
０５０３７ ３月５日 晴 重 （１８中山２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

３５ � リワードアロン 牡３栗 ５６ 江田 照男宮崎忠比古氏 田子 冬樹 浦河 有限会社
リワード ４６４＋ ６１：１３．７ １３．６�

７１３� エイコーロマン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ １４１．８�
８１５ ロードフィーバー 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �ロードホースクラブ 加藤 征弘 三石 幌村牧場 ５０２＋ ６１：１３．８� ４．５�

（伊）

６１２� アゴヒゲイッポン 牡３栗 ５６ 武 豊小池 宗人氏 杉浦 宏昭 静内 出羽牧場 ４９０－ ６１：１４．１１� ２．２�
７１４� カネショウサンデー 牡３栗 ５６ 小林 淳一清水 正裕氏 富田 一幸 青森 荒谷牧場 ４８０－ ２１：１４．２� ４８０．９�
５１０� ローランシャルフ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海斉藤 敏博氏 相沢 郁 三石 元道牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ７．８�
３６ ビッグユニット 牡３鹿 ５６ 内田 博幸杉山 美惠氏 保田 一隆 三石 明治牧場 ４６２－ ４１：１４．４１� １４．２	

（大井）

１２ � バクシンキータ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣酒井 秀男氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク
牧場 ４４０＋ ２１：１４．５クビ ５．８


４８ � タカトモゴールド 牡３栗 ５６ 石橋 脩�橋 顕輔氏 大和田 稔 宮城 高友産業 ４２０＋ ６ 〃 ハナ ４３５．９�
２４ � カシマウェイヴ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司鹿島 直麿氏 高市 圭二 新冠 小泉 学 ４３０＋ ２１：１４．６� １１３．６�
１１ トレンドシチー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 松永 勇 浦河 佐々木 忠義 ４３４± ０ 〃 クビ １８１．７
６１１ サザンウインド 牡３鹿 ５６

５４ △丹内 祐次中村 昭博氏 堀井 雅広 静内 飛野牧場 ４９０－ ２１：１４．８１� ６５．７�
４７ シノワールド 牝３鹿 ５４ 高山 太郎志野 昭夫氏 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４６６＋ ８１：１４．９� ４２．５�
５９ � メジログレイブス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４２２＋ ２１：１５．０� ６３．２�
８１６ タマモヘヴン 牡３鹿 ５６

５４ △津村 明秀タマモ� 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４８０－ ８１：１５．３１� １７．４�
２３ カシノスズラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥柏木 務氏 二本柳俊一 三石 平野牧場 B４４０＋ ２１：１５．６１� ３９２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３０７，３００円 複勝： ２８，０６１，４００円 枠連： ２９，７２４，６００円

普通馬連： ８９，３３３，２００円 馬単： ８２，５６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８９９，０００円

３連複： １１１，２１１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３８４，１０４，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ３５０円 � １，０９０円 � ２１０円 枠 連（３－７） １５，７３０円

普通馬連 �� ６１，８５０円 馬 単 �� １００，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，９１０円 �� ９１０円 �� ６，７８０円

３ 連 複 ��� ９５，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８３０７３ 的中 � １０６１９（５番人気）
複勝票数 計 ２８０６１４ 的中 � ２１１０１（５番人気）� ５５７６（９番人気）� ４２６３７（２番人気）
枠連票数 計 ２９７２４６ 的中 （３－７） １３９５（２６番人気）
普通馬連票数 計 ８９３３３２ 的中 �� １０６６（６１番人気）
馬単票数 計 ８２５６７４ 的中 �� ６０７（１０５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８９９０ 的中 �� ４６１（５９番人気）�� ７１０７（１１番人気）�� ８８３（４７番人気）
３連複票数 計１１１２１１３ 的中 ��� ８６２（１３５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．５―１３．２―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．６―５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３９．６
３ ７（１５，１６）（６，１１，５，１２）１３，２（４，１４）－１－１０－８，３－９ ４ ・（７，１５）（６，１６，１２）５，１３，１１（２，１４）（１，４，１０）＝８－３－９

勝馬の
紹 介

�リワードアロン �
�
父 フサイチソニック �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００５．１２．４ 中山３着

２００３．４．２５生 牡３栗 母 リワードムーラン 母母 ウィーアワーズ ５戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 タカトモゴールド号は，平成１８年４月５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０３８ ３月５日 晴 重 （１８中山２）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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
１：４８．４

重

重

５９ � キープユアスマイル 牝３栗 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４１２－１０１：５８．０ ４．０�

４７ � パ ッ サ リ ン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９２＋１０１：５８．４２� ２２．５�
（大井）

４８ ヒノクニオゴジョー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 信育成牧場 ４５６－１０ 〃 アタマ ３０６．７�
１１ � サクラキューティ 牝３青 ５４ 北村 宏司�さくらコマース河野 通文 静内 新和牧場 ４６４－２０１：５８．９３ １１２．２�
３６ � スクープトウショウ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０－ ６１：５９．２クビ＋１� ３．３�
５１０�� ハセノオリヒメ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文長谷川�一氏 大江原 哲 浦河 濱田牧場 ４３４－ ８１：５９．４１ ５３．７	
２３ � ショウナンバラード 牝３鹿 ５４ 武 豊
湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ２．１�
８１６� バイタルサイン 牝３栗 ５４

５２ △津村 明秀石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４６０－ ２１：５９．５クビ ４５８．３�
６１１� トーホウメボン 牝３芦 ５４ 江田 照男東豊物産� 菊川 正達 門別 三輪 幸子 ４３４＋ ４１：５９．７１� ４８４．２
１２ ディーズサンスーシ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 門別 中原牧場 ４４８－１０ 〃 クビ ８３．２�
３５ カラーニクチベニ 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次田島榮二郎氏 谷原 義明 浦河 大西ファーム ４６０＋ ２１：５９．９１ ５６６．９�
７１４ ショコラグラッセ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩三ツ矢組合 戸田 博文 浦河 桑田牧場 ４００＋１６２：００．０� ４２６．１�
７１３ ショウワインラヴ 牝３栗 ５４ 小林 淳一
昭和牧場 星野 忍 浦河 昭和牧場 ４４０－１０ （降着） １７．８�
８１５�� コスモアクチュアル 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓岡田美佐子氏 稲葉 隆一 門別 石原牧場 ４４０－ ２２：００．１クビ ２３１．２�
２４ � ミヤギカントリー 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳菅原 光博氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４３２＋ ４２：０１．４８ ６２３．６�
６１２ ナンヨーノコイ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘中村 �也氏 池上 昌弘 浦河 梅田牧場 ４３４－１０２：０１．７１� １７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１１２，０００円 複勝： ２４，９７８，３００円 枠連： ３７，０２３，５００円

普通馬連： １０４，２３２，９００円 馬単： １０９，８５６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８００，２００円

３連複： １２７，５１０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５６，５１４，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ４８０円 � ５，２３０円 枠 連（４－５） ５，１５０円

普通馬連 �� ４，２２０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� １０，４９０円 �� ２３，７７０円

３ 連 複 ��� １７７，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６１１２０ 的中 � ５１５６７（３番人気）
複勝票数 計 ２４９７８３ 的中 � ４９２８８（３番人気）� １２５６２（５番人気）� ９７３（１３番人気）
枠連票数 計 ３７０２３５ 的中 （４－５） ５３０７（１３番人気）
普通馬連票数 計１０４２３２９ 的中 �� １８２５０（１２番人気）
馬単票数 計１０９８５６９ 的中 �� １１９９０（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８００２ 的中 �� ５１１９（１２番人気）�� ６１９（４９番人気）�� ２７２（７０番人気）
３連複票数 計１２７５１０９ 的中 ��� ５３１（１５０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１３．５―１４．３―１４．０―１３．３―１３．０―１３．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３７．６―５１．９―１：０５．９―１：１９．２―１：３２．２―１：４５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３８．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�キープユアスマイル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００５．８．１４ 新潟２着

２００３．４．６生 牝３栗 母 メ ロ ウ キ ス 母母 フアーストラブ ６戦１勝 賞金 １３，８５０，０００円
〔降着〕 ショウワインラヴ号は，５位〔タイム１分５９秒０，着差クビ〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して「ショコラグラッセ」号

の走行を妨害したため１３着に降着。
〔制裁〕 ショウワインラヴ号の騎手小林淳一は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成１８年３月１１日から平成１８年３月

１９日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コスモロザリオ号・サンマルセイコー号
※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。



０５０３９ ３月５日 晴 重 （１８中山２）第４日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

５１０� シルクプラチナム 牡３芦 ５６ 内田 博幸有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１０ ―１：１３．１ ４．５�
（大井）

８１５� トーヨーコジーン 牡３芦 ５６ 横山 典弘�トーヨークラブ 古賀 史生 米
Grapestock LLC &
Westwood Thor-
oughbreds LLC

５０２ ―１：１３．６３ ４．３�
１１ � クーデュパン 牡３芦 ５６ 安藤 勝己松尾 正氏 石毛 善彦 米 Mary Jane

Callander B４９０＋ ２ 〃 クビ ２．１�
４８ クラヴィーア 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４４６－ ８ 〃 ハナ ２６．３�
４７ ベルモントバレット 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント
ファーム ４１８－ ４１：１３．８１ ８２．０�

５９ � シンボリプロキオン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０４－ ４１：１４．３３ ８．６	
７１３ シアトルナカヤマ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ２１．３

１２ �� トーセンピュア 牝３黒鹿５４ 江田 照男島川 �哉氏 堀井 雅広 静内 へいはた牧場 ４２０＋ ２１：１４．４クビ １７８．８�
２３ �� カネスザブレーブン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 三石 筒井 征文 ４２６－ ２ 〃 アタマ １５２．５
８１６� セイカホルン 牡３栗 ５６ 鈴木 慶太久米 誠氏 稲葉 隆一 浦河 永田 克之 ４２０＋ ４１：１４．６１	 １９６．２�
３５ � ノーブルウィング 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人中村 浩章氏 中野 栄治 栃木 東京サラブレッ
ドビューロー ４６０＋ ６１：１４．８１ ３２３．０�

３６ � カンセイルーセント 牡３青鹿５６ 木幡 初広山田 春枝氏 佐々木亜良 新冠 蛯名牧場 ４５８－１０１：１５．０１	 ４２３．１�
２４ � ミスティアスガイ 牡３黒鹿５６ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 門別 大矢牧場 ４４６± ０１：１５．１
 １００．４�
７１４ サトノアリオン 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４８０± ０１：１５．３
 １３．２�
６１２ アルファジュリア 牝３芦 ５４ 北村 宏司�貴悦 西塚 安夫 三石 澤田 嘉隆 ４０８－ ８１：１６．０４ ９８．８�
６１１� コスモエージェント 牡３栗 ５６ 村田 一誠岡田美佐子氏 内藤 一雄 浦河 今井 秀樹 ４４０＋ ２１：１７．１７ ７５１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５８８，３００円 複勝： ２８，０６５，９００円 枠連： ４７，７５０，２００円

普通馬連： ９８，６５５，０００円 馬単： ９６，９８９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０７３，６００円

３連複： １２３，５３３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４４６，６５５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（５－８） ４６０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２８０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４５８８３ 的中 � ４３０６４（３番人気）
複勝票数 計 ２８０６５９ 的中 � ４３０１０（３番人気）� ４７２２５（２番人気）� ８８７４１（１番人気）
枠連票数 計 ４７７５０２ 的中 （５－８） ７７５１３（３番人気）
普通馬連票数 計 ９８６５５０ 的中 �� ６９４６４（４番人気）
馬単票数 計 ９６９８９２ 的中 �� ３４５２７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０７３６ 的中 �� １５４７３（５番人気）�� ２４９６２（３番人気）�� ３０１３３（１番人気）
３連複票数 計１２３５３３０ 的中 ��� １１６４８６（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１２．２―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．８―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シルクプラチナム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

２００３．４．１８生 牡３芦 母 グラスファッション 母母 サ ウ ン ド １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 トーヨーコジーン号は，発走地点で馬装整備（負担重量の再確認）。発走時刻７分遅延。

トーヨーコジーン号は，発進不良。
〔制裁〕 トーヨーコジーン号の騎手横山典弘は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔３走成績による出走制限〕 カネスザブレーブン号は，平成１８年４月５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 ダンシングタイガー号
※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。



０５０４０ ３月５日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （１８中山２）第４日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� 基準タイム３：１１．４良・良

４５ � マルターズヒート 牝５栗 ５８ 白浜 雄造藤田与志男氏 坂口 正則 米
Omar Trevino, Dr. William
Rood & Gaines－Gentry Thor-
oughbreds

４８２＋ ８３：１７．０ ９．０�

１１ � サンダーロール 牡４鹿 ５９ 田中 剛 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４２± ０３：１７．４２� ２．４�
３３ � トーセンデルマーレ 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 星野 忍 三石 ヒサイファーム ４６８－ ８３：１７．７２ ４０．２�
２２ �� レオスターライト 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４５８－１４３：１８．７６ ３．３�
５７ � ジ ャ ガ ー 牡５栗 ６０ 金子 光希飯田 正氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ５１４＋１４３：１９．１２� １４．７	
３４ �	 コスモベルモット 牡６鹿 ６０ 山本 康志岡田美佐子氏 高橋 裕 静内 友田牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ ６．２

８１４� セリーンスカイ 牡４栗 ５９ 林 満明前田 幸治氏 武田 博 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４８２－ ４３：１９．２� １３．５�
７１２ オールゲイティー 
６鹿 ６０ 矢原 洋一臼田 浩義氏 土田 稔 新冠 勝川牧場 ４３２－ ６３：２０．７９ ３１．９�
６９ � ピエナビスケット 牡４栗 ５９ 穂苅 寿彦本谷 兼三氏 中川 公成 浦河 岡本牧場 ４３８－１０３：２１．２３ １４３．４
７１１� コスタデルソル 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大江原 哲 新冠 守矢牧場 ５１０＋２６３：２１．５１� ２１０．５�
８１３� アルバエース 牝４鹿 ５７ 宗像 徹�原 秀雄氏 菅原 泰夫 門別 加藤ステーブル ４５０± ０３：２２．５６ ２３５．９�
５８ ブルーウィザード 牡４鹿 ５９ 金折 知則 �荻伏レーシング・クラブ 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ５１４＋１４３：２５．０大差 ２６８．７�
６１０�	 タイキストライカー 
８芦 ６０ 鈴木 慶太村田 滋氏 吉永 正人 大樹 大樹ファーム ４６０＋１０３：２９．０大差 ２８７．８�
４６ � セイザンスピード 牡４青鹿５９ 北沢 伸也西山 知義氏 松元 茂樹 米 Haras Santa Ma-

ria de Araras S.A. ４６２－ ９ （競走中止） ２５．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，８９５，５００円 複勝： １８，５４６，０００円 枠連： ２９，７７２，５００円

普通馬連： ７８，９９３，９００円 馬単： ８２，７８５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７２２，１００円

３連複： １１０，７５１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５８，４６６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３３０円 � １３０円 � ５１０円 枠 連（１－４） １，２００円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ２，８９０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� １３，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８９５５ 的中 � １５６９０（４番人気）
複勝票数 計 １８５４６０ 的中 � １１５９２（５番人気）� ６２０７９（１番人気）� ６７１４（７番人気）
枠連票数 計 ２９７７２５ 的中 （１－４） １８４６０（４番人気）
普通馬連票数 計 ７８９９３９ 的中 �� ３６５４２（４番人気）
馬単票数 計 ８２７８５１ 的中 �� １６９１７（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７２２１ 的中 �� ８１７６（５番人気）�� １６０８（３０番人気）�� ３６１６（１６番人気）
３連複票数 計１１０７５１５ 的中 ��� ６０４３（４３番人気）

上り １マイル １：５０．７ ４F ５３．４－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マルターズヒート �
�
父 Old Trieste �

�
母父 Sunshine Forever デビュー ２００３．１０．１１ 京都１着

２００１．２．３生 牝５栗 母 Heat Is On 母母 Barbs Dancer 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔競走中止〕 セイザンスピード号は，２号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アートレータ号・エイシンヴァイデン号・オンワードタトゥ号・ゴールドデビルマン号・シルバーデューク号・

ゼンノエキスプレス号・テルミドール号・トウショウドラマ号・トウショウフラッグ号・ドラールブライトン号・
ドローアウター号・バトルウインロード号・ハバナフォンテン号・マイネルスピニッチ号・マイハマムスメ号・
マウントフォンテン号・マザーツリー号・メイスンボーイ号・ユウターアクティブ号・ライブインザムーン号



０５０４１ ３月５日 晴 良 （１８中山２）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

８１６�� キストゥヘヴン 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４２４－ ４１：３６．０ ４．２�

３６ � スイートローレライ 牝３芦 ５４ M．デムーロシンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro
Wada ４８０－ ６１：３６．３２ ８．８�

（伊）

６１２� ミヤマリンドウ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４６２－ ６１：３６．６２ ４８．２�
５９ � ビートローズ 牝３黒鹿５４ 武 豊林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 ４７６－ ４１：３６．７クビ ６．４�
２４ � クルミチャン 牝３鹿 ５４

５２ △津村 明秀瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２１：３７．３３	 ６７．５�
７１４ シュウザンジャンプ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎平 正幸氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ ３２．２�
１２ シルクルーラー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一有限会社シルク富田 一幸 新冠 松浦牧場 ４２６－１４１：３７．４
 １９２．３	
１１ �� サ フ ィ ー ル 牝３黒鹿５４ 村田 一誠岡田 牧雄氏 後藤 由之 三石 前川牧場 ４２６± ０１：３７．５クビ １０３．２

８１５ パブリッシャー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４０－１０１：３７．７１	 ２．７�

（大井）

５１０�� ケンブリッジマイア 牝３栃栗５４ 田中 勝春中西 宏彰氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６ 〃 クビ ４．６�
４８ スプリングザスパ 牡３鹿 ５６ 田中 剛加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４３２－ ６１：３７．８クビ ７０．７
７１３� メジロアダージョ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺 メジロ牧場 ４７２＋ ４１：３８．１１
 ３３．１�
２３ カイシュウワンダー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４６６＋ ６１：３８．２
 ２３０．１�
３５ � レディフライト 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �ロードホースクラブ 的場 均 三石 ケイアイファーム ４２０－ ６１：３８．３クビ ３５．７�
６１１� ウエスタンフォルス 牝３鹿 ５４ 石橋 脩西川 賢氏 郷原 洋行 静内 北西牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ３５９．２�
４７ ローランフェルド 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹斉藤 敏博氏 中野渡清一 浦河 尾野 一義 ４８８－１０１：３８．４	 ５１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８８８，９００円 複勝： ３８，９００，６００円 枠連： ４５，０４７，１００円

普通馬連： １１９，０８９，５００円 馬単： １０７，７８５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９１１，４００円

３連複： １４０，２６４，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５０７，８８７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ２６０円 � ７８０円 枠 連（３－８） ６９０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２，２００円 �� ２，４７０円

３ 連 複 ��� １７，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６８８８９ 的中 � ５１０１０（２番人気）
複勝票数 計 ３８９００６ 的中 � ７５６０９（２番人気）� ４０２３２（５番人気）� １０１７２（７番人気）
枠連票数 計 ４５０４７１ 的中 （３－８） ４８６０９（３番人気）
普通馬連票数 計１１９０８９５ 的中 �� ５５９４０（８番人気）
馬単票数 計１０７７８５８ 的中 �� ２９５６８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９１１４ 的中 �� １４５１３（６番人気）�� ３２３５（２０番人気）�� ２８６６（２８番人気）
３連複票数 計１４０２６４１ 的中 ��� ５７８９（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３５．４―４７．４―５９．８―１：１２．２―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．２

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

勝馬の
紹 介

�
�
キストゥヘヴン �

�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１２．１７ 中山２着

２００３．４．２５生 牝３鹿 母 ロングバージン 母母 ス イ ー ブ ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００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） ２頭 タツグレース号・ミステリーショック号
（非抽選馬） １頭 グレースアロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０４２ ３月５日 晴 良 （１８中山２）第４日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

８１５ マルターズロビン 牡３栗 ５６ 四位 洋文藤田与志男氏 柴崎 勇 浦河 荻伏服部牧場 ５１４ ―２：０６．７ ２０．６�

３５ � ゴールドキング 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �ゴールドレーシング 藤沢 和雄 静内 矢野牧場 ５３８ ― 〃 アタマ ２．３�
５１０� メジロラルゴ 牝３青鹿５４ 内田 博幸メジロ商事� 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ４３６ ―２：０６．８� ９．５�

（大井）

２３ シルクスピリット 牡３栗 ５６ 武士沢友治有限会社シルク中野渡清一 門別 ヤナガワ牧場 ４９４ ―２：０６．９クビ ７１．０�
４７ 	 コスモラナップ 牡３栗 ５４

５２ △津村 明秀岡田美佐子氏 池上 昌弘 豪
Gainsborough
Stud（Austra-
lia）Pty Ltd

４７２ ―２：０７．０� １６０．８�
１２ � サムライショウグン 牡３鹿 ５６ 武 豊青山 洋一氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７０ ―２：０７．２１
 １２．４�
１１ シーユーサンデー 牝３栃栗５４ 田中 勝春 	サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４８４ ―２：０７．５２ ６．９

７１３� カシマワンダー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹鹿島 直麿氏 高市 圭二 三石 土田農場 ５３０ ―２：０７．６クビ ２８．７�
６１２ ディスパーロ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５００ ―２：０８．１３ ３．１�
８１６	 ロットバルト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 久保田貴士 愛 Saud Bin

Saad ４５２ ―２：０８．４１� ４５．５
７１４ ローランウェルズ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ４８８ ― 〃 ハナ １２７．０�
６１１ ユーコードン 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳�有恒 小林 常泰 青森 荒谷牧場 ４８４ ―２：０８．８２� ３０９．１�
３６ � サ ド ン リ ー 牡３鹿 ５６ 江田 照男浅野 恭秀氏 田子 冬樹 新冠 ヤマタケ牧場 ４４８ ―２：０９．６５ ２２９．０�
２４ � プラチナパワー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥玉置 潔氏 高橋 義博 浦河 冨岡 博一 ４４２ ―２：０９．８１� ２９１．７�
５９ 	 ブラックフリスビー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 佐藤 吉勝 米

Tom Zwiesler,
Robert Jones &
Cashel Stud, Inc

４２４ ―２：１１．３９ １９９．６�
４８ �� セレナドリーム 牡３青鹿

５６
５３ ▲大野 拓弥島川 利子氏 菅原 泰夫 三石 田中 春美 ４７８ ―２：１１．６１� ２６４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，５７４，８００円 複勝： ２６，２１４，９００円 枠連： ３３，６９５，８００円

普通馬連： １０５，５９６，０００円 馬単： １０５，５６３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８１３，３００円

３連複： １２４，０１７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５０，４７６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０６０円 複 勝 � ３５０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（３－８） １，４６０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ６，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� １，４５０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９５７４８ 的中 � １１３４４（６番人気）
複勝票数 計 ２６２１４９ 的中 � １５４５９（６番人気）� ６４９３０（１番人気）� ２９４０７（４番人気）
枠連票数 計 ３３６９５８ 的中 （３－８） １７０８８（５番人気）
普通馬連票数 計１０５５９６０ 的中 �� ３７０３０（７番人気）
馬単票数 計１０５５６３４ 的中 �� １１７７４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８１３３ 的中 �� ８７７４（８番人気）�� ４１２６（１６番人気）�� １４６５５（３番人気）
３連複票数 計１２４０１７９ 的中 ��� ２４２７９（１２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１３．３―１３．５―１３．５―１３．２―１３．０―１２．２―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．５―３７．８―５１．３―１：０４．８―１：１８．０―１：３１．０―１：４３．２―１：５４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マルターズロビン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００３．５．７生 牡３栗 母 デピュティアディラ 母母 Adira １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 セレナドリーム号の騎手大野拓弥は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウエスタンミリオン号・コスモノイン号・ジョウノエリザベス号・フアラライ号・フレッシュチェリー号
※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。



０５０４３ ３月５日 晴 良 （１８中山２）第４日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２４ � コスモスカイライン 牝３栗 ５４
５２ △丹内 祐次岡田美佐子氏 矢野 進 門別 松平牧場 ４２４＋ ２１：０９．５ ２３．４�

１２ � マリンフェスタ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 B４７２－ ４１：０９．６クビ ３．９�
７１４ バロンハーバー 牡３栗 ５６ 横山 典弘田中 博之氏 平井 雄二 平取 二風谷ファーム ４７８－ ２１：０９．７� ６．０�
１１ � ロードスウェアー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 土田 稔 新冠 �渡 信義 ４５０＋ ４ 〃 アタマ ５２．０�
６１２� ス ピ ン オ フ 牡３栗 ５６ 武 豊伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４６６＋ ２１：０９．８� ２．２�
５９ � ステラディクオーレ 牡３青鹿５６ M．デムーロ諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４２６± ０１：１０．４３� ６．１	

（伊）

４８ �	 エルツークィーン 牝３鹿 ５４ 山田 信大沖田 方子氏 山浦 武 門別 沖田牧場 ４６２－ ４１：１０．５� １５８．３

（船橋） （船橋）

８１５� ゴールドヴェイン 牡３鹿 ５６
５４ △津村 明秀池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４５０± ０１：１０．７１
 ７５．６�

８１６�	 ブラックキーラー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸常本 建輔氏 田島 寿一 門別 高澤 俊雄 B４５０＋ ３１：１０．９１� ８２．７�
（川崎） （大井）

４７ � リネンアピール �３鹿 ５６ 江田 照男戸山 光男氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム ４５４－１４ 〃 ハナ １１９．０
２３ � ミズサワゲンキ 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�畠山牧場 畠山 重則 浦河 浦河土肥牧場 ４３８＋ ８１：１１．１１ ５７３．０�
３５ �� ダンツバクシンオー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文山元 哲二氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 ４９８－ ８１：１１．２� ３６．０�
７１３� スプレッドアゲン 牝３栗 ５４

５１ ▲黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 由利 徳之 ４１８－ ８１：１１．３� ３４９．１�
５１０� スマートフレンズ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己大川 徹氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４３８＋ ２１：１１．４� １２．８�
３６ � マンマミーア 牡３芦 ５６

５３ ▲大野 拓弥 �天羽�治牧場 堀井 雅広 門別 小西 章 ４８２＋ ６１：１１．６１
 ５１６．３�
６１１ ベルモントユリア 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント

ファーム ４２６－ ４１：１１．９２ ４４２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，４２７，７００円 複勝： ３３，３５９，７００円 枠連： ３７，２７７，１００円

普通馬連： １４６，３２９，０００円 馬単： １３０，２３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，２７５，４００円

３連複： １５９，６９８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５７２，６００，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２，３４０円 複 勝 � ３２０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（１－２） ２，７７０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ８，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ９７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ３，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２４２７７ 的中 � １０９６４（６番人気）
複勝票数 計 ３３３５９７ 的中 � ２０８５２（６番人気）� ７７９９２（２番人気）� ５０４２４（３番人気）
枠連票数 計 ３７２７７１ 的中 （１－２） ９９６４（８番人気）
普通馬連票数 計１４６３２９０ 的中 �� ４０４４５（１０番人気）
馬単票数 計１３０２３３３ 的中 �� １０８９７（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３２７５４ 的中 �� ８８０９（１０番人気）�� ７９７９（１１番人気）�� ２７５０３（３番人気）
３連複票数 計１５９６９８５ 的中 ��� ３０９８８（１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．０―１１．２―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３３．９―４５．１―５６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コスモスカイライン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００５．９．４ 新潟３着

２００３．４．１６生 牝３栗 母 レーシングスパイス 母母 トリプルエンコア １０戦２勝 賞金 １７，８５５，０００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） ４頭 ケイアイフォーユー号・ブラックシャドウ号・マイネルブーバリス号・マシーン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０４４ ３月５日 晴 重 （１８中山２）第４日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．２．４以降４歳５００・５歳以上
１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
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
１：４８．４

重

重

２３ メジロバーミューズ 牝４鹿 ５５ 武 豊�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４８６± ０１：５４．２ １．８�

１２ リスティアエナー 牝５黒鹿５５ M．デムーロ村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４６４＋ ４１：５４．５１� ５．５�
（伊）

７１３ シャドウキャスター 牝４鹿 ５５ 内田 博幸飯塚 知一氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ６１：５４．７１� ５．４�
（大井）

８１５ ビッグトワイニング 牝５鹿 ５５ 高山 太郎関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４７８＋ ２１：５５．３３� ５９．４�
４７ � ア ン ズ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �賀張中川牧場 佐々木亜良 門別 賀張中川牧場 ４４２－ ２１：５５．５１ ８９．１�
８１６ シャイニンブルー 牝６青鹿５５ 四位 洋文吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：５５．６� ９．１�
３５ アライブシチー 牝５鹿 ５５ 江田 照男 	友駿ホースクラブ 内藤 一雄 門別 富川田中牧場 ４０４－ ６１：５５．７� ２４．６

６１２	 グラスジャスミン 牝４栗 ５５ 武士沢友治伊東 純一氏 中野渡清一 新冠 駒沢 明憲 ４７０± ０１：５６．４４ ４６４．７�
５１０
 アイアムキラキラ 牝４鹿 ５５ 田中 剛堀 紘一氏 戸田 博文 浦河 高松牧場 B４６８＋ ６１：５７．７８ １３１．４�
１１ 	� マルタカデビュー 牝４鹿

５５
５２ ▲大野 拓弥高橋 義和氏 沢 峰次 新冠 エクセレンス

ファーム ４３４－ ６ 〃 クビ １５０．２
６１１
 タ マ ヒ カ ル 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 新冠 村上牧場 ４５８＋ ２１：５８．０１� １２．５�
７１４	� メロディーターン 牝４黒鹿５５ 小野 次郎沼尻 惇子氏 沢 峰次 新冠 ハシモトフアーム ４５０＋ ２１：５８．１クビ ４３９．８�
５９ タイキエトワール 牝４鹿 ５５ 田中 勝春�大樹ファーム 宗像 義忠 大樹 大樹ファーム ４８８＋１０１：５９．４８ ２５．２�
４８ ピューマカフェ 牝４青鹿５５ 吉永 護西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２２：００．３５ ８７．９�
３６ � アミフジハナザカリ 牝４黒鹿５５ 浜野谷憲尚�内藤牧場 矢野 照正 門別 内藤牧場 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ６９６．４�
２４ � ナ ア 牝４青 ５５ 伊藤 直人野島 春男氏 根本 康広 門別 野島牧場 ４４８－１４２：００．９３� ３２４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，３１６，９００円 複勝： ３２，３７８，２００円 枠連： ３８，３９７，２００円

普通馬連： １６０，３７８，７００円 馬単： １３６，０４８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，４３９，７００円

３連複： １７２，８５３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６０８，８１２，７００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（１－２） ５２０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３３１６９ 的中 � １４８５４２（１番人気）
複勝票数 計 ３２３７８２ 的中 � １０５８７２（１番人気）� ５００００（２番人気）� ４７７１３（３番人気）
枠連票数 計 ３８３９７２ 的中 （１－２） ５４６２８（１番人気）
普通馬連票数 計１６０３７８７ 的中 �� ２０１６２３（１番人気）
馬単票数 計１３６０４８６ 的中 �� １０８８００（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５４３９７ 的中 �� ４１１６５（１番人気）�� ４０５１９（２番人気）�� １２１５６（９番人気）
３連複票数 計１７２８５３４ 的中 ��� １３３１２８（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３６．４―４９．１―１：０２．０―１：１５．２―１：２８．４―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

メジロバーミューズ �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００４．７．１８ 新潟６着

２００２．４．１０生 牝４鹿 母 メジロエバート 母母 メジロエニフ １７戦２勝 賞金 ２７，３４０，０００円
〔発走状況〕 アミフジハナザカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ナア号の調教師根本康広は，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。
〔調教再審査〕 アミフジハナザカリ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキエトワール号・ピューマカフェ号・アミフジハナザカリ号・ナア号は，平成１８年４月５日まで

平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 メロディーターン号は，平成１８年４月５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０４５ ３月５日 晴 重 （１８中山２）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

おんじゅく

御 宿 特 別
発走１４時２５分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．３．５以降１８．２．２６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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１３� エイシンボーダン 牡５芦 ５８．５ 武 豊平井 豊光氏 鮫島 一歩 米 Betty
Chittum ５０２－ ６１：１１．３ １．４�

１１ �� ツタンカーメン 牡６黒鹿５５ M．デムーロ杉岡 時治氏 伊藤 雄二 様似 �村 伸一 ４９８± ０１：１１．４	 １６．２�
（伊）

３６ バ ー ズ ア イ 牡６黒鹿５６ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム B５１２－ ２１：１１．５クビ ６．０�
８１５� エイワショウグン 牡４黒鹿５５ 四位 洋文永井公太郎氏 松山 康久 米

Spendthrift
Farm LLC &
James Brown

５７２－ ４１：１１．７１
 ２１．８�
６１２� ブルーチェイサー 牝５黒鹿５０ 大野 拓弥篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ １１２．３�
５１０ ゴットザビート 牝４栗 ５２ 田中 勝春 �社台レースホース栗田 博憲 白老 白老ファーム ４７２－ ８ 〃 ハナ １１．１�
４８ リワードパットン 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４７２＋ ２１：１１．９１
 ２１．６	
２３ ダンシングホーク 牡７黒鹿５１ 柴田 未崎�サンコウ牧場 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ５１８＋ ６ 〃 アタマ ４８３．０

８１６�� サチノグローリ 牡６鹿 ５４ 小野 次郎佐藤 幸彦氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 ４９６＋ ６１：１２．０クビ ４１．９�
１２ マイネルクオリティ 牡７芦 ５３ 梶 晃啓 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 静内 ビツグレツドフアーム ５０８＋ ４１：１２．２１� ２３１．１
４７ パ レ ス ド ン 牡４鹿 ５３ 北村 宏司西村 豊氏 南田美知雄 平取 清水牧場 ５５２－ ４ 〃 ハナ １７７．８�
２４ � マルタカシャイン 牡６黒鹿５３ 小林慎一郎高橋 義和氏 矢作 芳人 新冠 赤石 久夫 B４９４＋ ２ 〃 ハナ ２３４．１�
３５ � ファンドリワールド 牡６栗 ５２ 菊沢 隆徳水戸 富雄氏 高橋 成忠 米

Elizabeth
P.Whelan &
David J.Whelan

４８４＋ ６１：１２．６２� ２１３．０�
７１４� エフテーコンコルド 牝４鹿 ５０ 江田 照男深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ５１８＋ ６ 〃 アタマ ９３．７�
６１１� ニシノイワイザケ ７鹿 ５４ 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ５３０± ０１：１２．８１
 ３９．６�

（大井）

５９ レザムルーズ 牝４栗 ５０ 村田 一誠�日進牧場 中野 隆良 浦河 成隆牧場 ４８６－ ４１：１３．６５ １９６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，３９１，２００円 複勝： ５２，４６１，０００円 枠連： ５３，４５９，１００円

普通馬連： ２４４，４３１，７００円 馬単： ２２３，１００，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，４３６，２００円

３連複： １８５，５７２，０００円 ３連単： ５６３，４３１，８００円 計： １，４２７，２８３，１００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（１－７） ８００円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １６０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ３，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４６３９１２ 的中 � ２７８４９１（１番人気）
複勝票数 計 ５２４６１０ 的中 � ２００３５７（１番人気）� ３５７４３（４番人気）� １０５６６６（２番人気）
枠連票数 計 ５３４５９１ 的中 （１－７） ４９６０５（４番人気）
普通馬連票数 計２４４４３１７ 的中 �� ２２５２９１（３番人気）
馬単票数 計２２３１００１ 的中 �� １８１４６６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８４３６２ 的中 �� ３５５０１（３番人気）�� １２５４８０（１番人気）�� １６７０６（９番人気）
３連複票数 計１８５５７２０ 的中 ��� １４３８３４（２番人気）
３連単票数 計５６３４３１８ 的中 ��� １２６８３８（５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１１．９―１１．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４６．０―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンボーダン �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Morning Bob デビュー ２００４．１．１２ 京都１着

２００１．４．２５生 牡５芦 母 Workout Wonder 母母 Jiving １５戦５勝 賞金 ８０，３４１，０００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 カソク号・タケショウヤマト号・タータンフィールズ号・トーセンラヴ号・ヒカルジェイエ号・ミヤギノダンシング号・

ロックバルスカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０４６ ３月５日 晴 良 （１８中山２）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�アクアマリンステークス

発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．３．５以降１８．２．２６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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４７ メテオバースト 牡５鹿 ５７．５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：３４．４ ５．３�

４８ � トウキュウトップ 牡４鹿 ５３ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８４－ ２１：３４．６１� ４０．９�
７１３ ブラックカフェ 牡６青鹿５６ 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 アタマ ４８．３�
１１ ミスティックエイジ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸ジョイ・レースホース� 飯田 雄三 三石 乾 皆雄 ４８０± ０１：３４．７クビ ７．５�

（大井）

３５ � ピカレスクコート 牡４鹿 ５５ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ １４．１�

２４ � ニホンピロキース 牡５芦 ５７ 安藤 勝己小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４７０－ ６ 〃 ハナ ５．４	
８１５� シンデレラボーイ 牡７黒鹿５６ 勝浦 正樹前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－ ８１：３４．８クビ ４２．２

５１０ サムライハート 牡４鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 伊藤 雄二 早来 ノーザンファーム ５０８± ０ 〃 クビ ２．７�
８１６	 レディーシップ 牝７栗 ５２ 石橋 脩伊達 秀和氏 柴田 政人 米 Hidekazu

Date ５０６－ ４１：３４．９
 ２２２．７�
６１２� クロユリジョウ 牝４鹿 ５１ 津村 明秀河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 藤田 泰蔵 ４８２－ ６１：３５．０
 ５１．１
３６ マイネルデュプレ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 ビツグレツドフアーム ４８８－ ２１：３５．１
 ８．８�
２３ � マルブツライト 牡４鹿 ５６ 松岡 正海大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４６８－１０ 〃 クビ ２０．３�
７１４ テンジンオーカン 牡７鹿 ５３ 横山 義行�テンジン 松山 康久 早来 吉田牧場 ５１２＋ ４１：３５．２クビ ２０７．７�
６１１	 マルターズホビー 牝４栗 ５３ 田中 勝春藤田与志男氏 柴崎 勇 米 J. K. Boutcher, J.

Stuart & P. Bance ４５４－ ２１：３５．５２ ２８．８�
５９ リメンバードリーム 牝４青 ５１ 村田 一誠 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ ３８３．３�
１２ サクラティガー �８鹿 ５３ 五十嵐雄祐�さくらコマース藤原 辰雄 浦河 谷田牧場 ４５８－１０１：３７．１１０ ４４２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６２，８８１，５００円 複勝： ８４，０２６，８００円 枠連： ７３，６７０，８００円

普通馬連： ３９４，７９１，９００円 馬単： ２５０，２３１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ８０，９８４，４００円

３連複： ２９４，４３９，１００円 ３連単： ６８９，９２７，４００円 計： １，９３０，９５３，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２４０円 � ８５０円 � ９６０円 枠 連（４－４） ９，４７０円

普通馬連 �� １０，１１０円 馬 単 �� １７，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７２０円 �� ３，２５０円 �� １０，２００円

３ 連 複 ��� ９８，６００円 ３ 連 単 ��� ４５１，７９０円

票 数

単勝票数 計 ６２８８１５ 的中 � ９４３８０（２番人気）
複勝票数 計 ８４０２６８ 的中 � １１０６２５（３番人気）� ２３７３７（９番人気）� ２０６８５（１１番人気）
枠連票数 計 ７３６７０８ 的中 （４－４） ５７４４（２８番人気）
普通馬連票数 計３９４７９１９ 的中 �� ２８８２０（３５番人気）
馬単票数 計２５０２３１１ 的中 �� １０４５０（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８０９８４４ 的中 �� ７４０９（３１番人気）�� ６１５８（３６番人気）�� １９３１（６９番人気）
３連複票数 計２９４４３９１ 的中 ��� ２２０４（１８３番人気）
３連単票数 計６８９９２７４ 的中 ��� １１２７（９１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．４―３６．０―４７．６―５９．０―１：１０．６―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．４

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

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

メテオバースト �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Danehill デビュー ２００３．１０．５ 中山１着

２００１．４．１８生 牡５鹿 母 スカイロケットⅡ 母母 Annie Belle １３戦４勝 賞金 ９５，０１３，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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 エアムートン号
※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。



０５０４７ ３月５日 晴 良 （１８中山２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第４３回報 知 杯 弥 生 賞（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（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 ７９８，０００円 ２２８，０００円 １１４，０００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
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２２ アドマイヤムーン 牡３鹿 ５６ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６２：０１．５ １．６�

３３ � グロリアスウィーク 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５２－ ６２：０１．６� ５３．７�
７７ ディープエアー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７２－ ４２：０２．１３ ５０．４�

（大井）

１１ サクラメガワンダー 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ２．９�
４４ スーパーホーネット 牡３鹿 ５６ 四位 洋文森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５２－ ４ 〃 クビ ９．７�
８１０ ナイトレセプション 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５８± ０２：０２．３１ １２．１	
６６ �	 モエレソーブラッズ 牡３青鹿５６ M．デムーロ中村 和夫氏 小島 太 白老 白老ファーム ４９０－ ２２：０２．５１ ５７．５


（伊）

５５ ヴィクトリーラン 牡３鹿 ５６ 石橋 守山本 敏晴氏 田所 清広 新冠 タニグチ牧場 ４７０－ ６２：０２．６� ６２．２�
７８ 
 マイネルシュピール 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５０２－ ４２：０２．８１� ８２．９�

８９ � セトウチアポロン 牡３栗 ５６ 田中 勝春高橋 勉氏 堀 宣行 白老 白老ファーム ４９４＋ ２２：０３．１２ ８３．４
（７７１０）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８３，０５０，８００円 複勝： １２８，７９８，１００円 枠連： １６４，０２８，５００円

普通馬連： ９３２，６０６，８００円 馬単： ９１３，７４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９０，０９３，４００円

３連複： ７０５，４３５，１００円 ３連単： ２，７４０，１１０，９００円 計： ５，９５７，８７０，０００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １２０円 � ６６０円 � ５５０円 枠 連（２－３） ３，１６０円

普通馬連 �� ３，６２０円 馬 単 �� ４，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ９９０円 �� ６，６１０円

３ 連 複 ��� １７，１６０円 ３ 連 単 ��� ６６，９７０円

票 数

単勝票数 計１８３０５０８ 的中 � ９２４９９４（１番人気）
複勝票数 計１２８７９８１ 的中 � ５０２３６５（１番人気）� ３３７８０（７番人気）� ４１３６５（５番人気）
枠連票数 計１６４０２８５ 的中 （２－３） ３８３７０（７番人気）
普通馬連票数 計９３２６０６８ 的中 �� １９０３２５（８番人気）
馬単票数 計９１３７４６４ 的中 �� １４２３０１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９００９３４ 的中 �� ４２５０３（９番人気）�� ４８７４２（７番人気）�� ６７９１（３３番人気）
３連複票数 計７０５４３５１ 的中 ��� ３０３４７（２９番人気）
３連単票数 計２７４０１１０９ 的中 ��� ３０１９８（９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３６．２―４８．８―１：０１．２―１：１３．２―１：２５．９―１：３８．２―１：４９．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤムーン �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．１０ 函館１着

２００３．２．２３生 牡３鹿 母 マイケイティーズ 母母 ケイティーズファースト ６戦５勝 賞金 １６６，０３０，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアドマイヤムーン号・グロリアスウィーク号・ディープエアー号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０５０４８ ３月５日 晴 稍重 （１８中山２）第４日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （ダート・右）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．２．４以降４歳１，０００・５歳
以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�
増
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
１：４８．４

重

重

７１３� マイネカレッシュ 牝４鹿 ５５ 武 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柴田 光陽 静内 ビツグレツドフアーム ４７４＋ ２１：５４．７ ５．１�

３４ メジロカール 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義�メジロ牧場 伊藤 圭三 伊達 メジロ牧場 B４９４＋ ２ 〃 クビ ４．２�
４６ コパノニキータ 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹小林 祥晃氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４６０－１４１：５５．１２� ６．５�
５８ � シトラスブリーズ 牝７鹿 ５５ 内田 博幸臼田 浩義氏 清水 利章 新冠 勝川牧場 ４６８－ ２１：５５．３� ６．２�

（大井）

６１０ モリトヴィーナス 牝５栗 ５５ 村田 一誠石橋 忠之氏 後藤 由之 三石 広田牧場 ４４２－１０１：５５．５１	 １３．７�
６１１� グ リ シ ー ナ 牝５鹿 ５５ 五十嵐雄祐田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 浦河山口牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ３１．９	
２２ � オンワードミシェル 牝６鹿 ５５

５２ ▲大野 拓弥�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ １３２．０

７１２ シュウザンアイ 牝４栗 ５５ M．デムーロ平 正幸氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ８．０�

（伊）

３５ スパイラルリング 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 白老ファーム ４２４－ ６１：５５．６クビ ７．４�
５９ � ファーストサイト 牝５鹿 ５５

５３ △津村 明秀杉山 美惠氏 萩原 清 三石 明治牧場 ４５６＋ ２１：５５．９１� ３７．９
４７ � オポテューニティ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８６＋ ２１：５６．０� ６３．４�
１１ ベルモントミサンガ 牝４栗 ５５ 石橋 脩 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４５２± ０ 〃 クビ ２８．０�
２３ 
 トップアサティス 牝７栗 ５５ 山田 信大�宮内牧場 石栗 龍彦 鵡川 六角牧場 ５０２± ０１：５６．３１� ２９２．２�

（船橋）

８１５� リキサンピュアティ 牝６黒鹿 ５５
５３ △丹内 祐次 �ハイパワー商事 奥平 真治 早来 ノーザンファーム ４７６± ０ 〃 ハナ １９．５�

８１４� スコーピオンリジイ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一三枝 栄二氏 富田 一幸 三石 原口牧場 ４５０－ ２１：５７．２５ ３０１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，７８９，８００円 複勝： ６４，３７０，４００円 枠連： ８７，１０６，１００円

普通馬連： ３３７，８２３，８００円 馬単： ２１１，０２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６８，６２５，８００円

３連複： ２７３，８５２，９００円 ３連単： ６２５，６９５，８００円 計： １，７１２，２８７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（３－７） ４６０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ６８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� １０，６２０円

票 数

単勝票数 計 ４３７８９８ 的中 � ６８５２０（２番人気）
複勝票数 計 ６４３７０４ 的中 � ９８６１２（２番人気）� １４１８９８（１番人気）� ７６７３２（３番人気）
枠連票数 計 ８７１０６１ 的中 （３－７） １３９８２６（１番人気）
普通馬連票数 計３３７８２３８ 的中 �� ２０６５５１（２番人気）
馬単票数 計２１１０２２４ 的中 �� ５７０８９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６８６２５８ 的中 �� ４２６０２（２番人気）�� ２３３５６（７番人気）�� ５２２７９（１番人気）
３連複票数 計２７３８５２９ 的中 ��� １１１３０３（１番人気）
３連単票数 計６２５６９５８ 的中 ��� ４３５０２（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３７．４―５０．５―１：０３．３―１：１６．４―１：２９．２―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネカレッシュ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１．３０ 京都２着

２００２．５．８生 牝４鹿 母 ノーザンドライバー 母母 ダイナドライブ １５戦３勝 賞金 ３６，７５０，０００円
※出走取消馬 ウインラシェーナ号（疾病〔左肩跛行〕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） ４頭 アポロベルーガ号・セクシーシューズ号・フェスティブシャン号・ブリュメール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１８中山２）第４日 ３月５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２８１，５５０，０００円
２３，６８０，０００円
２，４６０，０００円
１，５３０，０００円
２，３００，０００円
２９，９５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，２２０，０００円
５，５７６，８００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
５４５，２２４，７００円
５６０，１６１，３００円
６７６，９５２，５００円
２，８１２，２６２，４００円
２，４４９，９２９，７００円
６２１，０７４，５００円
２，５２９，１３９，７００円
４，６１９，１６５，９００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 １４，８１３，９１０，７００円

総入場人員 ４４，８７２名 （有料入場人員 ４２，５９６名）




