
０５０６１ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分（番組第３競走を順序変更） （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

６６ スパーブスピリット 牡３鹿 ５６ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４６８ ―１：１４．５ ４．５�

４４ アイアイスピーチ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４５０－ ４１：１４．７１� ４．５�
７８ � ユキノスバル 牡３鹿 ５６ 田中 剛柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 ４５４± ０１：１５．３３� ４２．０�
５５ ヤマノマイラヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山泉 恵宥氏 谷原 義明 静内 キヨミネ牧場 ４３０± ０１：１５．５１� ５２．０�
２２ グラッドテンエイ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二熊坂 俊一氏 中島 敏文 新冠 泉渕瀬牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ １．４�
８９ � クロコアイト 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹加藤 徹氏 松永 勇 新冠 松田 富士夫 ４７０－ ８１：１５．６� ４２．９�
８１０� スズタケヒデ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４８０± ０１：１５．８１� １８４．３	
１１ ベルモントカイト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム B４９０± ０１：１６．４３� ３７．１

３３ オンワードアリア 牝３栗 ５４ 郷原 洋司�オンワード牧場 郷原 洋行 浦河 オンワード牧場 ４８２－１２ 〃 ハナ ３２６．６�
７７ シェブロンシチー 牡３黒鹿 ５６

５４ △津村 明秀 �友駿ホースクラブ 佐藤 吉勝 静内 光丘牧場 ４６８＋１２１：１６．５クビ １９２．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，９０７，１００円 複勝： １６，４７９，２００円 枠連： ２４，０７６，４００円

普通馬連： ７３，１４８，５００円 馬単： １００，８８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７４４，８００円

３連複： １０６，５１６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５８，７５６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ４２０円 枠 連（４－６） １，４９０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，２２０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ４，４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６９０７１ 的中 � ２９８１３（２番人気）
複勝票数 計 １６４７９２ 的中 � ２５４９５（３番人気）� ３５４５０（２番人気）� ７６８０（５番人気）
枠連票数 計 ２４０７６４ 的中 （４－６） １１９９１（５番人気）
普通馬連票数 計 ７３１４８５ 的中 �� ５２３６９（３番人気）
馬単票数 計１００８８３９ 的中 �� ４００５９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７４４８ 的中 �� １８５２０（３番人気）�� ３８２９（１３番人気）�� ７１９４（６番人気）
３連複票数 計１０６５１６５ 的中 ��� １７６３０（１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．５―１２．６―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．９―２４．３―３６．８―４９．４―１：０１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スパーブスピリット �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 Medaille d’Or 初出走

２００３．３．２５生 牡３鹿 母 ウイーラヴァリエール 母母 Wee Landing １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 オンワードアリア号は，平成１８年４月１２日まで平地競走に出走できない。



０５０６２ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分（番組第４競走を順序変更） （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
１：４８．４

重

重

８９ � ダノンスイショウ 牝３鹿 ５４ M．デムーロ�ダノックス 加藤 征弘 米 Shadai Farm ４８４－ ２１：５８．１ １．６�
（伊）

２２ �� ネガイヲコメテ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝北所 直人氏 佐藤 全弘 新冠 つつみ牧場 ４４０＋ ２１：５８．３１ ８９．６�
５５ サムシンググッド 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４８４－１０ 〃 クビ ５．０�
４４ メジロジオムビー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５０６－１０１：５９．３６ ５．０�
８１０ パワフルシチー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 富川田中牧場 ４６６－ ４１：５９．７２	 １０．８�
７７ � マイネルマキシマム 牡３栗 ５６ 郷原 洋司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム B４８８＋ ２１：５９．８クビ ２１５．２	
３３ タマモアテンション 牡３芦 ５６

５４ △津村 明秀タマモ� 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７６－ ４２：００．２２	 ４８．５

１１ � アルスヴィド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 門別 道見牧場 ４７２－ ８２：００．３	 ２１．２�
６６ � ノボプレゼンス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�池ばた 西塚 安夫 門別 日高大洋牧場 ４７６ ―２：００．７２	 ４８．２�
７８ � ブラックテンエイ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠熊坂 俊一氏 嶋田 潤 福島 �橋 勝二 ４５２－ ８２：０１．５５ ４４．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，１０７，３００円 複勝： ２１，２３９，９００円 枠連： ２６，８９３，９００円

普通馬連： ８０，７００，５００円 馬単： １００，７８０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６４４，６００円

３連複： １０８，７３８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，１０５，７００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ８１０円 � １４０円 枠 連（２－８） ４，７００円

普通馬連 �� ５，３４０円 馬 単 �� ６，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� １８０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１０７３ 的中 � １０６７７０（１番人気）
複勝票数 計 ２１２３９９ 的中 � ８４６４３（１番人気）� ３３３１（９番人気）� ３９７４３（２番人気）
枠連票数 計 ２６８９３９ 的中 （２－８） ４２２６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８０７００５ 的中 �� １１１６５（１３番人気）
馬単票数 計１００７８０９ 的中 �� １１４３５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６４４６ 的中 �� ３８０７（１５番人気）�� ４３１６１（１番人気）�� ２２３８（１９番人気）
３連複票数 計１０８７３８６ 的中 ��� ２０４０９（１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．５―１３．６―１４．０―１４．２―１３．２―１２．９―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．８―５０．４―１：０４．４―１：１８．６―１：３１．８―１：４４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．７―３F３９．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ダノンスイショウ �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Stately Don デビュー ２００５．１２．１０ 中山７着

２００３．３．３１生 牝３鹿 母 Donna Star 母母 Prospector’s Star ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※ノボプレゼンス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０５０６３ ３月１２日 晴 良 （１８中山２）第６日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分（番組第１競走を順序変更） （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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

５１０ ウ ス イ 牝３鹿 ５４
５２ △津村 明秀中村 政勝氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４７４＋１２１：１５．６ １７．２�

３５ エレガントキャット 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝藤本 隆氏 岩戸 孝樹 静内 藤本牧場 ４３２－ ４１：１６．１３ ４．９�
１１ ミネルバサウンド 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４６４－ ４１：１６．４１� １．５�
３６ スイーツトラップ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �カタオカファーム清水 英克 新冠 グリー牧場 ３６８－１６１：１６．７１� ３９．７�
４８ � トゥルービューティ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊窪田 芳郎氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４１８± ０ 〃 クビ １５．６�
５９ ウエスタンドール 牝３鹿 ５４ 小野 次郎西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４３４＋ ４１：１６．８� １０６．５�
１２ グラスビーナス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司半沢� 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４７０± ０１：１７．０１ ７８．２	
６１２ プレステージピット 牝３青 ５４ 岩田 康誠�下河辺牧場 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４４６± ０１：１７．１� ４０．６

７１３� ク レ ヨ ン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三浅田 次郎氏 小桧山 悟 浦河 市正牧場 ４７０－ ６１：１７．２クビ １７．４�
７１４ マチカネキリツボ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義細川 益男氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７２－１２１：１７．３� ８７．２�
４７ アイオブザジャガー 牝３鹿 ５４ 大西 直宏村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ２８２．１
８１５� エムケイシャイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲水出 大介三浦 卓夫氏 保田 一隆 門別 天羽 禮治 ４１８－２０１：１７．６１� ２４８．２�
６１１� マグマエール 牝３鹿 ５４ 吉永 護加藤 勝秀氏 伊藤 伸一 門別 平成牧場 ４３０± ０１：１７．７クビ ３４９．６�
２３ � タヤスルージュ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹横瀬 俊三氏 星野 忍 門別 広富牧場 ４４８－１０１：１８．０２ １１．１�
２４ ショコラシャンティ 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 服部 牧場 ４４６ ―１：１９．９大差 １４９．５�
８１６ レッツレッツワン 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人大湯 幸栄氏 岩城 博俊 静内 漆原 武男 ３７８ ―１：２０．６４ ６８４．０�
（レッツビュテイワン）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，０４５，１００円 複勝： ２４，１００，７００円 枠連： ４０，１２２，２００円

普通馬連： ９９，７６８，７００円 馬単： １１２，４３８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５７６，０００円

３連複： １３０，７７８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４５６，８３０，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ２９０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（３－５） ３，５８０円

普通馬連 �� ４，５８０円 馬 単 �� １２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ４７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２０４５１ 的中 � １０１１６（５番人気）
複勝票数 計 ２４１００７ 的中 � １１８９３（６番人気）� ５３２８８（２番人気）� ８８６５６（１番人気）
枠連票数 計 ４０１２２２ 的中 （３－５） ８２９２（９番人気）
普通馬連票数 計 ９９７６８７ 的中 �� １６０９７（１３番人気）
馬単票数 計１１２４３８７ 的中 �� ６８２８（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５７６０ 的中 �� ５７３３（１２番人気）�� １２５５１（５番人気）�� ５６８５６（１番人気）
３連複票数 計１３０７７８７ 的中 ��� ５８９４３（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．６―１３．１―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．２―３６．８―４９．９―１：０２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ス イ �
�
父 オ ー ス �

�
母父 Alydar デビュー ２００５．８．６ 新潟１０着

２００３．３．１８生 牝３鹿 母 ケ イ マ イ 母母 ミスティーバラード ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショコラシャンティ号・レッツレッツワン号は，平成１８年４月１２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 ワライナガラ号



０５０６４ ３月１２日 晴 良 （１８中山２）第６日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分（番組第２競走を順序変更） （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
１：４８．４

重

重

２２ ア ク シ オ ン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５１０ ―１：５６．７ １．９�

８１４ ソ レ ッ ク ス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：５７．１２� ３０．４�
４６ カブキメーク 牡３鹿 ５６ 田面木博公川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４７６－ ２１：５７．６３ ２０．０�
７１２ トーセンジュビリー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：５７．７� ２９．５�
４５ � ロードヴィサージ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 田村 康仁 三石 山口 忠彦 ４６６－ ２１：５７．８� ４．８�
３３ サンデーレオン 牡３栗 ５６ 松岡 正海田中 博之氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ４７０－ ６１：５７．９クビ ６．１	
６１０ ロイバーブレット 牡３青鹿 ５６

５４ △津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 
渡 信義 ４５４＋ ４１：５８．５３� １７．１�
３４ コアレスウォルデン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義小林 昌志氏 鈴木 康弘 門別 原田牧場 ４８４± ０１：５８．７１� ５７．６�
５７ � フジヤマホーク 牡３鹿 ５６ M．デムーロ藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：５９．２３ １３．６

（伊）

１１ パレスソルジャー 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭西村 豊氏 南田美知雄 新冠 川上牧場 ４４０－ ６１：５９．４１� ２００．９�
８１３� モルフェターントゥ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘並河賢一郎氏 清水 英克 平取 高橋 幸男 ５１０－１０２：０１．０１０ １３．５�
７１１ フェアリードリーム 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４６０± ０２：０１．６３� ２０９．１�
５８ � トーアシャナオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲水出 大介東亜駿馬� 鈴木 勝美 豊浦トーア牧場 ４４４－１４２：０３．６大差 ５５７．０�
６９ � カーティスレイク �３鹿 ５６ 田中 剛伊達 秀和氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ４５８－ ２２：０４．８７ ４７３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，８７８，７００円 複勝： ３０，１６１，０００円 枠連： ４４，２５２，０００円

普通馬連： １１１，９３７，２００円 馬単： １１８，２９６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８３３，４００円

３連複： １２８，５０９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４８４，８６８，１００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ５２０円 � ４００円 枠 連（２－８） ５８０円

普通馬連 �� １，９１０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９４０円 �� ７３０円 �� ３，７５０円

３ 連 複 ��� １１，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８７８７ 的中 � １０５６８６（１番人気）
複勝票数 計 ３０１６１０ 的中 � ９６９５４（１番人気）� １１１６１（８番人気）� １５２３０（７番人気）
枠連票数 計 ４４２５２０ 的中 （２－８） ５７０６０（３番人気）
普通馬連票数 計１１１９３７２ 的中 �� ４３３４４（８番人気）
馬単票数 計１１８２９６４ 的中 �� ３６５２１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８３３４ 的中 �� ７１０５（１２番人気）�� ９５０３（９番人気）�� １６７４（３８番人気）
３連複票数 計１２８５０９４ 的中 ��� ８０９４（４０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．７―１３．８―１４．１―１３．４―１３．４―１２．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３６．８―５０．６―１：０４．７―１：１８．１―１：３１．５―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．６
１
３
１４（１，１０）７（６，１１）１２（５，１３）（３，２）－（４，８，９）
１４（１０，６）（１，７，１２，１１）２（５，１３）３－４，８＝９

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

勝馬の
紹 介

ア ク シ オ ン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Dixieland Band 初出走

２００３．３．２９生 牡３鹿 母 グレイテストヒッツ 母母 Simple Taste １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアシャナオー号・カーティスレイク号は，平成１８年４月１２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を表示している。



０５０６５ ３月１２日 晴 良 （１８中山２）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５１０� ウエスタンミリオン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝西川 賢氏 斎藤 宏 静内 北西牧場 ４６４ ―１：５３．６ ９．９�

８１５� タイキレーザー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�大樹ファーム 土田 稔 愛 H and Y
Bloodstock Co ４２８ ―１：５３．８１� ５．５�

４８ モーニングラヴ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４１０ ―１：５４．０１� ３７．０�
６１２� マホウノフエ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春千田 幸信氏 阿部 新生 愛 Kerr and

Co Ltd ５３８ ―１：５４．２１	 ２１．０�
１１ � ストロウベイビイ 牝３黒鹿５４ 南田 雅昭 �ローレルレーシング 南田美知雄 門別 浜本牧場 ４０６ ― 〃 クビ ９９．２�
６１１�
 トーセンアニラ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹島川 	哉氏 清水 美波 三石 藤巻 則弘 ４６６ ―１：５４．４１� １５６．２

４７ � ワンオブサウザンド 牝３黒鹿５４ 蓑島 靖典関 駿也氏 高橋 義博 静内 曾我 博 ３６６ ―１：５４．６１� ３５１．４�
８１６ コアレスウィット 牝３鹿 ５４ 大西 直宏小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４３６ ―１：５４．７� １６２．１�
３５ � ブラックディーノ 牡３黒鹿５６ 江田 照男菅原 史博氏 増沢 末夫 静内 石川 新一 B４９８ ―１：５４．８� ６３．３
３６ 
 フ ア ラ ラ イ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義佐藤 敏夫氏 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４８４ ― 〃 クビ ４．９�
２３ � プロサーファー 牡３栗 ５４ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 豪 Davilora

Lodge ４５２ ―１：５５．０１� １８．１�
１２ �
 コスモノイン 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司岡田美佐子氏 �田 研二 鵡川 上水牧場 ４５８ ―１：５５．１	 １２２．６�
２４ � ヤクモオペラオー 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳�山崎牧場 小島 茂之 八雲 山崎牧場 ４９８ ―１：５５．２クビ ８．５�
７１３ ジョウノエリザベス 牝３栗 ５４ 横山 典弘小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４５０ ―１：５５．４１ ２．２�
５９ � フレッシュチェリー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 谷原 義明 静内 田中 裕之 ４３８ ―１：５５．７２ １１８．７�
７１４ シアトルグローブ 牡３栗 ５６ 穂苅 寿彦浜野順之助氏 和田 正道 青森 一山牧場 ４５６ ―１：５６．７６ １１９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３６０，４００円 複勝： ２１，７３８，５００円 枠連： ３１，９９６，９００円

普通馬連： ９２，３３２，３００円 馬単： ９８，２７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６５３，２００円

３連複： １１２，６５１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４０１，００７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２５０円 � ２５０円 � ６７０円 枠 連（５－８） ２，０３０円

普通馬連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ４，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ２，２４０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� １５，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３６０４ 的中 � １７０１１（５番人気）
複勝票数 計 ２１７３８５ 的中 � ２５２７４（３番人気）� ２４８８６（４番人気）� ７２４８（８番人気）
枠連票数 計 ３１９９６９ 的中 （５－８） １１６３９（９番人気）
普通馬連票数 計 ９２３３２３ 的中 �� ３０９１９（９番人気）
馬単票数 計 ９８２７５２ 的中 �� １７３１４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６５３２ 的中 �� ６９４５（１０番人気）�� ２４４６（２４番人気）�� ２７１３（２３番人気）
３連複票数 計１１２６５１１ 的中 ��� ５２２７（４０番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．１―１３．０―１４．２―１３．６―１２．８―１２．０―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．７―３７．７―５１．９―１：０５．５―１：１８．３―１：３０．３―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ウエスタンミリオン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 イルドブルボン 初出走

２００３．３．１２生 牝３栗 母 ビューティシラオキ 母母 ミスシヤガール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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 アグネススピリッツ号・グラッドリー号・コスモメルベーユ号・ダイワローンスター号・ヒーローオブタイム号・

フェアノータム号・マルタカマリア号



０５０６６ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

３３ マツリダゴッホ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４７６＋１２１：５０．１ ４．０�

８１３ フェラーリファイブ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：５０．２� ５．４�
７１０� フュノンガルウ 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司伊達 秀和氏 郷原 洋行 門別 サンシャイン

牧場 ４７０± ０１：５０．７３ ５０．４�
５７ � ウインミッション 牡３栗 ５６ M．デムーロ�ウイン 堀 宣行 新冠 ハクツ牧場 ４３６＋ ８ 〃 アタマ ３１．６�

（伊）

５６ ジョウテンライジン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４５６＋ ６１：５０．８	 ８．５�
８１２� マイネルスパークル 牡３青鹿５６ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 三石 川端牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ １２．９�
１１ ミストラルクルーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 	サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４８８－ ４１：５０．９� ６．５

６９ � カイシュウタキオン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義飯村 孝男氏 田中 清隆 静内 矢野牧場 ４７８－ ２１：５１．１� ２．７�
４５ �
 マイネルメロス 牡３栗 ５６ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 大典牧場 ４６６－ ４１：５１．３１� １９４．６�
６８ リネンヤクシン 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 ４８０－ ２１：５１．４クビ ３４５．８
４４ メンバーズボンド �３鹿 ５６ 穂苅 寿彦吉田 勝己氏 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４４８－ ２１：５２．８９ ３３．２�
７１１ ウイニングヒット 牡３鹿 ５６ 北村 宏司芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４５２± ０ 〃 クビ １５９．３�
２２ � スイートピルエット 牝３黒鹿５４ 田中 勝春シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 和田農林（有） ３８８－２４１：５３．０１ ９５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，９０７，１００円 複勝： ４５，９１７，３００円 枠連： ３７，１１９，２００円

普通馬連： １３９，０２１，９００円 馬単： １２５，９４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６５２，３００円

３連複： １５８，４０６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５７２，９６８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２１０円 � ２３０円 � ８４０円 枠 連（３－８） ９００円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ２，９３０円 �� ４，１２０円

３ 連 複 ��� ２１，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２９０７１ 的中 � ６５６５１（２番人気）
複勝票数 計 ４５９１７３ 的中 � ６５５４１（３番人気）� ５７０７１（４番人気）� １１５３６（９番人気）
枠連票数 計 ３７１１９２ 的中 （３－８） ３０５１９（５番人気）
普通馬連票数 計１３９０２１９ 的中 �� ６５２６７（７番人気）
馬単票数 計１２５９４４３ 的中 �� ３５２１１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６５２３ 的中 �� １３１０４（７番人気）�� ２７４７（２７番人気）�� １９４０（３４番人気）
３連複票数 計１５８４０６０ 的中 ��� ５５４７（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．２―４９．９―１：０２．３―１：１５．２―１：２７．０―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３４．９
１
３
４（９，１０，１１）３（６，１２）１（７，１３）（５，８）－２・（４，１０）（１１，１２）９（１，６）（３，１３）（５，７）（２，８）

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

勝馬の
紹 介

マツリダゴッホ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Bel Bolide デビュー ２００５．８．２１ 札幌１着

２００３．３．１５生 牡３鹿 母 ペイパーレイン 母母 Floral Magic ３戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔その他〕 メンバーズボンド号は，１コーナーで外側に逃避したことについて調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０５０６７ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・右）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１１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

５１０� オースミダンスイン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣山路 秀則氏 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５４２＋ ２１：５５．３ １１．３�

６１１� セルフリスペクト 牡５鹿 ５７ 横山 典弘臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ５００＋ ４１：５５．４� １．５�
８１５ テンガロンハット 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �キャロットファーム 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５４８－２６ 〃 ハナ １９．０�
２３ ハングオーバー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹加藤 信之氏 藤原 辰雄 新冠 セントラルスタツド ５０２＋ ２１：５６．０３� ９．６�
４８ �� マイネルレオン 牡６黒鹿５７ 岩部 純二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 鵡川 林 祐実 B５１０－ ４１：５６．４２� ２１．３�
７１４� アサクサポインター 牡５鹿 ５７ 松岡 正海田原 慶子氏 松山 康久 浦河 近藤牧場 ４６４± ０１：５６．６１	 ４４．５	
１１ 
 マイピッカリン �５黒鹿５７ 北村 宏司伊藤 信之氏 坂本 勝美 静内 フジワラフアーム ５４８－ ２１：５６．７クビ ６．４

２４ �
 サクラアクート 牡６鹿

５７
５５ △津村 明秀前田 繁氏 小笠 倫弘 静内 谷岡牧場新

和分場 ４９０－ ８１：５７．２３ ４８１．２�
６１２ セイウンカラク 牡６黒鹿５７ 佐藤 哲三西山 茂行氏 小桧山 悟 様似 様似渡辺牧場 ４５８± ０１：５７．５１� ５４．０�
３５ � ファイアーバレー 牡５栗 ５７

５４ ▲的場 勇人杉岡 時治氏 的場 均 浦河 安藤牧場 B４５８－ ４ 〃 アタマ ７８．０
１２ リンダシチー 牝４黒鹿５５ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 奥平 真治 門別 富川田中牧場 ４２６± ０１：５７．９２� ２０５．４�
８１６ プライムマイナー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 B４６４－ ６１：５８．５３� ２７１．８�
３６ 
 フ ー フ ー �４鹿 ５７ 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 静内 富岡 喜平 ４８０－２０１：５８．９２� １９．８�
４７ ダイワネバダ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５３０＋ ８１：５９．３２� ４３．４�
５９ ロードマジシャン 牡５鹿 ５７ 江田 照男 �ロードホースクラブ 田子 冬樹 様似 ホウセイ牧場 B４８０－ ８１：５９．６１� ８２．４�
７１３ レオシュガー 牝４栃栗５５ 池田 鉄平�レオ 小島 茂之 様似 清水 誠一 ４４４＋１２２：００．０２� ５２１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３１７，４００円 複勝： ３２，５２４，９００円 枠連： ３６，８９１，０００円

普通馬連： １４６，３２７，７００円 馬単： １３４，５３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，９５９，５００円

３連複： １６４，１９０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５７５，７５１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � ３６０円 枠 連（５－６） ４６０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，７１０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３１７４ 的中 � １８３６８（４番人気）
複勝票数 計 ３２５２４９ 的中 � ３４５５６（３番人気）� １１８８３５（１番人気）� １５４９０（７番人気）
枠連票数 計 ３６８９１０ 的中 （５－６） ５９２３２（２番人気）
普通馬連票数 計１４６３２７７ 的中 �� １７４３６０（３番人気）
馬単票数 計１３４５３９９ 的中 �� ３９１０７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４９５９５ 的中 �� ３６０２１（２番人気）�� ４４４１（１９番人気）�� １４９３０（５番人気）
３連複票数 計１６４１９０７ 的中 ��� ３６５６３（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．９―１３．０―１２．６―１３．５―１３．５―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３６．９―４９．９―１：０２．５―１：１６．０―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４F５２．８―３F３９．３
１
３
６（１１，１４）（３，７）１０（２，５，９，１６）（１，１３）（４，１５）＝１２－８
１１（６，１４，１０）３，１６（７，１５）（５，９）（２，１，１３，４）８，１２

２
４

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

勝馬の
紹 介

�オースミダンスイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００４．７．４ 福島７着

２００２．４．１８生 牡４鹿 母 ニッポーバーディー 母母 セキノゴツド ２３戦２勝 賞金 ２７，０５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］



０５０６８ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１１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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１４�� ノーブルカフェ 牡５栗
５７
５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 米 Brushwood

Stable ４３８－ ６１：１３．４ ４．０�

３５ メジロターキッシュ 牝４栗 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 B４６８－１４ 〃 クビ １１７．２�
４７ � ゴールデンヴィット 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人三広 武志氏 成島 英春 門別 森永 正昭 ５３４－ ４１：１３．９３ ２２．９�
５９ � シャンドラヴェリテ 	５鹿 ５７ 柴田 善臣真野 晃治氏 石毛 善彦 米 E & D En-

terprises ５３２± ０１：１４．０
 ４．８�
８１６ トウキュウキング 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ５．０�
１２ � マジックミラージュ 牝４芦 ５５ 佐藤 哲三青山 洋一氏 大久保龍志 愛 Jayeff B

Stables ４３８－１８ 〃 ハナ １９．４�
４８

�
�
� ボトムフィッシャー 牡５青鹿５７ 松岡 正海平井 卓志氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６１：１４．３１
 ７．０	

７１３� メルボルンシチー 牡５鹿 ５７ 横山 義行 
友駿ホースクラブ 嶋田 功 豪 Segenhoe
Stud ４７０－ ４１：１４．５１ ８．６�

５１０� ゲイリービリーブ 	７栗 ５７ 池田 鉄平 
東京サラブレッド
ビューロー 西塚 安夫 米

G. David Shashura, Gainsbor-
ough Farm, Robert N. Clay &
Drumkenny Farm

４６６＋１２１：１４．６� ２８３．２�
２３ � ロ ン ジ ェ 牝６栗 ５５

５３ △津村 明秀 �ユートピア牧場 相沢 郁 米 Norman J.
McAllister ４８２＋ ２ 〃 クビ ２０．６

１１ � チアズエイブル 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠北村キヨ子氏 矢作 芳人 門別 ナカノファーム ５２８－ ８１：１４．７クビ ７．４�
３６ �� エプソムブリッジ 牡４栗 ５７ 菊沢 隆徳 
ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４７８＋ ５ 〃 クビ ３０９．３�
６１２� ヒシキャサリン 牝６栗 ５５ 田中 勝春阿部雅一郎氏 中野 隆良 新冠 カミイスタット B４７２＋ ６１：１４．９１ ７６．４�
６１１� サウスデピュティ 牡６鹿 ５７

５４ ▲田中 博康南波 壽氏 高橋 祥泰 米 John OMeara
& Bill Prichard ４７６－ ２１：１５．０クビ ４３．５�

２４ カシマワールド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝松浦 一久氏 佐藤 全弘 様似 富田 恭司 ４０８＋１０１：１５．８５ ２９５．４�
８１５� コスモカメリア 牝４鹿 ５５

５２ ▲水出 大介岡田美佐子氏 矢野 進 青森 ワールドフアーム ４３６± ０１：１６．２２� ８８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２５１，８００円 複勝： ３６，７１０，４００円 枠連： ４８，３１６，２００円

普通馬連： １７０，６３４，６００円 馬単： １３５，５７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５９７，９００円

３連複： １９０，７８９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ６４１，８７１，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ２，７００円 � ５３０円 枠 連（３－７） １１，２４０円

普通馬連 �� ４８，０３０円 馬 単 �� ７１，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，８１０円 �� １，５８０円 �� ２０，９００円

３ 連 複 ��� ２５２，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２５１８ 的中 � ４８００１（１番人気）
複勝票数 計 ３６７１０４ 的中 � ６８３０７（１番人気）� ２８５５（１３番人気）� １６４５３（７番人気）
枠連票数 計 ４８３１６２ 的中 （３－７） ３１７５（２６番人気）
普通馬連票数 計１７０６３４６ 的中 �� ２６２２（６０番人気）
馬単票数 計１３５５７０５ 的中 �� １４０８（１０５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５９７９ 的中 �� １１０９（５３番人気）�� ５７１０（１７番人気）�� ４１２（８４番人気）
３連複票数 計１９０７８９６ 的中 ��� ５５８（２６５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．４―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３５．６―４８．１―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ノーブルカフェ �

�
父 Seeking the Gold �

�
母父 Green Dancer

２００１．４．２６生 牡５栗 母 Market Booster 母母 Final Figure １３戦１勝 賞金 ２５，４００，０００円
初出走 JRA

〔３走成績による出走制限〕 カシマワールド号は，平成１８年４月１２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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 セレナダンス号・トワイニングイモン号
（非抽選馬） ２頭 アンジェロファニー号・ゴールドザボーガー号



０５０６９ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

か ま が や

鎌 ケ 谷 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；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１１以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

鎌ケ谷市長賞（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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１５ マチカネウソブキ 牡６栗 ５７ 吉田 豊細川 益男氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：５４．７ ２．５�

６１０� デイフラッシュ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.
Shuford ５００－ ２ 〃 クビ ３．８�

８１４ グランドハリケーン 牡５鹿 ５７ 吉永 護�グランド牧場 吉永 正人 静内 グランド牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ １３．４�
５９ � チザルピーノ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム B５３８＋ ６１：５４．９１	 ７．９�
７１２ セクシーシューズ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘�グランド牧場 平井 雄二 静内 グランド牧場 ４７６＋ ２１：５５．０クビ １１．９�
４６ ウルフボーイ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４７８－ ２１：５５．３１
 ８．５	
６１１� ヒカルアルタイル 牡５鹿 ５７ M．デムーロ高橋 光氏 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４６６＋ ６ 〃 クビ ２７．３


（伊）

５８ � ナカヤマスナイパー 牡４黒鹿５７ 木幡 初広和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.
Kaster ５０２± ０１：５５．４� ５３．３�

２２ ダイワデンバー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １６５．５�
１１ � ダブルブラザー 牡５鹿 ５７ 四位 洋文藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &

Lois Hawkins ４５０－ ６１：５５．９３ １３．２
７１３ バンドマスター 牡４栗 ５７ 田中 剛�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４４２＋ ８ 〃 ハナ ２０５．３�
４７ � フェスティブシャン 牝６黒鹿５５ 菊沢 隆徳 �カタオカファーム高橋 義博 静内 カタオカフアーム ４７０－ ４１：５６．８５ １７７．４�
２３ イ ガ ノ ガ イ 牡５栗 ５７ 荻野 要五十嵐政則氏 西塚 安夫 浦河 小河 英則 ４５６＋ ２１：５６．９クビ ２２６．９�
３５ � アロハスピリッツ 牡７栗 ５７ 郷原 洋司喜田 啓照氏 加賀 武見 米 Swetten-

ham Stud ４９６＋１０１：５７．２２ ４５９．１�
３４ � アポロベルーガ 牝４栗 ５５ 田中 勝春アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 パラダイス・

ファーム ４７８－ ８１：５８．８１０ ２３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，３０８，６００円 複勝： ５５，４７４，７００円 枠連： ５５，５１８，０００円

普通馬連： ２４８，８８８，５００円 馬単： １７２，８０８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，６７９，０００円

３連複： １８７，２０６，９００円 ３連単： ４７５，２８４，７００円 計： １，２８２，１６８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（６－８） ３９０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３９０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� ５，１６０円

票 数

単勝票数 計 ３４３０８６ 的中 � １０８８３７（１番人気）
複勝票数 計 ５５４７４７ 的中 � １８３５９８（１番人気）� ８７２９３（２番人気）� ４１００１（５番人気）
枠連票数 計 ５５５１８０ 的中 （６－８） １０６８４６（１番人気）
普通馬連票数 計２４８８８８５ 的中 �� ３４７５６７（１番人気）
馬単票数 計１７２８０８１ 的中 �� １１８７６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２６７９０ 的中 �� ７６５６０（１番人気）�� ３２０３２（４番人気）�� １０５４５（１２番人気）
３連複票数 計１８７２０６９ 的中 ��� ８３５２９（４番人気）
３連単票数 計４７５２８４７ 的中 ��� ６７９９６（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．４―５０．３―１：０３．０―１：１６．０―１：２９．１―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マチカネウソブキ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．３．９ 中山１着

２０００．３．２２生 牡６栗 母 マチカネモユル 母母 マチカネアスカ ２９戦５勝 賞金 ８５，６６５，０００円
※出走取消馬 ビッグサクセス号（疾病〔蕁麻疹〕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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 エドノドリーム号・カネサマンゲツ号・キャピタルフライト号・ダークフラッシュ号・デジデーリオ号・

ハウンドコップ号・ヒロノタイタン号・ユメノシルシ号・リキアイチャンプ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０５０７０ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第１０競走 ��
��２，２００�サンシャインステークス

発走１５時００分 （芝・右・外）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．２．１１以降４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は
１�増

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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

３３ � アドマイヤモナーク 牡５鹿 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７６－ ６２：１４．８ １．６�

２２ フレンチクルーラー 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８８± ０２：１４．９� １０．２�
８８ ソーユアフロスト 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５２６＋ ６２：１５．０� ５．２�
５５ � タイガーカフェ 牡７黒鹿５７ 後藤 浩輝西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５０４＋１０２：１５．１� １５．０�
７７ スルーレート 牝４鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４５４± ０２：１５．３１ ２２．９�
６６ � コスモインペリアル 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二岡田美佐子氏 清水 利章 様似 富田 恭司 ５００± ０２：１５．５１ １９．２�
８９ ニシノナースコール 牝４黒鹿５４ 岩田 康誠西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４３２＋ ６ 〃 クビ ７．２	
１１ 	 マチカネリュウセイ 牡７芦 ５７ 木幡 初広細川 益男氏 宗像 義忠 米 Dr. D. W.

Frazier ５４４＋ ２ 〃 ハナ ５４．７

４４ セイウンニムカウ 牡４鹿 ５６ 田中 剛西山 茂行氏 上原 博之 三石 折手牧場 B５０６± ０２：１５．７１ ７６．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４４，５４０，６００円 複勝： ４３，３４６，２００円 枠連： ５７，３４４，１００円

普通馬連： ２３２，０８０，９００円 馬単： ２０８，８８８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７２６，１００円

３連複： １５９，６７５，５００円 ３連単： ５９０，９２０，７００円 計： １，３８３，５２２，４００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １００円 � １９０円 � １３０円 枠 連（２－３） ６９０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ３，２９０円

票 数

単勝票数 計 ４４５４０６ 的中 � ２２４６７０（１番人気）
複勝票数 計 ４３３４６２ 的中 � １７３９０６（１番人気）� ３８９８０（４番人気）� ７６６８７（２番人気）
枠連票数 計 ５７３４４１ 的中 （２－３） ６２００３（２番人気）
普通馬連票数 計２３２０８０９ 的中 �� ２６１０２０（３番人気）
馬単票数 計２０８８８８３ 的中 �� １５８９５８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７２６１ 的中 �� ４２８３３（３番人気）�� ９３７０４（１番人気）�� １６４２４（８番人気）
３連複票数 計１５９６７５５ 的中 ��� １４４４６３（３番人気）
３連単票数 計５９０９２０７ 的中 ��� １３２５６４（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１２．２―１２．１―１３．１―１２．６―１２．９―１２．３―１２．３―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．２―２３．２―３５．４―４７．５―１：００．６―１：１３．２―１：２６．１―１：３８．４―１：５０．７―２：０２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アドマイヤモナーク �

父 ドリームウェル �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００３．１０．２６ 京都６着

２００１．２．２７生 牡５鹿 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド ２７戦６勝 賞金 １３１，７８１，０００円
※ニシノナースコール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０５０７１ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第２４回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）

牝，４歳以上，１７．３．１２以降１８．３．５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
ローレル競馬場賞（１着）

賞 品
本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

５１０� ヤマニンシュクル 牝５黒鹿５６ 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 静内 ヤマニンベ
ン牧場 ４９０± ０１：４７．８ ４．１�

２４ ディアデラノビア 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ６１：４８．０１� ５．３�
７１３ ヤマニンアラバスタ 牝５芦 ５６ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４４８－ ２１：４８．３２ １５．３�
８１５�� コスモマーベラス 牝４栗 ５３ 柴田 善臣岡田美佐子氏 中村 均 三石 中村 和夫 ４３２＋ ５１：４８．５１� １１．５�
３５ ラ イ ラ プ ス 牝４栗 ５４ M．デムーロ �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４ 〃 クビ ２６．２�

（伊）

７１４ チアフルスマイル 牝６黒鹿５４ 藤田 伸二�アカデミー 池江 泰郎 新冠 清水 克則 ４４０－ ８ 〃 ハナ １３．５	
３６ マイネソーサリス 牝５栗 ５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 静内 コスモビューファーム ４６６－ ６１：４８．６クビ ２０．８

６１１� メジロトンキニーズ 牝４鹿 ５２ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ４９６－ ２１：４８．８１ ２１．３�
１２ �� カネトシディザイア 牝７青鹿５３ 木幡 初広兼松 昌男氏 田中 章博 白老 白老ファーム ４４８－ ６ 〃 ハナ ８３．３�
１１ ウイングレット 牝５鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：４９．１１	 ６．３
２３ レクレドール 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４４６－ ６１：４９．５２
 １４．２�
８１６ スターリーヘヴン 牝６黒鹿５４ 大西 直宏サウスニア� 高市 圭二 静内 タイヘイ牧場 ４７０＋ ５１：４９．６	 ９５．８�
６１２� ミヤビキララ 牝４鹿 ５０ 郷原 洋司村上 義勝氏 �田 研二 静内 田原橋本牧場 ４７８－ ６１：４９．８１ ５４．０�
４７ プリンセスグレース 牝４鹿 ５１ 北村 宏司近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４２２± ０ 〃 クビ １５．８�
４８ � メイショウオスカル 牝５黒鹿５６ 後藤 浩輝松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４８２－ ６１：５１．８大差 ７．６�
５９ アンブロワーズ 牝４鹿 ５３ 小野 次郎 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４８４－１０１：５２．１１	 １４０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２１，０５３，２００円 複勝： １７２，２０６，４００円 枠連： ２０３，０３３，５００円

普通馬連： １，２５９，７１８，０００円 馬単： ６６９，６４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０８，８４６，２００円

３連複： ９６６，４２６，９００円 ３連単： ２，００８，６６０，３００円 計： ５，６０９，５９１，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � ５１０円 枠 連（２－５） ９７０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，２６０円 �� ２，３３０円

３ 連 複 ��� ７，２６０円 ３ 連 単 ��� ２６，３８０円

票 数

単勝票数 計１２１０５３２ 的中 � ２３３８３６（１番人気）
複勝票数 計１７２２０６４ 的中 � ３１１８７５（１番人気）� ２１４６８９（３番人気）� ７０１４２（１０番人気）
枠連票数 計２０３０３３５ 的中 （２－５） １５５７５７（１番人気）
普通馬連票数 計１２５９７１８０ 的中 �� ６９１２６３（１番人気）
馬単票数 計６６９６４７３ 的中 �� ２００３０８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０８８４６２ 的中 �� ９３８５１（２番人気）�� ４０３１６（１１番人気）�� ２１０８５（３６番人気）
３連複票数 計９６６４２６９ 的中 ��� ９８３７２（１６番人気）
３連単票数 計２００８６６０３ 的中 ��� ５６２０１（４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．１―１２．０―１２．２―１２．５―１１．８―１１．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．９―４７．９―１：００．１―１：１２．６―１：２４．４―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ヤマニンシュクル �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００３．７．１９ 函館１着

２００１．４．１生 牝５黒鹿 母 ヤマニンジュエリー 母母 ティファニーラス １４戦４勝 賞金 ２５３，４８４，０００円
〔制裁〕 ウイングレット号の騎手田中勝春は，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１００，０００円。

ライラプス号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
ライラプス号の騎手M．デムーロは，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５０，０００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 トーセンハピネス号
（非抽選馬） ２頭 ニシノナースコール号・プリモスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０５０７２ ３月１２日 曇 良 （１８中山２）第６日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１１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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

３３ � ア ク レ イ ム 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ６２：０１．６ ４．１�

６７ �� カネサマンゲツ 牡４鹿 ５７ 四位 洋文笠原 幸六氏 久保田貴士 浦河 桑田フアーム ４８０－ ２ 〃 クビ ６．４�
５５ � オルドリーバ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠古川 智洋氏 佐藤 吉勝 三石 畑端牧場 ４４８＋ ８２：０１．８１	 １３．２�
７９ ダークフラッシュ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４７０± ０２：０１．９	 ２５．７�
８１０ チョウカイフライト 牡７黒鹿５７ 柴田 善臣�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ４８８＋１０ 〃 クビ ５．４�
２２ 
 オールピュール 牝５黒鹿５５ M．デムーロ吉田 和子氏 堀 宣行 米 Shortleaf

Stable ４２４± ０２：０２．０	 ３．５�
（伊）

７８ 
 トゥーエニワン 牡６黒鹿 ５７
５４ ▲田中 博康�大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek

Russo ４７０＋ ４２：０２．２１ ３４．４	
６６ � セヴンスバード 牡７鹿 ５７ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B４７４－ ２２：０２．３	 ３０．３

４４ 
 アイアムザチャンプ 牡５青鹿５７ 横山 典弘堀 紘一氏 杉浦 宏昭 米 Dr. Kirk

Shiner ４８６－ ４ 〃 ハナ ５．３�
８１１ イブキトレッキング 牡８芦 ５７ 佐藤 哲三�伊吹 中島 敏文 門別 北陽ファーム ４５６＋１４２：０２．４	 ６１．９
１１ �� ストレッチランナー 牡７鹿 ５７

５５ △津村 明秀田島榮二郎氏 中野 栄治 浦河 本巣 一敏 ４３４－１２２：０４．５大差 １５７．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４２，４２３，１００円 複勝： ５０，３７７，０００円 枠連： ５５，５８５，７００円

普通馬連： ２８９，６１０，１００円 馬単： ２００，２３１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，２６４，６００円

３連複： ２０３，８８８，７００円 ３連単： ５６９，８９４，６００円 計： １，４６４，２７４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ３００円 � ４００円 枠 連（３－６） １，４９０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ７８０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ６，２６０円 ３ 連 単 ��� ２９，１８０円

票 数

単勝票数 計 ４２４２３１ 的中 � ８２５５２（２番人気）
複勝票数 計 ５０３７７０ 的中 � １０２１０２（２番人気）� ４０４９６（５番人気）� ２８５２９（６番人気）
枠連票数 計 ５５５８５７ 的中 （３－６） ２７５６３（８番人気）
普通馬連票数 計２８９６１０１ 的中 �� １２９０４２（８番人気）
馬単票数 計２００２３１０ 的中 �� ５１０６７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２２６４６ 的中 �� １８２６４（９番人気）�� １６９０８（１０番人気）�� ６４６５（２２番人気）
３連複票数 計２０３８８８７ 的中 ��� ２４０７０（２１番人気）
３連単票数 計５６９８９４６ 的中 ��� １４４１５（９５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１２．２―１２．４―１２．３―１２．２―１２．５―１１．９―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．８―３７．０―４９．４―１：０１．７―１：１３．９―１：２６．４―１：３８．３―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．２
１
３

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

２
４

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

�ア ク レ イ ム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１２．１２ 中山１着

２００２．２．１１生 牡４鹿 母 アカンプリッシュ 母母 リストレーション １１戦３勝 賞金 ４０，２０４，０００円
※カネサマンゲツ号・ダークフラッシュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（１８中山２）第６日 ３月１２日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２頭 本 賞
距離別出走奨励賞
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

２５０，６４０，０００円
８，４００，０００円
１４，４３０，０００円
８２０，０００円
２００，０００円
１，６９０，０００円
２６，２９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，９８１，０００円
４，４８４，０００円
１，６３６，２００円

勝馬投票券売得金
４３２，１００，４００円
５５０，２７６，２００円
６６１，１４９，１００円
２，９４４，１６８，９００円
２，１７８，３０４，５００円
５８５，１７７，６００円
２，６１７，７７８，６００円
３，６４４，７６０，３００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 １３，６１３，７１５，６００円

総入場人員 ３４，５４４名 （有料入場人員 ３２，７４２名）




