円 複勝： ２４，９８８，４００円 枠連： １２，１４６，４００円

普通馬連： ３６，８７４，９００円 馬単： ２６，８８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４８６，４００円

３連複： ５１，８１４，１００円 ３連単： ９０，４５８，５００円 計： ２７３，４８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（２－７） １，９８０円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ７９０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 ��� ２８，８５０円

票 数

単勝票数 計 １４８３６４ 的中 � １４１７７（５番人気）
複勝票数 計 ２４９８８４ 的中 � ２９６７８（４番人気）� ２９０３４（５番人気）� ３７１２４（３番人気）
枠連票数 計 １２１４６４ 的中 （２－７） ４５４０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ３６８７４９ 的中 �� １３３３３（９番人気）
馬単票数 計 ２６８８４０ 的中 �� ５４６９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４８６４ 的中 �� ４９５９（９番人気）�� ４８６５（１０番人気）�� ５０９５（８番人気）
３連複票数 計 ５１８１４１ 的中 ��� ９２９９（１３番人気）
３連単票数 計 ９０４５８５ 的中 ��� ２３１４（８８番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．７―１１．８―１３．０―１３．１―１２．４―１２．７―１２．７―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１７．８―２９．６―４２．６―５５．７―１：０８．１―１：２０．８―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．９
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ピースオブパワー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Phone Trick

２００６．２．１２生 牡４青鹿 母 タイキガイア 母母 Certain Secret １４戦１勝 賞金 １７，８２０，０００円
地方デビュー ２００８．５．２２ 札幌

※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 ティアップシンゲキ号



０７０５８ ３月２０日 曇 良 （２２中京２）第５日 第１０競走 ��
��１，８００�

ご ざ い し ょ

御 在 所 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，２００，０００円 ４，１００，０００円 ２，６００，０００円 １，５００，０００円 １，０２０，０００円
付 加 賞 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．５
１：４４．１

良

良

４８ ナリタトルネード 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗�オースミ 宮本 博 静内 マークリ牧場 ４７２－ ８１：４８．１ ５．９�

５１０� グレイスフルソング 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 愛 NT Blood-
stock ４４２－ ４１：４８．６�＋２� ４５．５�

８１５ トゥリオーニ 牡５青鹿５７ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 斎藤 誠 浦河 市川フアーム ５２２＋１２１：４８．７� ５４．３�
２４ リッカロイヤル 牡５芦 ５７ 北村 友一立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５３２－ ２ 〃 ハナ １０．１�
６１１ テ ツ キ セ キ 牡４黒鹿５７ 荻野 琢真木村 哲也氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３０± ０ 〃 クビ ８．４�
２３ ナリタジャングル 牡４黒鹿５７ 福永 祐一�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４ 〃 ハナ ５．８	
７１３ トレジャーハント 牡４栗 ５７ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム B５１６－ ２１：４８．８	 ２．８

５９ シンボリローレンス 牡５黒鹿５７ 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４８６－ ６ （降着） ９．９�
６１２
 アースコンシャス 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 競優牧場 ５０８－ ４１：４９．１１	 １６５．６�
１１ ウェザーサイド 牡４鹿 ５７ 鮫島 良太吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４４８－１６ 〃 クビ １３．５
４７ マイサイドキック 牡５栗 ５７ 和田 竜二井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５０４－ ８１：４９．２クビ ４９．３�
１２ 
 ビービーナエトル 牡５栗 ５７ 古川 吉洋�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ ４１．３�
３５ キャッツテイル 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２０＋１２１：４９．３� ３０５．８�
３６ マイネルウェイヴ 牡４鹿 ５７ 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 ４８４－ ８１：４９．５１� ３６．９�
８１６ ユーピロンユー 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信袴田 精一氏 和田正一郎 静内 三宅牧場 B４３６－ ４１：４９．８１	 ３６．６�
７１４ マヤノカピオラニ 牝４栗 ５５ 幸 英明田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４３６－ ６１：５１．３９ ４０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６９４，０００円 複勝： ２５，８０９，９００円 枠連： １４，１３１，８００円

普通馬連： ４８，６６２，５００円 馬単： ３１，８２７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３６２，６００円

３連複： ６９，６２３，７００円 ３連単： １１７，３５５，０００円 計： ３４４，４６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２８０円 � １，３４０円 � １，４５０円 枠 連（４－５） ２，２３０円

普通馬連 �� １９，７２０円 馬 単 �� ３１，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，０９０円 �� ４，７１０円 �� １７，７１０円

３ 連 複 ��� ２１５，９００円 ３ 連 単 ��� ９７３，１３０円

票 数

単勝票数 計 １７６９４０ 的中 � ２３６７１（３番人気）
複勝票数 計 ２５８０９９ 的中 � ２９４９７（２番人気）� ４６４１（１２番人気）� ４２５３（１４番人気）
枠連票数 計 １４１３１８ 的中 （４－５） ４６７７（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４８６６２５ 的中 �� １８２２（５４番人気）
馬単票数 計 ３１８２７０ 的中 �� ７５４（８８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３６２６ 的中 �� ９４０（５０番人気）�� １０１７（４４番人気）�� ２６７（９４番人気）
３連複票数 計 ６９６２３７ 的中 ��� ２３８（３１４番人気）
３連単票数 計１１７３５５０ 的中 ��� ８９（１５６９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１１．９―１２．０―１１．９―１２．１―１２．０―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３５．６―４７．６―５９．５―１：１１．６―１：２３．６―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタトルネード �
�
父 ナリタトップロード �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００８．５．１１ 新潟１着

２００５．４．２６生 牡５栗 母 ナリタオリーブ 母母 ワッキープリンセス １４戦３勝 賞金 ３１，７３０，０００円
〔降着〕 シンボリローレンス号は，２位〔タイム１分４８秒２，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「トレジャーハント」号および「ナリタジャングル」号の走行を妨害したため８着に降着。（その他１０番・２番への進路影響）
〔制裁〕 シンボリローレンス号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２２年４月５日から

平成２２年４月２５日まで騎乗停止。
※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 スーパーミノル号
（非抽選馬） １頭 キングウェールズ号



０７０５９ ３月２０日 曇 良 （２２中京２）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�第２４回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・左）
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

中日スポーツ総局賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６７９，０００円 １９４，０００円 ９７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

７１５ エーシンホワイティ 牡３鹿 ５６ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ２１：０８．７ ７．９�

３５ トシギャングスター 牡３芦 ５６ 浜中 俊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ ２６．２�
７１３ サ リ エ ル 牝３鹿 ５４ 川島 信二前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４６０－ ８１：０８．８� １２．９�
４７ ダッシャーゴーゴー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５１２± ０１：０９．０１	 ４．９�
１１ 
 ビービーエーディン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�坂東牧場 久保田貴士 新冠 芳住 革二 ４７０＋ ４１：０９．１� ７５．４	
３６ エ ス カ ー ダ 牡３青鹿５６ 田中 博康山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５０－ ２１：０９．３１	 ３１．３

２４ キョウエイアシュラ 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４６２＋ ４ 〃 ハナ １３．０�
８１６ ジョディーズライン 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �キャロットファーム 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ４７．９�
８１７ ジュエルオブナイル 牝３鹿 ５５ 蛯名 正義 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４２８－ ６１：０９．４� ６．１
１２ � セイウンオウサム 牡３芦 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ４８６－ ８１：０９．５クビ １６．２�
６１１ クリスタルボーイ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ４５．４�
６１２ ツルマルライダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明鶴田 任男氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ５２２－ ８１：０９．６� ４７．３�
４８ カホマックス 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ６１：０９．７クビ ４６．６�
５１０ ドリームフォワード 牡３栗 ５６ 太宰 啓介セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋ ４１：１０．０２ １３．３�
２３ エーシンダックマン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７０± ０１：１０．３１� ４．５�
５９ メイショウデイム 牝３黒鹿５４ 福永 祐一松本 和子氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 ４３４－ ６１：１０．５１	 １７．５�
７１４ カレンナホホエミ 牝３栗 ５４ 上村 洋行川又 政之氏 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４４２－ ２１：１１．３５ ５１．７�
８１８ タカノキング 牡３鹿 ５６ 酒井 学山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４６６± ０１：１２．５７ １４２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５８，４６６，９００円 複勝： ８８，９０８，８００円 枠連： ５９，２２７，５００円

普通馬連： ３２５，０２３，２００円 馬単： １５５，７２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８８，２５５，２００円

３連複： ４２５，２６９，９００円 ３連単： ６９１，９５２，７００円 計： １，８９２，８３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３１０円 � ７６０円 � ４１０円 枠 連（３－７） ３，４６０円

普通馬連 �� １１，８７０円 馬 単 �� ２０，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８００円 �� １，６６０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� ４５，４６０円 ３ 連 単 ��� ２４４，３４０円

票 数

単勝票数 計 ５８４６６９ 的中 � ５８３２３（４番人気）
複勝票数 計 ８８９０８８ 的中 � ８２６５９（４番人気）� ２８２６５（１１番人気）� ５７６３０（６番人気）
枠連票数 計 ５９２２７５ 的中 （３－７） １２６４３（１５番人気）
普通馬連票数 計３２５０２３２ 的中 �� ２０２２２（４２番人気）
馬単票数 計１５５７２９４ 的中 �� ５６２８（７３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８２５５２ 的中 �� ７７３３（３４番人気）�� １３３２３（１９番人気）�� ４６５６（５８番人気）
３連複票数 計４２５２６９９ 的中 ��� ６９０５（１５３番人気）
３連単票数 計６９１９５２７ 的中 ��� ２０９０（７７４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．１―１０．８―１１．５―１２．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．２―３３．０―４４．５―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 阪神４着

２００７．３．２７生 牡３鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール ９戦３勝 賞金 ６１，６３３，０００円



０７０６０ ３月２０日 曇 良 （２２中京２）第５日 第１２競走 ��１，２００�
す ず か

鈴 鹿 特 別
発走１６時００分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

７１５ トウカイミステリー 牝４栗 ５５ 福永 祐一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４４８＋ ８１：０８．９ １３．６�

８１７ スカイノダン 牝４黒鹿５５ 松岡 正海江 賦晨氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ８１：０９．０� ９．８�

４８ ビーチアイドル 牝５鹿 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４５８－ ６ 〃 クビ １１．７�
１１ タニノスバル 牝４芦 ５５ 上村 洋行谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４４０± ０１：０９．１クビ ５．５�
７１４ ダイメイザバリヤル 牝６鹿 ５５ 松田 大作宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４０± ０ 〃 ハナ ３．３�
２４ パ パ ラ チ ア 牝７鹿 ５５ 古川 吉洋�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １３．６	
６１２� アイスカービング 牝６黒鹿５５ 大野 拓弥下河
行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４６２－ ２１：０９．２� １４．４�
４７ シシャモチャン 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４７６＋ ４１：０９．３� ３０．９�
５１０ レッドハイヒール 牝４鹿 ５５ 中舘 英二村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット ４７８－ ２１：０９．５� ６．２
８１８� カミヒコーキ 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 門別 沖田牧場 ５０４± ０ 〃 アタマ ２７．４�
６１１ メモリーパフィア 牝４黒鹿５５ 幸 英明橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４５４± ０１：０９．６� ５９．５�
７１３ シャトルタテヤマ 牝６鹿 ５５ 浜中 俊辻 幸雄氏 武田 博 静内 藤沢牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ ３５．４�
３５ リトルディッパー 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：０９．７クビ ３６．２�
１２ ヴ ェ ン テ ィ 牝５栗 ５５ 北村 友一�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８０－１０１：１０．０１� １４６．０�
５９ オ オ ヒ メ 牝６黒鹿５５ 二本柳 壮武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５２６＋ ２ 〃 クビ ６１．５�
８１６ アームズトウショウ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６± ０１：１１．０６ ３４．４�
３６ ジョイフルスマイル 牝５栗 ５５ 太宰 啓介上茶谷 一氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５４－ ８１：１１．４２� ２０３．５�
２３ ベルシャルル 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真岸田 勝宏氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４７４－ ４１：１１．８２� ６８．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，２４１，５００円 複勝： ３８，６４８，０００円 枠連： ２２，６４５，７００円

普通馬連： ８２，２６０，６００円 馬単： ４９，４１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，２０６，０００円

３連複： １１４，７４２，５００円 ３連単： ２０６，３９０，２００円 計： ５６８，５５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ５００円 � ３５０円 � ３４０円 枠 連（７－８） ７００円

普通馬連 �� ５，３４０円 馬 単 �� ９，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� ２，６００円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ２０，５５０円 ３ 連 単 ��� １２０，６００円

票 数

単勝票数 計 ２４２４１５ 的中 � １４０４７（６番人気）
複勝票数 計 ３８６４８０ 的中 � １９３４４（８番人気）� ３０６６９（５番人気）� ３０７７３（４番人気）
枠連票数 計 ２２６４５７ 的中 （７－８） ２４０２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ８２２６０６ 的中 �� １１３８１（２４番人気）
馬単票数 計 ４９４１６７ 的中 �� ３６７１（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０２０６０ 的中 �� ３５８５（２４番人気）�� ２８４７（３１番人気）�� ４１１６（１８番人気）
３連複票数 計１１４７４２５ 的中 ��� ４１２２（６６番人気）
３連単票数 計２０６３９０２ 的中 ��� １２６３（３５７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．４―１１．７―１１．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．８―４５．５―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイミステリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Green Forest デビュー ２００８．１０．１２ 京都６着

２００６．５．１０生 牝４栗 母 タイキミステリー 母母 Certain Secret １２戦３勝 賞金 ４４，３７７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ニホンピロシェリー号・メイショウルシェロ号
（非抽選馬） ５頭 クリンゲルベルガー号・タニノジュレップ号・マヤノロシュニ号・メイショウバレーヌ号・ヤマニンプロローグ号



（２２中京２）第５日 ３月２０日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９９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

２２２，８３０，０００円
１，２８０，０００円
１６，６１０，０００円
２，２２０，０００円
２２，２３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，９６７，０００円
５，４２８，０００円
１，９６０，２００円

勝馬投票券売得金
２０５，２４９，０００円
３２２，５３９，５００円
１７３，７５５，８００円
６７７，９６８，８００円
４１７，１５８，９００円
２４１，４６５，０００円
９３０，０６３，３００円
１，５２８，１７１，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ４，４９６，３７２，１００円

総入場人員 １３，１８８名 （有料入場人員 １２，０４８名）




