
０５０２５ ３月３日 曇 良 （１９中山２）第３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）

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

５９ � ワルキューレ 牝３青 ５４
５３ ☆大野 拓弥岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 ４９２－ ４１：１４．２ １１．２�

３６ � ニッポニアニッポン 牝３芦 ５４ 吉田 隼人西垣 �三氏 矢野 照正 浦河 小島牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ４．５�
２４ ベルバラード 牝３鹿 ５４ 田中 勝春島田 久氏 根本 康広 門別 今井牧場 ４５６－ ８ 〃 ハナ ７．４�
７１３ ショウナンワイズ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：１４．５１� ３．７�
３５ �� フサイチリニモ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘関口 房朗氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：１４．６クビ ３．１�
６１１ ソニックソニア 牝３鹿 ５４ 北村 宏司村木 隆氏 増沢 末夫 門別 出口牧場 ４４４－ ４１：１４．８１ ９．１�
６１２� サニーアンジェリカ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８８± ０ 〃 クビ ３５．６�
５１０ グレートマーブル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一	グランド牧場 高松 邦男 三石 元茂 義一 B４４２＋ ４１：１４．９� ３００．４

４７ � サンサニーデイ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 山勝牧場 ４４６－１６１：１５．０� １５７．０�
７１４ マ ダ ム チ ヨ 牝３鹿 ５４ 石神 深一滝川 一氏 大和田 稔 青森 明成牧場 ４８８－ ２１：１５．１クビ ３５４．４�
１１ ブロートジョウ 牝３青 ５４ 小野 次郎保手浜弘規氏 石毛 善彦 浦河 馬道 隆 ３８８－ ２１：１５．２� ６０．７
４８ � マリリンショット 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人	ターフ・スポート田子 冬樹 浦河 中島牧場 ４４４± ０１：１５．３� ５１７．９�
２３ ジーントウショウ 牝３青鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 中島 敏文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５４± ０１：１６．３６ ３５６．１�
１２ シルクオニキス 牝３青鹿５４ 内田 博幸有限会社シルク嶋田 潤 三石 タツヤファーム ４４２－ ８１：１７．０４ ２５．０�

（大井）

８１５ オンワードドーター 牝３黒鹿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 ４１８－ ６１：１７．４２� ３１６．５�
８１６� ナ ナ ケ ー 牝３鹿 ５４ 土谷 智紀馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 ５１６± ０１：１８．０３� ５７３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５１７，９００円 複勝： ２７，８０７，３００円 枠連： ２７，８８３，３００円

普通馬連： ７９，５４６，６００円 馬単： ７０，９２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７９１，４００円

３連複： １０２，２２３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３４９，６９７，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ３８０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（３－５） １，５００円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ５，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ８９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ４，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５１７９ 的中 � １３８３３（６番人気）
複勝票数 計 ２７８０７３ 的中 � １５６０７（６番人気）� ５１９６２（２番人気）� ３９４６１（４番人気）
枠連票数 計 ２７８８３３ 的中 （３－５） １３７４４（５番人気）
普通馬連票数 計 ７９５４６６ 的中 �� ２３３３４（１１番人気）
馬単票数 計 ７０９２７８ 的中 �� ９０７５（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７９１４ 的中 �� ６６９９（１１番人気）�� ５８３１（１３番人気）�� １４２４４（４番人気）
３連複票数 計１０２２２３６ 的中 ��� １７４１１（１５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．０―１２．６―１２．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３５．１―４７．７―１：００．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３９．１
３ ・（２，１１，１２）１３，９，６（４，１０）１４（３，５，１５）（８，１６）（７，１） ４ ・（２，１１，１２）（９，１３）６（４，１０）（３，５，１４）（７，８）１５，１，１６

勝馬の
紹 介

�ワルキューレ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００６．７．１５ 新潟２着

２００４．４．２５生 牝３青 母 キョウエイセオリー 母母 アップザアパラッチ ４戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ワルキューレ号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについ

て過怠金１０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０２６ ３月３日 曇 良 （１９中山２）第３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）

�，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

５７ � セントラルカフェ 牡３鹿 ５６
５３ ▲小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５０２－ ４１：５７．１ １．６�

４５ �� サンアスレチック �３黒鹿５６ 吉田 隼人加藤 信之氏 小島 茂之 静内 坂本 健一 ４６６＋ ８１：５７．２� ６．０�
７１１� ヤマタケフレッシュ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４７０－ ２１：５７．８３� １４．０�
３３ � ゲンパチタキオン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 ５３４－ ２１：５８．０１� １５．３�
６８ �� マイルハイシティー 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥山上 和良氏 菊川 正達 三石 城地 清満 ４８８＋１６１：５８．５３ １０３．１�
６９ � ナカヤマトップガン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 伊達 高橋農場 ４９０± ０ 〃 クビ ４．４�
５６ � バトルフィースト 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人宮川 秋信氏 山田 要一 三石 高田 幸夫 ４３８－ ８１：５９．１３� ５２３．４�
８１２� レ ス ト 牡３栗 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 小西 一男 三石 沼田 照秋 ４８４＋ ３１：５９．２クビ ２４９．３	
４４ � シルクカクテル 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝有限会社シルク田中 清隆 新冠 中地 茂美 ４４６＋ ８１：５９．５２ １０４．９

７１０� ワタシメダチタイ 牝３栗 ５４ 田中 勝春小田切有一氏 矢野 進 門別 浦新牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ２２１．６�
２２ � ハンスジャック 牡３栗 ５６ 郷原 洋司吉橋 計氏 郷原 洋行 静内 山田牧場 ４７６＋ ４２：００．１３� ４２．３�
８１３� チノハテマデモ 牝３鹿 ５４ 左海 誠二北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ４８２－ ２２：００．４１� ３１１．７

（船橋）

１１ � クリアーキセキ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸石井與四郎氏 斎藤 誠 新冠 長浜 忠 ５００＋１４２：０２．１大差 ２０．６�
（大井）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，７２１，０００円 複勝： ２０，７７８，５００円 枠連： ２３，９８９，６００円

普通馬連： ８１，９９０，５００円 馬単： ８５，１２５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３３８，５００円

３連複： １００，９７３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，９１７，０００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（４－５） ３９０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ２９０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７２１０ 的中 � １０２５６０（１番人気）
複勝票数 計 ２０７７８５ 的中 � ７９０７４（１番人気）� ３２０５１（３番人気）� １９１６５（４番人気）
枠連票数 計 ２３９８９６ 的中 （４－５） ４６３７１（２番人気）
普通馬連票数 計 ８１９９０５ 的中 �� １５３９１０（２番人気）
馬単票数 計 ８５１２５９ 的中 �� １１０２３４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３３８５ 的中 �� ３０６１４（２番人気）�� １８２８９（３番人気）�� ８１２１（８番人気）
３連複票数 計１００９７３０ 的中 ��� ８０９９２（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１３．３―１３．２―１３．０―１３．２―１３．０―１２．９―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．８―５１．０―１：０４．０―１：１７．２―１：３０．２―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．９
１
３

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

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

�セントラルカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Polish Precedent デビュー ２００６．７．９ 函館２着

２００４．４．１９生 牡３鹿 母 パ ー ベ ッ ク 母母 Cocotte ６戦１勝 賞金 １４，５５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ワタシメダチタイ号は，平成１９年４月３日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ゼンノヴェンセール号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。



０５０２７ ３月３日 曇 良 （１９中山２）第３日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ ダイワルビア 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ２１：５７．２ ３．２�

３５ � ベルグミサイル 牡３芦 ５６ 内田 博幸山田 俊一氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４６８± ０１：５７．９４ ２．５�
（大井）

６１１ コアレスナイナー 牡３栗 ５６ 横山 典弘小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４９６－ ８１：５８．６４ ４．４�
１１ アイビスビッテ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ５３２－ ４１：５８．９２ ８．５�
３６ キングブライト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４６４－ ６１：５９．３２� ７４．１�
５９ マイダーリング 牝３鹿 ５４ 松岡 正海堀越 毅一氏 相沢 郁 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ４７０－１０１：５９．４� １１５．１�
５１０ リ キ ュ ウ 牡３栗 ５６

５５ ☆大野 拓弥中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ４７８＋ ４１：５９．５クビ １６．５�
２４ 	 スマートクルーズ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一大川 徹氏 畠山 吉宏 米 Kim Nardelli &

Rodney Nardelli ５１６－ ４１：５９．６� ２０．３	
４８ 
 サイレントルドルフ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４９０± ０１：５９．７� ４３３．９

１２ イットマストビー 牡３鹿 ５６

５５ ☆塚田 祥雄�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４７８± ０１：５９．８� ４７５．５�
４７ � ブルーメンリッター 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム B５０８－ ６２：００．４３� ３７．８
６１２ ヨシヴァーティカル 牡３鹿 ５６ 左海 誠二田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３０＋ ４２：００．５クビ ２９４．７�

（船橋）

７１３� トミケントラスト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人冨樫 賢二氏 坂本 勝美 三石 上村 清志 ５１８－ ６２：００．６� １３４．２�
８１５ ホ マ レ ブ ロ 牡３芦 ５６ 田中 勝春本間 茂氏 古賀 慎明 青森 太田ファーム ４８６－ ６２：０１．２３� ２５２．４�
７１４ ノボウジーニョ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�LS.M 阿部 新生 浦河 高昭牧場 ４８８－ ４２：０２．１５ ６９．５�
８１６ ヤマニンフォルテ 牡３黒鹿５６ 江田 照男土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ８２：０２．５２� ５５０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８９４，５００円 複勝： ３３，５０５，３００円 枠連： ２８，４２７，４００円

普通馬連： ９５，４７４，８００円 馬単： ９２，４７２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８５０，３００円

３連複： １２４，９９６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４２６，６２１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－３） ３００円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３８９４５ 的中 � ５９０６４（２番人気）
複勝票数 計 ３３５０５３ 的中 � ６１９９９（２番人気）� １２０８３３（１番人気）� ４５９５７（３番人気）
枠連票数 計 ２８４２７４ 的中 （２－３） ７１１３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ９５４７４８ 的中 �� １８４５９１（１番人気）
馬単票数 計 ９２４７２４ 的中 �� ８５１１６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８５０３ 的中 �� ４３９３３（１番人気）�� １６９３０（４番人気）�� ２５７５３（２番人気）
３連複票数 計１２４９９６４ 的中 ��� １２８４１５（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１３．０―１３．９―１３．４―１２．９―１３．２―１３．１―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．８―５０．７―１：０４．１―１：１７．０―１：３０．２―１：４３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．２
１
３
３，４－（１１，１２）１（１４，１５）１０－６，１６，２（５，１３）－（８，９）－７
３，４，１１（１２，１）（１０，１４）（１５，５）－６（２，８）１３，９，１６－７

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

勝馬の
紹 介

ダイワルビア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Rubiano デビュー ２００６．１２．３ 中山２着

２００４．３．１７生 牡３栗 母 ル ビ ア 母母 Dazzling Dixie ４戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンフォルテ号は，平成１９年４月３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〕 ヨシヴァーティカル号は，平成１９年４月３日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０２８ ３月３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９中山２）第３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� コースレコード３：１０．２良・良

８１３�� クリノセレブオー 牡６鹿 ６０ 山本 康志栗本 博晴氏 小島 茂之 浦河 佐々木 恵一 ４９８＋ ４３：１６．８ ８６．５�

３４ エプソムフォルテ 牡４黒鹿 ５９
５７ ▲千葉 直人 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４６６＋ ４３：１７．６５ １９９．９�
４５ � コスモグラッチェ 牡４鹿 ５９ 平沢 健治 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 米

Runnymede Farm
Inc., Catesby W. Clay
and Peter J. Callahan

４７８－ ２ 〃 アタマ ２．９�
５８ � リネンメイン 牡８鹿 ６０ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 ５３４－ ２ 〃 ハナ ４３．９�
５７ � ラガールージュ 牡５鹿 ６０ 林 満明奥村 啓二氏 田所 清広 三石 山際牧場 ４８２＋ ２３：１７．７クビ ７．４�
８１４ ジンデンバリュー 牡４鹿 ５９ 宇田登志夫黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５２－ ４３：１７．９１	 ２７９．３	
７１２�� レオスターライト 牡６鹿 ６０ 柴田 大知�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 B４６０＋ ４３：１８．０
 ３．３

６９ ブラックファルコン 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐草間 庸文氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７４＋１４３：１８．２１ ４０．３�
６１０ マイネルシルバート 牡５青鹿６０ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４９６＋ ６３：１８．５２ ２２．３�
３３ � マイネルマキシマム 牡４栗 ５９ 江田 勇亮 �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 ５２０－ ４３：１９．０３ ７３．０
１１ � テイエムマーチ 牡４鹿 ５９ 高野 和馬竹園 正繼氏 柴田 政人 静内 千代田牧場 ４８８＋１６３：１９．２１� ５２．２�
２２ � ゴールドリーズン 牡４鹿 ５９ 田中 剛�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４４０－１０３：２２．９大差 ９．４�
４６ ゼ ウ ス 牡５鹿 ６０ 伊藤 直人神林 幸一氏 小西 一男 浦河 小島牧場 ４７２＋１８３：２４．０７ １７４．３�
７１１� エスケーアパッチ 牡７鹿 ６０ 蓑島 靖典エスケー貿易� 天間 昭一 門別 白井牧場 ４７８± ０ （競走中止） ４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，５１９，０００円 複勝： １４，４００，８００円 枠連： ２４，２０６，９００円

普通馬連： ６３，７９３，２００円 馬単： ６５，１８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９４４，５００円

３連複： ９３，８１４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２９３，８６１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ８，６５０円 複 勝 � １，２３０円 � ４，３９０円 � １６０円 枠 連（３－８） ２７，８８０円

普通馬連 �� ３５１，３４０円 馬 単 �� ５８６，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１，７００円 �� ３，１２０円 �� ９，４１０円

３ 連 複 ��� ３６４，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５５１９０ 的中 � １４１５（１１番人気）
複勝票数 計 １４４００８ 的中 � ２４８６（１０番人気）� ６６１（１４番人気）� ３４６５６（２番人気）
枠連票数 計 ２４２０６９ 的中 （３－８） ６４１（３１番人気）
普通馬連票数 計 ６３７９３２ 的中 �� １３４（８８番人気）
馬単票数 計 ６５１８２１ 的中 �� ８２（１７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９４４５ 的中 �� ４５（９１番人気）�� １３５６（２６番人気）�� ４４２（５０番人気）
３連複票数 計 ９３８１４７ 的中 ��� １９０（２２９番人気）

上り １マイル １：５０．７ ４F ５４．０－３F ４０．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
クリノセレブオー �

�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００３．７．１３ 阪神６着

２００１．４．２５生 牡６鹿 母 ミスベイブリッジ 母母 チアートウシヨウ 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔発走状況〕 ラガールージュ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔競走中止〕 エスケーアパッチ号は，１周目５号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ウリエル号・オンワードワンダー号・カズノダンシング号・グランドビースト号・ゴールドスナイパー号・

サーガキャスケード号・シルクリベラル号・ゼンノゴウシュウ号・タイキダイナスティ号・テイエムファンキー号・
テーオードラゴン号・トウショウビーム号・ネヴァファンタジー号・ハイタイド号・パシスタ号・
フレンドリーステラ号・マイネルネオス号・メイショウシンゲツ号・ユメノジェネラス号・ワイズタイクーン号



０５０２９ ３月３日 晴 良 （１９中山２）第３日 第５競走 ��
��２，２００�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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

１２ � フェニコーン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５００－ ２２：１５．６ ３．０�

３６ マイネルファヴール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４６６± ０２：１５．７� ４．９�

３５ � オメガグッドラック 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義原 �子氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８８－ ２２：１６．４４ ７．０�
５１０ ラ テ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一小林 薫氏 清水 美波 新冠 錦岡牧場 ４６４－ ４２：１６．８２	 ５０．４�
１１ クリノムーヴオペラ 牝３栗 ５４ 川田 将雅栗本 博晴氏 内藤 一雄 浦河 高松牧場 ４０８－１０２：１６．９	 １４８．１�
４７ ダイワゴーレム 牡３栗 ５６ 内田 博幸大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４８０± ０２：１７．１１
 １６．８�

（大井）

６１１� メジロヘレネ 牝３青鹿５４ 吉田 隼人メジロ商事� 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ４４６－ ６ 〃 クビ ２８．９	
４８ リヴィエラブルー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 
サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ２２：１７．４１� ４．９�
２４ � アタゴヘイロー 牡３鹿 ５６

５５ ☆塚田 祥雄坪野谷和平氏 伊藤 伸一 新冠 川上牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ２９７．８�
５９ � シルキーメイン 牝３栗 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 愛 S. Izumi ４２２－ ６２：１７．６１
 ３５５．３
２３ � ウィナーズカード 牡３栗 ５６ 松岡 正海深澤陽一郎氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６８－１２２：１７．７	 ５．１�
７１４� コスモグラディウス 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 
ビッグレッドファーム 鈴木 勝美 三石 山本 昇寿 ４８６± ０２：１８．０２ ４６．５�
８１６� トーセンヒヨシマル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹島川 �哉氏 柴田 政人 英 Michael Ng ４３２± ０２：１８．３２ ２３５．３�
８１５� トウキュウフェロー 牡３黒鹿５６ 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 �桁牧場 B４６８＋１０ 〃 アタマ １０１．８�
７１３ クロスマシェリ 牝３栗 ５４ 郷原 洋司佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム B４２４－ ８２：１９．９１０ ２１７．４�
６１２� バブルガムロック 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎山上 和良氏 和田 正道 浦河 アイオイファーム ５１０± ０２：２０．０	 １３３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５８１，２００円 複勝： ３２，２６５，９００円 枠連： ３２，２６４，２００円

普通馬連： ９０，５６２，５００円 馬単： ８２，２０１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２５８，６００円

３連複： １１４，６４９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４００，７８３，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（１－３） ４９０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４７０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３５８１２ 的中 � ６３３３１（１番人気）
複勝票数 計 ３２２６５９ 的中 � ７８２０３（１番人気）� ４７０１７（３番人気）� ３６３２９（５番人気）
枠連票数 計 ３２２６４２ 的中 （１－３） ４９３２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０５６２５ 的中 �� ７１６１３（３番人気）
馬単票数 計 ８２２０１６ 的中 �� ３８５３０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２５８６ 的中 �� ２４１５０（１番人気）�� １２８５８（６番人気）�� ８８４８（１０番人気）
３連複票数 計１１４６４９９ 的中 ��� ３９８２３（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．４―１２．９―１３．２―１３．０―１２．９―１２．６―１２．２―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．５―３４．９―４７．８―１：０１．０―１：１４．０―１：２６．９―１：３９．５―１：５１．７―２：０３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．１
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�フェニコーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．２．１８ 東京３着

２００４．５．１３生 牡３黒鹿 母 ソウスマッグ 母母 Smuggly ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 メジロヘレネ号の騎手吉田隼人は，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。
〔３走成績による出走制限〕 バブルガムロック号は，平成１９年４月３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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 ガラン号・シルクカリバーン号・デルマアン号・トウショウデューク号・ナイキアムール号・マキノスマップ号・

マドリードシチー号・メジロアルタイス号・ローランデザート号
（非抽選馬） １頭 マイセンシチー号
※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。



０５０３０ ３月３日 晴 良 （１９中山２）第３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

２４ リボンノキシ 牝３青 ５４ 柴田 善臣森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４４４ ―１：１２．９ ３．１�

８１５� ゴールディーロック 牡３鹿 ５６ 田中 剛松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６０ ― 〃 クビ ３．３�
８１６� ダイワギブソン 牡３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 豪

Arrowfield Pastoral
Pty Ltd, D H K In-
vestments Pty Ltd

４８２ ―１：１３．８５ ５５．１�
５１０� エプソムアイリス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 高橋 裕 浦河 三枝牧場 ４３０ ― 〃 ハナ ８．５�
６１２ ピサノダヴィンチ 牡３栗 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 フジワラフアーム ４８８ ―１：１５．０７ ３．７�
７１３� ゾルトンワージ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治山下 新一氏 岩戸 孝樹 浦河 モトスファーム ４６２ ―１：１５．３２ １２４．３�
３５ シアワセノカゼ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 芳住 革二 ４２２ ―１：１５．６２ １４７．１	
４７ スプリングメテオ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 ４６８ ―１：１５．９２ ２０．２


（大井）

５９ ヒメアウトランダー 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行松崎 勉氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 ４８４ ―１：１６．１	 １３９．６�
（ミスアウトランダー） （４４９５）

７１４� ナムラフォード 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 田村 康仁 三石 平野牧場 ４９２ ― 〃 クビ ４０．６�
１１ エイトゴーオン 牝３青鹿５４ 南田 雅昭玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４３４ ―１：１６．３１
 １４５．９
３６ ミスターレピカド 牡３芦 ５６ 左海 誠二保手浜弘規氏 小林 常泰 青森 長谷地 義正 ４６４ ―１：１６．４� ２５．７�

（船橋）

２３ ボストンエンプレス 牝３芦 ５４ 村田 一誠ボストンホース� 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ４６２ ―１：１７．１４ １５０．９�
６１１ ベルモントハニー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �ベルモントファーム 武市 康男 新冠 ベルモント

ファーム ４３４ ―１：１７．５２� ３５３．７�
１２ � スウォードギフト 牡３鹿 ５６ 江田 照男千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 ４８２ ―１：１８．１３� １５．８�
４８ � グ リ ッ ト 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆塚田 祥雄臼田 浩義氏 清水 利章 門別 日高大洋牧場 ４７６ ―１：１８．３１
 ２２８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１７２，８００円 複勝： ２３，７４７，５００円 枠連： ２７，９５８，０００円

普通馬連： ８５，５６０，３００円 馬単： ７８，７９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８８４，０００円

３連複： ９７，１８３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５６，２９６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ８７０円 枠 連（２－８） ５７０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２，１７０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ７，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１７２８ 的中 � ５７５５３（１番人気）
複勝票数 計 ２３７４７５ 的中 � ５４３７９（１番人気）� ４８７７４（２番人気）� ４５３１（９番人気）
枠連票数 計 ２７９５８０ 的中 （２－８） ３６５１５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５５６０３ 的中 �� １１４７５９（１番人気）
馬単票数 計 ７８７９０４ 的中 �� ５３５２５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８８４０ 的中 �� ２３３２５（１番人気）�� ２１３３（２７番人気）�� ２４８６（２２番人気）
３連複票数 計 ９７１８３５ 的中 ��� ９１９０（２４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．０―１２．３―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３５．１―４７．４―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リボンノキシ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 マークオブディスティンクション 初出走

２００４．５．１９生 牝３青 母 マジックリボン 母母 ホ リ リ ボ ン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スウォードギフト号・グリット号は，平成１９年４月３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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 ゲンパチパワフル号・コウヨウオラリア号・コスモアルフォンソ号・コスモパルムドール号・コナンボーイ号・

タケデンブレイク号・マルターズマガン号・ミッドノエル号・ラードロライカス号・レッドカップ号
※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。



０５０３１ ３月３日 晴 良 （１９中山２）第３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

８９ � ドリーミーペガサス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース松山 康久 米 Fontainebleau
Farm Inc. ５１８－ ２１：５５．９ １．８�

（大井）

３３ � ペルサントクリール 牝３栗 ５４ 横山 典弘前田 幸治氏 古賀 史生 米
Coffee Pot Stable
& The Thorough-
bred Corporation

５３８－１０１：５６．５３� ４．５�
５５ ニシノテンカ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４５６－ ４１：５６．６� １０．３�
４４ � ピュアーフレーム 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人臼田 浩義氏 上原 博之 米 Hiroyoshi

Usada ４６８－ ６１：５６．７� １０．６�
８８ 	 アイアムレギュラー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４８０＋ ８ 〃 クビ ４０．３�
６６ 
 ムラマサノヨートー 牡３栗 ５６ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４６６－ ８１：５６．８クビ ７１．７�
１１ 
	 ナンヨーアース 牝３黒鹿５４ 和田 竜二中村 �也氏 境 征勝 門別 シンボリ牧場 ４９８＋ ２１：５７．０１� ５９．９	
７７ � サラトガティプトン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４５６－ ４１：５８．７大差 ４．７

２２



	
� ダンシングオウジ 牡３鹿 ５６ 左海 誠二森 保彦氏 小桧山 悟 門別 丹羽牧場 ４７４－１０１：５９．９７ ３６１．９�

（船橋）

（９頭）

売 得 金

単勝： ３２，３２７，７００円 複勝： ３３，５５３，３００円 枠連： ２９，２０８，０００円

普通馬連： １００，０５８，９００円 馬単： １３４，８６６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８０７，１００円

３連複： １３２，０３２，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４９１，８５４，３００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １００円 � １４０円 � １７０円 枠 連（３－８） ３５０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ２６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２３２７７ 的中 � １４７８８２（１番人気）
複勝票数 計 ３３５５３３ 的中 � １３０５１９（１番人気）� ５４４７６（３番人気）� ３７９５７（４番人気）
枠連票数 計 ２９２０８０ 的中 （３－８） ６１９３８（１番人気）
普通馬連票数 計１０００５８９ 的中 �� ２１３６２８（１番人気）
馬単票数 計１３４８６６５ 的中 �� １９８９６２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８０７１ 的中 �� ４７７５４（２番人気）�� ２８２６４（４番人気）�� １０７２８（７番人気）
３連複票数 計１３２０３２８ 的中 ��� １１６４４５（３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．９―１３．６―１３．３―１３．２―１３．１―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３７．０―５０．６―１：０３．９―１：１７．１―１：３０．２―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ドリーミーペガサス �

父 Fusaichi Pegasus �


母父 Geiger Counter デビュー ２００７．１．２０ 中山１着

２００４．４．１７生 牡３鹿 母 Antique Auction 母母 Old Stuff ３戦２勝 賞金 １８，１２０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３２ ３月３日 晴 良 （１９中山２）第３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）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４８ シルクエレメント 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新
冠支場 B５０４－ ２１：１２．５ ２２．１�

１１ � ソ ロ タ ー ン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 豪 Mr DR
Fleming ４８６－ ４１：１２．６� ２．２�

５１０ リンクスクイン 牝５黒鹿５５ 北村 宏司荻野 猛夫氏 西塚 安夫 門別 田端牧場 ４５０＋ ４１：１２．７� ９．６�
３５ � エ イ ワ ナ ギ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２６± ０１：１２．９１	 ６．４�
６１１
 ホ ト ダ ー 牡５栗 ５７

５６ ☆塚田 祥雄井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４９２＋１２ 〃 クビ ２６．４�
２４ � ビッグマウス 牡４栗 ５７ 小野 次郎小原 該一氏 菅原 泰夫 浦河 冨岡 博一 ４７２＋ ８ 〃 ハナ １３０．０�
７１４� リュウセイドラゴン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Mr. & Mrs. G.

J. Stautberg ４８４＋ ４１：１３．２１� １５．５�
３６




� フローレストウブ 牝５鹿 ５５ 左海 誠二真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４５６＋ ６１：１３．５２ ２９９．５	

（船橋）

８１５ スプリングベルン 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹加藤 春夫氏 柴田 政人 静内 三宅牧場 ４８２－ ２１：１３．６� １２５．１

４７  ルルドウォーター 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 門別 信育成牧場 ４６０＋ ４１：１３．７� ９．１�
６１２� トーアアストラエア 牝４鹿 ５５ 川田 将雅東亜駿馬� 中川 公成 豊浦トーア牧場 ４８２－ ４１：１３．９１� １６７．６
１２ シルクラズベリー 牝４栗 ５５ 江田 照男有限会社シルク大和田 稔 新冠 武田 修一 ４４４＋ ６１：１４．０� ５６．６�
５９ ニチリンタカラ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝岡田 勇氏 加賀 武見 様似 �村 伸一 B５１０－ ４１：１４．２１	 ５．１�
７１３ リネンアピール �４鹿 ５７ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム ４５８＋ ４１：１５．０５ ７２７．０�
８１６ スプリングジュラ 牡４栗 ５７ 内田 博幸加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４６０＋ ２１：１５．３１� ２６．０�

（大井）

２３ � ハクリュウヤマフジ 牡５鹿 ５７
５４ ▲千葉 直人豊田 一致氏 沢 峰次 浦河 小椋 智 ４７６± ０１：１５．６１� ５１５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，９１８，４００円 複勝： ３７，４９６，９００円 枠連： ４１，３７１，２００円

普通馬連： １４４，１４６，６００円 馬単： １２６，６１４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，８３０，１００円

３連複： １６５，７２９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５８２，１０６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ４２０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（１－４） ６１０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ８，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� １，６８０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１９１８４ 的中 � １１３９３（７番人気）
複勝票数 計 ３７４９６９ 的中 � １７４０５（８番人気）� １０３６７６（１番人気）� ３８２５０（５番人気）
枠連票数 計 ４１３７１２ 的中 （１－４） ５００８３（２番人気）
普通馬連票数 計１４４１４６６ 的中 �� ４１９６９（１１番人気）
馬単票数 計１２６６１４０ 的中 �� １１３７２（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４８３０１ 的中 �� ９１４４（１２番人気）�� ４８３８（２５番人気）�� １９１１２（４番人気）
３連複票数 計１６５７２９４ 的中 ��� ２３３１０（１９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．５―１２．１―１２．７―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．９―４６．０―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクエレメント �
�
父 キンググローリアス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００３．９．１４ 中山１１着

２００１．３．１１生 牡６鹿 母 シルクフローレンス 母母 シルクボローニャ ２６戦３勝 賞金 ３１，９２０，０００円
〔制裁〕 ルルドウォーター号の騎手柴山雄一は，発走後に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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ジパングエンジェル号・シルクプラチナム号
※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。



０５０３３ ３月３日 晴 良 （１９中山２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

お う ば い

黄 梅 賞
発走１４時３０分 （芝・右・外）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，０００，０００
２，０００，０００

円
円 １，０００，０００円

付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ３１，０００
３１，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５１０� シベリアンバード 牡３鹿 ５６ 田中 勝春藤田与志男氏 柴崎 勇 米 Three Sis-
ter Stable ４７８＋１２１：３４．７ ９．７�

２４ � マイネルランページ 牡３芦 ５６ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４７４± ０１：３４．９１� １１５．６�

２３ 	 タカラタロウ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二村山 義男氏 田村 康仁 鵡川 清水ファーム ４６４＋ ２１：３５．１１
 １８．２�
６１１ プラテアード 牡３芦 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０８－ ２ 〃 同着 ４．４�
１１ � センシュアルドレス 牝３鹿 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４２６－ ６１：３５．３１ ３．７�
４８ � モルトグランデ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４７６＋１４ 〃 クビ ４．０	
３５ � ドミナンスデザート 牡３黒鹿５６ 内田 博幸吉田 俊介氏 山崎 尋美 早来 ノーザンファーム B４６６＋ １１：３５．６２ ４７．４


（川崎） （大井）

７１４�� ユメノツヅキヲ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４２８－ ６ 〃 アタマ ３６．５�
１２ � エーシンパーティー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４４８－ ２ 〃 ハナ ３１２．１�
７１３ クロスホーリー 牡３栗 ５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７６± ０１：３５．７� １３８．９
４７ � ダイワエンパイア 牡３青鹿５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 松山 康久 米 France Weiner &

Irwin J. Weiner ４７０＋ ８１：３５．８クビ ７．５�
５９ 	 ライフプラン 牡３栗 ５６ 小野 次郎沖田 正憲氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４６６－ ８１：３６．１１ ２０５．０�
８１６� ノーフォークパイン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ １０．０�

８１５� アイアムジュピター 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８２＋ ６１：３６．２クビ ３７．５�
６１２� パワードリーム 牡３鹿 ５６ 左海 誠二金重勝次郎氏 渡辺 薫 新冠 村上 欽哉 ４６８－１０１：３６．４１� ２７２．１�

（船橋） （船橋）

３６ � ゴールドエンジェル 牝３芦 ５４ 江田 照男�協栄 中島 敏文 様似 猿倉牧場 ４４８－ ４１：３６．５クビ ７０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，２５２，７００円 複勝： ４９，４５２，１００円 枠連： ４９，９０２，０００円

普通馬連： １８３，９７４，６００円 馬単： １２３，７１７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９５５，８００円

３連複： １５４，５２８，０００円 ３連単： ３５９，４３６，５００円 計： １，００２，２１９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２５０円 � １，２１０円 �
�

２９０円
１５０円 枠 連（２－５） ７，５４０円

普通馬連 �� ６２，７８０円 馬 単 �� １０４，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，３００円 ��

��
９８０円
６７０円

��
��

６，４７０円
３，９５０円

３ 連 複 ���
���

１０７，７５０円
５０，７１０円 ３ 連 単 ���

���
６５６，５８０円
４４２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３８２５２７ 的中 � ３１２４８（５番人気）
複勝票数 計 ４９４５２１ 的中 �

�
３９９０３
８９５４９

（６番人気）
（２番人気）

� ５８７０（１２番人気）� ３１８０５（７番人気）

枠連票数 計 ４９９０２０ 的中 （２－５） ４８８５（２４番人気）
普通馬連票数 計１８３９７４６ 的中 �� ２１６３（７０番人気）
馬単票数 計１２３７１７５ 的中 �� ８７７（１３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９５５８ 的中 ��

��
７３５
９４６
（７２番人気）
（６６番人気）

��
��

６６９８
１５５９
（１９番人気）
（５４番人気）

�� １０２８０（１５番人気）

３連複票数 計１５４５２８０ 的中 ��� ５２９（２５０番人気） ��� １１２５（１７７番人気）
３連単票数 計３５９４３６５ 的中 ��� ２０２（１４４３番人気） ��� ３００（１２０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．８―４７．０―５９．２―１：１１．２―１：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．５

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

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

�シベリアンバード �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Oh Say デビュー ２００６．８．１９ 新潟３着

２００４．４．２１生 牡３鹿 母 Daunserly 母母 Witching Hour ６戦２勝 賞金 １９，２３４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３４ ３月３日 晴 良 （１９中山２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

りょうごく

両 国 特 別
発走１５時０５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

７１１� キングルーキー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B４９４－ ６１：４８．３ ３．７�

８１２� マルブツライト 牡５鹿 ５７ 川田 将雅大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ ８．６�
６８ アサクサゼットキ 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０８－１０１：４８．６２ ３．３�
５７ � カームブレイカー 牡７栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５５６＋１２１：４８．８１� ７４．７�
７１０ アフリカンビート 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５１８＋ ６ 〃 クビ ７．９�
８１３ マチカネゲンジ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８６± ０１：４８．９クビ ３．９�
４４ トウショウヴォイス 牡５黒鹿５７ 左海 誠二トウショウ産業	 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ １５６．１

（船橋）

４５ � メジロラルゴ 牝４青鹿５５ 武士沢友治メジロ商事	 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ４２６－ ４１：４９．０	 １５．７�
２２ セイコーアカデミー 牡８黒鹿５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 クビ １９．２�
６９ 
 ニシノグレイシャ 牡７青鹿５７ 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９２＋ ４１：４９．１	 ２８３．１
５６ マイネシャーナ 牝６鹿 ５５ 小林 淳一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 門別 白井牧場 ４７２－ ４１：４９．２� １４１．９�
１１ �
 フジマサチャンプ 牡８栗 ５７ 吉田 隼人藤原 正一氏 佐々木亜良 門別 中川 浩典 ４５２＋ ２１：４９．３クビ １６５．１�
３３ � ワイルドシングス 牡４青鹿５７ 柴山 雄一山上 和良氏 菊川 正達 新冠 高橋 忍 ４７６＋ ４１：４９．６１� ３６．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，７１２，０００円 複勝： ５８，５１３，９００円 枠連： ５５，４７６，１００円

普通馬連： ２４３，３９３，２００円 馬単： １４９，５６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，７０４，３００円

３連複： ２０２，３１５，７００円 ３連単： ４５２，８６３，９００円 計： １，２５５，５４２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２４０円 � １４０円 枠 連（７－８） ４４０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ２８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 ��� １３，４５０円

票 数

単勝票数 計 ４３７１２０ 的中 � ９３２０３（２番人気）
複勝票数 計 ５８５１３９ 的中 � １０５９７２（３番人気）� ５２５４８（５番人気）� １３１３２６（１番人気）
枠連票数 計 ５５４７６１ 的中 （７－８） ９３１８３（２番人気）
普通馬連票数 計２４３３９３２ 的中 �� ８６１４９（１１番人気）
馬単票数 計１４９５６２９ 的中 �� ３２１５０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９７０４３ 的中 �� １７１２７（８番人気）�� ４９８８５（１番人気）�� ２３５６２（５番人気）
３連複票数 計２０２３１５７ 的中 ��� ８９８１２（５番人気）
３連単票数 計４５２８６３９ 的中 ��� ２４８５３（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．０―３７．４―４９．２―１：０１．２―１：１３．６―１：２５．２―１：３６．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

�キングルーキー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラシアンボンド デビュー ２００５．９．４ 札幌７着

２００３．３．２５生 牡４鹿 母 リ ン グ レ ス 母母 ニツトウカラード ２０戦３勝 賞金 ５３，５０９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３５ ３月３日 曇 良 （１９中山２）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�第２回夕刊フジ賞オーシャンステークス（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右・外）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，１８．３．４以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１８．３．３以前のG
Ⅰ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限
定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

夕刊フジ賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

２３ � アイルラヴァゲイン 牡５鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ４１：０８．２ ３．５�

６１２� サチノスイーティー 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人佐藤 幸彦氏 平井 雄二 門別 信育成牧場 ４４４± ０１：０８．３	 ２５．５�
８１５
 シルヴァーゼット 牡６芦 ５６ 津村 明秀�フォーレスト 田所 清広 愛 Mrs J. A.

Dene ５０２－１０ 〃 ハナ ４７．９�
４７ スピニングノアール 牡６栗 ５６ 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７４－１０１：０８．６１	 ５．０�
７１４ リキアイタイカン 牡９栗 ５７ 勝浦 正樹高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５０２－ ４１：０８．７	 １３８．７�
４８ ニシノコンサフォス 牡７栗 ５６ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ５４２＋ ４１：０８．８クビ ２０．０�
１１ � ビーナスライン 牝６栗 ５５ 秋山真一郎�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７４＋ ８１：０９．０１� ９．１	
５９ � タマモホットプレイ 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦タマモ
 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ １１．６�
３６ 
 タイキジリオン 牡７栗 ５６ 吉田 豊�大樹ファーム 土田 稔 米 Wimborne

Farm, Inc. B５１２＋１８１：０９．１� ２６１．０�
３５ � シルクトゥルーパー 牡５黒鹿５６ 川田 将雅有限会社シルク北出 成人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７０－ ６ 〃 クビ １４．９
５１０� コスモフォーチュン 牝５鹿 ５５ 角田 晃一 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４６６－ ６１：０９．２クビ １１２．６�
７１３� ネイティヴハート 牡９鹿 ５７ 内田 博幸池田 草龍氏 坂本 昇 新冠 明和牧場 B５０６＋１０１：０９．３� １７．２�

（船橋） （大井）

８１６ テイエムチュラサン 牝５栗 ５４ 菊沢 隆徳竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４９６＋３０１：０９．４� １５０．１�
１２ � サイレンスボーイ 牡８栗 ５６ 田中 勝春�ターフ・スポート石坂 正 浦河 秋場牧場 ４７０－ ８１：０９．９３ １４３．７�
６１１ アンバージャック 牡４栗 ５７ 横山 典弘�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ５２８＋１２ 〃 ハナ ３．９�
２４ コパノフウジン 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４６６－ ８１：１０．１１� ２０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９４，４０９，９００円 複勝： １３２，５２９，９００円 枠連： １１１，３６９，７００円

普通馬連： ６９１，３２６，２００円 馬単： ４１６，８２６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４７，４２１，９００円

３連複： ６４７，９１５，４００円 ３連単： １，４６７，３４７，１００円 計： ３，７０９，１４６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � ５６０円 � １，０１０円 枠 連（２－６） ５３０円

普通馬連 �� ４，３５０円 馬 単 �� ６，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ２，７３０円 �� ６，９２０円

３ 連 複 ��� ４５，１６０円 ３ 連 単 ��� １９５，４４０円

票 数

単勝票数 計 ９４４０９９ 的中 � ２１８７５８（１番人気）
複勝票数 計１３２５２９９ 的中 � ２６８６７０（１番人気）� ５４５９５（９番人気）� ２８０９３（１１番人気）
枠連票数 計１１１３６９７ 的中 （２－６） １５５５４８（１番人気）
普通馬連票数 計６９１３２６２ 的中 �� １１７３２１（１９番人気）
馬単票数 計４１６８２６５ 的中 �� ４６７１８（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４７４２１９ 的中 �� ２５３３５（２１番人気）�� １３２７１（３３番人気）�� ５１４４（５５番人気）
３連複票数 計６４７９１５４ 的中 ��� １０５８９（１１４番人気）
３連単票数 計１４６７３４７１ 的中 ��� ５５４１（５２４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．２―１１．６―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．５―４５．１―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．７
３ １５，１６（３，１２）（８，４，２）（１０，１１）（１，７，９）６（１４，１３）５ ４ ・（１５，１６）（３，１２）（８，４，２）（７，１０）１（６，９，１１）（１４，１３，５）

勝馬の
紹 介

�アイルラヴァゲイン �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Meadowlake デビュー ２００４．７．１７ 新潟１着

２００２．４．５生 牡５鹿 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality １６戦５勝 賞金 １７６，０７６，０００円
〔発走状況〕 サイレンスボーイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サイレンスボーイ号は，平成１９年３月４日から平成１９年４月２日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 コパノフウジン号は，３コーナーで異常歩様となったため調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０３６ ３月３日 曇 良 （１９中山２）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８１６�� パートゥーアワーズ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４４８－ ６１：４９．５ ３．２�

５１０ ヴェルティージュ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠竹� 大晃氏 高市 圭二 平取 清水牧場 ４６６＋ ２１：４９．６	 １５．３�
６１２� エイワヴァージニア 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝永井公太郎氏 松山 康久 愛 Tower

Bloodstock ４９８－ ６ 〃 クビ ２１．７�
１１ トウショウノーティ 牡４芦 ５７ 菊沢 隆徳トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１８＋ ４１：４９．８１
 １１．７�
７１４� プリンセスイブ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春岡田 隆寛氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４３２＋ ６ 〃 ハナ ４６．６�
２４ シャドウストリーム 牝４栗 ５５ 内田 博幸飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４３８－１０１：４９．９クビ ３．６�

（大井）

４７ �� ダイワアデオス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 増沢 末夫 追分 追分ファーム ５２８－ ２ 〃 クビ １５．１	
１２ �� タニオブゴールド 牡４黒鹿５７ 松岡 正海谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７２＋ ４１：５０．０クビ ５２．４

８１５� カゼノユクエ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一喜田 啓照氏 岩城 博俊 門別 本間牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ １３２．０�
４８ ホーリーミスト 牝４黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース後藤 由之 白老 白老ファーム ４３８－ ６１：５０．１	 ４．３
７１３�� コスモスペシャリー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 門別 白井牧場 ４７６＋３２ 〃 クビ １９．９�
５９

�
�
� アタゴキャロット ４鹿 ５７ 江田 照男坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 大栄牧場 ４５２－２３１：５０．２クビ １０２．５�

６１１� キッズエンジェル 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：５０．３	 ３５．２�
３５ � ヒカルミキティ 牝４青鹿５５ 吉田 隼人高橋 光氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５０２－１２１：５０．６１� １２１．３�
３６ ムーヴスター 牡４青鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４７６＋１０１：５１．２３	 １１２．４�
２３ ブライティアベスト 牝５鹿 ５５ 小野 次郎小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４２２－１２１：５１．８３	 ６７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，１１８，２００円 複勝： ３９，５７９，７００円 枠連： ５７，４０６，７００円

普通馬連： ２０３，５０７，６００円 馬単： １３６，７６７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，３３５，８００円

３連複： １７８，５８９，３００円 ３連単： ４２７，５３４，５００円 計： １，１２５，８３９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ４２０円 � ４９０円 枠 連（５－８） １，８７０円

普通馬連 �� ２，０７０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ９９０円 �� ３，５００円

３ 連 複 ��� １１，３８０円 ３ 連 単 ��� ４８，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３７１１８２ 的中 � ９１９２５（１番人気）
複勝票数 計 ３９５７９７ 的中 � ９４３１９（１番人気）� ２０８３５（６番人気）� １７２８６（８番人気）
枠連票数 計 ５７４０６７ 的中 （５－８） ２２７０１（９番人気）
普通馬連票数 計２０３５０７６ 的中 �� ７２７２３（５番人気）
馬単票数 計１３６７６７８ 的中 �� ２９９１１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５３３５８ 的中 �� １３１９４（７番人気）�� １１４５９（９番人気）�� ３０６１（３６番人気）
３連複票数 計１７８５８９３ 的中 ��� １１５８２（３１番人気）
３連単票数 計４２７５３４５ 的中 ��� ６５３４（１２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３５．８―４８．１―１：００．５―１：１３．５―１：２５．８―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．０
１
３
１，４，３（２，１３）－（８，１２）（５，１６）９（６，１５）（７，１０）（１１，１４）
１，４，３，２，１３（１２，１４）（８，９，１６，１０）１５，５（６，７）１１

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

勝馬の
紹 介

�
�
パートゥーアワーズ �

�
父 Thunder Gulch �

�
母父 Gregorian

２００２．１０．２５生 牡５鹿 母 Baie des Chaleurs 母母 La Voyageuse １４戦１勝 賞金 ２８，９１０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔３走成績による出走制限〕 ブライティアベスト号は，平成１９年４月３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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アイシクルアート号・ウエスタンクィーン号・オリエンタルブロー号・ゴールドカフェ号・マイネルシュバルツ号・

リネンヤクシン号
※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。



（１９中山２）第３日 ３月３日（土曜日） 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 １７７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２３３，８１０，０００円
２，１００，０００円
２０，８５０，０００円
５３０，０００円
２，０４０，０００円
２５，１７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，３３４，０００円
５，５４８，８００円
１，７８７，７００円

勝馬投票券売得金
４０３，１４５，３００円
５０３，６３１，１００円
５０９，４６３，１００円
２，０６３，３３５，０００円
１，５６３，０５５，４００円
４８４，１２２，３００円
２，１１４，９５１，７００円
２，７０７，１８２，０００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，３４８，８８５，９００円

総入場人員 ２５，６０６名 （有料入場人員 ２３，５４２名）




