
０５０７３ ３月１８日 晴 稍重 （１８中山２）第７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

３６ � 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 ４８２＋ ２１：１４．０ ３．１�

３５ � サイレンスラダメス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝�辻牧場 岩戸 孝樹 浦河 辻 牧場 ４５４± ０１：１４．３１� ４．１�
４８ � キングオブパンサー 牡３青 ５６ 柴田 善臣浜野順之助氏 沢 峰次 浦河 久保牧場 ４４４－ ４１：１４．９３� ６．８�
２３ � エフテークリニック 牡３鹿 ５６ 江田 照男深野 茂雄氏 根本 康広 三石 前田 宗将 ５３８－ ２１：１５．０クビ ５．１�
５９ � ブラッシュボール 牡３栗 ５６ M．デムーロ島田 久氏 小西 一男 門別 今井牧場 ４５８ ―１：１５．１� １７．０�

（伊）

１２ � スミノバンビーナ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４６２－ ２ 〃 ハナ １５．６�
１１ � リキアイテンリュウ 牡３栗 ５６ 小野 次郎高山 幸雄氏 菅原 泰夫 静内 岡田 猛 ４５８－１６１：１５．２� ３３．９	
４７ � ストロングレパード 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 増沢 末夫 静内 フジワラフアーム ４５２± ０１：１５．４１ １４４．４

６１１� ツヴィンガー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義大河内一権氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４８４ ― 〃 クビ ７．４�
７１３� プ リ マ シ ア 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二�ターフ・スポート田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム ４４６ ―１：１５．５クビ ４３．８�
２４ � フェアレスジュエル 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥�ターフ・スポート杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ ２２２．１
６１２� ダイワアスカロン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 三石 大塚牧場 ４３２－ ６ 〃 アタマ ３０４．２�
７１４� ラブミースマイル 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭大崎 幸路氏 南田美知雄 門別 高橋牧場 ４５０－ ４１：１５．６クビ ６３．７�
８１５� オオシマセイラー 牝３栗 ５４

５１ ▲的場 勇人�大島牧場 柄崎 孝 浦河 大島牧場 ４１８± ０１：１６．０２� ３８９．４�
５１０�� シルクプレアデス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊有限会社シルク奥平 真治 早来 ノーザンファーム ４３４－ ６ 〃 クビ １３４．３�
８１６�� リバーファンタジー 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４７２＋１０１：１６．３１� ４８０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０４５，６００円 複勝： １７，４８５，７００円 枠連： ２１，６４０，６００円

普通馬連： ６５，８０３，８００円 馬単： ５６，５７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２０５，０００円

３連複： ７８，０１２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２６９，７６３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（３－３） ９９０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３９０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３０４５６ 的中 � ３３４１９（１番人気）
複勝票数 計 １７４８５７ 的中 � ４４５９０（１番人気）� ２６８８８（３番人気）� ２０７０１（４番人気）
枠連票数 計 ２１６４０６ 的中 （３－３） １６１５３（５番人気）
普通馬連票数 計 ６５８０３８ 的中 �� ５６４９９（２番人気）
馬単票数 計 ５６５７０３ 的中 �� ２８９１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２０５０ 的中 �� １４２７３（２番人気）�� １１２３１（３番人気）�� ５５４７（９番人気）
３連複票数 計 ７８０１２１ 的中 ��� ３３４６５（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１２．４―１２．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．５―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイコーロマン �
�
父 ニホンピロウイナー �

�
母父 ラシアンボンド デビュー ２００６．２．１１ 京都７着

２００３．３．２２生 牡３黒鹿 母 ツキノイチジョウ 母母 ミスセンチユリー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 キングオブパンサー号の騎手柴田善臣は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンピュア号
※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。



０５０７４ ３月１８日 晴 稍重 （１８中山２）第７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

８１６� ビービーイリューム 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�坂東牧場 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４３６± ０１：５７．６ ２．７�

５１０ 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 ４５８＋ ２１：５８．０２� １７．１�
２３ � パ ッ サ リ ン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８６－ ６１：５８．２１ ３．７�
７１３ クールダンサー 牝３鹿 ５４ M．デムーロ川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ４５２－ ４１：５９．０５ １６．４�

（伊）

７１４� ウ レ シ イ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 ４３２－１４１：５９．１� １４８．８�
６１２� テンエイミューズ 牝３青鹿５４ 北村 宏司熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

熊坂開発 B４４２± ０１：５９．３１� ３．４�
１２ グランドミューズ 牝３栗 ５４ 小野 次郎�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４２４－１２１：５９．４� １３．８	
３６ � ヤマニンビーミング 牝３鹿 ５４

５２ △津村 明秀土井 薫氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４１４－１０ 〃 クビ ３４．９

５９ � ウエスタンプリマ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二西川 賢氏 菊川 正達 静内 北西牧場 ４１２－１２１：５９．５クビ ２９．５�
８１５� プ ジ ュ リ 牝３栗 ５４ 松岡 正海長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４５８－ ８１：５９．６� ３９．０�
１１ ディープパープル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥�グランド牧場 奥平 真治 静内 グランド牧場 ４５２－ ６１：５９．８１� ４４３．１
２４ アトマイザー 牝３栗 ５４ 伊藤 直人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 門別 槇本牧場 ４４０－ ４２：００．０１� ３０２．８�
４８ � アプローズライト 牝３栗 ５４

５１ ▲黛 弘人伊東 純一氏 尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 B４８２－ ６２：００．２� ８３．４�
６１１ ジュエルアワード 牝３黒鹿５４ 武士沢友治十二 政美氏 中野渡清一 様似 瀬口 信正 ４７０－１０２：００．４１� ４３５．２�
４７ � アッパレムスメ 牝３鹿 ５４ 吉永 護西村新一郎氏 吉永 正人 三石 小河 豊水 ４２８＋ ６２：００．６１� ２４０．０�
３５ シ ャ ナ イ ア 牝３鹿 ５４ 張田 京 �シンコーファーム 田中 清隆 門別 シンコーファーム ４３０－ ４２：０１．４５ ２２０．０�

（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４０７，１００円 複勝： １９，３５０，２００円 枠連： ２２，８１５，９００円

普通馬連： ７２，４４４，７００円 馬単： ６５，７４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４０４，０００円

３連複： ８６，３００，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３００，４６３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １３０円 枠 連（５－８） １，０６０円

普通馬連 �� １，６８０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ２４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４０７１ 的中 � ４５６８４（１番人気）
複勝票数 計 １９３５０２ 的中 � ５０２２８（１番人気）� １２４９１（５番人気）� ４４３１５（２番人気）
枠連票数 計 ２２８１５９ 的中 （５－８） １６０３２（５番人気）
普通馬連票数 計 ７２４４４７ 的中 �� ３１９８８（６番人気）
馬単票数 計 ６５７４１３ 的中 �� １９７７１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４０４０ 的中 �� ６８２２（６番人気）�� ２１９４３（１番人気）�� ９９５３（４番人気）
３連複票数 計 ８６３００１ 的中 ��� ４６３８２（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１３．０―１４．１―１３．１―１３．２―１３．０―１３．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３７．８―５１．９―１：０５．０―１：１８．２―１：３１．２―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．４
１
３

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

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

�ビービーイリューム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Alleged デビュー ２００５．１１．２７ 東京５着

２００３．３．３生 牝３栗 母 オ ク ト ニ ア 母母 Gallanta ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ジュエルアワード号・アッパレムスメ号は，平成１８年４月１８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 イッツショータイム号・ケンブリッジマイア号・ショウナンバラード号
※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。



０５０７５ ３月１８日 晴 稍重 （１８中山２）第７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

４７ オンシジューム 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４２８－ ６１：１３．１ ３．５�

７１４ ジェイケイボストン �３黒鹿５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４９２－ ４ 〃 アタマ ２３．１�
１１ キョクイチデュラ 牡３栗 ５６ 横山 典弘深野 茂雄氏 奥平 雅士 三石 前田 宗将 ４９０－ ２１：１３．５２� １０．０�
６１２ オールフォーラヴ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二吉橋 計氏 戸田 博文 様似 清水スタッド ４５０－ ６１：１４．０３ ５．７�
２３ カヤドーノアール 牡３栗 ５６ 田中 勝春黒澤 尚氏 根本 康広 えりも 上島牧場 ４８８－ ６１：１４．１クビ １１．７�
１２ ロードフィーバー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 加藤 征弘 三石 幌村牧場 B４９８－ ４ 〃 ハナ ２．４	
５９ ナンヨーノアイ 牝３青鹿５４ 張田 京中村 �也氏 小西 一男 浦河 梅田牧場 ４２０－１２１：１４．８４ １５５．４


（船橋）

８１５ ドリームタイガー 牡３芦 ５６ 蛯名 正義ドリームターフ組合 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ４９８ ― 〃 ハナ １０．９�
５１０� マグナムシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人 �友駿ホースクラブ 成島 英春 様似 能登ファーム ４６２－ ６１：１５．２２� ５０．５�
８１６ ユメヲコワサナイデ 牝３芦 ５４ 池田 鉄平牧田 博至氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４７０－ ２１：１５．３� １５４．１
４８ デイトレーダー 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 青森 諏訪牧場 ４６８＋ ３１：１５．４� ３８７．９�
３６ � ワライナガラ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣小田切有一氏 矢野 進 静内 田中 裕之 ４５２－ ４１：１５．８２� １９７．２�
７１３ タカトモカントリー 牡３栗 ５６ 土谷 智紀�橋 顕輔氏 田子 冬樹 宮城 高友産業 ４０６± ０１：１５．９� ７６５．１�
３５ コパノリゾート 牝３芦 ５４ M．デムーロ小林 祥晃氏 上原 博之 門別 前野 博幸 ４７２－１０１：１６．０� １０４．０�

（伊）

６１１ シュレッター 牡３栗 ５６
５３ ▲黛 弘人 �丸幸小林牧場 山田 要一 三石 上村 清志 ５６０＋ ６１：１６．１� ６８３．３�

２４ ジルコンシチー 牡３鹿 ５６
５３ ▲高野 和馬 �友駿ホースクラブ 山田 要一 青森 塚尾 勝安 ４５８ ―１：１９．９大差 ５３７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０６８，５００円 複勝： ２０，６４２，２００円 枠連： ３０，８０７，７００円

普通馬連： ７６，５８７，２００円 馬単： ７８，２８５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１１７，２００円

３連複： ９４，２７２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３４２，７８０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � ２００円 � ５７０円 � ２７０円 枠 連（４－７） ７，４５０円

普通馬連 �� ５，８４０円 馬 単 �� ９，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� ７７０円 �� ３，４２０円

３ 連 複 ��� １４，７９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１０６８５ 的中 � ４８５８２（２番人気）
複勝票数 計 ２０６４２２ 的中 � ３３３３２（２番人気）� ７９５４（７番人気）� ２０５７７（５番人気）
枠連票数 計 ３０８０７７ 的中 （４－７） ３０５４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ７６５８７２ 的中 �� ９６８０（１８番人気）
馬単票数 計 ７８２８５９ 的中 �� ５９２４（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１１７２ 的中 �� ３８９９（１９番人気）�� ７０３０（８番人気）�� １４６２（２６番人気）
３連複票数 計 ９４２７２２ 的中 ��� ４７０５（３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１２．２―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．８―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３８．５
３ ・（１，２）（７，１４）－（１５，１２）５，１６，１０（９，３）－（８，１３）－６－１１－４ ４ ・（１，２，７，１４）－１５，１２－（５，１６）１０（９，３）－８，１３，６＝１１＝４

勝馬の
紹 介

オンシジューム �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．１．２３ 中山４着

２００３．４．２２生 牝３栗 母 ウインフィオーレ 母母 ダイナビーム ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジルコンシチー号は，平成１８年４月１８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。
（非抽選馬） ４頭 サンワードビジュー号・ジンデンスバル号・メジログレイブス号・ローランフェルド号
※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。



０５０７６ ３月１８日 晴 稍重 （１８中山２）第７日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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
１：４８．４

重

重

８１６� ダンシングクリス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４５４－ ６１：５５．６ １１．０�

２４ パピヨンシチー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４１２＋ ２１：５６．０２� ６．１�
８１５ バ リ オ ン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４４２－ ２１：５６．１� ３．９�
１１ 	 アポロコマンダー 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 様似 様似渡辺牧場 ４７６－ ２１：５６．５２� １１．１�
５１０
 グランレーヴ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広前田 幸治氏 古賀 史生 米 Tim Thornton &

Brereton C. Jones ５０８－ ４１：５６．６� １４．４�
４８ ローランウェルズ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ４８０－ ８１：５６．８１ ６５．７�

（伊）

７１３� メジロバークマン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊	メジロ牧場 戸田 博文 洞爺 メジロ牧場 ５１０－ ２１：５７．４３� ２６．７

５９ � マイネルコレドール 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 浦河 北俣 光浩 B４９４± ０１：５７．５� ４．１�
６１１ サーストンラウンド 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人齊藤 宣勝氏 中野 栄治 門別 天羽 禮治 ４８４－ ６１：５８．０３ １８８．２�
７１４� カネスキングオー 牡３栃栗５６ 江田 照男杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 野島牧場 ４４２－ ４１：５８．２１� ５７．５
１２ � ヤマニンエボニー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥土井 肇氏 清水 利章 新冠 錦岡牧場 ４８０－ ８１：５８．８３� ３６３．６�
３５ 
 マルターズドッキ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一藤田与志男氏 小笠 倫弘 米 Dreamfields, Inc.

& Don Brady ４４４－ ２１：５９．１２ ７６．４�
３６ � サ ム ゾ ー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司井上 一郎氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ５２８－ ６１：５９．３１� ４．２�
６１２� リードインアゲーム 牡３青 ５６

５３ ▲的場 勇人田中 晴夫氏 的場 均 新冠 飛渡牧場 ４８８－１２１：５９．４� ２４８．７�
４７ トウカイメモワール 牡３黒鹿５６ 小野 次郎内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４４４－ ２１：５９．５クビ １２１．４�
２３ ユーコードン 牡３鹿 ５６ 張田 京�有恒 小林 常泰 青森 荒谷牧場 ４８０－ ４２：０３．１大差 ４１０．２�

（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０７２，５００円 複勝： ２５，１３５，２００円 枠連： ４０，７７４，７００円

普通馬連： ８３，０３１，５００円 馬単： ６９，２２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８０３，５００円

３連複： ９５，４７４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３５２，５２０，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２９０円 � ２００円 � １５０円 枠 連（２－８） ９３０円

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ６，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ５８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ３，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７０７２５ 的中 � １２３１４（５番人気）
複勝票数 計 ２５１３５２ 的中 � １８４０５（７番人気）� ３３７２８（４番人気）� ５４７１９（１番人気）
枠連票数 計 ４０７７４７ 的中 （２－８） ３２４５９（５番人気）
普通馬連票数 計 ８３０３１５ 的中 �� ２２７３５（１３番人気）
馬単票数 計 ６９２２８１ 的中 �� ７５１６（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８０３５ 的中 �� ５２１９（１８番人気）�� ９４５９（６番人気）�� １０７２６（４番人気）
３連複票数 計 ９５４７４６ 的中 ��� １９９２０（１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．３―１３．３―１２．９―１３．３―１３．３―１３．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．４―４９．７―１：０２．６―１：１５．９―１：２９．２―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F３９．７
１
３
１４－（４，１０）－８（１，１５）（１６，１３）（３，１１）２，５（７，１２）（６，９）・（１４，１０）－４，１，８（１５，１６）－１３，９（２，１１，６）（３，１２）５，７

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

勝馬の
紹 介

�ダンシングクリス �
�
父 クリスザブレイヴ �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００５．１１．１９ 東京６着

２００３．５．４生 牡３鹿 母 スイートスカレー 母母 スイートドミニク ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 メジロバークマン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 メジロバークマン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユーコードン号は，平成１８年４月１８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。



０５０７７ ３月１８日 晴 良 （１８中山２）第７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

３６ � ヒカルマイゴール 牝３栗 ５４ 福永 祐一�橋 京子氏 戸田 博文 白老 白老ファーム ４２８－ ４１：３７．２ １３．５�

１２ � ミヤマリンドウ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４５６－ ６１：３７．３クビ ４．９�
２３ ペディクラリス 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 平取 稲原牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ ５．４�
６１２� エクレールヴィオレ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４１：３７．４� １．９�
５９ マルタカマリア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義高橋 義和氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４３０ ―１：３７．６１� ２４９．７�
３５ � ヤマニンアマランス 牝３青鹿５４ M．デムーロ土井 肇氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４２０－ ２１：３７．９１� ４５．４�

（伊）

６１１� ディーエスザホープ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷田牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ ２０．９	
４８ �� スナークブレーブ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 浦河 山田 昇史 ４６６± ０１：３８．２１� ２０．８

２４ � フェアノータム 牝３鹿 ５４ 北村 宏司ジョイ・レースホース� 久保田貴士 白老 白老ファーム ４６０ ―１：３８．４１� ８．７�
７１４� テイエムマーチ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎竹園 正繼氏 柴田 政人 静内 千代田牧場 ４７４－ ８１：３８．７２ ５６．４
７１３� エプソムジェイド 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 静内 田原橋本牧場 ４３８－ ６１：３８．９１� ５９０．３�
５１０ ベルモントブーケ 牝３鹿 ５４ 張田 京 �ベルモントファーム 土田 稔 新冠 ベルモント

ファーム ４４０ ―１：３９．０クビ ４８３．７�
（船橋）

４７ カミノコンコルド 牡３芦 ５６ 吉田 豊山川雅貴子氏 沢 峰次 青森 長谷地 義正 ４３８－ ８１：３９．６３� １２７．６�
８１５� イージーリクルート 牝３芦 ５４ 土谷 智紀江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上 悦夫 ４２４－１６１：３９．９２ ６２６．４�
８１６� ウィナーズステージ 牝３栗 ５４

５１ ▲大野 拓弥瀬口 信正氏 鈴木 勝美 様似 瀬口 信正 ３８２－ ４ 〃 クビ ６４３．８�

（１５頭）
１１ � アミフジクーニャン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人�内藤牧場 矢野 照正 茨城 内藤牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，４４６，８００円 複勝： ２２，４１２，９００円 枠連： ３９，８５６，２００円

普通馬連： ８０，２５６，５００円 馬単： ８５，５３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６４６，０００円

３連複： ９７，６０９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３７１，７６１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ４００円 � １８０円 � １８０円 枠 連（１－３） ３，８１０円

普通馬連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ７，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ８５０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ４，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３４４６８ 的中 � １３６９０（５番人気）
複勝票数 計 ２２４１２９ 的中 � １１６０３（７番人気）� ３６７４３（３番人気）� ３７２７１（２番人気）
枠連票数 計 ３９８５６２ 的中 （１－３） ７７３１（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８０２５６５ 的中 �� １７７６９（１２番人気）
馬単票数 計 ８５５３３１ 的中 �� ８４４０（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６４６０ 的中 �� ５２８５（１３番人気）�� ６５１６（１０番人気）�� １１６８５（５番人気）
３連複票数 計 ９７６０９６ 的中 ��� １５７７８（１７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．０―１２．５―１２．７―１２．１―１１．７―１２．１

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．９

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

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

�ヒカルマイゴール �
�
父 エアジハード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．２．２６ 中山６着

２００３．２．２０生 牝３栗 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 アミフジクーニャン号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） ３頭 グレースアロー号・マイネリーリオ号・マイネルマルス号
※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。



０５０７８ ３月１８日 晴 稍重 （１８中山２）第７日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （ダート・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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１５�� コスモミルクマン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎岡田美佐子氏 根本 康広 三石 タガミファーム ５１０ ―１：１４．９ ２５．９�

２４ ザッツアメージング 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �カタオカファーム清水 英克 静内 カタオカフアーム ４０８ ―１：１５．２２ ４５．８�
５９ � エプソムメガミ 牝３黒鹿５４ 角田 晃一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４８６ ―１：１５．６２� ５．２�
４７ グリーンアラモード 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５７４ ―１：１６．４５ １．９�

（伊）

７１４� ブルートリニティ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �荻伏レーシング・クラブ 佐藤 吉勝 門別 幾千世牧場 ４５２ ―１：１６．５クビ ９．３�
３６ ペタサイトラブ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治青木 照吉氏 中野渡清一 静内 ウエルネスファーム ４３４ ―１：１６．６� １４．８	
５１０� プリンセスチケット 牝３青鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬佐藤 松雄氏 大江原 哲 三石 ダイイチ牧場 ４２０ ―１：１６．７� １２０．９

１１ アラビアンクリーク 牝３鹿 ５４ 村上 忍吉田 勝利氏 星野 忍 静内 塚尾牧場 ４２０ ―１：１７．４４ ３２１．１�

（岩手）

６１２ マルタカワレンダー 牝３鹿 ５４ 川島 信二高橋 義和氏 清水 美波 静内 平井牧場 ４５０ ― 〃 ハナ １５６．４�
４８ グランドハスラー 牡３黒鹿 ５６

５４ △津村 明秀�グランド牧場 田 研二 静内 グランド牧場 ４９２ ―１：１８．３５ ６８．９�
６１１� ナインバクシン 牡３鹿 ５６ 江田 照男馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 ４３８ ―１：１８．６１� ２３．５�
７１３� ボ ス ザ メ 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４７０ ―１：１８．８１� ２０９．８�
２３ � コスモユニット 牡３鹿 ５６ 田中 勝春岡田美佐子氏 菅原 泰夫 新冠 赤石 久夫 ４９８ ― 〃 アタマ ８３．０�
３５ クロスライセンス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二吉橋 計氏 戸田 博文 浦河 桑田牧場 ４８０ ― 〃 ハナ ４．９�

（１４頭）
１２ メビウスリング 牝３栗 ５４ 田中 剛永嶋 啓治氏 二本柳俊一 浦河 ターフィー牧場 ４５４ ― （競走除外）

８１６ トーセンオリーブ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹島川 �哉氏 成島 英春 静内 岡田スタツド ４３４ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，８８９，８００円 複勝： １４，５１９，２００円 枠連： ２３，９６４，２００円

普通馬連： ５６，８９６，３００円 馬単： ５８，１２６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５００，７００円

３連複： ５８，３５２，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２４２，２４８，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５９０円 複 勝 � ４３０円 � ６６０円 � ２４０円 枠 連（２－８） １０，４４０円

普通馬連 �� ３３，０９０円 馬 単 �� ６４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１７０円 �� １，３２０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ６４，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １５８８９８（返還計 ８９９２） 的中 � ４８４０（７番人気）
複勝票数 差引計 １４５１９２（返還計 １０５２３） 的中 � ８４９０（６番人気）� ５１５３（７番人気）� １８７７１（３番人気）
枠連票数 差引計 ２３９６４２（返還計 ６３７） 的中 （２－８） １６９５（２６番人気）
普通馬連票数 差引計 ５６８９６３（返還計１６７０２７） 的中 �� １２６９（４８番人気）
馬単票数 差引計 ５８１２６１（返還計１３５０５３） 的中 �� ６６２（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４５００７（返還計 ３１４９２） 的中 �� ６７５（３９番人気）�� ２７６６（１６番人気）�� １８６９（１９番人気）
３連複票数 差引計 ５８３５２３（返還計２２４８７９） 的中 ��� ６６６（１１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．９―１２．６―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．１―３６．０―４８．６―１：０１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
コスモミルクマン �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Secretariat 初出走

２００３．３．２４生 牡３鹿 母 クリームリー 母母 Cream ’n Crimson １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 トーセンオリーブ号は，装鞍所で暴れ，疾病〔右後�部挫創〕を発症したため競走除外。

メビウスリング号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 オーラワールド号・キフジンノホホエミ号・サクラシリウス号・ダイワグラム号・ヒカルラブハート号・

マグマタイフーン号・メイプルプレミアム号・リキアイブライト号・ロドリーバニヤン号
※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。



０５０７９ ３月１８日 晴 稍重 （１８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２０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
１：４８．４

重

重

８１３ ジョウテンロマン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４７４－ ４１：５４．９ ３．６�

６１０� バ ル バ ロ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：５５．０クビ ４．４�

１１ リファインドボディ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５０２＋ ２１：５５．４２� ６８．８�
６９ � アリマエクセレント 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣有馬 博文氏 加藤 和宏 帯広 十勝ケンタウ

ルスファーム ５１６± ０１：５５．９３ ５４．６�
８１４ ケイアイマイバッハ 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 石毛 善彦 新冠 松浦牧場 ４６６－ ４１：５６．０� １６．６�
３４ マルブツクロス 牡３芦 ５６ 木幡 初広大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５１２－ ６１：５６．１� ３３．４�
３３ 	 サントアドヴァンス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司近嶋 勇氏 菅原 泰夫 浦河 福岡 光夫 ５３４－ ２１：５６．３１� ２３５．７	
５７ 
 ライブリチチカカ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎加藤 哲郎氏 沢 峰次 厚真 大川牧場 B４４２－ ４１：５６．４クビ ４５．２

４５ ジャッキーライオン 牡３芦 ５６ 田中 勝春藤田与志男氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ４７２－ ４ 〃 クビ １２．３�
５８ ブライアンズエッセ 牡３栗 ５６ 福永 祐一青山 洋一氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ５０４－ ４１：５６．７１� ７１．６�
７１１
 アルスボヘミアン 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人池田 正孝氏 河野 通文 門別 川島 貞二 ４９８± ０１：５６．９１� １４．３
２２ メジロパーシバル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４９０－ ２１：５７．０� ２．４�
４６ 
	 グロスターチャーム 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�服部牧場 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４１８－ ２ 〃 クビ ８７．７�
７１２� コスモギャザー 牡３黒鹿 ５６

５４ △津村 明秀岡田美佐子氏 清水 利章 静内 グランド牧場 ４８４－ ４ （競走中止） １３４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，２２６，６００円 複勝： ３０，４３４，３００円 枠連： ３３，５３０，５００円

普通馬連： １２４，２３２，３００円 馬単： １０１，１９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４６４，２００円

３連複： １２９，１７０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４７３，２４８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １，０４０円 枠 連（６－８） ６９０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２，６１０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� １６，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２２６６ 的中 � ５３１８８（２番人気）
複勝票数 計 ３０４３４３ 的中 � ７７６７９（２番人気）� ４１９４７（３番人気）� ５１１１（１１番人気）
枠連票数 計 ３３５３０５ 的中 （６－８） ３５９１６（３番人気）
普通馬連票数 計１２４２３２３ 的中 �� ８２３８１（３番人気）
馬単票数 計１０１１９０７ 的中 �� ４５１５７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４６４２ 的中 �� ２２２４８（３番人気）�� ２７０３（２４番人気）�� １８３９（３３番人気）
３連複票数 計１２９１７０３ 的中 ��� ５９３６（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．３―３７．１―５０．５―１：０３．５―１：１６．４―１：２９．２―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョウテンロマン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００５．９．２４ 中山２着

２００３．２．５生 牡３栗 母 ビューチフルドラマ 母母 ビューチフルロマン ８戦２勝 賞金 ２２，４００，０００円
〔発走状況〕 ジャッキーライオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 コスモギャザー号は，競走中に疾病〔左第１指骨複骨折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔その他〕 メジロパーシバル号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて調教注意。



０５０８０ ３月１８日 曇 稍重 （１８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１３時５５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，１８．２．１８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

２３ アーマメント 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝ロイヤルファーム� 国枝 栄 鵡川 ロイヤルファーム ５１４＋１０１：１１．９ ８．１�

５９ � チョウカイキセキ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣�平田牧場 加藤 和宏 静内 タイヘイ牧場 B４７６± ０１：１２．２２ １．３�
８１５ キョウエイシンファ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲的場 勇人インターナシヨナル
ホース� 的場 均 門別 インターナシヨナル牧場 ４５２＋ ４１：１２．４１� ７４．０�

１２ � コ ク ハ ク 牝４鹿 ５５
５３ △津村 明秀�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４７６－ ４１：１３．１４ ３９．６�

５１０ シルクエレメント 牡５鹿 ５７ 吉田 豊有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新
冠支場 ５０４＋ ４１：１３．４１� ８．８	

６１２ サンダーロード 牡４栗 ５７ 松岡 正海加藤 信之氏 中川 公成 門別 中川牧場 ４５６－ ４１：１３．５� ２３．２

８１６� ドゥーウィズウイン 牝９鹿 ５５ 沢 昭典新井 孝治氏 沢 峰次 浦河 岡本 昌市 ４９６－ ２１：１３．８２ ５７．６�
７１４	� クリノトップオー 牡４鹿 ５７ 村上 忍栗本 博晴氏 小島 茂之 新冠 坂元牧場 ４４２＋ ８１：１３．９クビ １９６．４�

（岩手）

１１ トワイニングイモン 牡４鹿 ５７ 南田 雅昭井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４６６＋ ８１：１４．０� １０８．７
４８ トレトレジョリ 牝６鹿 ５５ 武士沢友治��昭牧場 富田 一幸 三石 三石川上牧場 ５１４－ ４１：１４．１� １１４．１�
４７ � レキシントンルビー 牝４鹿 ５５

５４ ☆川田 将雅後藤 繁樹氏 笹倉 武久 浦河 ターフィー牧場 ４１２－ ４１：１４．３１ ２９０．９�
７１３	� シズノオダマキ 牝５鹿 ５５ 川島 信二石橋 英郎氏 高橋 義博 浦河 村下農場 ４２４＋ ２１：１４．６２ ４９２．２�
３６ シンボリドジャース 
４栗 ５７ 北村 宏司シンボリ牧場 畠山 吉宏 静内 和田農林（有） ４４０－１４ 〃 ハナ １７．９�
２４ ミスタージェイド 牡４黒鹿５７ 郷原 洋司大久保典義氏 南田美知雄 浦河 金石牧場 ４９８＋３０１：１４．７クビ ９６．８�
３５ オトメザプリンセス 牝４栗 ５５ 池田 鉄平加藤 峰男氏 浅野洋一郎 浦河 川越 敏樹 ４４８－１２１：１５．０２ ２０６．１�
６１１	 ザ ル ー ト 牡４鹿 ５７ 穂苅 寿彦吉澤 克己氏 萱野 浩二 様似 徳永 春夫 B４５８－１４１：１５．２１� ２２８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，６０２，４００円 複勝： ２３，６０３，４００円 枠連： ３６，７３１，８００円

普通馬連： １２６，１０８，３００円 馬単： １３８，５９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０４６，３００円

３連複： １５７，０７６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５４１，７５９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ５２０円 枠 連（２－５） ３５０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２，７２０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８６０２４ 的中 � ２８０９９（２番人気）
複勝票数 計 ２３６０３４ 的中 � ２９８８８（２番人気）� １０４１８１（１番人気）� ６２５８（８番人気）
枠連票数 計 ３６７３１８ 的中 （２－５） ７９１３１（１番人気）
普通馬連票数 計１２６１０８３ 的中 �� ２３６６７９（１番人気）
馬単票数 計１３８５９０８ 的中 �� ６５７７９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０４６３ 的中 �� ４７３６９（１番人気）�� ２３３７（２６番人気）�� ９５２８（７番人気）
３連複票数 計１５７０７６２ 的中 ��� ２４７１４（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．２―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．１―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ・（３，１５，９）－（１，４）（１１，１４）（２，１０）１６（５，６）（１２，１３）－８－７ ４ ・（３，１５，９）－１（２，４）（１０，１４）－（１１，１６）１２，５（１３，６）（７，８）

勝馬の
紹 介

アーマメント �
�
父 ブ ロ ッ コ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００５．４．１７ 福島３着

２００２．４．９生 牡４栗 母 シンプルザベスト 母母 Larida ４戦２勝 賞金 １３，７００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 トレトレジョリ号は，平成１８年４月１８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ラストパートナー号
※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。



０５０８１ ３月１８日 曇 良 （１８中山２）第７日 第９競走 ��
��１，６００�

す み だ が わ

隅 田 川 特 別
発走１４時３０分 （芝・右・外）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．３．１９以降１８．３．１２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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１２ ルタンティール 牡５黒鹿５３ 川田 将雅西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 石川 昌義 ４６２＋ ２１：３５．１ １１．９�

８１５ キャピタルフライト 牡５黒鹿５６ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８６－ ６１：３５．４１� ５．０�
６１１ ヤ ナ ギ ム シ 牡７栗 ５４ 岩部 純二落合 莞�氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ３２．４�
２３ � キープクワイエット 牝５鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 白老ファーム ４７８± ０１：３５．５クビ ４．０�
１１ フェスティヴナイト 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣臼井義太郎氏 斎藤 宏 静内 伊藤 昭次 ４５０－１０ 〃 ハナ ５．４�
４７ 	 フ ロ ー レ ス 牝６黒鹿５３ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４６８－ ２１：３５．６� ３７．６�
５１０ ピンクガーター 牝６鹿 ５２ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス	 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４８６± ０１：３５．７クビ ２４．１

２４ アチーブフィート 牡７鹿 ５２ 松岡 正海 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 服部 和則 ４８６－１０ 〃 ハナ １４９．１�
７１３
 エイシンサリヴァン 牡４芦 ５５ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage

Farm LLC ４９４＋ ４１：３５．８クビ １３．２�
３５ オートゼウス 牡７黒鹿５６ 藤田 伸二大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７４－ ４ 〃 ハナ １０．１
３６ トーセンレーサー 牡５鹿 ５４ 木幡 初広島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド B４６６± ０１：３５．９� １９１．２�
８１６� サムソンハッピー 牡８黒鹿５５ 蛯名 正義田中 由子氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５０６－ ４１：３６．０� １２９．６�
５９ レディインブラック 牝５黒鹿５３ M．デムーロ�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 B４６０＋ ８１：３６．２１ １１．３�

（伊）

６１２ ナスノフィオナ 牝４鹿 ５２ 江田 照男�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４２２－ ６１：３６．４１ ４５．１�

７１４� フクノファイン 牡５鹿 ５５ 田中 剛小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４６８－ ２１：３６．７２ １０５．７�
４８ 
 ロードスフィーダ 牡５鹿 ５５ 横山 典弘 	ロードホースクラブ 伊藤 正徳 米 Damara

Farm ４７４＋ ６ （競走中止） ７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，７８９，７００円 複勝： ６２，４４６，９００円 枠連： ４８，４５０，１００円

普通馬連： ２３８，９００，８００円 馬単： １４３，７００，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，０３６，７００円

３連複： １９０，５２１，７００円 ３連単： ４１７，９８３，１００円 計： １，１８３，８２９，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３４０円 � ２４０円 � ７００円 枠 連（１－８） ９２０円

普通馬連 �� ４，１９０円 馬 単 �� ９，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ３，０４０円 �� ２，９２０円

３ 連 複 ��� ３９，６６０円 ３ 連 単 ��� ２０７，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３２７８９７ 的中 � ２１８９０（７番人気）
複勝票数 計 ６２４４６９ 的中 � ４９３９０（７番人気）� ７７６４２（３番人気）� ２０５３６（９番人気）
枠連票数 計 ４８４５０１ 的中 （１－８） ３９０００（２番人気）
普通馬連票数 計２３８９００８ 的中 �� ４２１４９（１８番人気）
馬単票数 計１４３７００７ 的中 �� １１３９１（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９０３６７ 的中 �� ６６８２（２４番人気）�� ３９４８（４０番人気）�� ４１２３（３７番人気）
３連複票数 計１９０５２１７ 的中 ��� ３５４６（１２３番人気）
３連単票数 計４１７９８３１ 的中 ��� １４８７（６２５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１１．８―１１．８―１２．０―１１．９―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．７―３６．５―４８．３―１：００．３―１：１２．２―１：２３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．８

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

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

勝馬の
紹 介

ルタンティール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nureyev デビュー ２００３．１０．２６ 京都２着

２００１．４．２０生 牡５黒鹿 母 ス リ ー エ フ 母母 Agacerie ２６戦４勝 賞金 ４６，７７３，０００円
〔競走中止〕 ロードスフィーダ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。



０５０８２ ３月１８日 曇 良 （１８中山２）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�ブラッドストーンステークス

発走１５時０５分 （ダート・右）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１８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 ９１５，０００
９１５，０００

円
円

付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２３ オ フ ィ サ ー 牡４栗 ５７ 福永 祐一サウスニア� 森 秀行 白老 白老ファーム ４９６＋ ４１：１１．６ ４．６�

５１０ ケージーアジュデ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝川井 五郎氏 梅内 忍 新冠 岩見牧場 ５３２＋ ４ 〃 クビ ５．５�
７１４ バンブーミラン 牡７栗 ５７ 張田 京�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 B４９２－ ８１：１１．７� １８５．２�

（船橋）

１１ �	 ハシルジョウオー 牝５鹿 ５５ 角田 晃一渡辺 典六氏 橋本 寿正 静内 大典牧場 ４７４－ ６１：１１．８
 ８３．２�
１２ � メイショウオキナ 牡５黒鹿５７ 大西 直宏松本 好雄氏 瀬戸口 勉 浦河 成隆牧場 ４７８－ ４１：１２．１１
 ３２．２�
４８ � エイシンボーダン 牡５芦 ５７ M．デムーロ平井 豊光氏 鮫島 一歩 米 Betty

Chittum ５００－ ２ 〃 同着 ２．０	
（伊）

３５ ポジティヴトライ 牡７黒鹿５７ 菊沢 隆徳 �社台レースホース萱野 浩二 白老 追分ファーム ４９８＋ ８１：１２．２クビ ５１．７

３６ ショーストッパー 牡８栗 ５７ 津村 明秀栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ４９２－１０１：１２．４１� ２２４．８�
６１１� トーセンザオー 牡６芦 ５７ 柴田 善臣島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ４６４－ ２１：１２．５クビ ２３．１
７１３ ビッグシャーク 牡５栗 ５７ 蛯名 正義�ビッグ 中尾 正 門別 下河辺牧場 ５０８± ０ 〃 アタマ ２４．３�
８１５ リメンバードリーム 牝４青 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：１２．７１� ３２３．３�
６１２� ナムラジーガー 牡７鹿 ５７ 川田 将雅奈村 信重氏 矢作 芳人 静内 友田 金蔵 ４６４－ ２１：１３．０２ ６８．８�
８１６ ス パ イ ン 牡４鹿 ５７ 江田 照男西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６４＋ ４１：１３．２１ ２３．４�
５９ ホシスコープ �９鹿 ５７ 郷原 洋司永井冨佐子氏 増本 豊 静内 増本牧場 ５０２－ ４１：１３．５１
 ４０１．１�
４７ � キープザフェイス 牝４栗 ５５ 田中 勝春 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：１３．８１
 ７６．２�
２４ � ステンカラージン 牡５栗 ５７ 横山 典弘吉田 和子氏 松田 国英 米

John Youngblood,
Fletcher Gray &
Carolyn Gray

５１６＋ ２１：１４．２２� ８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，５３８，４００円 複勝： ６３，４９６，８００円 枠連： ５８，１２４，１００円

普通馬連： ２９３，１６９，４００円 馬単： １９１，５７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，３５７，６００円

３連複： ２１２，３８５，３００円 ３連単： ５０７，１４４，８００円 計： １，４３５，７８６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � １，６９０円 枠 連（２－５） ９７０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ６，６４０円 �� ８，６３０円

３ 連 複 ��� ５４，５６０円 ３ 連 単 ��� １３２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ４７５３８４ 的中 � ８１５１１（２番人気）
複勝票数 計 ６３４９６８ 的中 � １０８７７５（２番人気）� ７４６２７（３番人気）� ７４２４（１３番人気）
枠連票数 計 ５８１２４１ 的中 （２－５） ４４２３５（３番人気）
普通馬連票数 計２９３１６９４ 的中 �� １１９７０１（７番人気）
馬単票数 計１９１５７０５ 的中 �� ４２７１６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２３５７６ 的中 �� ２５７１９（６番人気）�� ２２２６（４７番人気）�� １７０９（５８番人気）
３連複票数 計２１２３８５３ 的中 ��� ２８７３（１０７番人気）
３連単票数 計５０７１４４８ 的中 ��� ２８２８（３２９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１１．９―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．３―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ フ ィ サ ー �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Irish River デビュー ２００４．１０．２４ 東京６着

２００２．５．２３生 牡４栗 母 サークリング 母母 Magic Circle １４戦３勝 賞金 ４９，８８２，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔制裁〕 スパイン号の騎手江田照男は，発走後内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
※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。



０５０８３ ３月１８日 曇 良 （１８中山２）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第２０回フラワーカップ（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右）
牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以
上の馬１�増

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００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

６１１�� キストゥヘヴン 牝３鹿 ５４ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４１８－ ６１：４８．９ ２０．７�

３６ � フサイチパンドラ 牝３栗 ５４ 角田 晃一関口 房朗氏 白井 寿昭 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４１：４９．１１	 ２．０�
４７ � ブルーメンブラット 牝３黒鹿５４ 川島 信二 �キャロットファーム 安藤 正敏 早来 ノーザンファーム ４５０－１４１：４９．２	 ２３．１�
１２ �� ハネダテンシ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４９０＋ ２１：４９．３
 １２．８�
１１ アイスドール 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３０± ０１：４９．４
 ６．１�
４８ オリオンオンサイト 牝３鹿 ５４ 川田 将雅日浦 桂子氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４４８－１２１：４９．５クビ １４．３�
２４ �� プリティタヤス 牝３栗 ５４ 小野 次郎横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 競優牧場 ４６４－ ２１：４９．７１ ２２．８	
７１４� エンジェルローブ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ３９８－１０１：４９．９１	 ４７．１

５１０

�
�
� マツリダアーティス 牝３青鹿５４ 村上 忍�橋 文枝氏 三野宮 通 新冠 つつみ牧場 ４４０＋ ２１：５０．０クビ ４３４．３�

（岩手） （岩手）

３５ � ルビーレジェンド 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４ 〃 クビ ５．６�
５９ � ビューティーパール 牝３黒鹿５４ 北村 宏司水上 行雄氏 増沢 末夫 浦河 笠松牧場 ４５２＋ ４１：５０．４２	 ３３．３
７１３� アジアンティック 牝３鹿 ５４ 田中 勝春ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４５４＋ ２１：５０．６１� １６８．３�
８１６ ブローオブサンダー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 勝己氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２１：５０．７	 ２６．８�
８１５ ダイワオンディーヌ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４２４－ ６１：５１．０２ ８５．９�
６１２� タ マ マ リ ア 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７４＋ ４１：５２．０６ １３３．２�
２３ �� モ ナ 牝３青鹿５４ 張田 京酒井美津子氏 岡林 光浩 浦河 酒井牧場 ４７８－ ２１：５２．４２	 １０３．７�

（船橋） （船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８７，２８３，５００円 複勝： １２３，４１８，８００円 枠連： １３２，６３０，６００円

普通馬連： ６４６，５６６，３００円 馬単： ４１９，４７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２６，９８２，７００円

３連複： ４９５，５３６，２００円 ３連単： １，１４５，５９９，３００円 計： ３，１７７，４８７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ４３０円 � １３０円 � ５６０円 枠 連（３－６） １，３４０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ７，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ２，６４０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ８，８６０円 ３ 連 単 ��� ６８，７３０円

票 数

単勝票数 計 ８７２８３５ 的中 � ３３３１５（６番人気）
複勝票数 計１２３４１８８ 的中 � ５８１０４（７番人気）� ３７９９１７（１番人気）� ４２３９７（８番人気）
枠連票数 計１３２６３０６ 的中 （３－６） ７３１７０（６番人気）
普通馬連票数 計６４６５６６３ 的中 �� ２１９８７５（７番人気）
馬単票数 計４１９４７０２ 的中 �� ４０６３３（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２６９８２７ 的中 �� ４４４６１（６番人気）�� １１３３７（３１番人気）�� ３４９２４（９番人気）
３連複票数 計４９５５３６２ 的中 ��� ４１３２１（２９番人気）
３連単票数 計１１４５５９９３ 的中 ��� １２３０２（１９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３５．５―４７．５―５９．３―１：１１．７―１：２３．７―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

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

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 ５戦２勝 賞金 ５２，３８８，０００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 ブラックチーター号・ユキノマーメイド号
（非抽選馬） １頭 ストールンブライド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０８４ ３月１８日 曇 良 （１８中山２）第７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５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．１８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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５９ � ヤマニンメルベイユ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４８０－ ２２：０１．８ ２．０�

１２ � マイネルガスト 牡５青 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 浦河 山田牧場 ４９２＋３０２：０２．１２ ２０．０�

７１３� アイリッシュホーク 牡５青鹿５７ 勝浦 正樹ジョイ・レースホース� 松山 康久 門別 新井 昭二 ５０２－ ２２：０２．２クビ ６．９�
６１１ マイネルアルドーレ 牡４鹿 ５７ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 田村 康仁 静内 コスモビューファーム B４９６－ ４ 〃 クビ ６．５�

（伊）

８１５ マイネシャーナ 牝５鹿 ５５ 小林 久晃 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 保田 一隆 門別 白井牧場 ４７０＋ ４２：０２．５１	 ７７．２�

４７ フサイチギャロップ 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４２２－ ２２：０２．６
 ７．５�
８１６ エレアシチー 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 門別 井本 文雄 ４４８－ ４２：０２．７
 ７．９	
４８ ネヴァートルネード 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ １１３．９

３５ キララキング 牡４鹿 ５７ 田面木博公玉井 宏和氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４４２＋ ４２：０２．９１
 １２２．７�
２４ � シャイニングスルー 牝４青鹿５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４２４－ ２ 〃 ハナ ４８．５
７１４� トウカイパフィー 牝４鹿 ５５ 張田 京内村 正則氏 成島 英春 新冠 的場牧場 ４４８＋ ８２：０３．０
 １６３．５�

（船橋）

３６ �� トウカイチャレンジ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ４１．５�
５１０� コクサイトップラヴ 牡４青鹿５７ 田中 剛 �国際ターフ倶楽部 岩戸 孝樹 帯広 十勝ケンタウ

ルスファーム ４８２－ ６２：０３．３２ ６０．２�
１１ � ラドランデンジャー 牡４黒鹿 ５７

５５ △津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９０＋１２２：０３．４
 ５７．０�
６１２� ファインロード 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥井山 登氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 B４８８＋１６２：０３．６１� ７３．７�

（１５頭）
２３ レイズユアドリーム 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３７，３３３，１００円 複勝： ４０，５３８，２００円 枠連： ５２，７４４，７００円

普通馬連： １９２，９９８，３００円 馬単： １３４，７８３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，０１６，１００円

３連複： １４７，０１９，８００円 ３連単： ３６１，８４３，２００円 計： １，０１０，２７７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３８０円 � ２１０円 枠 連（１－５） １，３３０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ３７０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 ��� １５，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３７３３３１ 的中 � １５４６８９（１番人気）
複勝票数 計 ４０５３８２ 的中 � １４１９７８（１番人気）� １９０２３（６番人気）� ４２２００（５番人気）
枠連票数 計 ５２７４４７ 的中 （１－５） ２９３５９（５番人気）
普通馬連票数 計１９２９９８３ 的中 �� ８６０４３（５番人気）
馬単票数 計１３４７８３７ 的中 �� ４２９０４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３０１６１ 的中 �� １４８２２（５番人気）�� ３１９７１（４番人気）�� ５３０８（２１番人気）
３連複票数 計１４７０１９８ 的中 ��� ３０９９６（１０番人気）
３連単票数 計３６１８４３２ 的中 ��� １７３０１（４２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．５―１２．９―１２．５―１２．０―１２．４―１２．２―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３６．３―４９．２―１：０１．７―１：１３．７―１：２６．１―１：３８．３―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．７
１
３
１０－（６，９）（１，８，１２）４（２，７，１３）１１－（５，１４）－１５－１６
１０，９（６，１２）（８，１３）（４，７）（１，１１）２，１４，５，１５－１６

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

勝馬の
紹 介

�ヤマニンメルベイユ �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．５．８ 新潟４着

２００２．２．１８生 牝４栗 母 ヤマニンアリーナ 母母 ティファニーラス ８戦２勝 賞金 ２８，８５０，０００円
〔出走取消〕 レイズユアドリーム号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔３走成績による出走制限〕 トウカイパフィー号は，平成１８年４月１８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ニチリンタカラ号
※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７日 ３月１８日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２４１，６４０，０００円
１０，８３０，０００円
２，０００，０００円
９５０，０００円
１，９５０，０００円
２５，５２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，５４５，０００円
５，１０８，０００円
１，８７８，６００円

勝馬投票券売得金
３６３，７０４，０００円
４６３，４８３，８００円
５４２，０７１，１００円
２，０５６，９９５，４００円
１，５４２，７９１，４００円
４５８，５８０，０００円
１，８４１，７３０，４００円
２，４３２，５７０，４００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 ９，７０１，９２６，５００円

総入場人員 ２４，９２５名 （有料入場人員 ２３，６３０名）




