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０５０７３ ３月１７日 雨 良 （２４中山２）第７日 第１競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１４ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７２± ０１：５６．５ ４．０�

８１６ リアライズクレア 牝３栗 ５４ 内田 博幸工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２８－ ４１：５６．７１� ６．３�

８１５ オメガエンブレム 牝３青 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４１：５７．５５ １０．２�
５１０ シャングリラ 牝３栗 ５４ 吉田 豊田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：５７．７� ３．８�
２４ トランスレイション 牝３栗 ５４ 岩田 康誠有限会社シルク鈴木 康弘 新ひだか 追分ファーム ４４２± ０１：５８．２３ ６．６�
１２ コウギョウグリン 牝３黒鹿５４ 武 豊菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４４６＋ ２１：５８．５２ ８．２�
４８ シーズザデイ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４５６＋ ４１：５８．６� １４．７�
３５ タイキローズベスト 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４２８＋ ２１：５８．９２ ３０．２	
３６ モリトリジョイス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥石橋 忠之氏 小桧山 悟 新ひだか 広田牧場 ４１２－ ４１：５９．２１� ２４１．０

２３ キャリアハイ 牝３青鹿５４ 小林 淳一島田 久氏 小西 一男 日高 今井牧場 ４３６－１２１：５９．３クビ ２２５．７�
７１３ サウンズファン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ １５．６
５９ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ２１：５９．７２� ７７．９�
４７ ス イ カ ズ ラ 牝３栗 ５４ 岩部 純二中村 政勝氏 松永 康利 様似 様似共栄牧場 ５０８ ―１：５９．９１� ３０１．２�
６１２ スイートアイリス 牝３黒鹿５４ 柴田 大知シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２２± ０ 〃 アタマ １０６．４�
１１ アースリリア 牝３栗 ５４ 木幡 初広松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか グローリーファーム ４８２＋ ８２：００．０クビ １６０．９�
６１１ ボーナラテルツァ 牝３芦 ５４ 田中 勝春飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋ ４２：０１．４９ １５９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１２２，５００円 複勝： ３９，００９，２００円 枠連： １３，００４，７００円

馬連： ４８，８００，６００円 馬単： ３１，９７３，４００円 ワイド： ２１，６８１，７００円

３連複： ６３，２０６，０００円 ３連単： ９９，０４６，０００円 計： ３３３，８４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ３３０円 枠 連（７－８） ５４０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ９９０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� １８，２２０円

票 数

単勝票数 計 １７１２２５ 的中 � ３４５３７（２番人気）
複勝票数 計 ３９００９２ 的中 � １０８３３３（１番人気）� ４３３４４（４番人気）� ２３３１０（６番人気）
枠連票数 計 １３００４７ 的中 （７－８） １７９２１（１番人気）
馬連票数 計 ４８８００６ 的中 �� ３６２０５（３番人気）
馬単票数 計 ３１９７３４ 的中 �� １１０９３（４番人気）
ワイド票数 計 ２１６８１７ 的中 �� １４１７１（３番人気）�� ５２３２（１１番人気）�� ３７６８（１９番人気）
３連複票数 計 ６３２０６０ 的中 ��� １１７３６（１１番人気）
３連単票数 計 ９９０４６０ 的中 ��� ４０１４（４８番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１３．３―１３．６―１３．２―１３．１―１３．０―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３８．２―５１．８―１：０５．０―１：１８．１―１：３１．１―１：４３．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイカフォルトゥナ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．７．３０ 新潟１２着

２００９．５．８生 牝３栗 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス ８戦１勝 賞金 １２，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コンペリングテール号

０５０７４ ３月１７日 雨 稍重 （２４中山２）第７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

７１３ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６ 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２± ０１：１２．８ ２．３�

４８ エスペランサシチー 牡３芦 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ８．４�
３６ クリノハナミチ 牡３栗 ５６ 村田 一誠栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４９６＋ ２１：１３．３３ ２４７．２�
１２ ワイルドアイザック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 下河辺牧場 ４７６＋ ４１：１３．５１� ３．４�
６１２ アラビアンマジック 牡３鹿 ５６ 武 豊吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４５２＋ ２１：１３．６� ４．１�
４７ レガシーゴールド 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４７０＋１０１：１３．９１� ２９．０	
８１５ パリーナチャン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩
松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４４８＋２０１：１４．５３� ２２０．４�
１１ フジマーガレット 牝３青 ５４ 三浦 皇成山本 茂氏 武藤 善則 新ひだか 元道牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ ８１．４�
２４ ポ ッ プ イ ン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４２０－ ８１：１４．８１� ３４．８
６１１ ヒシパレード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４４６－１０１：１５．３３ ４０．２�
２３ メモリアビアンカ 牝３芦 ５４

５１ ▲山崎 亮誠有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４２６＋ ４１：１５．４� ３３．３�

７１４ シルバーヒリュウ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２０－１６１：１５．７１� ６０１．３�
５１０ トミケンボニート 牡３黒鹿５６ 田中 勝春冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 浦河土肥牧場 ４９８ ―１：１５．８� ３２５．６�
３５ アルパインスタイル 牝３鹿 ５４ 横山 義行
村田牧場 田中 剛 新冠 村田牧場 ４３０－ ６１：１５．９� ２２２．３�
５９ クレバータイガー 牡３栗 ５６ 木幡 初広田� 正明氏 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 ４４４＋３０１：１７．０７ １２４．６�
８１６ シンデンゼアス 牡３青鹿５６ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 青森 諏訪牧場 ４７４＋ ８１：１７．７４ ６０５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９１３，４００円 複勝： ３９，１５１，９００円 枠連： １３，０９７，３００円

馬連： ４４，３６０，７００円 馬単： ３２，３３５，５００円 ワイド： ２０，３９５，２００円

３連複： ６２，４６５，１００円 ３連単： １０７，９８４，３００円 計： ３３９，７０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ３，４９０円 枠 連（４－７） ７１０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ７，１２０円 �� １５，３５０円

３ 連 複 ��� ５５，２８０円 ３ 連 単 ��� １６２，９８０円

票 数

単勝票数 計 １９９１３４ 的中 � ６９８２２（１番人気）
複勝票数 計 ３９１５１９ 的中 � １７７１４７（１番人気）� ３３１２２（４番人気）� １４８９（１３番人気）
枠連票数 計 １３０９７３ 的中 （４－７） １３７５３（４番人気）
馬連票数 計 ４４３６０７ 的中 �� ３２１５７（４番人気）
馬単票数 計 ３２３３５５ 的中 �� １５５１５（７番人気）
ワイド票数 計 ２０３９５２ 的中 �� １３６２９（４番人気）�� ６６２（３８番人気）�� ３０５（５６番人気）
３連複票数 計 ６２４６５１ 的中 ��� ８３４（８４番人気）
３連単票数 計１０７９８４３ 的中 ��� ４８９（２８８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．２―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４６．９―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ リ ク サ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．８．１４ 札幌６着

２００９．２．２０生 牡３栗 母 セクレゴールド 母母 Secrettame ９戦１勝 賞金 １２，９５０，０００円
〔制裁〕 レガシーゴールド号の騎手岩田康誠は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）
〔その他〕 シンデンゼアス号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレバータイガー号は，平成２４年４月１７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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ドリームポルカ号・プレミアムウォーズ号・フロイントシャフト号

第２回 中山競馬 第７日



０５０７５ ３月１７日 雨 稍重 （２４中山２）第７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 プリュキエール 牡３青鹿５６ 武 豊 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８０－ ２１：５６．９ ３．７�

６１０ サウンドレーサー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４６４＋ ４１：５７．０� ２．９�
２２ トウショウギフト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５００± ０１：５７．９５ ７．３�
４７ パトリックスデイ 牡３芦 ５６ 内田 博幸 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５６＋ ６１：５８．５３� ３．５�
７１３ マイネルソウル 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 ４８８－ ２ 〃 アタマ ５２．１�
８１４ ネームオブザゲーム 牡３黒鹿５６ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９０－１２ 〃 ハナ １０．１	
５８ ジャングルスター 牡３鹿 ５６ 石神 深一冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５６０－ ６１：５８．７１ ５２５．８

２３ マストゴーオン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 木村牧場 B４８６－１０ 〃 アタマ ２７．４�
６１１ マ ッ ド パ イ 牡３青鹿５６ 小林 淳一井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８４± ０１：５８．９１� ２４０．４�
４６ スノービアンコ 牡３芦 ５６ 大庭 和弥山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４７２－ ６１：５９．１１ ３８５．０
１１ ブレッシングベル 牝３鹿 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４５２－ ６１：５９．２� ３０２．０�
７１２ ブランドハーバー 牡３栗 ５６ 武士沢友治榎本 富三氏 嶋田 潤 新冠 北星村田牧場 ５０４－ ４１：５９．４１� ６０１．８�
３４ トレーロマタドール �３栗 ５６ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 尾形 充弘 浦河 鎌田 正嗣 ５０４－ ２１：５９．５� ２９．３�
８１５ ア ウ ル ム �３栗 ５６ 江田 照男小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４９０－２８２：００．７７ １０２．７�
３５ リネンロイヤル 牝３鹿 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４２２－ ４２：０１．４４ ４１０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，６１７，９００円 複勝： ２８，５１０，４００円 枠連： １１，４３９，３００円

馬連： ４５，１２０，４００円 馬単： ３２，０８９，０００円 ワイド： １９，６４７，７００円

３連複： ５７，３９３，７００円 ３連単： ９９，３７３，５００円 計： ３１４，１９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（５－６） ４８０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ４，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２０６１７９ 的中 � ４４２１４（３番人気）
複勝票数 計 ２８５１０４ 的中 � ５４００８（２番人気）� ７６６３３（１番人気）� ３９６８７（４番人気）
枠連票数 計 １１４３９３ 的中 （５－６） １７７４２（１番人気）
馬連票数 計 ４５１２０４ 的中 �� ７６１９７（１番人気）
馬単票数 計 ３２０８９０ 的中 �� ２５９４０（２番人気）
ワイド票数 計 １９６４７７ 的中 �� ２９０８９（１番人気）�� １３５７２（５番人気）�� １３７３９（４番人気）
３連複票数 計 ５７３９３７ 的中 ��� ５１７２３（２番人気）
３連単票数 計 ９９３７３５ 的中 ��� １６８２８（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３７．５―５１．１―１：０４．９―１：１８．１―１：３１．４―１：４４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

プリュキエール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．１１．６ 東京５着

２００９．４．２生 牡３青鹿 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド ４戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円

０５０７６ ３月１７日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２４中山２）第７日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

８１１ トウシンボルト 牡５黒鹿６０ 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８４－ ４３：１８．５ ３．４�

７１０ ケミカルチェンジ �４青鹿５９ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ ８．９�
４４ � ロックバルーン 牡７栗 ６０ 横山 義行 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４８２± ０３：１８．９２� ２．５�
６７ セ イ エ イ 牡４栗 ５９ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５２８＋ ２３：１９．２１� ９．０�
２２ セクシイスイート 牝４鹿 ５７ 大庭 和弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５０６＋ ４３：２０．５８ ４０．３�
７９ ソークアップザサン 牡６栗 ６０ 五十嵐雄祐 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２３：２１．０３ ４．６	
５６ スマイルフォンテン 牝４栗 ５７ 鈴木 慶太吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４７４－ ２３：２１．１� １８０．２

６８ 	 スイートゲイナー 牝５黒鹿５８ 平沢 健治シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４６６± ０３：２１．２クビ ６３．７�
１１ �	 ユ キ オ ー �６栗 ６０ 草野 太郎中村 浩章氏 藤原 辰雄 米 Alfonso

J.Mazzetti ４９２－ ４３：２３．２大差 ４７．０�
８１２ コウヨウメビウス 牝４鹿 ５７ ▲高嶋 活士寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４６４－ ６３：２３．５２ １０５．５
３３ 	 クリノマドンナ 牝４鹿 ５７ 小野寺祐太栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 山野牧場 ４４２＋１６３：２４．８８ ２１７．６�
５５ コットンフィールド �４芦 ５９ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５８－ ６３：２８．９大差 ３９．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，０３２，３００円 複勝： １８，１２２，５００円 枠連： １０，４９７，９００円

馬連： ３１，９０３，５００円 馬単： ２５，７３７，５００円 ワイド： １３，３０２，６００円

３連複： ４１，６１８，３００円 ３連単： ８４，０７１，８００円 計： ２３８，２８６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（７－８） ４６０円

馬 連 �� １，６００円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２５０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ８，４４０円

票 数

単勝票数 計 １３０３２３ 的中 � ３１１１８（２番人気）
複勝票数 計 １８１２２５ 的中 � ３７８１７（２番人気）� ２０８３２（５番人気）� ４９３８１（１番人気）
枠連票数 計 １０４９７９ 的中 （７－８） １７１７５（２番人気）
馬連票数 計 ３１９０３５ 的中 �� １４７７９（８番人気）
馬単票数 計 ２５７３７５ 的中 �� ７７０７（１０番人気）
ワイド票数 計 １３３０２６ 的中 �� ９３４５（５番人気）�� １５０８７（２番人気）�� ６２１３（８番人気）
３連複票数 計 ４１６１８３ 的中 ��� ２６８１５（３番人気）
３連単票数 計 ８４０７１８ 的中 ��� ７３５３（２７番人気）

上り １マイル １：５１．０ ４F ５２．５－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トウシンボルト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．１２ 札幌７着

２００７．１．２８生 牡５黒鹿 母 マルカパール 母母 ディスコホール 障害：４戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
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��������	�
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０５０７７ ３月１７日 雨 稍重 （２４中山２）第７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

３５ ファイナルフォーム 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３６ ―１：５３．１ ２．１�

１１ ダンシングハバナ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：５３．３１� １９．５�
３６ ウインサンドロ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 ４３８－ ２１：５３．６２ １３．７�
２４ イ ル マ ー レ �３鹿 ５６ 柴田 善臣岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ３９６－ ４ 〃 ハナ ２０．６�
４８ マイネルピトレスク 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ４１：５３．７� ３．４�
８１５ ブエノディオス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４６４＋ ４１：５４．０１� ３５．３	
２３ グランプレージョ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム ５０６ ―１：５４．１� ５．７

７１４ レヴィストーン 牝３栗 ５４ 武士沢友治岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 小倉 光博 ４７４＋１０１：５４．６３ ２４６．８�
６１１ ヤマニンラピエール 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 ４４２－１０ 〃 クビ ２１９．６�
７１３ ヤマニンノワゼット �３栗 ５６ 北村 宏司土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５４－１６ 〃 アタマ ８９．０
１２ クライシスワン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 新冠 松浦牧場 ４２６－ ４１：５５．０２	 ４６１．３�
８１６ ミッドコサージュ 牝３青 ５４ 江田 照男小原 巖氏 大和田 成 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４０４－１２１：５５．２１� ３０．９�
５１０ ヒカルエイジェンヌ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�橋 京子氏 小笠 倫弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１８± ０１：５５．３クビ ３５．０�
６１２ キチロクトップガン 牝３栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 小河 豊水 ３９６－１０１：５５．４� ３８４．６�
４７ ヤマチョウスパーク 牡３鹿 ５６ 津村 明秀長谷川 彰氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ４４８－ ４１：５５．５	 ２５３．７�
５９ ファイヤーエース 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 日高 タバタファーム ４７４－ ２１：５７．４大差 ５８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６６６，０００円 複勝： ２６，７０６，４００円 枠連： １５，０４９，３００円

馬連： ４７，６６８，７００円 馬単： ３５，０３３，３００円 ワイド： １９，９６０，１００円

３連複： ５８，４８１，９００円 ３連単： １０４，２８４，８００円 計： ３２６，８５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １５０円 � ４２０円 � ２７０円 枠 連（１－３） １，６２０円

馬 連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ６５０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� ７，３９０円 ３ 連 単 ��� ２７，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９６６６０ 的中 � ７４８０３（１番人気）
複勝票数 計 ２６７０６４ 的中 � ６１２２１（２番人気）� １３５５１（６番人気）� ２４０３２（４番人気）
枠連票数 計 １５０４９３ 的中 （１－３） ６８７９（５番人気）
馬連票数 計 ４７６６８７ 的中 �� １７１９７（７番人気）
馬単票数 計 ３５０３３３ 的中 �� ８３１９（１０番人気）
ワイド票数 計 １９９６０１ 的中 �� ６３８５（７番人気）�� ７８９１（５番人気）�� １９６９（２６番人気）
３連複票数 計 ５８４８１９ 的中 ��� ５８４６（２０番人気）
３連単票数 計１０４２８４８ 的中 ��� ２７５８（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．７―５０．２―１：０３．２―１：１６．１―１：２８．４―１：４０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．０
１
３
１６－１５，８，５（７，１０）（４，１１）－１４（１，６，９）（１２，１３）－２－３
１６（１５，８）（４，５，３，１３）７，１０，６，１１，１４，１－１２（２，９）

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

勝馬の
紹 介

ファイナルフォーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 O’Reilly 初出走

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイヤーエース号は，平成２４年４月１７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネルバルドル号
（非抽選馬） ４頭 ヴィンドランダ号・エメラルポケット号・ショウナンラピス号・ナスノシベリウス号

０５０７８ ３月１７日 雨 稍重 （２４中山２）第７日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

１１ コップヒヤザケ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 ４６２ ―１：１３．４ ４．０�

５１０ スポーツコート 牡３青 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 大平牧場 ４６８ ―１：１３．８２� １９．４�
６１１ ピオニエトウショウ 牝３鹿 ５４ 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 ４３２ ―１：１３．９クビ ２７．４�
８１５ メジャーコード 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 千津氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４４２ ―１：１４．０� ２．９�
４７ サーストンマイアミ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４５２ ―１：１４．３１� ５６．９�
３５ ジ ョ ー イ 牡３鹿 ５６ 武 豊磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２ ―１：１４．７２� ７．３�
７１３ ソレイユアルダン 牝３芦 ５４ 武士沢友治阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 ４７６ ― 〃 クビ ２５．２	
１２ スピードリバイバル 牡３栗 ５６ 木幡 初広小林 英一氏 杉浦 宏昭 日高 出口牧場 ４８４ ―１：１４．９１ １２．４

５９ バ レ ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 青木 芳之吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２ ―１：１５．３２� ４９．５�
７１４ アルコロッサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁 �MSプランニング 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 ４８２ ―１：１５．６２ ２８．１�
２３ オウシュウジャパン 牝３鹿 ５４ 柴田 大知西村 專次氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 ４５２ ― 〃 アタマ ８６．０
８１６ トーヨーマックス �３鹿 ５６ 大庭 和弥�トーヨークラブ 小桧山 悟 浦河 大野牧場 ４６０ ―１：１６．９８ １６１．６�
３６ クレオパトラノユメ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二�長浜牧場 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４７６ ―１：１８．２８ １００．８�
６１２ ビップパティエンス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０ ―１：１８．４１	 ２３．３�
４８ ヴォーデジール 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �キャロットファーム 清水 久詞 平取 坂東牧場 ４３８ ―１：１９．３５ ５．７�

（１５頭）
２４ ハッピーライラック 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �ユートピア牧場 大竹 正博 登別 ユートピア牧場 ４９８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，１９２，６００円 複勝： ２４，２２８，７００円 枠連： １５，６４７，２００円

馬連： ４１，９９１，０００円 馬単： ２８，９４４，０００円 ワイド： １６，９２５，８００円

３連複： ４９，６６７，４００円 ３連単： ７３，０６９，６００円 計： ２６６，６６６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ３８０円 � ７７０円 枠 連（１－５） ２，１２０円

馬 連 �� ３，６５０円 馬 単 �� ６，０９０円

ワ イ ド �� １，３４０円 �� １，９６０円 �� ５，１６０円

３ 連 複 ��� ３１，６００円 ３ 連 単 ��� １１７，２３０円

票 数

単勝票数 差引計 １６１９２６（返還計 ４０５８） 的中 � ３２４３２（２番人気）
複勝票数 差引計 ２４２２８７（返還計 ７３０６） 的中 � ４３０７３（２番人気）� １５９４０（５番人気）� ６８５６（１０番人気）
枠連票数 差引計 １５６４７２（返還計 １９３） 的中 （１－５） ５４４７（１０番人気）
馬連票数 差引計 ４１９９１０（返還計 ２７１２９） 的中 �� ８５０９（１４番人気）
馬単票数 差引計 ２８９４４０（返還計 １８４５２） 的中 �� ３５０８（２３番人気）
ワイド票数 差引計 １６９２５８（返還計 １３８９５） 的中 �� ３１７１（１４番人気）�� ２１３３（２２番人気）�� ７９０（５２番人気）
３連複票数 差引計 ４９６６７４（返還計 ６６７５５） 的中 ��� １１６０（８９番人気）
３連単票数 差引計 ７３０６９６（返還計 ９８８４１） 的中 ��� ４６０（３３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．２―１２．４―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．７―４８．１―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コップヒヤザケ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Distant View 初出走

２００９．４．１５生 牡３鹿 母 デ ヴ ォ ア 母母 Souplesse １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔競走除外〕 ハッピーライラック号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ビップパティエンス号の騎手津村明秀は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴォーデジール号は，平成２４年４月１７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。
（非当選馬） １頭 セントシルバーツウ号



０５０７９ ３月１７日 雨 稍重 （２４中山２）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６７ � アメリカンウィナー 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. ４７８－ ２１：５５．１ ２．５�

６８ オーシュペール 牝３鹿 ５４ 武 豊 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４５２－ ４１：５５．４１� ６．０�
７１０ メイショウコンカー 牡３栗 ５６ 松岡 正海松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５０± ０ 〃 ハナ １９．６�
４４ � シンボリエンパイア 牡３黒鹿５６ 内田 博幸シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada ５０８＋１０ 〃 クビ ３．７�
５５ リキサンイレブン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 ５２０－ ８１：５５．５クビ ９．６�
８１１ ゴールドゲッター 牡３鹿 ５６ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B５１０＋ ４１：５５．７１ １１２．７	
８１２� イッシンドウタイ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９２＋ ８ 〃 クビ ６．９

５６ エーペックス 牡３青鹿５６ 武士沢友治魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４９６＋ ４１：５５．８クビ ４１．０�
３３ フジキラメキ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４５８＋ ２１：５６．０１	 ３４．８�
１１ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４４４－ ６１：５６．７４ ６４．９
７９ バトルドミンゴ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 ５５６± ０ 〃 ハナ ２５．６�
２２ � ユーセイツーア 牡３栗 ５６ 大庭 和弥小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 ４７６－ ２１：５８．９大差 ２９１．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，９２２，９００円 複勝： ４３，３９８，３００円 枠連： １７，１４４，３００円

馬連： ６６，７９０，７００円 馬単： ４５，３１４，９００円 ワイド： ２５，８６９，６００円

３連複： ７９，５１５，３００円 ３連単： １３９，４８６，５００円 計： ４４２，４４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ４８０円 枠 連（６－６） ７２０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ８５０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� １１，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２４９２２９ 的中 � ７９７２３（１番人気）
複勝票数 計 ４３３９８３ 的中 � １０６５２７（１番人気）� ６０８９４（４番人気）� １７２４３（７番人気）
枠連票数 計 １７１４４３ 的中 （６－６） １７７９５（４番人気）
馬連票数 計 ６６７９０７ 的中 �� ７１５７５（２番人気）
馬単票数 計 ４５３１４９ 的中 �� ３１６０８（２番人気）
ワイド票数 計 ２５８６９６ 的中 �� ２２１２０（２番人気）�� ７１４８（１１番人気）�� ３９３８（１６番人気）
３連複票数 計 ７９５１５３ 的中 ��� １６１６４（１１番人気）
３連単票数 計１３９４８６５ 的中 ��� ９１０８（２９番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１３．３―１４．０―１３．３―１２．５―１２．４―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３８．０―５２．０―１：０５．３―１：１７．８―１：３０．２―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンウィナー �
�
父 Bernardini �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１１．１３ 東京６着

２００９．３．３生 牡３青鹿 母 Zappeuse 母母 Danseuse du Nord ５戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
※フジキラメキ号・メイショウコンカー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

０５０８０ ３月１７日 雨 重 （２４中山２）第７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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ フローラルホール 牝４鹿 ５５ 小林 淳一小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６６＋ ４１：１１．７ １２．２�

５１０ ウエスタンレビュー 牝４黒鹿５５ 北村 宏司西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ３．６�
３５ ニシノフェミニン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５８＋ ８ 〃 ハナ ２３．４�
８１５ ケイアイカミーリア 牝５鹿 ５５ 武 豊 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４８６＋ ８ 〃 アタマ ７．５�
１１ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ５０４＋ ２１：１１．８� ４．１�
４８ ビッグサンダー 牡５栗 ５７ 丸山 元気魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ５００－ ６１：１１．９クビ ２４．８�
６１１ ヒノモトイチバン 牡５栗 ５７ 津村 明秀坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４６４＋ ６１：１２．３２� ２８．１	
６１２ グランドシャープ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信
グランド牧場 伊藤 圭三 日高 川島 良一 ４１４＋ ３１：１２．４� ４６．５�
１２ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６８－ ２１：１２．５� ５．３
４７ コンプリート 牝４鹿 ５５ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４６８－ ２１：１２．６� １６．１�
３６ ダ イ ゴ ロ ー 牡４鹿 ５７ 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５２６＋ ６１：１２．７� ８９．６�
７１４ クリンゲルベルガー 牝６芦 ５５ 三浦 皇成 
キャロットファーム 高柳 瑞樹 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：１２．８� １０４．８�
７１３ ケイオークラウン 牡４栗 ５７

５４ ▲長岡 禎仁ジャパンフードビジネス� 高木 登 浦河 荻伏三好フ
アーム ５０６＋１０１：１２．９� １３．１�

２４ � ツクバソヴール 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠細谷 武史氏 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 ４９２－ ６１：１３．５３� ３１．５�
５９ キチロクアナン 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４６８－１０１：１３．９２� ４３８．３�
２３ � クリノワンチャンス 牝４芦 ５５

５２ ▲高嶋 活士栗本 博晴氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 ４１０－ ４１：１４．０� ４４９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５８１，８００円 複勝： ３９，３５８，５００円 枠連： ２７，０２８，３００円

馬連： ６８，７６９，４００円 馬単： ４３，４４０，７００円 ワイド： ２７，４９６，６００円

３連複： ８２，７７０，０００円 ３連単： １３８，５７１，４００円 計： ４５０，０１６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３６０円 � １７０円 � ５１０円 枠 連（５－８） ７８０円

馬 連 �� １，９３０円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ３，２４０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １１，４６０円 ３ 連 単 ��� ７３，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２２５８１８ 的中 � １４６８９（５番人気）
複勝票数 計 ３９３５８５ 的中 � ２６０４０（５番人気）� ８１２０５（１番人気）� １６９８０（８番人気）
枠連票数 計 ２７０２８３ 的中 （５－８） ２５８５８（３番人気）
馬連票数 計 ６８７６９４ 的中 �� ２６３８７（５番人気）
馬単票数 計 ４３４４０７ 的中 �� ５６６７（１９番人気）
ワイド票数 計 ２７４９６６ 的中 �� ９３９７（５番人気）�� ２００３（３８番人気）�� ６３１９（８番人気）
３連複票数 計 ８２７７００ 的中 ��� ５３３２（３６番人気）
３連単票数 計１３８５７１４ 的中 ��� １３９７（２２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．６―１２．３―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．８―４７．１―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フローラルホール �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１２．１２ 中山４着

２００８．３．２６生 牝４鹿 母 フラワリーウーフ 母母 パ ル カ エ １５戦２勝 賞金 ２１，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 ダイゴロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダイゴロー号は，平成２４年３月１８日から平成２４年４月１６日まで出走停止。停止期間の満了後に開

催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 プランシングレディ号



０５０８１ ３月１７日 雨 重 （２４中山２）第７日 第９競走 ��１，８００�
か ま が や

鎌 ケ 谷 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
鎌ケ谷市長賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１０ バイタルスタイル 牝５栗 ５５ 江田 照男 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６４± ０１：５３．１ ３５．７�

７９ ケープタウンシチー 牝７青 ５５ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４７４＋ ２１：５３．６３ ６．１�
３３ ソウルフルヴォイス 牝５鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
６８ クラックシード 牝５黒鹿５５ 田中 勝春 �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 ４４２＋１０１：５３．８１ ３．３�
６７ � トーセンノーブル 牝４鹿 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７４－ ２１：５３．９� １０７．９	
５６ ダイヤモンドアスク 牝４黒鹿５５ 武 豊廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４２－ ４ 〃 アタマ １２．３

２２ ハイタッチクイーン 牝５栗 ５５ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４５０± ０１：５４．０� ８．６�
１１ ミッキーレモン 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４７８－ ４１：５４．５３ ８．２�
４４ ラークキャロル 牝６鹿 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ８１：５４．６クビ ６０．０
５５ ハッピーグラス 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５０± ０１：５４．８１� １１．０�
８１２ プ ラ ー ジ ュ 牝６鹿 ５５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６± ０１：５５．２２� ９３．８�
８１１� バージンサファイヤ 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真泉 一郎氏 嶋田 潤 浦河 馬道 繁樹 ４４８＋ ４ 〃 クビ ４９０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，０８７，８００円 複勝： ５０，９２０，８００円 枠連： ２３，５６０，９００円

馬連： １００，７６８，７００円 馬単： ６３，０９４，７００円 ワイド： ３２，８９５，３００円

３連複： １１０，０７９，５００円 ３連単： ２２５，４５２，７００円 計： ６３９，８６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５７０円 複 勝 � ７５０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（７－７） ９，４５０円

馬 連 �� ９，６７０円 馬 単 �� ２４，３３０円

ワ イ ド �� １，９７０円 �� １，６４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ９，９２０円 ３ 連 単 ��� １１０，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３３０８７８ 的中 � ７３１６（８番人気）
複勝票数 計 ５０９２０８ 的中 � １３１０３（８番人気）� ７２６８２（３番人気）� １００４２８（２番人気）
枠連票数 計 ２３５６０９ 的中 （７－７） １８４１（２１番人気）
馬連票数 計１００７６８７ 的中 �� ７６９４（２５番人気）
馬単票数 計 ６３０９４７ 的中 �� １９１４（５６番人気）
ワイド票数 計 ３２８９５３ 的中 �� ３８３８（２４番人気）�� ４６４１（２１番人気）�� ２５４４１（３番人気）
３連複票数 計１１００７９５ 的中 ��� ８１９１（３３番人気）
３連単票数 計２２５４５２７ 的中 ��� １５１２（３０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３８．４―５１．３―１：０３．９―１：１６．７―１：２８．９―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バイタルスタイル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．８．１６ 新潟７着

２００７．２．２４生 牝５栗 母 ヒシバイタル 母母 バードキャット １９戦４勝 賞金 ５０，６４５，０００円

０５０８２ ３月１７日 雨 重 （２４中山２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

か ん こ く ば じ か い

韓 国 馬 事 会 杯
発走１５時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
韓国馬事会賞（１着）

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 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
１：３１．４

良

良

５８ ドリームバスケット 牡５栗 ５７ 柴田 善臣セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５４± ０１：３７．６ ４．１�

３５ フラワーロック 牝４鹿 ５５ 丸山 元気�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６６± ０１：３７．７� ８．４�
６１１ ミヤビファルネーゼ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７２＋ ２１：３７．８� １２．７�
２３ プリンセスメモリー 牝５鹿 ５５ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４０８－ ２１：３８．１１� １０．１�
７１３ ポケッタブルゲーム 	７栗 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４７２＋２４ 〃 クビ １０３．８�
４６ 
 ブルーデインヒル 牡７鹿 ５７ 石橋 脩 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４８０－ ２１：３８．２� １１５．０	
８１４� アロマンシェス 牡８鹿 ５７ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７０－ ６１：３８．３クビ ５２．９

１１ サザンスターディ 牡６鹿 ５７ 松岡 正海南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２８－ ２１：３８．４� ３４．０�
４７ ム ク ド ク 	６青鹿５７ 津村 明秀平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ４ 〃 ハナ １２．７�
５９ クーデグレイス 牝６黒鹿５５ 内田 博幸吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９２－ ６１：３８．５クビ ５．８
２２ ディープサウンド 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：３９．０３ ３．７�
３４ ブラボースキー 牡４栗 ５７ 田辺 裕信松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ８１：３９．１クビ ２８．９�
７１２� サクラネクスト 牡８栗 ５７ 三浦 皇成�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 B４７４－ ８１：３９．２� １７８．８�
６１０ ピースピース 牡６鹿 ５７ 武 豊��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １５．７�
８１５ スティルゴールド 牡５黒鹿５７ 田中 勝春青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８６± ０１：３９．５１� ４４．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，３９５，８００円 複勝： ６４，３６３，６００円 枠連： ４０，３０７，６００円

馬連： １４１，０１７，４００円 馬単： ７７，７５６，７００円 ワイド： ４８，４４９，４００円

３連複： １５９，３１７，２００円 ３連単： ２８７，６０８，５００円 計： ８５７，２１６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ３００円 � ３４０円 枠 連（３－５） １，０５０円

馬 連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ４，５００円

ワ イ ド �� ８８０円 �� １，０５０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ９，４７０円 ３ 連 単 ��� ４１，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３８３９５８ 的中 � ７５０３９（２番人気）
複勝票数 計 ６４３６３６ 的中 � １１７１６７（１番人気）� ５３５６８（４番人気）� ４４２８２（６番人気）
枠連票数 計 ４０３０７６ 的中 （３－５） ２８３７６（５番人気）
馬連票数 計１４１０１７４ 的中 �� ５０１１２（４番人気）
馬単票数 計 ７７７５６７ 的中 �� １２７７０（１４番人気）
ワイド票数 計 ４８４４９４ 的中 �� １３８４７（６番人気）�� １１４９９（１２番人気）�� ５７８３（２４番人気）
３連複票数 計１５９３１７２ 的中 ��� １２４２５（３０番人気）
３連単票数 計２８７６０８５ 的中 ��� ５１０２（１０６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１２．０―１２．２―１２．２―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．４―５９．６―１：１１．８―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームバスケット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Night Shift デビュー ２００９．８．３０ 新潟３着

２００７．５．２２生 牡５栗 母 ピクニックムード 母母 Dinner Out ２３戦５勝 賞金 ７８，４３１，０００円
〔制裁〕 プリンセスメモリー号の騎手北村宏司は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番・７番への進路影

響）



０５０８３ ３月１７日 雨 重 （２４中山２）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第２６回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
２，０００万円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ３４，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，５００，０００円 ５，１００，０００円 ３，４００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１３ オメガハートランド 牝３鹿 ５４ 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１８± ０１：５３．３ １０．２�

４７ メイショウスザンナ 牝３鹿 ５４ 武 豊松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４４０－ ８１：５３．６１	 ３．６�
５９ サンキューアスク 牝３黒鹿５４ 内田 博幸廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ３１．８�
７１４ ヘレナモルフォ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ ６．１�
３６ キャトルフィーユ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４４６－ ２１：５３．７
 ７．５�
１１ ブリッジクライム 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：５３．８	 １２．４	
５１０ セ シ リ ア 牝３栗 ５４ 丸山 元気田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４３４－１４１：５３．９
 ３６．６

８１６ ターフデライト 牝３青 ５４ 田辺 裕信�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５４．１１ ４０．７�
１２ ラスヴェンチュラス 牝３鹿 ５４ 村田 一誠西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４０８－ ８ 〃 アタマ ９．５
２４ マイネボヌール 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４３８－ ８１：５４．２クビ ６．９�
６１１ コ リ ー ヌ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８－ ６１：５４．６２
 １２６．９�
４８ ミヤコマンハッタン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ １８．３�
３５ ヴュルデバンダム 牝３青鹿５４ 木幡 初広山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４５０－１０１：５４．７クビ １２１．４�
２３ チャーチクワイア 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：５５．３３
 １４．６�
８１５ ス カ ー レ ル 牝３栗 ５４ 津村 明秀吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：５６．６８ ４１．４�
６１２ ゴールデンポケット 牝３栗 ５４ 武士沢友治小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 ４５２－ ８１：５６．９２ １２５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７９，９４４，９００円 複勝： １２８，２２９，５００円 枠連： ８６，５４５，１００円

馬連： ３８３，０７９，６００円 馬単： １８３，８１６，８００円 ワイド： １１５，２３０，４００円

３連複： ５０１，４１４，０００円 ３連単： ８６３，６３４，６００円 計： ２，３４１，８９４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３１０円 � １７０円 � ７１０円 枠 連（４－７） ６１０円

馬 連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ４，４５０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ２１，５７０円 ３ 連 単 ��� １１４，０６０円

票 数

単勝票数 計 ７９９４４９ 的中 � ６２１５８（６番人気）
複勝票数 計１２８２２９５ 的中 � １０２５７５（５番人気）� ２６５４１６（１番人気）� ３７４３９（１０番人気）
枠連票数 計 ８６５４５１ 的中 （４－７） １０５０４０（１番人気）
馬連票数 計３８３０７９６ 的中 �� １２９４６７（７番人気）
馬単票数 計１８３８１６８ 的中 �� ２４６２３（１６番人気）
ワイド票数 計１１５２３０４ 的中 �� ３３７１８（７番人気）�� ６１７５（５４番人気）�� １５７４６（２４番人気）
３連複票数 計５０１４１４０ 的中 ��� １７１５９（７８番人気）
３連単票数 計８６３６３４６ 的中 ��� ５５８８（４１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．１―１２．８―１３．０―１２．９―１２．５―１２．３―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．６―３７．４―５０．４―１：０３．３―１：１５．８―１：２８．１―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
１
３
１４，８（５，１２）１６（１０，１１）７（４，１５）（１，１３）－（３，６）９，２
１４，８（５，１２，１６）（７，１０，１１）（１，４）（３，１５，１３）－（９，６）２

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

勝馬の
紹 介

オメガハートランド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．９．４ 新潟１着

２００９．４．１２生 牝３鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス ６戦３勝 賞金 ５６，２５４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アンアヴェンジド号・ゴールデンナンバー号・タイキソレイユ号・ハイリリー号・ハッピーウィーク号・

フジキラメキ号・ミッドサマーフェア号

０５０８４ ３月１７日 雨 重 （２４中山２）第７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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４５ � テープカット 牡５鹿 ５７ 北村 宏司橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０± ０１：５０．８ ４．７�

６１０ エーシンテンモク 牡５鹿 ５７ 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４９６＋ ２１：５１．０１� ７．９�
２２ サクラヒストリー 牡６鹿 ５７ 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５３２－ ２１：５１．１� ３．８�
４６ ヤマタケディガー 牡６栗 ５７ 丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６２－ ４１：５１．２� １６．７�
１１ ナイトフッド 牡６青鹿５７ 内田 博幸 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５１０＋ ６１：５１．４１	 ９．３�
５７ ドリームアライブ 
６黒鹿５７ 岩田 康誠前田 晋二氏 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３８± ０ 〃 ハナ ４．１	
７１２ ディアブラスト 牡５黒鹿５７ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８６± ０１：５１．６１	 ４０．２

７１１ ゴールドロジャー 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９６＋ ６１：５１．８� ２１．１�
６９ エフティファラオ 
６鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 早来 ノーザンファーム ４６０－１２１：５２．３３ １０２．２�
８１４ タイキジャガー 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８６＋ ４１：５２．４クビ ３７．４
３４ ウ イ ン ク 牝７鹿 ５５ 田辺 裕信河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８６＋ ８ 〃 クビ ５６．９�
８１３ クラリスピンク 牝４青 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５２．７１� ７０．８�
５８ メジロハクリュウ 牡４鹿 ５７ 小林 淳一岩� 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８－１４１：５２．９１ ３０．８�
３３ ヤマニンアストレア 牝５黒鹿５５ 江田 照男土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５８－ ８１：５３．３２� １４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４４，４６２，２００円 複勝： ７２，７２９，１００円 枠連： ３４，９６７，３００円

馬連： １３９，４５２，２００円 馬単： ７７，６３３，５００円 ワイド： ５４，７４０，５００円

３連複： １６５，４２９，４００円 ３連単： ３１７，４５０，０００円 計： ９０６，８６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（４－６） １，７００円

馬 連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，１６０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ４８０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� ２０，７３０円

票 数

単勝票数 計 ４４４６２２ 的中 � ７５０５９（３番人気）
複勝票数 計 ７２７２９１ 的中 � １１２１５８（２番人気）� ７０９３９（４番人気）� １１１９９８（３番人気）
枠連票数 計 ３４９６７３ 的中 （４－６） １５２４２（７番人気）
馬連票数 計１３９４５２２ 的中 �� ４９７３９（９番人気）
馬単票数 計 ７７６３３５ 的中 �� １８１６６（１０番人気）
ワイド票数 計 ５４７４０５ 的中 �� １８８３４（６番人気）�� ２９８２８（３番人気）�� １７２７０（８番人気）
３連複票数 計１６５４２９４ 的中 ��� ３７３６８（７番人気）
３連単票数 計３１７４５００ 的中 ��� １１３０５（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．４―４９．０―１：０１．３―１：１３．４―１：２５．９―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�テープカット �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ウォーニング

２００７．３．１２生 牡５鹿 母 セ イ カ ア プ 母母 サンデーズシス １６戦２勝 賞金 ２２，３００，０００円
初出走 JRA



（２４中山２）第７日 ３月１７日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
良後稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３２，５９０，０００円
７，２６０，０００円
１，７４０，０００円
２０，９５０，０００円
６０，６７２，０００円
５，４００，４００円
１，６８０，０００円

勝馬投票券売得金
３４９，９４０，１００円
５７４，７２８，９００円
３０８，２８９，２００円
１，１５９，７２２，９００円
６７７，１７０，０００円
４１６，５９４，９００円
１，４３１，３５７，８００円
２，５４０，０３３，７００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 ７，４５７，８３７，５００円

総入場人員 １４，５２５名 （有料入場人員 １３，１８８名）


