
０８００１ ３月２７日 晴 重 （２２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

３５ タマモワルツ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４８０＋ ４１：１２．４ ６．７�

７１４ キャンパスライフ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ２ 〃 ハナ １６．５�
１１ パ リ ー ジ ョ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 和子氏 勢司 和浩 新ひだか 橋本牧場 ４６０ ―１：１３．０３� ４．７�
３６ ユニラテラリズム 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太池谷 誠一氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ２．５�

（大井）

７１３ オ キ ザ リ ス 牝３青鹿５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４２４－ ４１：１３．３１� ４．６�
６１１ ダイメイザクラ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４２８＋ ２ 〃 クビ １７．７�
４８ アイアイレインボー 牝３鹿 ５４ 江田 照男齊藤 敬氏 中島 敏文 日高 坂口 豊翼 ４５４＋ ４１：１３．６１� ３４．５	
２４ スベトラーナ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人吉田 和子氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６＋２２１：１３．７� ８２．１

６１２ アリススプリングス 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 本桐牧場 ４７８－ ４１：１３．８クビ ６７１．８�
１２ マックスプラスパー 牝３青鹿５４ 武士沢友治中脇 満氏 天間 昭一 新冠 川島牧場 ４４６ ― 〃 クビ １２４．５�
２３ アロンジェルブラ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義丸山 担氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４４２－ ２１：１４．３３ １１．３
５９ バ シ タ ッ プ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ３９６－ ４１：１４．４クビ ３９５．５�
４７ プロスパーストーム 牝３鹿 ５４ 的場 勇人飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４２４－ ２１：１５．１４ ４３６．０�
５１０ ミスアマルフィー 牝３栗 ５４ 柄崎 将寿佐藤 明氏 柄崎 孝 日高 豊田田村牧場 ４５２ ―１：１５．３１ ３７１．５�
８１６ シルクセクレタリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２ ― 〃 ハナ ２７９．７�

８１５ エ リ プ ソ ス 牝３栗 ５４ 柴山 雄一野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ４８０ ―１：１６．５７ ３１７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８１６，２００円 複勝： ３４，８３６，４００円 枠連： １８，３５７，３００円

普通馬連： ５７，１７８，５００円 馬単： ４４，２７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１１１，７００円

３連複： ６９，１０４，６００円 ３連単： １１０，５０５，４００円 計： ３７３，１８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２４０円 � ５００円 � ２５０円 枠 連（３－７） ３１０円

普通馬連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ６，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ７２０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ７，１１０円 ３ 連 単 ��� ４９，０７０円

票 数

単勝票数 計 １７８１６２ 的中 � ２１２１５（４番人気）
複勝票数 計 ３４８３６４ 的中 � ４１９３４（３番人気）� １６１７２（７番人気）� ３９２７９（４番人気）
枠連票数 計 １８３５７３ 的中 （３－７） ４４９５１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７１７８５ 的中 �� １１０８７（１６番人気）
馬単票数 計 ４４２７２６ 的中 �� ５１７５（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１１１７ 的中 �� ５９８３（１２番人気）�� ７５０５（８番人気）�� ３２１１（２０番人気）
３連複票数 計 ６９１０４６ 的中 ��� ７１７９（２７番人気）
３連単票数 計１１０５０５４ 的中 ��� １６６２（１６１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．７―１２．３―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３５．２―４７．５―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．２
３ ・（６，１１，１４）（３，８，１２，１３）５（７，１０，１５）（４，２）（１，１６）９ ４ ６（１１，１４）（３，１３）（８，１２）５－４，１０（７，２）１，９－１５，１６

勝馬の
紹 介

タマモワルツ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００９．７．２５ 新潟１６着

２００７．５．２２生 牝３鹿 母 ニューリズム 母母 タマモハーモニー ９戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔発走状況〕 バシタップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリプソス号は，平成２２年４月２７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。



０８００２ ３月２７日 晴 重 （２２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３５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

４６ ドリームラブソング 牡３青鹿５６ 柴田 善臣セゾンレースホース� 松山 将樹 新冠 浜口牧場 ４７６－１２１：５５．５ １０．９�

７１１ レッドガルーダ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６４－ ６１：５５．９２� １．２�
６１０ レ イ ブ ラ ン 牡３芦 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 田村 康仁 むかわ 東振牧場 ４７４＋ ４１：５６．６４ ４４６．７�
３３ グレースヒロイン 牝３芦 ５４ 小林 淳一小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 春木 昭雄 ４４６－ ２１：５６．９２ ３７９．８�
７１２ ビレッジホワイト 牝３芦 ５４ 戸崎 圭太村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４１６＋ ２１：５７．０クビ ８９．９�

（大井）

４５ ヨイチクローン 牝３栗 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 ５０２＋ ６１：５７．４２� ４９．５�

２２ カネスカンタービレ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹杉澤 光雄氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４５８± ０１：５７．８２� ７２．４	
３４ セレスマジェスティ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 
原 敏明 ４７８± ０１：５７．９� ５．５�
６９ ハッピーメッセージ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 山際 智 ４６０－１０１：５８．９６ ６２３．０�
１１ ティモーネバンダム 牡３青鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４６８－ ８１：５９．０クビ １７２．２
８１４ ペスタロッチ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥田島榮二郎氏 中野 栄治 新冠 競優牧場 ４５６＋ ２１：５９．３２ ２１１．４�
５８ マイネルサンリット 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 元道牧場 ４７８－ ２１：５９．４� １５．５�
５７ フロストフラワー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝坪野谷和平氏 大竹 正博 新冠 川上牧場 ５００ ―２：００．３５ ４９．８�

（１３頭）
８１３ カシノアベベ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 浦河 福岡 光夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，０２５，５００円 複勝： ４２，５４９，７００円 枠連： １１，５２３，４００円

普通馬連： ３８，５６３，７００円 馬単： ３９，３５４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３６８，３００円

３連複： ４５，０３０，３００円 ３連単： １００，６３７，９００円 計： ３０９，０５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � ３，１００円 枠 連（４－７） ３７０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ５，９１０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� １６，６９０円 ３ 連 単 ��� ９４，３８０円

票 数

単勝票数 計 １８０２５５ 的中 � １３０４０（３番人気）
複勝票数 計 ４２５４９７ 的中 � ２９７９８（４番人気）� ２８４５５９（１番人気）� １１３１（１１番人気）
枠連票数 計 １１５２３４ 的中 （４－７） ２３５６２（２番人気）
普通馬連票数 計 ３８５６３７ 的中 �� ５５２８３（３番人気）
馬単票数 計 ３９３５４３ 的中 �� １４９５２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３６８３ 的中 �� １３１６３（３番人気）�� ４９９（３４番人気）�� １７１５（１５番人気）
３連複票数 計 ４５０３０３ 的中 ��� １９９２（３５番人気）
３連単票数 計１００６３７９ 的中 ��� ７８７（１６７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１３．２―１３．１―１３．１―１２．５―１３．０―１３．０―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３７．２―５０．３―１：０３．４―１：１５．９―１：２８．９―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ドリームラブソング �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ノーザンアンサー デビュー ２００９．１０．２５ 東京８着

２００７．３．１８生 牡３青鹿 母 シアトルダンサー 母母 サ イ レ ー ジ ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔出走取消〕 カシノアベベ号は，疾病〔蕁麻疹〕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。



０８００３ ３月２７日 晴 重 （２２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０５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 サルバドールチーフ 牡３栗 ５６ 木幡 初広則武 輝一氏 伊藤 大士 浦河 村下 清志 ４６４－ ２１：１１．７ ３．８�

７１３ ゴールドバシリスク 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４６８± ０ 〃 クビ ３．５�

８１６ ナムラトリトン 牡３芦 ５６
５３ ▲菅原 隆一奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４０８± ０１：１２．３３� １９．１�

２３ ハンプトンシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 ４３４－ ６１：１２．４� ５．１�
３５ シセイオウジ 牡３栗 ５６ 松岡 正海猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０－ ６１：１２．５クビ ４．６�
２４ ヴ ィ オ ニ エ 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 山野牧場 ４４０－ ２１：１２．７１� ３４．５�

（大井）

５９ トウショウフォアゴ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８４ ―１：１２．８� ４１．８	
３６ ショウナンアッパレ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ５０８＋１２１：１２．９クビ １９．３

７１４ ゴールデンダニエル 牡３栗 ５６ 江田 照男�協栄 中島 敏文 日高 タバタファーム ４４６－ ２ 〃 クビ １８．４�
４７ バトルドミナ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 杉山 義行 ４５０± ０ 〃 ハナ ３４．１�
４８ プレミアムカラー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ４１：１３．２１� ４３．５
８１５ シャイニーロイヤル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４８４－ ６ 〃 クビ ８９．７�
６１２ ボールドマスター 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４８２－ ２１：１３．５１� １１９．７�
１２ ゴールデンスター 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一三広 武志氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４４８± ０ 〃 アタマ １５３．３�
５１０ オンワードシールド 牡３栗 ５６ 小林 淳一�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４５６ ―１：１６．１大差 ３１４．４�

（１５頭）
６１１ フォーリアル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�三好牧場 天間 昭一 浦河 三好牧場 ４１０－１０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，９１３，４００円 複勝： ３５，５０３，２００円 枠連： １７，９５８，５００円

普通馬連： ５８，３１９，９００円 馬単： ３８，４４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４１２，３００円

３連複： ６８，０９４，１００円 ３連単： １０１，９９４，７００円 計： ３６０，６３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ３９０円 枠 連（１－７） ６１０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，４６０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，５６０円 ３ 連 単 ��� １５，１８０円

票 数

単勝票数 差引計 １７９１３４（返還計 ８８８） 的中 � ３７９３７（２番人気）
複勝票数 差引計 ３５５０３２（返還計 ２４３９） 的中 � ５７４１７（３番人気）� ９３１７０（１番人気）� １６８２５（５番人気）
枠連票数 差引計 １７９５８５（返還計 １７６） 的中 （１－７） ２１９８６（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５８３１９９（返還計 １３３６０） 的中 �� ５９２３４（１番人気）
馬単票数 差引計 ３８４４１２（返還計 ９０７０） 的中 �� １９７３７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２４１２３（返還計 ６５０６） 的中 �� １８２４２（１番人気）�� ３４６３（１３番人気）�� ７９８８（７番人気）
３連複票数 差引計 ６８０９４１（返還計 ２７８２８） 的中 ��� １４１４５（５番人気）
３連単票数 差引計１０１９９４７（返還計 ３９６２８） 的中 ��� ４９６０（２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．２―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．３―４６．５―５８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．４
３ ・（１，２）（３，５，８）（１２，１４）７－１５，４，６－１６－１３＝９－１０ ４ １，２（３，５，８）（１２，１４）７－１５（４，６）１３，１６－９＝１０

勝馬の
紹 介

サルバドールチーフ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００９．６．２８ 福島９着

２００７．３．１８生 牡３栗 母 ロドリコティアラ 母母 バンブトンモード ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 フォーリアル号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードシールド号は，平成２２年４月２７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 ラド号
※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。



０８００４ ３月２７日 晴 重 （２２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３５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

４６ ビレッジブライト 牡３栗 ５６ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４８６± ０１：５４．４ ３．５�

６１１ ウエスタンブラボー 牡３青鹿５６ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４５４± ０１：５４．５� ２．４�
１１ リキサンヒーロー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４５６－１０１：５５．１３� ３．４�
７１３ ハイスピードバトル 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン ５１６－ ４１：５５．７３� １５．５�

（大井）

３５ デルマカリグラ 牡３芦 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４６４＋ ４１：５６．０２ ２８０．９�
２３ マキシムトパーズ 牡３青鹿５６ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４８８＋ ２１：５６．１� ７３．１�
８１５ インピッシュハート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７４＋ ２１：５６．２クビ ６７．８	
５８ ジャストフィール 牡３栗 ５６ 松岡 正海前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 ノースヒルズマネジメント B５２２－ ４１：５６．５２ ９６．８

８１４ オリオンザウィン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成平本 敏夫氏 小西 一男 様似 林 時春 ５３２ ―１：５６．６クビ ６２．４�
７１２ ファインミスト 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４５４＋ ４１：５７．６６ １４．２�
３４ ホッカイコドー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 ４７４－ ４ 〃 クビ １６９．３
６１０ ロックフルマーク 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣小原 巖氏 本郷 一彦 新冠 飛渡牧場 ４１２± ０１：５８．０２� ２８．１�
４７ コスモピカマル 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 前谷 武志 ４７４－ ８１：５８．４２� ２６８．８�
５９ ゴールドスコール 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４８２ ―１：５８．８２� １８３．８�
２２ ヤマテリュウジョウ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人崔 日坤氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ５３６－ ４ 〃 アタマ ２９８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，２１２，０００円 複勝： ２４，７３３，６００円 枠連： １６，３７０，１００円

普通馬連： ４７，７２８，３００円 馬単： ４０，０９５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６８９，５００円

３連複： ６１，１６７，７００円 ３連単： １０４，４６１，９００円 計： ３３２，４５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（４－６） ３５０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２００円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ２６０円 ３ 連 単 ��� １，６１０円

票 数

単勝票数 計 １８２１２０ 的中 � ４１６７３（３番人気）
複勝票数 計 ２４７３３６ 的中 � ５２４２９（２番人気）� ７９１９７（１番人気）� ４６００１（３番人気）
枠連票数 計 １６３７０１ 的中 （４－６） ３４９５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７７２８３ 的中 �� １００８５９（１番人気）
馬単票数 計 ４００９５５ 的中 �� ３８１８２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６８９５ 的中 �� ４０３９３（１番人気）�� ２１０３４（３番人気）�� ３２６０３（２番人気）
３連複票数 計 ６１１６７７ 的中 ��� １７４８３８（１番人気）
３連単票数 計１０４４６１９ 的中 ��� ４８１５２（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１３．０―１３．５―１２．７―１２．５―１２．７―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３８．０―５１．５―１：０４．２―１：１６．７―１：２９．４―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビレッジブライト �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．７．２６ 札幌２着

２００７．３．７生 牡３栗 母 コスモリバー 母母 バンカーズフェバレイト ８戦１勝 賞金 １４，４００，０００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。



０８００５ ３月２７日 晴 重 （２２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２５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

４７ レインボーダリア 牝３栗 ５４ 蛯名 正義田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４３６－ ８１：３６．７ ３．７�

５９ ナゲットスマイル 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太竹本いずみ氏 松山 将樹 むかわ 新井牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ３．３�
（大井）

２４ ホワイトミーナ 牝３芦 ５４ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 平取 高橋 啓 ４５０± ０ 〃 アタマ １３．８�
６１２ ハイタッチクイーン 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４２２－１４１：３６．８� １１８．８�
１１ ルイスビスティー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ５０６＋１２１：３７．０１� ４．３�
８１６ オチャノコサイサイ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４３６－２０１：３８．０６ ２６．５�
８１５ ビービーラッハーン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 日高 シンコーファーム ４４０－１０ 〃 クビ ５．２	
６１１ ゴーフォージョイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘小林 英一氏 杉浦 宏昭 日高 出口牧場 ４６０ ―１：３８．１クビ ２２．１

５１０ ワンフォーザロード 牡３栗 ５６ 的場 勇人�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４６８ ―１：３８．３１� ２６３．８�
７１４ プンジャガハティ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 三好牧場 ５１２ ― 〃 クビ ５９．７�
４８ ウィッシュボーン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４４０－１４１：３８．７２� １４３．５
３６ カ ペ タ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人清進電設� 戸田 博文 日高 細川牧場 ４５４ ―１：３８．９１� １８０．１�
２３ サトノカイザー 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 的場 均 日高 山際 辰夫 ５２６ ―１：３９．０� ２４．４�
７１３ ダイワシュガー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４１０－ ４１：３９．４２� ３７４．１�
３５ チャーリーポイント 牡３鹿 ５６ 小林 久晃木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 ４７２ ―１：３９．５� １２７．８�
１２ 	 グッドスマイル 牝３鹿 ５４ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 粕谷 昌央 米 Grade１

Bloodstock Inc. ４８０＋１２１：４０．９９ ２００．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，４６９，６００円 複勝： ２５，１２７，４００円 枠連： １５，０８１，７００円

普通馬連： ５１，０６４，８００円 馬単： ３７，００９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５７２，４００円

３連複： ５６，０６８，９００円 ３連単： ９１，７８２，７００円 計： ３１１，１７７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（４－５） ６００円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ４８０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ６，２５０円

票 数

単勝票数 計 １６４６９６ 的中 � ３５６２２（２番人気）
複勝票数 計 ２５１２７４ 的中 � ４６８２９（２番人気）� ５８５５２（１番人気）� ２１８４６（５番人気）
枠連票数 計 １５０８１７ 的中 （４－５） １８５５８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１０６４８ 的中 �� ６５６９９（１番人気）
馬単票数 計 ３７００９７ 的中 �� ２３３０７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５７２４ 的中 �� ２２６３９（１番人気）�� ８９６１（６番人気）�� ８６０６（７番人気）
３連複票数 計 ５６０６８９ 的中 ��� ２５８５５（４番人気）
３連単票数 計 ９１７８２７ 的中 ��� １０８４５（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．３―３６．２―４８．６―１：０１．１―１：１３．２―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

レインボーダリア �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１０．１．１７ 中山５着

２００７．４．２７生 牝３栗 母 ア ロ ー ム 母母 ストロークト ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドスマイル号は，平成２２年４月２７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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フェニックスワン号
（非抽選馬） ７頭 アールヴィストーゾ号・カンクロ号・グラスキャンディー号・クリノイマジン号・コアレスグルーム号・

ドリームバスケット号・メジロバラク号
※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。



０８００６ ３月２７日 晴 稍重 （２２中山３）第１日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５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 ９００，０００
９００，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８９ クォークスター 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：５０．７ ２．２�

６６ バトルオブブリテン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹会田 満雄氏 杉浦 宏昭 新冠 中本 隆志 B４７６＋ ６１：５０．８� １１．３�
２２ デ ィ ミ ー タ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４３６＋ ８１：５０．９クビ ２０．７�
７７ ラストノート 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０１：５１．０� １．９�
８８ スペースアーク 牡３鹿 ５６ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B４８６－ ４ 〃 同着 １４．０�
３３ � ニヨドサンデー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西森 鶴氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ６９．２�
５５ ヤマニンシャスール 牡３鹿 ５６ 松岡 正海土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４６０＋ ４１：５１．３２ ２５．３	
４４ ディアコトミ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３２± ０１：５２．１５ ９９．２

１１ � ソラトブペンギン 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太國分 純氏 堀井 雅広 日高 ファニーフレンズファーム ４３６－ ４ 〃 アタマ ２１１．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，７４８，３００円 複勝： ４７，０８９，６００円 枠連： １３，１８４，６００円

普通馬連： ５２，７５５，５００円 馬単： ５３，３１１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１７２，５００円

３連複： ５５，７３３，３００円 ３連単： １６７，８７６，６００円 計： ４３１，８７２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � ５００円 枠 連（６－８） ８４０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ６３０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ４，２７０円 ３ 連 単 ��� １３，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２３７４８３ 的中 � ８７０２８（２番人気）
複勝票数 計 ４７０８９６ 的中 � １９８２３５（１番人気）� ２９０７１（３番人気）� １５２９２（５番人気）
枠連票数 計 １３１８４６ 的中 （６－８） １１７１０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２７５５５ 的中 �� ３６７４８（２番人気）
馬単票数 計 ５３３１１６ 的中 �� ２９１０３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１７２５ 的中 �� １４１９１（２番人気）�� ７０１４（７番人気）�� ２６５５（１３番人気）
３連複票数 計 ５５７３３３ 的中 ��� ９６３７（１２番人気）
３連単票数 計１６７８７６６ 的中 ��� ９４４６（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．１―３７．９―５０．６―１：０３．４―１：１６．２―１：２８．０―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．５
１
３
１－（３，６）９（２，７）（４，８）５
１，６（３，９）２，７，４，８－５

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

勝馬の
紹 介

クォークスター �

父 アグネスタキオン �


母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．１．５ 中山２着

２００７．５．１８生 牡３栗 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー ５戦２勝 賞金 １７，６００，０００円



０８００７ ３月２７日 晴 重 （２２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２５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

８１５ フェイマステイル 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：５２．５ ５．７�

７１３ ロトスカイブルー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４８６－ ２１：５３．３５ ６．２�
８１６ リンガスアクター 牡４黒鹿５７ 江田 照男伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８２＋ ２１：５３．６２ ６．２�
４８ ショウナンアゲイン 牡４青鹿５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６２＋ ４１：５３．９２ ３９．２�
４７ � ティグフォルテ 牡５栗 ５７ 大庭 和弥�嶋 祐子氏 牧 光二 米 Boyd Lynch ５０２＋１０１：５４．０クビ ６．４�
５１０ トゥルーボーン 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ４９２＋ ６ 〃 ハナ ４．１�

（大井）

２３ リ ュ ー ク 牡５青鹿５７ 吉田 豊金森圭史朗氏 松山 将樹 静内 千代田牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ５．２	
３６ アルファヨンジュン 牡５青鹿５７ 小野 次郎
貴悦 尾関 知人 三石 澤田 嘉隆 ５３８－ ２１：５４．４２� １１２．８�
３５ 	 ザバトルクラシック 牡４鹿 ５７ 田中 勝春宮川 秋信氏 伊藤 大士 門別 日高大洋牧場 ４８４－ ７１：５４．６１
 ２８．０�
１２ 	 ベニバナソング �４栗 ５７ 北村 宏司ベニバナ組合 後藤 由之 浦河 畔高牧場 ５１６＋ ９１：５４．９２ １７．５
６１２ ヴ ァ ル ナ 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４４８－１２１：５５．３２� ５６．８�
１１ ヴィーヴァアミーコ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一芹澤 精一氏 田中 清隆 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８６± ０ 〃 ハナ ２０２．２�
６１１	 リバーミラクル 牡５栗 ５７ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 道見牧場 ５４２－ ４１：５５．４� ５６３．９�
７１４ キ ク ジ ロ ウ 牡５青鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５１４－ ２１：５５．５クビ １５３．４�
２４ ティアップシンゲキ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６４＋ ２１：５５．９２� ４２０．６�
５９ 	 テイエムワカジシ 牡４栗 ５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 日高 長谷川牧場 ５０６－１２１：５７．８大差 １８９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９５６，８００円 複勝： ２９，１７８，８００円 枠連： １９，９２７，１００円

普通馬連： ６２，９４３，２００円 馬単： ４０，８２６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９９０，９００円

３連複： ７２，３１１，１００円 ３連単： １１０，７７８，９００円 計： ３７２，９１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � ２４０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ７９０円

普通馬連 �� １，６８０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ４３０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� １５，７３０円

票 数

単勝票数 計 １５９５６８ 的中 � ２２３３１（３番人気）
複勝票数 計 ２９１７８８ 的中 � ４１７８２（２番人気）� ３０００９（６番人気）� ３７８１１（４番人気）
枠連票数 計 １９９２７１ 的中 （７－８） １８７１６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６２９４３２ 的中 �� ２７６９５（８番人気）
馬単票数 計 ４０８２６２ 的中 �� ９３６５（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９９０９ 的中 �� ８６０６（６番人気）�� １２７９４（１番人気）�� ７４５４（１２番人気）
３連複票数 計 ７２３１１１ 的中 ��� １８４４１（１１番人気）
３連単票数 計１１０７７８９ 的中 ��� ５１９８（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．７―４９．８―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．８―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェイマステイル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１０ 新潟８着

２００６．４．２生 牡４鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク ２１戦２勝 賞金 ２９，５９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムワカジシ号は，平成２２年４月２７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジョーレオーネ号
（非抽選馬） １頭 シャドウライン号
※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。



０８００８ ３月２７日 晴 稍重 （２２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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード３：４０．８良

４５ バ シ ケ ー ン 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４４＋ ６３：４４．６ ８．５�

２２ � ドールリヴィエール 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９２± ０３：４４．９１� ４０．５�
８１３ トロピカルクイーン 牝６鹿 ５８ 今村 康成小川 勲氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４８８－ ６３：４５．２２ ５．７�
１１ バトルブレーヴ 牡８芦 ６０ 横山 義行宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５３４－ ８３：４５．８３� １０．４�
６９ � ペンティフィック 	７黒鹿６３ T．ウェルズ P．シン氏 F．フーラハン 新

C W Devine, Mrs L J
& S J Hampton & L
M Stevenson

４５８ ３：４６．４３� ４．０�
（Pentiffic（NZ）） （豪） （豪）

７１１ メルシーモンサン 牡５鹿 ６０ 高野 容輔永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ５２２± ０ 〃 クビ １７．９�
５７ オープンガーデン 牡６鹿 ６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８８＋ ６３：４６．５� ５．１�
６８ ブルーベレッタ 牡８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 B５０６± ０ 〃 クビ １８．２

３３ セイウンエポック 	７鹿 ６０ 穂苅 寿彦西山 茂行氏 牧 光二 新冠 中本 隆志 ４８４＋ ８３：４６．６クビ ９８．９�
８１２ ハストラング 牡６鹿 ６０ 西谷 誠岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４７４＋１０３：４７．４５ ３．９�
４４ サンベルナール 牡６鹿 ６０ 高野 和馬 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４５６± ０３：４７．８２� １５７．０
７１０ エメラルドワン 牡５青鹿６０ 林 満明中野芳太郎氏 藤岡 範士 静内 サンコウ牧場 ４８８－ ４３：４９．５大差 １６１．７�
５６ 
 エヒテンヴィーゼ 牡７鹿 ６０ 金子 光希真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４６２± ０３：５１．０９ １０４．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，５２１，３００円 複勝： ２８，５８３，７００円 枠連： ２２，１３８，９００円

普通馬連： ６６，２１９，６００円 馬単： ４５，５８３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２２１，４００円

３連複： ７８，３５３，５００円 ３連単： １３６，６２８，２００円 計： ４１７，２４９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２６０円 � ８６０円 � ２００円 枠 連（２－４） １６，５８０円

普通馬連 �� ２１，４８０円 馬 単 �� ３２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１４０円 �� ６７０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� ２７，８５０円 ３ 連 単 ��� １９０，６１０円

票 数

単勝票数 計 １８５２１３ 的中 � １７２９９（５番人気）
複勝票数 計 ２８５８３７ 的中 � ２９６３４（５番人気）� ７０１８（９番人気）� ４５４４５（３番人気）
枠連票数 計 ２２１３８９ 的中 （２－４） ９８６（２６番人気）
普通馬連票数 計 ６６２１９６ 的中 �� ２２７６（３７番人気）
馬単票数 計 ４５５８３０ 的中 �� １０５０（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２２１４ 的中 �� １２１６（３６番人気）�� ８３２１（８番人気）�� １７１４（３１番人気）
３連複票数 計 ７８３５３５ 的中 ��� ２０７７（７０番人気）
３連単票数 計１３６６２８２ 的中 ��� ５２９（４２１番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５１．２－３F ３７．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
８，１２，１３－１，５，７，２－（４，９）－１１，１０－３－６
１３（５，８，９，１，７）（１２，２）－（４，１１）３＝１０＝６

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

勝馬の
紹 介

バ シ ケ ー ン �
�
父 シルクジャスティス �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００７．９．３０ 中山１０着

２００５．３．２９生 牡５栗 母 リンダトリアーノ 母母 ミスコンテスト 障害：１７戦２勝 賞金 ５１，８７７，０００円
※出走取消馬 ワイズタイクーン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ウインドストーム号・タカラボス号・メジロスパイダー号
（非抽選馬） １頭 プライドイズハート号
※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。



０８００９ ３月２７日 晴 稍重 （２２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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

３３ ソウルフルヴォイス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４４８－ ２２：０４．０ ２．４�

５６ モーニングフェイス 牝３栗 ５４ 松岡 正海井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４８８－ ６２：０４．２１� ６．２�
７９ ディアアレトゥーサ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ４．１�
６７ ツクバエンジェル 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義荻原 昭二氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８４± ０２：０４．３� １３１．２�
２２ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 ４４０－ ８２：０４．５１� １７．２�
１１ � パーカッショニスト 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 クビ ７．８�

（船橋） （大井）

４４ ソルプリマベラ 牝３鹿 ５４ 江田 照男小河 一	氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４１８－ ２２：０４．６クビ １７．０

６８ ヒシエリート 牝３栗 ５４ 三浦 皇成阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４５６－ ８２：０４．７� １４２．３�
８１２ マイネノーブレス 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４２６＋ ２２：０４．９１� １０３．０
７１０ ラッキーダイス 牝３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５０－１０２：０５．６４ ３６．２�
８１１ スマイルプライズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４１０－ ４２：０５．７クビ ８．８�
５５ ヒラボクビジン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４３２＋１２２：０６．８７ ４６．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，７９５，５００円 複勝： ５８，１３５，８００円 枠連： ２３，６４３，５００円

普通馬連： １２４，３４５，４００円 馬単： ７８，６４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５５１，９００円

３連複： １２１，０５４，７００円 ３連単： ２５６，０２２，７００円 計： ７３２，１９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（３－５） ７４０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ４，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３４７９５５ 的中 � １１５５３５（１番人気）
複勝票数 計 ５８１３５８ 的中 � １７４４５８（１番人気）� ７８０３１（３番人気）� １０３６１９（２番人気）
枠連票数 計 ２３６４３５ 的中 （３－５） ２３７８４（２番人気）
普通馬連票数 計１２４３４５４ 的中 �� １１５７９０（２番人気）
馬単票数 計 ７８６４１７ 的中 �� ４２７９０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５５１９ 的中 �� ２７５９９（２番人気）�� ４４０２０（１番人気）�� １８８４１（５番人気）
３連複票数 計１２１０５４７ 的中 ��� ８３８０７（１番人気）
３連単票数 計２５６０２２７ 的中 ��� ４１３６８（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．５―１３．１―１３．１―１３．３―１２．９―１２．１―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３６．３―４９．４―１：０２．５―１：１５．８―１：２８．７―１：４０．８―１：５２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソウルフルヴォイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１．１０ 中山２着

２００７．２．３生 牝３鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス ４戦２勝 賞金 ２０，０９４，０００円
〔制裁〕 オルレアンノオトメ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１０番への

進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０１０ ３月２７日 晴 重 （２２中山３）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

と ね が わ

利 根 川 特 別
発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．３．２８以降２２．３．２１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 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
１：４７．８

重

重

４８ ヤマタケディガー 牡４栗 ５４ 武士沢友治山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４５８－ ４１：５２．５ ４１．６�

７１４ リアルディール 牡４鹿 ５５ 後藤 浩輝荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ５３０＋ ６１：５２．８１� ７．６�

５９ キッズアプローズ 牡４鹿 ５６ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４８８－ ４１：５２．９� ２．９�
３６ ベルスリーブ 牝５鹿 ５１ 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４ 〃 ハナ ６３．６�
１２ トップキングダム 牡４栗 ５５ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７６＋ ８１：５３．１１ ６．０�
６１２� レ ア メ タ ル 牡４栗 ５４ 三浦 皇成�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム ４７２± ０ 〃 クビ １０５．２	
６１１	 プラチナメーン 牡５栗 ５６ 松岡 正海広尾レース
 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４９０－ ８ 〃 ハナ ６．４�
１１ マリアージュ 牝５栗 ５３ 戸崎 圭太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４０－ ６１：５３．２� １９．７�
（大井）

７１３	 アストレーション 牡４栗 ５５ 蛯名 正義広尾レース
 二ノ宮敬宇 米 Tower
Bloodstock ４９６＋ ２１：５３．３� １１．６

２４ ワーズワース 牡４鹿 ５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４９２＋ ２１：５３．４� ２２．７�
４７ � ヌ ー サ 牡７栗 ５２ 木幡 初広モナコ商事
 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４５８－ ４１：５３．５� １１．６�
８１５ レ ン ト ゲ ン 牡６栗 ５３ 西田雄一郎加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５２＋１５１：５３．８２ ３４７．８�
３５ ケージーハッピー 牝５青鹿５２ 吉田 隼人川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B５０８－ ２１：５３．９クビ １８．９�
８１６ ローンウルフ 牡５栗 ５５ 小牧 太鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７２± ０１：５４．６４ ２１８．１�
５１０� マサノウイズキッド 牡４黒鹿５５ 勝浦 正樹中村 正子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ５１０＋１０１：５５．３４ １４．０�
２３ ニシノウェーブ 牡７栗 ５３ 石橋 脩西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４７０± ０１：５５．４� １３８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，１１３，１００円 複勝： ６５，０９６，０００円 枠連： ４３，１９５，４００円

普通馬連： １７７，５８９，７００円 馬単： ９６，１０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，２７４，７００円

３連複： １７９，２８４，５００円 ３連単： ３０９，９４９，８００円 計： ９５５，６１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１６０円 複 勝 � ６６０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（４－７） ２，８９０円

普通馬連 �� １４，８１０円 馬 単 �� ３７，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４８０円 �� １，５５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １０，１４０円 ３ 連 単 ��� １１３，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３７１１３１ 的中 � ７０３１（１１番人気）
複勝票数 計 ６５０９６０ 的中 � １８３９３（１０番人気）� ７１９３９（３番人気）� １６９６５６（１番人気）
枠連票数 計 ４３１９５４ 的中 （４－７） １１０５９（１４番人気）
普通馬連票数 計１７７５８９７ 的中 �� ８８５５（４３番人気）
馬単票数 計 ９６１０８１ 的中 �� １８８６（１０１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７２７４７ 的中 �� ３１２０（４１番人気）�� ７２２０（１８番人気）�� ３０７７２（２番人気）
３連複票数 計１７９２８４５ 的中 ��� １３０４９（３４番人気）
３連単票数 計３０９９４９８ 的中 ��� ２００７（３５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３５．４―４８．３―１：０１．１―１：１３．８―１：２６．６―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマタケディガー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Diesis デビュー ２００９．１．３１ 東京１１着

２００６．４．２２生 牡４栗 母 ドリームスタート 母母 Trim Cut １３戦３勝 賞金 ３９，１０８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 エジソン号・グラスゴッド号・シルクスターシップ号・ブチカマシ号・プレンティスピード号・リオ号
※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。



０８０１１ ３月２７日 晴 稍重 （２２中山３）第１日 第１１競走 ��
��２，５００�第５８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，２１．３．２８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，２１．３．２７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 １，１２０，０００円 ３２０，０００円 １６０，０００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

４６ マイネルキッツ 牡７栗 ５９ 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 B５１０± ０２：３４．１ １１．０�

５８ エアシェイディ 牡９栗 ５７ 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２２：３４．２� ７．２�
（大井）

７１３ トーセンクラウン 牡６鹿 ５８ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ ２０．３�
３４ ネヴァブション 牡７黒鹿５８ 後藤 浩輝�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ ３．７�
１１ トリビュートソング 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８８± ０２：３４．４１� ９．６	
２３ ダイワワイルドボア 牡５鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４－１０ 〃 ハナ １０３．７

８１５ ロジユニヴァース 牡４鹿 ５８ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３０＋２４ 〃 同着 ３．０�
６１０ ナムラクレセント 牡５鹿 ５７ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８６－１４２：３４．５クビ ６．１�
３５ マイネルアワグラス 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �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 ５２０－ ４２：３４．６� ９２．４
２２ エアジパング 	７鹿 ５７ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４２－ ２２：３４．７クビ ３１．３�
４７ メイショウドンタク 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ４９６－ ２２：３４．８
 ３０．９�
８１４ タガノサイクロン 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一八木 良司氏 池添 兼雄 門別 藤本 直弘 ４８８－ ６ 〃 クビ ２２３．０�
５９ マンハッタンスカイ 牡６黒鹿５７ 三浦 皇成 �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 B５２４－１４２：３５．０１� １４２．８�
７１２ キングストレイル 牡８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 ５００－ ６ 〃 クビ １７５．８�
６１１ ビエンナーレ 牝７鹿 ５５ 田中 勝春松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４１０± ０ 〃 アタマ ２４０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１８，１７２，９００円 複勝： １５８，７３７，３００円 枠連： ７３，２４０，８００円

普通馬連： ５３３，３０７，４００円 馬単： ２８８，９８６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３８，８４７，０００円

３連複： ６１１，９２７，４００円 ３連単： １，２１０，２１９，２００円 計： ３，１３３，４３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２９０円 � ２５０円 � ５４０円 枠 連（４－５） ２，３００円

普通馬連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ６，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ２，３５０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １２，７５０円 ３ 連 単 ��� ７８，３８０円

票 数

単勝票数 計１１８１７２９ 的中 � ８５０１２（６番人気）
複勝票数 計１５８７３７３ 的中 � １５１６４７（５番人気）� １８９０６０（４番人気）� ６８７２５（８番人気）
枠連票数 計 ７３２４０８ 的中 （４－５） ２３５６５（１１番人気）
普通馬連票数 計５３３３０７４ 的中 �� １４０５３９（１２番人気）
馬単票数 計２８８９８６７ 的中 �� ３２４８０（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３８８４７０ 的中 �� ４３０３１（１１番人気）�� １４２１０（２９番人気）�� １９９８２（２２番人気）
３連複票数 計６１１９２７４ 的中 ��� ３５４４７（４４番人気）
３連単票数 計１２１０２１９２ 的中 ��� １１３９６（２５４番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１１．８―１１．９―１２．４―１２．５―１３．０―１２．７―１２．６―１２．７―１２．３―１１．９―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．０―２９．８―４１．７―５４．１―１：０６．６―１：１９．６―１：３２．３―１：４４．９―１：５７．６―２：０９．９―２：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．２―３F３６．５
１
�
１２＝１５－９－１０（７，１３）４，１４（３，５）（６，１１）（２，８）－１
１２＝１５（１０，１３）（９，１４）（４，７，５）（６，８）（３，１１）（２，１）

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

勝馬の
紹 介

マイネルキッツ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００５．９．２４ 中山６着

２００３．３．１８生 牡７栗 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー ３５戦７勝 賞金 ４１９，８９２，０００円
〔制裁〕 マイネルキッツ号の騎手松岡正海は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１５番・１０番への進路

影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０１２ ３月２７日 晴 重 （２２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

３５ アルセーヌシチー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ５００－ ２１：１２．０ １３．９�

２４ � ダークインサニティ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 大竹 正博 日高 鹿戸 武光 ５４６＋１７１：１２．１� ３．４�
６１２ ノボパガーレ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４９４＋１０ 〃 アタマ ６．１�
３６ ヤマニントップギア 牡５鹿 ５７ 北村 宏司土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０４± ０１：１２．５２� ３．９�
５９ � チェリークラウン 牡６栗 ５７ 蛯名 正義櫻井 悦朗氏 小西 一男 鵡川 上水牧場 ５０２＋１０ 〃 ハナ １９．０�
６１１ ケージーコガネ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９８± ０１：１２．６� ５．５�
８１６ バンダムミュートス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４９８± ０１：１２．９２ １２．７	
８１５� ワンダフルスイート 牝５鹿 ５５ 戸崎 圭太 
丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４８８＋１０ 〃 ハナ ５７．３�

（大井）

７１３ ジャージデスマイル 牝４鹿 ５５ 田中 勝春齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４３０± ０ 〃 クビ １９．５�
１２ デステニーアロー 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４０８± ０１：１３．１１� １２８．９
１１ � ヴィトンクイーン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩
三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ １０２．３�
２３ オースミビーナス 牝５鹿 ５５ 江田 照男�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０＋ ２１：１３．２� ５７．０�
７１４ メイスンヴィグラス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真梅村 浩氏 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 B４３０＋ ４１：１３．８３� ３３．６�
５１０ シルクマイホーム 牝４鹿 ５５ 鈴来 直人有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４５０± ０１：１３．９� １１０．０�
４７ � ストロングウェイブ 牡４栗 ５７ 郷原 洋司林 勝宗氏 郷原 洋行 新ひだか レースホース ４６２＋ ５１：１４．７５ ４０１．１�
４８ カネスラディカール 牡４鹿 ５７ 小野 次郎杉澤 光雄氏 伊藤 大士 日高 坂 牧場 ４５８＋ ４１：１５．９７ ９３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７０２，１００円 複勝： ３８，５４６，０００円 枠連： ３６，６２６，４００円

普通馬連： １１８，１８７，６００円 馬単： ７０，４６９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１５９，６００円

３連複： １３６，３８４，３００円 ３連単： ２５９，５２３，７００円 計： ７２４，５９８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３７０円 � ２１０円 � ２３０円 枠 連（２－３） ６４０円

普通馬連 �� ３，５６０円 馬 単 �� ７，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� １，５８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ８，６００円 ３ 連 単 ��� ６１，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２８７０２１ 的中 � １６２８２（６番人気）
複勝票数 計 ３８５４６０ 的中 � ２３９７９（６番人気）� ５３５４２（３番人気）� ４７９８７（４番人気）
枠連票数 計 ３６６２６４ 的中 （２－３） ４２８６５（２番人気）
普通馬連票数 計１１８１８７６ 的中 �� ２４５５２（１４番人気）
馬単票数 計 ７０４６９２ 的中 �� ６５３３（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１５９６ 的中 �� ５４６９（２２番人気）�� ５５３８（２１番人気）�� １３３５４（５番人気）
３連複票数 計１３６３８４３ 的中 ��� １１７１５（２９番人気）
３連単票数 計２５９５２３７ 的中 ��� ３１０１（１８８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１２．７―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．６―４７．３―５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．４
３ ・（４，８）５－１２（１，１３）（６，１４）１１，３（９，１５）２，１６，１０，７ ４ ・（４，８）５（１，１３，１２）（６，１１）（３，９，１４，１５）２，１６－１０－７

勝馬の
紹 介

アルセーヌシチー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．１２．２１ 中山１４着

２００６．５．２９生 牡４鹿 母 モガミリリー 母母 タツノシンセイ １１戦１勝 賞金 ８，９００，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔制裁〕 ワンダフルスイート号の調教師清水英克は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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 キングオバマ号・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。



（２２中山３）第１日 ３月２７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

２９０，９１０，０００円
２，５５０，０００円
９，３８０，０００円
３，０５０，０００円
２９，３９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，３６６，０００円
５，３５３，６００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
３６５，４４６，７００円
５８８，１１７，５００円
３１１，２４７，７００円
１，３８８，２０３，６００円
８７３，０９９，８００円
４１３，３７２，２００円
１，５５４，５１４，４００円
２，９６０，３８１，７００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 ８，４５４，３８３，６００円

総入場人員 ２６，４５７名 （有料入場人員 ２４，８５３名）




