
０５０８５ ３月２１日 晴 稍重 （２２中山２）第８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

４８ ディアイリス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４３４－ ２１：１３．２ １．９�

６１１ オーダーラッシュ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３０± ０ 〃 ハナ ９．８�
７１４ メイフィールド 牝３鹿 ５４ 松岡 正海千明牧場 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４２－ ４１：１３．３� ６．０�
５９ ビコーペグー 牝３黒鹿５４ 浜中 俊�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４５８－ ２１：１３．４� ２４．２�
７１３ ハ ー ト エ コ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝栗山 良子氏 松山 将樹 日高 新井 昭二 ４５０－ ２１：１３．５� ２２．５�
８１５ サトノアーチ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４５０ ―１：１３．６� ２９．５�
６１２ カツヨプリンセス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３２－１０ 〃 アタマ ６４．８	
２４ ハニーカラー 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４３４－ ２ 〃 ハナ ６．４

２３ カゼノマイヒメ 牝３黒鹿５４ 北村 友一岡田 牧雄氏 高木 登 日高 佐々木 直孝 ４１６－ ３１：１４．０２� １３４．３�
５１０ オンワードチアフル 牝３栗 ５４ 小林 淳一�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４７６－ ２１：１４．２１ ５６．２
４７ トーアティアレ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ １１．６�
１１ アンリミテッド 牝３鹿 ５４ 福永 祐一宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４４６－ ２１：１４．４１ ２８．１�
３５ カシノアレグロ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４３８＋ ２１：１４．５� ４０２．２�
１２ クロンドローリエ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４２６ ―１：１４．６� ７４．３�
３６ ネ フ テ ィ ス 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 尾関 知人 様似 猿倉牧場 ４３２－ １１：１５．６６ ２９９．３�
８１６ スズマスカット 牝３栗 ５４ 北村 宏司サン・ファーム� 佐藤 全弘 新ひだか 小河 豊水 ４４８－１２１：１６．４５ ３６１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６９，４００円 複勝： ３２，６６４，７００円 枠連： ２０，０４２，１００円

普通馬連： ６６，２７１，３００円 馬単： ４９，９６５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４８６，０００円

３連複： ８１，２４９，２００円 ３連単： １３１，６０２，７００円 計： ４２７，０５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２４０円 � １６０円 枠 連（４－６） ８８０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２７０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� ９，２００円

票 数

単勝票数 計 ２０７６９４ 的中 � ８７５２１（１番人気）
複勝票数 計 ３２６６４７ 的中 � １０３７７３（１番人気）� ２５８３３（５番人気）� ５１６９１（２番人気）
枠連票数 計 ２００４２１ 的中 （４－６） １６９８８（４番人気）
普通馬連票数 計 ６６２７１３ 的中 �� ４００３３（４番人気）
馬単票数 計 ４９９６５０ 的中 �� ２０２８９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４８６０ 的中 �� １２２９０（４番人気）�� ２５４６４（１番人気）�� ７７９０（１０番人気）
３連複票数 計 ８１２４９２ 的中 ��� ３０９０７（５番人気）
３連単票数 計１３１６０２７ 的中 ��� １０５６４（１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．６―１２．３―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．６―４６．９―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアイリス �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１．２４ 中山７着

２００７．２．８生 牝３鹿 母 エリモシャイニー 母母 エリモシック ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ペリグー号



０５０８６ ３月２１日 晴 稍重 （２２中山２）第８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

１１ センジンジョー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４３４± ０１：１２．３ １．８�

６１２ ビッグヒーロー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ４８６－ ２１：１２．６２ １０．４�
２４ � ローカパーラ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太伊達 敏明氏 上原 博之 米 Hidekazu

Date ５２６－ ４１：１２．７クビ １６．６�
（大井）

３５ ミツアキゴールド 牡３栗 ５６ 江田 照男山本 光明氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４６２＋ ２１：１３．６５ １３．２�
７１３ アマゾニアン 牝３青鹿５４ 小林 淳一�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 ４５８＋ ８１：１３．７� ８３．６�
４８ プレミアムカフェ 牝３栗 ５４ 横山 典弘西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４８４± ０１：１４．０１� ４．８�
１２ コウセイベイビー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４０－ ２１：１４．１クビ ３３．１	
８１６ カシノアラベスク 牝３黒鹿５４ 池崎 祐介柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４７４－ ６ 〃 ハナ ７１２．１

８１５ ヒシトリアーナ 	３芦 ５６ 柴田 善臣阿部雅一郎氏 坂本 勝美 新冠 カミイスタット ４４４＋ ２ 〃 アタマ １１３．６�
４７ ダイワアラミス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４２８－ ６１：１４．２� １９５．１�
２３ コスモスティール 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 坂本 勝美 日高 白瀬 明 ４９０＋ ４１：１４．３� ４８．０
７１４ リバーソナタ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真河越 武治氏 星野 忍 新ひだか 飯岡牧場 ４１６－１２１：１４．８３ ５７３．６�
５１０ セイカペガサス 牡３黒鹿５６ 木幡 初広久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４４６－ ２ 〃 クビ ９８．６�
６１１ メジロベンジャミン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０－ ８１：１４．９クビ ７．８�
５９ ゼ ア グ ー ト 牡３鹿 ５６ 北村 友一佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 浦河 村下農場 ４８２－ ７ 〃 アタマ ２７１．７�
３６ トウショウエホバ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一トウショウ産業� 戸田 博文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２－ ６１：１５．９６ ４３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３４２，９００円 複勝： ４１，２４７，３００円 枠連： １５，８９２，１００円

普通馬連： ５４，６６７，７００円 馬単： ４５，１０３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０７３，２００円

３連複： ６７，６５２，４００円 ３連単： １１６，６３０，３００円 計： ３８０，６０９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ４００円 枠 連（１－６） ３８０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５１０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ２，５１０円 ３ 連 単 ��� ７，９９０円

票 数

単勝票数 計 １８３４２９ 的中 � ８３７６６（１番人気）
複勝票数 計 ４１２４７３ 的中 � ２６２８５９（１番人気）� １９３４５（４番人気）� １１３７６（６番人気）
枠連票数 計 １５８９２１ 的中 （１－６） ３１４６８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５４６６７７ 的中 �� ５５６４６（３番人気）
馬単票数 計 ４５１０３４ 的中 �� ３１３９７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０７３２ 的中 �� １５３０５（３番人気）�� １０４０９（５番人気）�� ３３９０（１５番人気）
３連複票数 計 ６７６５２４ 的中 ��� １９９３２（８番人気）
３連単票数 計１１６６３０３ 的中 ��� １０７７７（１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．４―１２．５―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．３―４６．８―５９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３８．０
３ ・（４，８）１２（１１，１６）（５，１３）（３，６，１）－（２，７）－１５，９－１４－１０ ４ ４（８，１２）－（１１，１６，１３）１（５，３）－（２，７，６）－１５，９－１４－１０

勝馬の
紹 介

センジンジョー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００９．１２．２０ 中京３着

２００７．４．１６生 牡３鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ ６戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 セレブビスティー号
※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。



０５０８７ ３月２１日 晴 稍重 （２２中山２）第８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
１：４７．８

重

重

５９ シルクコスモス 牡３栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４４４－ ２１：５５．４ ５．２�

４８ ケイアイプログレス 牡３栃栗５６ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５０８－１４１：５５．６１� ３．５�
（大井）

２３ ジ ン ダ リ ー 牡３芦 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 B４７０＋ ８１：５５．７クビ ４．４�
１２ コンプリートダンス 牡３黒鹿５６ 木幡 初広石瀬 浩三氏 嶋田 功 青森 ワールドファーム ５３０± ０１：５６．８７ １３８．２�
３５ グラスアタック 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４４８－ ２１：５６．９� ５．８�
１１ ジェットヴォイス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４７４－ ８１：５７．０クビ １１．０	
６１２ バンダムシュローム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ １２．９

４７ ヤ ブ サ メ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司栗田 康次氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ５０６－ ６１：５７．６３� ８．１�
７１３ ヒノモトイチバン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４４６＋ ４１：５７．７� ７２．１�
６１１ トウショウカナル 牡３栗 ５６ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４６＋ ４１：５７．８クビ ２４５．２
８１６ シルクダイドウ 牡３青鹿５６ 江田 照男有限会社シルク谷原 義明 新ひだか 見上牧場 ４４０＋ ２１：５８．０１ ８４．６�
５１０ クリノオペラオー 牡３栗 ５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 新ひだか 小河 豊水 ４７６＋ ８２：００．０大差 ４０１．３�
２４ プロスペクタス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４２６－ ２２：００．２� ４３５．８�
３６ シルクソアリング 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４００－１４２：００．３クビ ２９５．５�
７１４ コスモトルマリン 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 谷岡 正次 ４２６－ ６２：０１．０４ ６８９．５�
８１５ カトルズメテオ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 ４９０－ ４２：０３．２大差 ２２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６３６，３００円 複勝： ３０，１０２，８００円 枠連： １５，４８０，９００円

普通馬連： ５９，８２７，７００円 馬単： ４２，１８２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１２０，６００円

３連複： ７３，３２９，８００円 ３連単： １０９，８９９，９００円 計： ３７１，５８０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（４－５） ５７０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ７，３６０円

票 数

単勝票数 計 １８６３６３ 的中 � ２８２４４（３番人気）
複勝票数 計 ３０１０２８ 的中 � ４４３４２（３番人気）� ６５１７９（１番人気）� ４８５２０（２番人気）
枠連票数 計 １５４８０９ 的中 （４－５） ２００８８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９８２７７ 的中 �� ５４６１７（１番人気）
馬単票数 計 ４２１８２５ 的中 �� １５５１６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１２０６ 的中 �� １７６５１（１番人気）�� １３５９３（４番人気）�� １６９７２（２番人気）
３連複票数 計 ７３３２９８ 的中 ��� ４５３７２（１番人気）
３連単票数 計１０９８９９９ 的中 ��� １１０２６（８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．６―１２．９―１２．８―１２．７―１３．２―１２．８―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．９―４９．８―１：０２．６―１：１５．３―１：２８．５―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．８―３F４０．１
１
３
８，１６－（３，１２）（６，１５）１（５，７）９（２，１０）（１４，１３）－（４，１１）
８（３，１６，１２）－（１，９）（５，１５）２（７，１０）（６，１３）－（４，１１）－１４

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

勝馬の
紹 介

シルクコスモス �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．２５ 京都８着

２００７．２．２７生 牡３栗 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ ７戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時００分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモトルマリン号・カトルズメテオ号は，平成２２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 シンボリボルドー号
※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。



０５０８８ ３月２１日 晴 稍重 （２２中山２）第８日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３５ ダノンボルケーノ 牡３栗 ５６ 田中 勝春�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：１３．８ ３．５�

６１２ ハロウィンパレード 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�下河辺牧場 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６４ ―１：１４．１２ １１．４�
４８ ショウナンカルナ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�湘南 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４６２ ―１：１４．２� ２０．４�
２４ ノ ボ チ ャ ン 牝３栗 ５４ 横山 義行�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４３８ ―１：１４．５２ ２７．８�
８１６� マイネサザンクロス 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 河野 通文 米
Wolverton Mountain
Farm, LLC & Taylor
Brother Properties, LLC

５２０ ―１：１４．６クビ ２９．１�
（大井）

５９ エスピナアスール 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６６ ―１：１５．１３ ２．５	
８１５ キスオブローズ 牝３鹿 ５４ 石神 深一庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 日高 庄野牧場 ４７２ ―１：１５．５２� １５．８

７１３ トウショウスパーダ 牡３栗 ５６ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８ ―１：１６．０３ ７．９�
１１ ファイナルリリー 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣阿部榮乃進氏 石毛 善彦 厚真 阿部 栄乃進 ４４４ ― 〃 クビ ２０．５�
４７ スノーボール 牡３青鹿５６ 小牧 太平井 龍司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：１６．１� ２９．９
５１０ スマイルレディー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４４６ ―１：１６．２� ２６４．９�
１２ オブザモーメント 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４５４ ―１：１６．４１� １７．７�
６１１ ウ シ ュ バ 牝３鹿 ５４

５１ ▲水口 優也楠本 勝美氏 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 ４５０ ―１：１６．７１� １４６．８�
２３ マスアンドゥナ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 ４５８ ― 〃 ハナ ２９８．９�
７１４ ゴールデンブープ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�協栄 中島 敏文 日高 タバタファーム ４１０ ―１：１７．９７ ６４．７�
３６ ジュピターワン 牡３栃栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真若菜 俊明氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４８２ ―１：２３．０大差 １０９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３１１，０００円 複勝： ２０，５９７，３００円 枠連： １３，８６２，２００円

普通馬連： ４５，０８６，５００円 馬単： ３５，４９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０５０，３００円

３連複： ５３，０４６，３００円 ３連単： ８５，２７８，０００円 計： ２８２，７３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � ４２０円 枠 連（３－６） １，９４０円

普通馬連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ３，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １，０５０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ９，８５０円 ３ 連 単 ��� ３９，１００円

票 数

単勝票数 計 １３３１１０ 的中 � ３０１１７（２番人気）
複勝票数 計 ２０５９７３ 的中 � ４６５８６（２番人気）� １７５９０（４番人気）� １０４７０（６番人気）
枠連票数 計 １３８６２２ 的中 （３－６） ５２８６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４５０８６５ 的中 �� １４８６９（７番人気）
馬単票数 計 ３５４９９２ 的中 �� ６９８４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０５０３ 的中 �� ４８１８（７番人気）�� ３７９４（１０番人気）�� ２１９２（２１番人気）
３連複票数 計 ５３０４６３ 的中 ��� ３９７５（３０番人気）
３連単票数 計 ８５２７８０ 的中 ��� １６１０（９５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．７―１２．５―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．５―３５．２―４７．７―１：００．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンボルケーノ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Gone West 初出走

２００７．３．２１生 牡３栗 母 ウエスタンワールド 母母 Coxwold １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時２５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュピターワン号は，平成２２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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エリプソス号・エンシェントエイジ号・オリオンシチー号・オンワードシールド号・シルクセクレタリー号・

トウショウフォアゴ号・マリエッタ号・ミスアマルフィー号・メイショウアリス号・ワカクモティタン号
※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。



０５０８９ ３月２１日 晴 稍重 （２２中山２）第８日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

６１１ ヒカルハナミチ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義高橋 光氏 二ノ宮敬宇 登別 青藍牧場 ４８４＋ ２１：４９．５ ２．８�

８１６ ソールデスタン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４６６＋１２１：４９．９２� ６．６�
（大井）

２３ ワ ク ワ ク �３鹿 ５６ 吉田 豊中村 祐子氏 田中 清隆 日高 かみむら牧場 ４３０＋ ４１：５０．０� １１．１�
８１５ エバーシャイニング 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：５０．１クビ ２１．３�
５１０ イ オ ス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３６＋ ４１：５０．４１� ３．８�
６１２ キングスバウンティ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５１４＋２２１：５０．５� ８．６�
１１ ハッピーデュランダ 牡３栗 ５６ 北村 友一岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ６５．３	
３６ デュリュクス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 ４１８＋ ６ 〃 アタマ １７．０

３５ ナンヨーストロング 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４９４± ０１：５０．６クビ ８．０�
２４ メイショウフロリナ 牝３鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 ４１８－１０１：５１．６６ ３０１．５�
７１３ ボスポジション 牡３栃栗５６ 田中 勝春 �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 ４７４－ ８１：５１．９１� １５８．５
１２ ミサノハナミズキ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか カタオカステーブル ３９６－ ２１：５２．５３� ４５４．１�
７１４ ダイワトパーズ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新ひだか 幌村牧場 B４７６－ ８１：５２．９２� ３１１．０�
４７ パワーショウ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
吉田ファーム ４６０－ ６１：５３．１１	 １４５．１�

４８ ナイスセレーノ 牡３栗 ５６ 北村 宏司鈴木 伸昭氏 鈴木 伸尋 新ひだか 米田牧場 ４８２＋ ２１：５３．３１ ２０６．６�
５９ カルチョマドンナ 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也小野 博郷氏 牧 光二 日高 春木 昭雄 ４２２－３２ 〃 クビ ２６８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９００，０００円 複勝： ２９，１５５，８００円 枠連： １６，７８７，２００円

普通馬連： ６７，８０６，６００円 馬単： ４７，４９３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９８６，１００円

３連複： ７０，４８４，０００円 ３連単： １１９，０５９，０００円 計： ３９１，６７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ５７０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ６８０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ４，２９０円 ３ 連 単 ��� １４，７１０円

票 数

単勝票数 計 １８９０００ 的中 � ５４３２３（１番人気）
複勝票数 計 ２９１５５８ 的中 � ８０２５３（１番人気）� ２９２７０（４番人気）� ２２３５０（６番人気）
枠連票数 計 １６７８７２ 的中 （６－８） ２１８８２（２番人気）
普通馬連票数 計 ６７８０６６ 的中 �� ４８１７２（２番人気）
馬単票数 計 ４７４９３２ 的中 �� ２０４４５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９８６１ 的中 �� １２２６３（２番人気）�� ８００６（８番人気）�� ４０４５（１８番人気）
３連複票数 計 ７０４８４０ 的中 ��� １２１４０（１５番人気）
３連単票数 計１１９０５９０ 的中 ��� ５９７７（３５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．３―１２．６―１２．５―１２．３―１１．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．２―４８．８―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．５―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヒカルハナミチ �
�
父 デュランダル �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．２．２７ 中山２着

２００７．３．２８生 牡３芦 母 ヒカルカリーナ 母母 ヒカルパッション ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時５５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 ヒカリバイカル号・フローリストライフ号
※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。



０５０９０ ３月２１日 晴 稍重 （２２中山２）第８日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

７１３ フラガラッハ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２± ０１：３６．２ ２．２�

４７ ハングリージャック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：３６．３� ２．５�
２２ ボンジュールメロン 牝３栗 ５４ 内田 博幸田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０４－１０１：３６．５１� ６．０�
８１５ オメガブルーライン 牝３芦 ５４ 吉田 豊原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４１８－ ６１：３６．６� ２３．８�
４６ ホッカイレシフェ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�北海牧場 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２－ ４１：３７．２３� ８０．７�
３５ 	 プリティガール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４８２＋１４１：３７．３クビ ２７８．２�
８１４ タイセイワイルド 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ６１：３７．５１� ２２．３	
５９ 	 プライズデイ 牝３青鹿５４ 北村 友一鈴木 照雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 ４５６± ０１：３７．６クビ ４１３．５

６１０	 ネオシーサー 牡３青 ５６ 木幡 初広佐々木完二氏 国枝 栄 日高 田端牧場 ４３４－１０１：３７．８１ ２９５．９�
６１１
 モエレアゲイト 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太�トニー企画 上杉 昌宏 新ひだか 中村 和夫 ４６０－ ５ 〃 クビ ２０４．６�

（大井） （大井）

３４ 	 フジペガサス 牡３栗 ５６ 武士沢友治藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４３２－ ８１：３８．０１� １４４．５
５８ ロックザネーション 牡３黒鹿５６ 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４７８－ ６１：３８．６３� ２７３．７�
２３ トーセンチドリアシ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ２１：３８．７� １１．９�
７１２ マンダリンレイ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４３２＋１０１：３９．１２� １６７．３�

（１４頭）
１１ レッドクロス 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，７７５，２００円 複勝： ２９，５９４，０００円 枠連： １５，８２４，３００円

普通馬連： ６０，９２３，６００円 馬単： ４８，３７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９９０，８００円

３連複： ６５，９６５，４００円 ３連単： １４１，９４３，３００円 計： ４０３，３８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（４－７） ２３０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ３３０円 ３ 連 単 ��� １，１００円

票 数

単勝票数 差引計 ２１７７５２（返還計 １４１９） 的中 � ８０４３８（１番人気）
複勝票数 差引計 ２９５９４０（返還計 ３９２） 的中 � １２３８１９（１番人気）� ７１９２９（２番人気）� ４０１１０（３番人気）
枠連票数 差引計 １５８２４３（返還計 ５２１） 的中 （４－７） ５１７１２（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６０９２３６（返還計 ２８７８） 的中 �� ２０３３２９（１番人気）
馬単票数 差引計 ４８３７０２（返還計 １９２５） 的中 �� ７９４１２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８９９０８（返還計 ９８３） 的中 �� ５２０５３（１番人気）�� ２０１６４（２番人気）�� １７８３１（３番人気）
３連複票数 差引計 ６５９６５４（返還計 ７０３４） 的中 ��� １４７５９７（１番人気）
３連単票数 差引計１４１９４３３（返還計 １３５６８） 的中 ��� ９５２５５（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．７―３５．８―４８．２―１：００．７―１：１３．０―１：２４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

フラガラッハ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２０ 阪神２着

２００７．４．３生 牡３鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト ５戦２勝 賞金 ２４，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時２０分に変更。
〔出走取消〕 レッドクロス号は，疾病〔左後挫跖〕のため出走取消。
※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。



０５０９１ ３月２１日 晴 稍重 （２２中山２）第８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
１：４７．８

重

重

２３ � バリアントバイオ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 ４７４＋ ４１：５４．６ ８９．７�

３６ シルクエンデバー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５００－ ２ 〃 アタマ ７．３�
８１５ ダイレクトパス 牡６青鹿５７ 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４８－ ６１：５５．４５ ５．２�
２４ ジーガートップ 牡４栗 ５７ 松岡 正海�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ５１０－ ４ 〃 ハナ ３．８�
７１３ ウインアトラス 牡５栗 ５７ 田中 勝春�ウイン 小島 太 新冠 村上 欽哉 ４６０＋ ４１：５５．６１ １５８．６�
５１０� トップランナー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人水上ふじ子氏 鈴木 伸尋 浦河 笠松牧場 B４９８－ ６ 〃 アタマ ２１９．８	
６１２ ニシノウズマサ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４９０＋２０ 〃 クビ １６４．６

６１１� クールフォーマ �５鹿 ５７ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 B５３２＋ ６１：５６．０２� ５．８�
１２ � ブロックバスター 牡５黒鹿５７ 戸崎 圭太前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ４９２＋１４１：５６．１� ３３．５�

（大井）

３５ アタゴオーラ 牡４栗 ５７ 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 B４８０± ０１：５６．３１ ３．３
７１４ ニューパワー �４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４７０－ ６１：５７．３６ ３７．８�
４７ トウショウパンサー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４２８＋１０１：５７．４� ４０．３�
４８ � ストロングヒロイン 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 飛渡牧場 ４３６－ ２１：５７．８２� ４８６．２�
１１ ベルモントパッシオ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ５３０＋１０１：５８．７５ １１９．５�

８１６ ハ イ ゲ ー ト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B５３０－ ２１：５９．４４ ４７．５�
５９ ヒシポジション 牡４黒鹿５７ 浜中 俊阿部雅一郎氏 手塚 貴久 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター ５１６＋ ２２：００．９９ ２１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６３０，７００円 複勝： ３１，７１５，３００円 枠連： １７，８９０，５００円

普通馬連： ７０，３８９，７００円 馬単： ４５，８０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２４３，５００円

３連複： ７６，９４３，６００円 ３連単： １３４，６４９，９００円 計： ４１９，２７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，９７０円 複 勝 � １，８５０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（２－３） ５００円

普通馬連 �� ２７，３９０円 馬 単 �� ５６，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，１５０円 �� ４，８００円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ３２，２７０円 ３ 連 単 ��� ３８２，２００円

票 数

単勝票数 計 １８６３０７ 的中 � １６３７（１１番人気）
複勝票数 計 ３１７１５３ 的中 � ３３９９（１１番人気）� ３１３１１（５番人気）� ５８７７９（２番人気）
枠連票数 計 １７８９０５ 的中 （２－３） ２６４６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０３８９７ 的中 �� １８９７（４６番人気）
馬単票数 計 ４５８０９６ 的中 �� ５９４（９４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２４３５ 的中 �� ８９２（４３番人気）�� １１４６（３７番人気）�� １０３１６（７番人気）
３連複票数 計 ７６９４３６ 的中 ��� １７６０（７２番人気）
３連単票数 計１３４６４９９ 的中 ��� ２６０（６４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．０―４８．８―１：０１．５―１：１４．２―１：２７．７―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．４
１
３
１１（９，１３）－（１，２，１６）１４＝１２，７，６－８，３，１５（４，１０）－５・（１１，１３）２，１６－（１，９，１５，１２，６）３，１４，１０，８（７，５）４

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

勝馬の
紹 介

�バリアントバイオ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ヘクタープロテクター

２００６．３．３１生 牡４栗 母 ハイグレードバイオ 母母 ディシイペイティング １６戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １３時４５分に変更。
〔発走状況〕 アタゴオーラ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 アタゴオーラ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒシポジション号は，平成２２年４月２１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。



０５０９２ ３月２１日 晴 稍重 （２２中山２）第８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

２４ � トシキャンディ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４７０－１５１：１１．７ ９．４�

３５ ル ナ ロ ッ ソ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１０＋ ８１：１２．３３� ８．１�
１２ クラッカージャック 牡６鹿 ５７ 浜中 俊齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９２± ０１：１２．４� １１．０�
５１０ ザ ド ラ イ ブ 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６４－ ４１：１２．６１� １．６�
４８ � ベストフェット 牡５鹿 ５７ 松岡 正海松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 B５１０± ０１：１２．７� ２５．５�
７１４ ラ イ カ ー ト 牝６芦 ５５ 戸崎 圭太 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８４＋ ２１：１２．８� ６．２	
（大井）

６１１ ダイワバーガンディ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６６－ ２１：１３．０� ２５．２

２３ シルキーキュート 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ５０８＋ ２１：１３．４２� １１７．３�
８１５� リリーザサン 牡５栗 ５７ 武士沢友治�谷川牧場 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 ５０２－ ６１：１３．５� ９６．３�
５９ � ネイチャーグロウ 牡５青鹿５７ 小林 淳一井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４９０－ ５１：１４．０３ ５２０．５
６１２ カシノコロン 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 畔柳 作次 ４３０＋ ６１：１４．６３� ６４７．９�
３６ � ギャラントブーボ 牡４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真志野 昭夫氏 的場 均 日高 タバタファーム B４８８－１１ 〃 ハナ ２４８．８�
８１６ ラッキーフラワー 牝４青 ５５ 吉田 隼人西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム ４１４± ０１：１４．７クビ １５２．５�
４７ � ボムクイーン 牝５鹿 ５５ 田中 勝春門野 文典氏 南田美知雄 門別 日高大洋牧場 ４２８± ０１：１４．８� １４５．０�
７１３ イーサンバブル �４鹿 ５７ 柴山 雄一国本 勇氏 牧 光二 日高 白瀬 明 ４７２－１４１：１５．４３� ２０９．０�
１１ � スプリングマリア 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一加藤 春夫氏 郷原 洋行 様似 堀 弘康 ４１４－１３１：１５．８２� ３６９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，８７１，６００円 複勝： ７２，５３２，９００円 枠連： １９，７０４，４００円

普通馬連： ８５，２７０，７００円 馬単： ７６，３３２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２９８，６００円

３連複： ９４，０７８，５００円 ３連単： ２０８，０３９，４００円 計： ６１１，１２８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ６２０円 � ３８０円 � ７５０円 枠 連（２－３） ２，３２０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� １，７６０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １３，１４０円 ３ 連 単 ��� ４６，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２７８７１６ 的中 � ２３４９５（４番人気）
複勝票数 計 ７２５３２９ 的中 � ３００９８（４番人気）� ５４７３４（３番人気）� ２４３１４（５番人気）
枠連票数 計 １９７０４４ 的中 （２－３） ６２７０（８番人気）
普通馬連票数 計 ８５２７０７ 的中 �� ２４８５６（８番人気）
馬単票数 計 ７６３３２３ 的中 �� １３３４３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２９８６ 的中 �� ７４７４（１０番人気）�� ３７２８（１８番人気）�� ７５７０（９番人気）
３連複票数 計 ９４０７８５ 的中 ��� ５２８６（３３番人気）
３連単票数 計２０８０３９４ 的中 ��� ３２８６（１１５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．３―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．９―４６．４―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トシキャンディ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Machiavellian

２００６．４．１７生 牝４鹿 母 コ ル チ カ 母母 Ivrea ５戦１勝 賞金 ８，１５０，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １４時１０分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングマリア号は，平成２２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 コノハナ号
※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。



０５０９３ ３月２１日 晴 良 （２２中山２）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

あ さ く さ

浅 草 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２２ モンテアルベルト 牡４栗 ５７ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B４８０＋ ４１：３４．７ ２．５�

１１ � デュヌラルテ 牝６黒鹿５５ 横山 典弘 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４３４－ ４１：３４．９１� ５．５�
３４ フェスティヴナイト 牡８鹿 ５７ 吉田 隼人臼井義太郎氏 天間 昭一 静内 伊藤 昭次 ４５８－ ４１：３５．１１� １７．５�
５７ ヴ ェ リ タ ス 牡６鹿 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４５６－ ２１：３５．２	 ２６．５�
８１４ サトノロマネ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４９０＋ ６１：３５．４１� ４．２�
３３ マイネルスカット 牡７黒鹿５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ５１６＋ ２１：３５．５クビ ８３．２	
７１２ シンボリハレー 牡７黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４５０－ ６１：３５．６
 １３３．５

５８ ブレーヴゴールド 牡４青鹿５７ 北村 友一磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５４－ ４ 〃 クビ １５３．６�
７１１ ショウナンアルディ 牡４栗 ５７ 福永 祐一国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７２－ ２ 〃 アタマ ９６．５�
６９ タマニューホープ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６０－ ４１：３５．７	 ３５．３
６１０ シャイニーデザート 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５１８－ ６１：３５．８	 １０．１�
８１３ サニーラブカフェ 牝６鹿 ５５ 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５０２＋ ２１：３５．９クビ １８．７�
４６ � ニホンピロキリバス �５栃栗５７ 浜中 俊小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４４２± ０１：３６．０
 １４．８�
４５ ス パ ラ ー ト 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：３６．１クビ １８．９�

（大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，４７４，５００円 複勝： ４９，１２０，４００円 枠連： ３１，４２３，６００円

普通馬連： １２８，７９７，３００円 馬単： ７４，６６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１６３，６００円

３連複： １３４，２５１，７００円 ３連単： ２６０，５６６，３００円 計： ７４６，４６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ２７０円 枠 連（１－２） ７２０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ４９０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� ９，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３０４７４５ 的中 � ９８８５３（１番人気）
複勝票数 計 ４９１２０４ 的中 � １４４８９５（１番人気）� ５７８４７（３番人気）� ３７０３８（４番人気）
枠連票数 計 ３１４２３６ 的中 （１－２） ３２３５７（２番人気）
普通馬連票数 計１２８７９７３ 的中 �� １３００５５（２番人気）
馬単票数 計 ７４６６７６ 的中 �� ４５３６２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７１６３６ 的中 �� ３４１７８（２番人気）�� １８４８３（３番人気）�� ７４２２（１３番人気）
３連複票数 計１３４２５１７ 的中 ��� ３７３０６（６番人気）
３連単票数 計２６０５６６３ 的中 ��� ２１１９７（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．０―１１．３―１１．７―１２．３―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．８―３３．８―４５．１―５６．８―１：０９．１―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．９

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

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

勝馬の
紹 介

モンテアルベルト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００８．８．２４ 新潟１着

２００６．４．３生 牡４栗 母 ブルックリンハイツ 母母 キャスリーン １５戦３勝 賞金 ５４，５９０，０００円
〔発走状況〕 タマニューホープ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タマニューホープ号は，発走調教再審査。
※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。



０５０９４ ３月２１日 晴 良 （２２中山２）第８日 第１０競走 ��
��１，８００�

しもうさ

下総ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．３．２１以降２２．３．１４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

３５ ロラパルーザ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５０８＋ ６１：５２．９ ３．０�

３６ パワーストラグル 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４７０－ ２１：５３．３２� ３．１�
（大井）

５１０ ツバサドリーム 牡６栗 ５５ 吉田 隼人�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：５３．６２ １８．２�
７１３ ケイアイコンセプト 牡５鹿 ５４ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 小西 一男 新冠 新冠橋本牧場 ５３８＋ ２１：５４．０２� ２９．３�
２３ ロッソトウショウ 牝５栗 ５２ 浜中 俊トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６０－ ６１：５４．１クビ ３６．２�
４８ フランコフォニー 牡５鹿 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６－ ６１：５４．２� １１．２	
８１５ フォーティファイド 牡５栗 ５７．５ 内田 博幸吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５１４－１０ 〃 クビ ７．０

４７ � ウィッシュビーワン 牡５鹿 ５４ 小牧 太�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ４７２－ ６ 〃 ハナ １８．９�
８１６ ゴービハインド 牡７鹿 ５５ 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ４１：５４．３クビ ４９．０�
１２ � ダ イ バ ク フ 牡５鹿 ５５ 柴山 雄一柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 ４６６－ ２１：５４．４� ２９．５
２４ パピヨンシチー 	７黒鹿５５ 北村 友一 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４２４－ ６１：５４．８２� １２０．６�
１１ ダイワルビア 牡６栗 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５３４＋ ８１：５５．０１
 ３６．８�
７１４� トウカイプライム 牡５黒鹿５５ 江田 照男内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５６８＋ ２１：５５．１� ６１．０�
６１１ オウロプレット 牡４青鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ４１：５５．２� １２．６�
６１２� グランドバイオ 牡６鹿 ５５ 田中 勝春バイオ� 松山 将樹 門別 日高大洋牧場 ５０４－ ４１：５５．５２ ７０．２�
５９ カイシュウタキオン 牡７栗 ５４ 柴田 善臣飯村 孝男氏 田中 清隆 静内 矢野牧場 ４８８－１２１：５６．０３ ２３８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，０９０，４００円 複勝： ６６，５３２，２００円 枠連： ５０，４９９，９００円

普通馬連： １８２，４３３，６００円 馬単： １０７，８８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，６１８，９００円

３連複： ２０４，３４２，０００円 ３連単： ３８０，０８９，９００円 計： １，０８６，４９３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ３８０円 枠 連（３－３） ３８０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ７９０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� ８，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３９０９０４ 的中 � １０３７７１（１番人気）
複勝票数 計 ６６５３２２ 的中 � １８０７０６（１番人気）� １５８４９７（２番人気）� ２８２０３（６番人気）
枠連票数 計 ５０４９９９ 的中 （３－３） １００６０８（１番人気）
普通馬連票数 計１８２４３３６ 的中 �� ３８５５２０（１番人気）
馬単票数 計１０７８８６２ 的中 �� １０８３３５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５６１８９ 的中 �� １１９９４４（１番人気）�� １４２４９（８番人気）�� ９７９４（１３番人気）
３連複票数 計２０４３４２０ 的中 ��� ６４７５５（５番人気）
３連単票数 計３８００８９９ 的中 ��� ３２８４９（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．６―１３．０―１２．６―１２．３―１２．７―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．９―４９．９―１：０２．５―１：１４．８―１：２７．５―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３８．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ロラパルーザ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．７．１２ 函館２着

２００６．５．１０生 牡４鹿 母 フェアナタリー 母母 フェアディール １６戦４勝 賞金 ８０，２９２，０００円
〔発走状況〕 ダイワルビア号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カネスラファール号・シャーペンエッジ号
※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。



０５０９５ ３月２１日 晴 良 （２２中山２）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第５９回フジテレビ賞スプリングステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

牡・牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
フジテレビ賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，１０６，０００円 ３１６，０００円 １５８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３５ ア リ ゼ オ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �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 ５１４－ ４１：４８．２ ６．０�

２２ ゲシュタルト 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ４９６－１０１：４８．４１ ８６．０�
２３ ローズキングダム 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２ 〃 アタマ １．４�
６１１ サンライズプリンス 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５００＋ ２１：４８．６１� ７．１�
４６ バ シ レ ウ ス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ２４．８�
４７ アロマカフェ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４６２－ ４１：４８．８１� ６４．５	
３４ スティルゴールド 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ８８．９

７１３ ジョーヴァリアント 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太上田けい子氏 村山 明 浦河 大成牧場 ４４６－ ６１：４９．２２� ２９８．４�

（大井）

６１０� アグネスティンクル 牡３栗 ５６ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-
ham Stud ４４６－ ４１：４９．４１� ４７５．２�

７１２ サンディエゴシチー 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ５０２＋ ８ 〃 クビ ２６．８
５８ バーディバーディ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海里見美惠子氏 池江 泰郎 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ４１：４９．８２� ５７．５�
５９ カワキタコマンド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４４８－ ２１：４９．９	 １９１．９�
８１４ サクラエルドール 牡３青 ５６ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ４１．５�
８１５ ソリタリーキング 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４４４－１０１：５０．６４ ４２．２�
１１ アブラハムダービー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ５３６－ ８１：５１．３４ １４８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１９，５８４，６００円 複勝： ５２５，２２７，５００円 枠連： １４９，５２２，５００円

普通馬連： ７２１，５１０，０００円 馬単： ５９７，４３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１５，０９１，４００円

３連複： ８３７，６２６，２００円 ３連単： ２，５５８，５０８，３００円 計： ５，８２４，５０６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １４０円 � ６５０円 � １１０円 枠 連（２－３） ２９０円

普通馬連 �� １８，０９０円 馬 単 �� ３６，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３９０円 �� １６０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ４，１６０円 ３ 連 単 ��� ６４，４７０円

票 数

単勝票数 計２１９５８４６ 的中 � ２８９６２３（２番人気）
複勝票数 計５２５２２７５ 的中 � ５１９９５６（２番人気）� ５６１７５（９番人気）� ３７１７１７６（１番人気）
枠連票数 計１４９５２２５ 的中 （２－３） ３９３３２９（１番人気）
普通馬連票数 計７２１５１００ 的中 �� ２９４５０（２９番人気）
馬単票数 計５９７４３６２ 的中 �� １１９２５（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１５０９１４ 的中 �� １６９７９（２４番人気）�� ４９５７０９（１番人気）�� ４４４５１（１１番人気）
３連複票数 計８３７６２６２ 的中 ��� １４８７４０（１１番人気）
３連単票数 計２５５８５０８３ 的中 ��� ２９２９２（１４２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１１．９―１２．２―１２．２―１２．４―１２．１―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３５．８―４８．０―１：００．２―１：１２．６―１：２４．７―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
１
３
５，９，８（１，２）６（３，１０）（４，７）１３，１１，１２，１４－１５・（５，９）－（８，２）６（１，１０）（３，４）（１１，７）１２，１３（１４，１５）

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

勝馬の
紹 介

ア リ ゼ オ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．１４ 東京１着

２００７．３．１２生 牡３黒鹿 母 スクエアアウェイ 母母 スケアヘッドライン ４戦３勝 賞金 ８８，４０９，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアリゼオ号・ゲシュタルト号・ローズキングダム号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。



０５０９６ ３月２１日 晴 良 （２２中山２）第８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
１：４７．８

重

重

６７ シルクイーグル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９８± ０１：５３．７ ２．９�

８１１ ヤマニンバッスル 牡４鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４９２＋ ４１：５４．１２� ４．３�

５５ � ナムラビスマルク 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 高橋 裕 門別 いとう牧場 ４７８－ ６ 〃 クビ ６４．７�
３３ � キャプテンルビー 牡５芦 ５７ 蛯名 正義�ターフ・スポート伊藤 大士 三石 ダイイチ牧場 B４７６－ ４１：５４．２� １７．２�
７１０ シルクプレスト 	６鹿 ５７ 江田 照男有限会社シルク星野 忍 早来 ノーザンファーム ５１６± ０１：５４．３� １１．８�
７９ ビッグスワン 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹臼倉 勲氏 斎藤 誠 浦河 バンブー牧場 ５１４－ ４１：５４．４クビ ３８．３�
６８ サトノトップガン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５１２－ ４ 〃 クビ ４．６	
５６ シャドークロス 牡５栗 ５７ 内田 博幸�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４８４＋ ２１：５４．５クビ １１．４

２２ ホーマンクラフト 牡７鹿 ５７ 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４３８－ ４１：５５．３５ １９．３�
４４ スズカサンバ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７６－ ８１：５５．５１� ４６．８�
１１ ゲイルカフェ 牡５栗 ５７ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：５６．５６ ９．５
８１２ マイネランデブー 牝５栗 ５５ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－１５１：５６．８１
 ９２．８�
（大井）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５８，９７４，９００円 複勝： ７２，９１７，３００円 枠連： ５２，４３７，０００円

普通馬連： ２０８，３４９，４００円 馬単： １３０，７１５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，８３１，９００円

３連複： ２２５，９５８，２００円 ３連単： ５０６，８２６，７００円 計： １，３１８，０１０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ８４０円 枠 連（６－８） ３５０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，９８０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ７，５２０円 ３ 連 単 ��� ２４，１００円

票 数

単勝票数 計 ５８９７４９ 的中 � １６０９３３（１番人気）
複勝票数 計 ７２９１７３ 的中 � １６５３３９（１番人気）� １３４９７７（２番人気）� １５０６７（１０番人気）
枠連票数 計 ５２４３７０ 的中 （６－８） １１３２３７（１番人気）
普通馬連票数 計２０８３４９４ 的中 �� ３０５８１７（１番人気）
馬単票数 計１３０７１５２ 的中 �� １０７３７８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１８３１９ 的中 �� ７５９４３（１番人気）�� ６８７０（２４番人気）�� ５７１０（２９番人気）
３連複票数 計２２５９５８２ 的中 ��� ２２１８６（２６番人気）
３連単票数 計５０６８２６７ 的中 ��� １５５２２（６９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．０―１２．１―１２．２―１２．９―１３．５―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３６．８―４８．９―１：０１．１―１：１４．０―１：２７．５―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクイーグル �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．６．３０ 福島６着

２００５．４．２９生 牡５鹿 母 ヒガシオリビア 母母 ダイナコマネチ ２４戦４勝 賞金 ５５，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２２中山２）第８日 ３月２１日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 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

２７８，６９０，０００円
１７，７００，０００円
２，５７０，０００円
２７，９００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，１７０，０００円
５，０１３，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
５０６，３６１，５００円
１，００１，４０７，５００円
４１９，３６６，７００円
１，７５１，３３４，１００円
１，３０１，４６０，６００円
５４４，９５４，９００円
１，９８４，９２７，３００円
４，７５３，０９３，７００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 １２，２６２，９０６，３００円

総入場人員 ３１，５３３名 （有料入場人員 ２９，２５４名）



平成２２年度 第２回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４１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

２，０３３，６１０，０００円
３２，８００，０００円
１１４，６４０，０００円
１６，０９０，０００円
２００，５１０，０００円
８７０，０００円
８７０，０００円

５０８，１１７，２５０円
４２，１５９，２００円
１４，２６５，９００円

勝馬投票券売得金
３，５２７，２８４，５００円
５，７４８，４４０，６００円
３，４１８，５１３，３００円
１３，５４７，７６６，５００円
８，７６２，７７０，７００円
４，１２８，５４４，６００円
１５，５９９，４８５，５００円
３０，９５８，３６２，８００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 ８５，６９１，１６８，５００円

総入場延人員 ２００，６２３名 （有料入場延人員 １８２，５８４名）




