
０８０１３ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５０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

５１０ ウイニングタワー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４４８－ ２１：１３．０ １３．３�

２４ サングレアズール 牝３鹿 ５４ 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 B４８０－ ６ 〃 クビ ３．３�
６１１ シンボリマルセイユ 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９０± ０１：１３．２１� ２．１�
１１ ダノンフリーデン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太�ダノックス 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９８± ０１：１３．６２� ７．９�
（大井）

８１６ ダイワスピアー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ５０８＋１０１：１４．２３� １９８．２�
１２ スーパードリーマー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ５１８＋ １１：１４．４１ ２４３．０	
７１４ ゴールデンブレット 牡３鹿 ５６ 小林 久晃南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２２－１８１：１４．８２� １９２．１

４８ アシュラノカゼ 牝３黒鹿５４ 高橋 智大赤倉 昌己氏 高橋 義博 新ひだか カタオカフアーム ３９２＋１０ 〃 ハナ ３２１．５�
８１５ オリオンシチー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 松永 康利 日高 富川田中牧場 ５２０ ―１：１５．１２ ２６．２�
５９ ケイビイスペンサー 牝３栗 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 ４６６＋ ６１：１５．２クビ ３７０．９
３６ レイディオドリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 イワミ牧場 ４２０＋ ４１：１５．５１� １９５．０�
２３ スズカハイライト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４２－ ４ 〃 クビ １１．６�
３５ オリオンザカフェ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 荒木 貴宏 ４６０＋ ４１：１５．９２� ２５．２�
７１３ ランコントレ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４１４＋１０１：１６．２１� １４０．７�
６１２ ヒカリバイカル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真當山 �則氏 南田美知雄 日高 エンドレス
ファーム ４１２－ ２１：１６．８３� ４３５．０�

４７ テルザトゥルース 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �オリオンファーム牧 光二 日高 オリオンファーム ４７８－１４１：１８．２９ １３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０１３，８００円 複勝： ２９，４５８，４００円 枠連： １３，０３０，６００円

普通馬連： ５２，０２１，９００円 馬単： ３７，８９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１３５，２００円

３連複： ６１，９７１，６００円 ３連単： １０１，１１３，６００円 計： ３２８，６４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（２－５） １，６２０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ４，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２９０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ９，７９０円

票 数

単勝票数 計 １５０１３８ 的中 � ８９０８（５番人気）
複勝票数 計 ２９４５８４ 的中 � ２４１８７（３番人気）� ５４９２６（２番人気）� １４２４５４（１番人気）
枠連票数 計 １３０３０６ 的中 （２－５） ５９４１（６番人気）
普通馬連票数 計 ５２０２１９ 的中 �� ２０４０４（８番人気）
馬単票数 計 ３７８９６８ 的中 �� ６０３５（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１３５２ 的中 �� ９８７６（４番人気）�� １３８３６（２番人気）�� ４０２３０（１番人気）
３連複票数 計 ６１９７１６ 的中 ��� ６３０１３（１番人気）
３連単票数 計１０１１１３６ 的中 ��� ７６２３（２５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．９―１２．４―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３４．６―４７．０―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイニングタワー �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１．１０ 中山６着

２００７．３．２８生 牡３鹿 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ ４戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔その他〕 テルザトゥルース号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 カシノアイリス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０１４ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

２２ アサクサマリンバ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：５７．０ ３．３�

４６ セイウンツースキー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸西山 茂行氏 土田 稔 日高 小西ファーム ５１４＋ ４１：５７．２１� ３．０�
１１ チャンピオンハーレ 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４６４＋１２ 〃 アタマ ５．０�
（大井）

８１５ シリウスリジル 牡３芦 ５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ５１０＋ ２１：５７．３� ２８．１�
７１３ タマモフルポケット 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B４４６－ ２１：５７．７２� １５０．８�
３４ ブライトベイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司染谷 幸雄氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド ４７２－ ６１：５７．８� ６１．３�
６１０ スペースハルサヤ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成金山 克己氏 加藤 和宏 新ひだか 水丸牧場 ４８８－ ２１：５８．１１� ２４．０	
２３ キョウエイナゲット 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 ４３８± ０１：５８．２� ９．５

３５ メジロビューレン 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６＋ ２１：５８．３� ２２．１�
４７ ナンヨープロパー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真中村 �也氏 尾形 充弘 新ひだか 佐竹 学 ４８２－ ８ 〃 アタマ １４．９
５８ マイフェイヴァー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４５２－ ３１：５８．７２� ５１４．７�
８１４ シンボリボルドー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４５４± ０１：５９．５５ ４６９．３�
５９ エクセルヴォイージ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５３６＋ ４１：５９．６� １１．０�
７１２ オパールエンプレス 牝３黒鹿５４ 武士沢友治飯田総一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７４－ ４２：００．０２� ４８２．９�
６１１ サンデーチョウサン 牡３栗 ５６ 松岡 正海長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ５１６－ ６２：００．４２� ７３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，８５１，８００円 複勝： ２５，１９１，０００円 枠連： １４，４４４，８００円

普通馬連： ４９，６４１，９００円 馬単： ３５，８３３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１２０，６００円

３連複： ５８，４２６，８００円 ３連単： ９０，０２３，８００円 計： ３０８，５３３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（２－４） ３１０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ４，２４０円

票 数

単勝票数 計 １６８５１８ 的中 � ４０３０６（２番人気）
複勝票数 計 ２５１９１０ 的中 � ６２５６２（１番人気）� ５２４８６（２番人気）� ３４７０４（３番人気）
枠連票数 計 １４４４４８ 的中 （２－４） ３４７５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９６４１９ 的中 �� ６６４１９（１番人気）
馬単票数 計 ３５８３３０ 的中 �� ２２９４０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１２０６ 的中 �� ２３８３７（１番人気）�� １２２３４（２番人気）�� １２０９６（３番人気）
３連複票数 計 ５８４２６８ 的中 ��� ４７６８３（１番人気）
３連単票数 計 ９００２３８ 的中 ��� １５７０２（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．２―１３．３―１３．１―１２．９―１２．９―１２．９―１２．９―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．０―３８．３―５１．４―１：０４．３―１：１７．２―１：３０．１―１：４３．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アサクサマリンバ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２００９．１２．５ 中山１６着

２００７．３．２７生 牡３鹿 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム ６戦１勝 賞金 ９，６５０，０００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。



０８０１５ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５９ トレノエンジェル 牝３栗 ５４ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ５０２＋ ４１：５１．１ ３．６�

８１６ コスモマクスウェル 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム B４６０± ０１：５１．３１ ６．４�
２３ ユメノトキメキ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４６４＋１２ 〃 クビ ２９．３�
１１ フローリストライフ 牝３鹿 ５４ 江田 照男難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３２－ ２１：５１．４� ４．７�
１２ ナショナルフラワー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８０－ ２ 〃 クビ １２．３�
４８ マキシムカフェ 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司西川 恭子氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４５０± ０１：５１．６１� ５０．３�
６１２ ケイビイテルマ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 須崎牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ５．０	
３５ ヒロインシチー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 
友駿ホースクラブ 斎藤 誠 日高 幾千世牧場 ４５６ ―１：５１．７� ２３３．２�
７１４ グァンタナメラ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B４４６＋ ８１：５１．９１ ６．３�
５１０ ダイワボニータ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５６＋１２１：５２．２２ ８１．８
２４ オブジェンヌ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広遠藤 喜松氏 牧 光二 新ひだか 沖田 忠幸 ４２４－ ２１：５２．８３� ９５．８�
３６ ヤマニンアストレア 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４４２＋ ６１：５３．２２� ２６．５�
８１５ ワインレッド 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２８ ―１：５３．６２� ８６．５�
４７ アラマササンデー 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４７４－ ６１：５３．９１� ３１．８�

（大井）

７１３ ワカクモティタン 牝３鹿 ５４ 岩部 純二阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 本巣 敦 ４３２ ―１：５４．３２� ７７３．９�
６１１ クイーンガバナンス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �サンデーレーシング 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４６８＋２８１：５４．５１ １４６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７５７，７００円 複勝： ３２，２４２，２００円 枠連： １６，４３８，８００円

普通馬連： ５６，６８７，６００円 馬単： ３７，５１４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８８０，３００円

３連複： ６４，１３０，６００円 ３連単： ９５，６２６，７００円 計： ３４２，２７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ５２０円 枠 連（５－８） １，０９０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，５００円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ７，７４０円 ３ 連 単 ��� ２７，０２０円

票 数

単勝票数 計 １８７５７７ 的中 � ４１７１３（１番人気）
複勝票数 計 ３２２４２２ 的中 � ５９３７７（１番人気）� ５０４１５（３番人気）� １２２８６（８番人気）
枠連票数 計 １６４３８８ 的中 （５－８） １１２０８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５６６８７６ 的中 �� ３３３６２（４番人気）
馬単票数 計 ３７５１４６ 的中 �� １３３３６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８８０３ 的中 �� １１３６７（３番人気）�� ３３０５（１９番人気）�� ２７４６（２２番人気）
３連複票数 計 ６４１３０６ 的中 ��� ６１２０（２６番人気）
３連単票数 計 ９５６２６７ 的中 ��� ２６１２（８４番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１２．５―１２．５―１２．６―１２．５―１２．２―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．８―３７．３―４９．８―１：０２．４―１：１４．９―１：２７．１―１：３８．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トレノエンジェル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．３．７ 中山２着

２００７．４．２生 牝３栗 母 アスクコマンダー 母母 エイブルカグラ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スーパーティチャー号
（非抽選馬） ３頭 カンタベリーナナ号・セカンドチャーター号・メジロシールズ号
※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。



０８０１６ ３月２８日 曇
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２２中山３）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時１０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

２２ プラテアード 牡６芦 ６０ 横山 義行 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B５３４－ ６３：１４．９ ５．３�

１１ ディアディアー 牡５鹿 ６０ 柴田 大知�樽さゆり氏 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ５２０＋ ６３：１５．５３� １７．１�
３４ アイズオブゾロ �４黒鹿５９ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２３：１５．８１� ４．７�
７１２ トーセンコックス 牡５黒鹿６０ 水出 大介島川 �哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ５０４＋ ２３：１５．９� ８．４�
６９ � ナカヤマスナイパー 牡８黒鹿６０ 石神 深一和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５２４± ０３：１６．２１� １４．２�
８１３	 シ デ ン カ イ 牡５青 ６０ 草野 太郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 徳永 春夫 ４５６＋１０３：１６．４１� ２１０．４	
７１１ クイックステップ 牡５鹿 ６０ 金子 光希岡田 弘夫氏 田中 清隆 門別 松平牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ １７．７

５７ トキノナスティア 牝４黒鹿５７ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５６＋１２ 〃 アタマ １０．６�
４６ 	 ステルススキャン �４栗 ５９ 山本 康志山上 和良氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７８＋ ２３：１６．９３ １４９．７�
３３ 	 エプソムブラスト 牡６鹿 ６０ 平沢 健治 ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 カントリー牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ １６８．０�
６１０ タイキヴァルト 牡５栗 ６０ 高田 潤�大樹ファーム 森 秀行 大樹 大樹ファーム ５１０－ ６３：１７．５３� ２．７�
８１４	 エビスホウシュウ 牡４黒鹿５９ 柴田 未崎加藤友三郎氏 嶋田 潤 浦河 恵比寿牧場 ４６２－ ８３：２１．４大差 ２４８．９�
４５ センザイイチグウ 牡６栗 ６０ 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４７２－ ６３：２３．１大差 １０７．２�
５８ ドリームトレジャー 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典セゾンレースホース 阿部 新生 門別 田端牧場 ４７８＋ ４ （競走中止） １６．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，００１，６００円 複勝： １７，９９９，４００円 枠連： １５，５７９，０００円

普通馬連： ４２，４６８，３００円 馬単： ３３，６２３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７９４，４００円

３連複： ５３，７４３，５００円 ３連単： ８２，６４４，７００円 計： ２７５，８５３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � ３８０円 � １７０円 枠 連（１－２） ３，３１０円

普通馬連 �� ３，４８０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ５１０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ５，５１０円 ３ 連 単 ��� ３４，６６０円

票 数

単勝票数 計 １５００１６ 的中 � ２２５２５（３番人気）
複勝票数 計 １７９９９４ 的中 � ２８６３６（３番人気）� ９７９１（８番人気）� ３２２８６（２番人気）
枠連票数 計 １５５７９０ 的中 （１－２） ３４８１（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４２４６８３ 的中 �� ９０３０（１２番人気）
馬単票数 計 ３３６２３０ 的中 �� ４３４３（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７９４４ 的中 �� ３１１２（１５番人気）�� ７７３２（３番人気）�� ２８８０（１９番人気）
３連複票数 計 ５３７４３５ 的中 ��� ７２０１（２１番人気）
３連単票数 計 ８２６４４７ 的中 ��� １７６０（１１１番人気）

上り １マイル １：４９．５ ４F ５２．６－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プラテアード �
�
父 Silver Deputy �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００６．１０．１ 中山３着

２００４．４．２７生 牡６芦 母 ササファイヤー 母母 La Ice Queen 障害：２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 ドリームトレジャー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため２周目３号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ゴスペル号・フェスティバルイヴ号



０８０１７ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時００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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４７ トモロマイスター 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝廣崎 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４６－ ４２：０４．８ ６．４�

３６ マイネルウインザー 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４９８－ ２ 〃 ハナ １７．６�

（大井）

７１５ トーセンウィン 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 飛野牧場 ４９２－ ６２：０４．９� ８．０�

７１４ パリエノミチ 牡３栗 ５６ 内田 博幸嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 村上牧場 ４８８－ ２ 〃 アタマ １．７�
１２ ウインアクレイム 牡３鹿 ５６ 小野 次郎前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２± ０２：０５．０� ６７．７�
７１３ サントワマミー 牝３栗 ５４ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４４２－ ２２：０５．２１� １１６．０	
６１１ ニシノマザーアース 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４６４－ ４２：０５．５２ ３５．３

２３ グレイトサム 牡３栗 ５６ 高橋 智大�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４７６－１０ 〃 ハナ ５６．１�
５１０ サンダーストーム �３栗 ５６ 北村 宏司白井 岳氏 水野 貴広 日高 白井牧場 ４５６± ０２：０５．６クビ ４２．４�
５９ イ ッ プ ク 牝３鹿 ５４ 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 ４７４＋ ８２：０５．８１� ８６．３
１１ ウインボナパルト 牡３栗 ５６ 中舘 英二�ウイン 松山 康久 新冠 松本 信行 ５２２－ ２２：０５．９� ２０．６�
８１６ シャイントウショウ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４１８－１８２：０６．０クビ ４０．８�
３５ ドラゴンカイザー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ２ 〃 ハナ ２３．８�
４８ ジャングルボルト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大久保和夫氏 水野 貴広 新ひだか 佐竹 学 ４８８－ ８２：０６．５３ ２０６．０�
６１２ オンワードオルデン 牡３鹿 ５６ 小林 久晃�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４７２－１０２：０６．９２� ７８１．４�
８１７ ラッキーカフェ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成今井 正一氏 小西 一男 日高 下河辺牧場 ４５２－ ６２：０７．１１� １２８．５�
２４ コンシエンス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４７２ ―２：０７．５２� １１．５�
８１８ コスモヴァレー 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 堀川 洋之 ４４４＋ １２：０８．３５ ９０８．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，８８６，６００円 複勝： ３９，８９７，４００円 枠連： ２１，６１６，４００円

普通馬連： ６７，３００，７００円 馬単： ５３，７９４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６４１，０００円

３連複： ７９，１３２，５００円 ３連単： １３４，２８９，８００円 計： ４４６，５５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２６０円 � ４００円 � ２７０円 枠 連（３－４） ２，６６０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ６，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ８５０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ７，３６０円 ３ 連 単 ��� ４６，４００円

票 数

単勝票数 計 ２４８８６６ 的中 � ３０８９８（２番人気）
複勝票数 計 ３９８９７４ 的中 � ４２４５５（２番人気）� ２４１９０（５番人気）� ４１１２０（３番人気）
枠連票数 計 ２１６１６４ 的中 （３－４） ６０１３（９番人気）
普通馬連票数 計 ６７３００７ 的中 �� １５０４７（１０番人気）
馬単票数 計 ５３７９４３ 的中 �� ５９８３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６４１０ 的中 �� ６９０８（８番人気）�� ７４５４（６番人気）�� ６９７４（７番人気）
３連複票数 計 ７９１３２５ 的中 ��� ７９４３（２３番人気）
３連単票数 計１３４２８９８ 的中 ��� ２１３６（１２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３７．０―５０．４―１：０３．１―１：１５．６―１：２８．０―１：４０．０―１：５２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トモロマイスター �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．１８ 東京３着

２００７．２．１５生 牡３黒鹿 母 アイムゾンターク 母母 アスクファンタジー ３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイワシールド号
（非抽選馬） ２頭 フェアリーナカヤマ号・ヘリコプターマネー号
※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。



０８０１８ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１４ スリーボストン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０２＋ ２１：１１．５ ２．５�

１１ エアティアーモ 牝３青鹿５４ 内田 博幸 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５２－ ２ 〃 クビ １．６�
５１０ ニシノブイシェープ 牡３栗 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４９４－ ８１：１２．２４ １７．５�
８１５ ゴーゴーシュンスケ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４５８－ ４ 〃 アタマ ５６．５�
７１３ マルタシュンプウ 牡３栗 ５６ 江田 照男松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新ひだか グランド牧場 ５２６＋１０１：１２．３� １８．４�
４８ パールオープン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎後藤 繁樹氏 小林 常泰 新ひだか 田湯牧場 ５３４＋ ４１：１２．４� ４９．３�
２３ ジ ル コ ニ ア 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真下河	行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４７２± ０１：１２．６１ ８７．９

３６ オ ネ ス ト 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４１０＋ ４１：１２．７� ７１３．８�
６１１� エ ビ デ ン ス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５３６－ ６ 〃 ハナ １０４．９
２４ ナンデヤネン 牡３青 ５６ 蛯名 正義杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 B４６６± ０１：１３．１２� ２８．３�
８１６ エーシンアマゾーン 牝３栗 ５４ 武士沢友治�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６８－ ２１：１３．５２� １７２．８�
３５ 	 トキメキジーン 牝３栗 ５４ 小林 淳一片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４００± ０１：１３．８２ ５２０．２�
５９ 	 レディーキセキ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４１６－１０１：１４．１１� １０４．６�
４７ リネンパズル 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４４６＋ ２１：１４．５２� ９４４．５�
１２ 	 ドクトルカール 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 北星村田牧場 ４２８＋ ４１：１４．７１� ９９９．９�
６１２
 ワンダフルクルーズ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太望月 朋子氏 桜木 英喜 日高 中原牧場 ５３０＋ ４ （競走中止） １７１．２�

（大井） （大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，８８１，８００円 複勝： ７２，０２７，０００円 枠連： ２３，３８５，７００円

普通馬連： ７８，４７２，２００円 馬単： ６９，１２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７３８，３００円

３連複： ８６，９３１，３００円 ３連単： １８５，８２８，４００円 計： ５７６，３８７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（１－７） １７０円

普通馬連 �� １７０円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ３６０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� １，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３１８８１８ 的中 � １０１９７２（２番人気）
複勝票数 計 ７２０２７０ 的中 � １４６１２４（２番人気）� ４４２４０６（１番人気）� ３３５５８（３番人気）
枠連票数 計 ２３３８５７ 的中 （１－７） １０７０５４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８４７２２ 的中 �� ３４１４９０（１番人気）
馬単票数 計 ６９１２２８ 的中 �� １２２３４７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７３８３ 的中 �� １００７６３（１番人気）�� １３３０３（４番人気）�� １９００２（２番人気）
３連複票数 計 ８６９３１３ 的中 ��� １２０２５７（１番人気）
３連単票数 計１８５８２８４ 的中 ��� ７４５７４（３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１０．９―１１．９―１２．５―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．４―４５．３―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーボストン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．１０．２４ 京都２着

２００７．３．１６生 牡３鹿 母 スリーサンナイナー 母母 San ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔競走中止〕 ワンダフルクルーズ号は，競走中に疾病〔左第１指骨開放骨折〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ココカラ号・ダイヤモンドイエロ号・マイネルパシュクル号
※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。



０８０１９ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時００分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

３４ テイクバイストーム 牝５芦 ５５ 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８＋１２１：５５．６ ２．３�

（大井）

２２ ウ イ ン ク 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人百万 武夫氏 中野 栄治 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４７０± ０１：５５．７� １４．２�

４６ モアスマイル 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４５２＋ ２１：５６．１２� １９．０�
７１２ マチカネナツノジン 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成細川 益男氏 奥平 雅士 日高 待兼牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ９．３�
８１５ クリノマックス 牝４栗 ５５ 村田 一誠栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 碧雲牧場 ４８８＋ ２１：５６．３１� ５３．２�
５８ ハーレムスウィング 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：５６．６１� ７．１�
８１４ ハ エ ヌ キ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ １５．８	
６１０ エレガントマナー 牝４鹿 ５５ 内田 博幸吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：５６．９１� ３．７

６１１ ドナプレミア 牝６黒鹿５５ 大庭 和弥山田 貢一氏 鈴木 伸尋 門別 日西牧場 ４７６＋１０１：５７．０� ２５４．９�
２３ ビューティファイン 牝４栗 ５５ 蛯名 正義阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４９８± ０１：５７．１クビ １７．６�
７１３ マキハタセンシブル 牝６鹿 ５５ 武士沢友治�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４２６＋ ４１：５７．３１ ３７９．１
５９ セイカドルチェ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４６４＋ ４１：５７．７２� ３７９．９�
４７ � チーフヴァージニア 牝５黒鹿５５ 郷原 洋司篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４３８± ０１：５８．０２ ２７８．９�
３５ キストゥクラウン 牝４芦 ５５ 中舘 英二吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４５８＋ ８ 〃 クビ ８８．８�
１１ シャドウノート 牝４黒鹿５５ 北村 宏司飯塚 知一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４６８＋１４１：５９．２７ ７８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，８９７，２００円 複勝： ３３，０３２，７００円 枠連： ２１，３７２，４００円

普通馬連： ７１，２９９，５００円 馬単： ４９，０６８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１６３，４００円

３連複： ７７，９５４，０００円 ３連単： １３１，５２２，３００円 計： ４３１，３０９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � ４００円 枠 連（２－３） ５００円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ８２０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 ��� １８，４００円

票 数

単勝票数 計 ２２８９７２ 的中 � ８０００６（１番人気）
複勝票数 計 ３３０３２７ 的中 � ９０１８８（１番人気）� ３０２５９（４番人気）� １６３７９（８番人気）
枠連票数 計 ２１３７２４ 的中 （２－３） ３１８２５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１２９９５ 的中 �� ４６８２３（２番人気）
馬単票数 計 ４９０６８２ 的中 �� １９３７７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１６３４ 的中 �� １４３７５（２番人気）�� ７１９０（１１番人気）�� ３１３９（２１番人気）
３連複票数 計 ７７９５４０ 的中 ��� １２８０１（１６番人気）
３連単票数 計１３１５２２３ 的中 ��� ５２７８（４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．９―１３．３―１３．２―１３．０―１２．８―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．２―５０．５―１：０３．７―１：１６．７―１：２９．５―１：４２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイクバイストーム �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Kaldoun デビュー ２００８．１．２６ 京都３着

２００５．１．２生 牝５芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope １８戦３勝 賞金 ３２，４４０，０００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。



０８０２０ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

３６ シ ー ダ ー 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４７８－ ２１：３５．５ ２．８�
（大井）

４８ ラヴドシャンクシー 牝５栗 ５５ 中舘 英二 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３５．６� １０．１�
７１３ ウエイクアイランド 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：３５．７� ５．７�
１２ � バンダムレクス 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４５０＋ ６１：３５．８クビ ８．４�
５１０ サマーアクトレス 牝５黒鹿５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４９０＋１０１：３５．９� ７．１�
８１５ グリッドマトリクス 牡４鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５１６＋１４１：３６．１１	 ２１．６	
４７ キングパーフェクト 牡４黒鹿５７ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６８＋ ２ 〃 クビ ５．７

１１ マイネルプライゼン 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４７０－ ２１：３６．２クビ １０．８�
６１１ クルンプホルツ 牝５鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６＋１８１：３６．３
 ７４．６�

８１６ ルナレーヴェ 牝４栗 ５５ 小野 次郎�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４４８＋ ４１：３６．８３ １４９．９
２４ トドロキエンジェル 牝４鹿 ５５ 北村 宏司原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４３８＋ ６１：３７．２２
 ２８０．７�
５９ シ ー ブ ル ー 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４８８＋１２１：３７．３� ５９．３�
６１２� アイスブルー 牡４鹿 ５７ 的場 勇人ディアレスト 田村 康仁 静内 千代田牧場 ４３６＋ ８１：３７．５１	 ２０７．９�
７１４� クリノモンブラン 牝５鹿 ５５

５２ ▲水口 優也栗本 博晴氏 秋山 雅一 三石 加野牧場 ４３２－１０１：３７．６� ６８７．８�
３５ キングタキオン 牡６黒鹿５７ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 ５０４＋１６１：３７．８１	 ２２４．２�
２３ � スズカシャンティー 牝５栗 ５５ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４４４－ ７１：３９．５大差 ２５７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７４７，８００円 複勝： ４１，８０３，２００円 枠連： ２５，０９７，６００円

普通馬連： ８８，３４４，６００円 馬単： ５５，３６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７８６，３００円

３連複： ９０，３９４，６００円 ３連単： １５３，８１４，９００円 計： ５０７，３５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � １７０円 枠 連（３－４） ６５０円

普通馬連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ３６０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� １５，３００円

票 数

単勝票数 計 ２５７４７８ 的中 � ７３０４８（１番人気）
複勝票数 計 ４１８０３２ 的中 � ８９２１１（１番人気）� ３５１２３（６番人気）� ６９２２３（２番人気）
枠連票数 計 ２５０９７６ 的中 （３－４） ２８６５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ８８３４４６ 的中 �� ４２９４２（６番人気）
馬単票数 計 ５５３６１１ 的中 �� １４９２７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７８６３ 的中 �� ８５５５（９番人気）�� １９９１６（１番人気）�� ８１０２（１１番人気）
３連複票数 計 ９０３９４６ 的中 ��� ２３０５５（７番人気）
３連単票数 計１５３８１４９ 的中 ��� ７４２０（３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３５．５―４７．６―５９．６―１：１１．５―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．９

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

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

勝馬の
紹 介

シ ー ダ ー �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．８．３ 新潟２着

２００６．４．５生 牡４鹿 母 グラッドハンド 母母 グリーシャンコレー ７戦２勝 賞金 １８，２００，０００円
〔その他〕 キングパーフェクト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 キングパーフェクト号は，平成２２年４月２８日まで出走できない。
※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 アンプレショニスト号
※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。



０８０２１ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�千 葉 日 報 杯

発走１４時０５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
千葉日報杯（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ ヒシセンチュリー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５１２＋ ４１：５０．８ １．７�

３４ シングンレジェンド 牡４鹿 ５７ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４５６＋ ２１：５１．０１� １０．３�
４７ ノーフォークパイン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２＋ ４１：５１．１� １１５．３�

６１１ ダノンヒデキ 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：５１．３１� ８．８�
（大井）

２２ ディーエスハリアー 牡８鹿 ５７ 吉田 隼人秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ ４４．２�
８１４	
 パートゥーアワーズ 牡８鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４４４－ ６ 〃 クビ ６６．４�
２３ リアルハヤテ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４２６－ ４１：５１．４クビ ２６．７	
５８ アマミスウィフト 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４６２＋ ６ 〃 アタマ １３７．０

４６ ストロングラリー 牡６青鹿５７ 村田 一誠村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ １９４．５�
３５ トーセンオーパス 牡４鹿 ５７ 木幡 初広島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：５１．５� １５．４
６１０ ロードキャニオン �６鹿 ５７ 江田 照男 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４７２＋１８ 〃 ハナ ７５．５�
８１５ ゴールデンミシエロ 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 義昭氏 清水 美波 門別 坂戸 節子 ５０８＋ ２１：５１．６クビ １５．４�
７１３ テクニカルラン 牝４鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１８－１０ 〃 クビ ５．４�
７１２ サクセスガーウィン 牡７鹿 ５７ 伊藤 工真�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B５００＋１６１：５１．７クビ ２８８．４�
５９ 
 ミサトフリート 牝５芦 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ５１０＋１０１：５２．０１� １５２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３２，９３５，３００円 複勝： ５４，５２８，６００円 枠連： ３２，２２９，５００円

普通馬連： １１９，９５３，２００円 馬単： ８７，６２９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５８４，８００円

３連複： １２４，６９９，７００円 ３連単： ２６０，５８７，９００円 計： ７４８，１４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １，４６０円 枠 連（１－３） ４１０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２，２７０円 �� ５，１６０円

３ 連 複 ��� １０，６３０円 ３ 連 単 ��� ３４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ３２９３５３ 的中 � １６０６９８（１番人気）
複勝票数 計 ５４５２８６ 的中 � ２６７２３１（１番人気）� ４９８６９（３番人気）� ４６４４（１２番人気）
枠連票数 計 ３２２２９５ 的中 （１－３） ５８７４９（１番人気）
普通馬連票数 計１１９９５３２ 的中 �� １１８８４１（３番人気）
馬単票数 計 ８７６２９６ 的中 �� ７２０１６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５８４８ 的中 �� ３２０５４（２番人気）�� ３５７２（２３番人気）�� １５４４（４５番人気）
３連複票数 計１２４６９９７ 的中 ��� ８６６５（３４番人気）
３連単票数 計２６０５８７９ 的中 ��� ５５２３（９９番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．４―１３．２―１２．５―１１．７―１２．６―１１．８―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．３―３８．５―５１．０―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．１―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ヒシセンチュリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．８．１７ 新潟８着

２００６．３．１３生 牡４栗 母 ヒシショウコ 母母 Forladiesonly ９戦３勝 賞金 ３９，６５４，０００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。



０８０２２ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�

じょうそう

常総ステークス
発走１４時４０分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６１０ ケイアイドウソジン 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９８－ ４２：０２．１ ４．１�
（大井）

５７ パールシャドウ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５６± ０２：０２．２� ６５．８�
３３ エフティイカロス 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４８０－ ６２：０２．４１ ４０．０�
４５ � スマートステージ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０２－ ６ 〃 クビ ４．０�
５８ スノークラッシャー 牡５栃栗５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４２－ ２２：０２．５� ３．４�
２２ ド ッ ト コ ム 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６２：０２．６	 １１．６�
７１１ イケドラゴン 牡５栗 ５７ 中舘 英二池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３４－ ６２：０２．７	 １１．４	
４６ バルバレスコ 牡７鹿 ５７ 江田 照男北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７４± ０２：０３．０１	 ２３９．９

８１４ コスモピロリ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ５２０± ０２：０３．１クビ ６６．０�
３４ ブルーマーテル 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５６－ ２ 〃 アタマ ８．２
７１２ アグネススターチ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４７２－１２２：０３．２� １２．３�
８１３ テラノファントム 牡５黒鹿５７ 木幡 初広寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム B４５０± ０ 〃 ハナ ７２．９�
１１ フサイチアソート 
５栗 ５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ２２：０３．３	 ５３．４�
６９ グレートバルサー 牡９青鹿５７ 大庭 和弥大河内一権氏 柴崎 勇 静内 小倉 光博 ４８４± ０２：０４．６８ ２６１．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，２９７，６００円 複勝： ５２，３２４，４００円 枠連： ３４，０２４，０００円

普通馬連： １５９，９３２，８００円 馬単： ９１，０７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，９３３，８００円

３連複： １５０，４５２，１００円 ３連単： ２９９，１０７，９００円 計： ８６１，１４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � ２２０円 � １，６９０円 � ９８０円 枠 連（５－６） ６７０円

普通馬連 �� １４，３５０円 馬 単 �� １４，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９００円 �� ２，９１０円 �� １３，９６０円

３ 連 複 ��� １３３，７８０円 ３ 連 単 ��� ７００，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３４２９７６ 的中 � ６６６５３（３番人気）
複勝票数 計 ５２３２４４ 的中 � ７８５７３（３番人気）� ７０２８（１１番人気）� １２５８９（８番人気）
枠連票数 計 ３４０２４０ 的中 （５－６） ３７７６９（２番人気）
普通馬連票数 計１５９９３２８ 的中 �� ８２３０（３０番人気）
馬単票数 計 ９１０７０５ 的中 �� ４７５６（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９９３３８ 的中 �� ２５２７（３７番人気）�� ３４１１（２７番人気）�� ６９６（６７番人気）
３連複票数 計１５０４５２１ 的中 ��� ８３０（１７３番人気）
３連単票数 計２９９１０７９ 的中 ��� ３１５（９１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．８―１２．１―１２．２―１２．２―１２．４―１２．３―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．９―３６．７―４８．８―１：０１．０―１：１３．２―１：２５．６―１：３７．９―１：４９．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー ２００８．１１．２３ 京都３着

２００６．４．１２生 牡４鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight １５戦４勝 賞金 ５９，９８７，０００円
〔制裁〕 スマートステージ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（４番への進路

影響）
〔その他〕 スマートステージ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。



０８０２３ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１７回マーチステークス（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （ダート・右）

４歳以上，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
全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２ マコトスパルビエロ 牡６芦 ５８ 後藤 浩輝眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１２＋ ２１：５１．７ ６．３�

２３ ナニハトモアレ 牡４黒鹿５４ 村田 一誠�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４９６± ０１：５２．１２� １３．４�
１１ シビルウォー 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：５２．２� ５．６�
８１６ モンテクリスエス 牡５鹿 ５６ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５０－ ６ 〃 アタマ ４．４�
３５ マルブツリード 牡７栗 ５６ 柴山 雄一大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４９６－ ４１：５２．３クビ １０１．３�
２４ クリールパッション 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４８８＋ ８１：５２．４� ８．９	
７１３ ウォータクティクス 牡５黒鹿５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７８－１０１：５２．５� １６．３

７１４ ネ イ キ ッ ド 牡６栗 ５６ 三浦 皇成前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ８１：５２．６クビ ２９．５�
３６ ポ ー ト ラ ヴ 牡６栗 ５１ 小林 淳一水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５６０－１０１：５３．１３ １９１．８�
６１１ ゲンパチタキオン 牡６鹿 ５３ 江田 照男平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５３６－ ２１：５３．３１� ３２．０
８１５ トーホウオルビス 牡５栗 ５５ 小野 次郎東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ４９８－１２１：５３．４� ２３．３�
４８ フサイチピージェイ 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太吉田 千津氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：５３．７１� ４．６�

（大井）

５１０ ケイアイスイジン 牡５栗 ５３ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４８２＋ ２１：５４．１２� ６５．５�
５９ � タイキエニグマ 牡９芦 ５４ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 米 Taiki Farm ５３０＋ ６１：５４．６３ １７６．８�
１２ マイディアサン 牡６栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４９８＋ ８１：５４．７クビ １４．１�
４７ バロズハート 牡５栃栗５５ 木幡 初広栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５１６＋ ２１：５５．１２� ７７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８２，２３０，７００円 複勝： １２０，４４８，０００円 枠連： ９６，９８７，６００円

普通馬連： ４８０，８０８，５００円 馬単： ２４４，８３９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １１９，４９９，０００円

３連複： ５６５，５２８，５００円 ３連単： １，０３３，０７３，５００円 計： ２，７４３，４１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２６０円 � ４１０円 � ２１０円 枠 連（２－６） １，７７０円

普通馬連 �� ５，７９０円 馬 単 �� １１，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ９５０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� １１，２４０円 ３ 連 単 ��� ８１，３８０円

票 数

単勝票数 計 ８２２３０７ 的中 � １０３６４４（４番人気）
複勝票数 計１２０４４８０ 的中 � １２６００２（４番人気）� ６８６６０（７番人気）� １７１９８３（３番人気）
枠連票数 計 ９６９８７６ 的中 （２－６） ４０６２８（１０番人気）
普通馬連票数 計４８０８０８５ 的中 �� ６１３６９（２１番人気）
馬単票数 計２４４８３９４ 的中 �� １５９９７（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１９４９９０ 的中 �� １６３６２（２１番人気）�� ３１５８６（９番人気）�� ２４０３２（１２番人気）
３連複票数 計５６５５２８５ 的中 ��� ３７１５３（３８番人気）
３連単票数 計１０３３０７３５ 的中 ��� ９３６９（２６８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１２．４―１２．４―１２．４―１２．３―１２．２―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３６．５―４８．９―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．８―１：３８．４

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

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

勝馬の
紹 介

マコトスパルビエロ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００６．９．２ 札幌８着

２００４．３．２９生 牡６芦 母 マコトシュンレイ 母母 サファイヤジョオー ２５戦６勝 賞金 ２１６，４６３，０００円
［他本会外：７戦３勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 アポロフェニックス号・ケイアイライジン号・スターシップ号・ゼットフラッシュ号・セレスクラブ号・

タガノエクリプス号・ダノンビクトリー号・ナムラハンター号・ボランタス号・レオエンペラー号・
レッドアゲート号・ワイルドシャウト号

※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。



０８０２４ ３月２８日 曇 稍重 （２２中山３）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

３４ コリコパット 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４４４－ ６１：１０．６ １２．６�

７１３ チャンピオンラブ 牡４青鹿５７ 中舘 英二坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４７６－ ４ 〃 ハナ ４．４�
６１０� トーセンクロス 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義島川 �哉氏 小笠 倫弘 米

Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B５０４－ ４１：１０．７クビ ５．３�
５９ ホワイトヴェール 牝６芦 ５５ 小林 淳一下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４６２＋ ２１：１１．１２� ６８．６�
７１２� エビスオール 牝５青鹿５５ 戸崎 圭太加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm B４９８± ０１：１１．２� ４．４�
（大井）

８１４� セイウンアスラン 牡４栗 ５７ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米
Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０２－ ６ 〃 アタマ ６．９�
１１ ケイアイスウォード 牡５芦 ５７ 武士沢友治 	啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 B５３６± ０１：１１．５１	 ２６．２

６１１ モアザンストーム 牡４青鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４８４± ０ 〃 クビ ４９．１�

５８ コンフォーコ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４６８－ ４１：１１．６クビ １３．７
３５ ステイドリーム 牡５青 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５０６－ ２１：１１．７� ４９．８�
８１５ テイエムゲンキボ 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５０２± ０１：１１．８� １５７．５�
２３ ハーバークイーン 牝５栗 ５５ 江田 照男菅藤 宗一氏 杉浦 宏昭 浦河 小池 博幸 B４９４＋１０１：１１．９	 ２４１．８�
４７ � デュアルプロセッサ 牡７鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star

Equine, Inc ４８６＋１０１：１２．０� ５８．７�
２２ 
 オーシャンカレント 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ４８６－ ６ 〃 アタマ ６．１�
４６ ランブルジャンヌ 牝５鹿 ５５ 小野 次郎�ターフ・スポート的場 均 浦河 谷川牧場 ５００± ０１：１２．３１	 ３３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４１，７９２，９００円 複勝： ６７，０５８，２００円 枠連： ４６，６１２，９００円

普通馬連： １６５，５５７，１００円 馬単： ９４，２５４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，５１７，８００円

３連複： １８３，２８７，５００円 ３連単： ３６１，３６３，５００円 計： １，０１０，４４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３１０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（３－７） １，１６０円

普通馬連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ６，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� １，２２０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，７５０円 ３ 連 単 ��� ４１，７４０円

票 数

単勝票数 計 ４１７９２９ 的中 � ２６３４４（６番人気）
複勝票数 計 ６７０５８２ 的中 � ４８９８６（６番人気）� １３４５４０（１番人気）� ８０３５９（３番人気）
枠連票数 計 ４６６１２９ 的中 （３－７） ２９６６９（５番人気）
普通馬連票数 計１６５５５７１ 的中 �� ４７６６６（１０番人気）
馬単票数 計 ９４２５４５ 的中 �� １０３９６（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０５１７８ 的中 �� １４４４５（９番人気）�� ９７９２（１６番人気）�� ２５５０９（２番人気）
３連複票数 計１８３２８７５ 的中 ��� ２８５０４（１２番人気）
３連単票数 計３６１３６３５ 的中 ��� ６３９０（１４１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．１―１１．７―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．４―４５．１―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コリコパット �
�
父 トワイニング �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００８．６．２９ 函館７着

２００６．５．１５生 牡４鹿 母 ヤングダリア 母母 ラツクオメガー ２１戦３勝 賞金 ５２，５２８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 コリコパット号の騎手後藤浩輝は，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１０，０００円。（１４番への進路影

響）
※出走取消馬 エイシンアマデウス号（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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サルバドールアスカ号・ドリームシャドウ号
（非抽選馬） １頭 オープンザゲート号
※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２日 ３月２８日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２４８，６７０，０００円
６，３９０，０００円
１８，９２０，０００円
１，７６０，０００円
２４，６９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，００２，５００円
５，７８２，８００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
３６２，２９４，８００円
５８６，０１０，５００円
３６０，８１９，３００円
１，４３２，４８８，３００円
８９０，００７，８００円
４２２，７９４，９００円
１，５９６，６５２，７００円
２，９２８，９９７，０００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，５８０，０６５，３００円

総入場人員 ２９，８４２名 （有料入場人員 ２７，４５３名）




