
０５０６１ ３月１１日 雨 不良 （１９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 （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

４７ アルコイリス 牝３芦 ５４ 吉田 隼人中村 政勝氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４５２＋ ２１：１３．６ ４．５�

８１５� スマートチャンス 牝３芦 ５４ 吉田 豊大川 徹氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６１：１３．７� １．８�
２３ � プリティコニー 牝３鹿 ５４ 江田 照男田島榮二郎氏 田子 冬樹 門別 富川牧場 ４６０± ０１：１４．５５ ５．２�
３５ トミヨシプリンセス 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹�大北牧場 松永 康利 浦河 大北牧場 ４５２＋１２１：１４．６� １２．９�
５９ ベルモントバンビ 牝３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 ４６０± ０１：１４．７� ３２３．５�
６１１�� プレミアナゲット 牝３栗

５４
５１ ▲丸田 恭介竹本いずみ氏 宗像 義忠 浦河 藤坂 秋雄 ４６６＋１０１：１４．８クビ ２０５．８�

７１４ リワードマナキン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 B４５０－ ２ 〃 クビ ６２．７	
３６ メイキングザヘヴン 牝３芦 ５４ 松岡 正海�グランド牧場 手塚 貴久 静内 グランド牧場 ４３４± ０１：１４．９クビ ３１．１

８１６ ムービングアウト 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４６０＋ ８１：１５．１１� ４２．１�
７１３� マ イ ク ー ル 牝３鹿 ５４ 津村 明秀河村 �平氏 土田 稔 鵡川 清野 薫 ４２４＋１４１：１５．４１� ２８８．７
４８ � スノーショコラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆塚田 祥雄ディアレスト 加賀 武見 浦河 小島牧場 ４３２－ ２ 〃 アタマ １６．６�
１１ マルダイロマン 牝３鹿 ５４ 今野 忠成大川 勝氏 和田 正道 静内 カタオカステーブル ４７６＋ ４１：１５．６１� ３２．９�

（川崎）

２４ ノアウインザー 牝３栗 ５４ 郷原 洋司佐山 公男氏 郷原 洋行 鵡川 エスティウィ
ンファーム ４６２－ ２１：１５．７� １８６．８�

５１０ ネクストページ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲佐藤 聖也土井 康資氏 加藤 和宏 浦河 横山 浩司 ４１８＋ ６１：１５．９１� ６７９．４�

１２ � クリーンレディ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一石橋 和夫氏 星野 忍 浦河 平成ファーム ４８２＋ ４１：１６．３２� ２７４．９�
６１２ グランドフェロー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ １３７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７４２，０００円 複勝： ２３，２８４，４００円 枠連： ２５，４８６，９００円

普通馬連： ８２，６８６，８００円 馬単： ７８，０２１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４０７，９００円

３連複： １０７，０００，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３５９，６２９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １３０円 � １００円 � １４０円 枠 連（４－８） ３３０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３１０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７４２０ 的中 � ３５２３４（２番人気）
複勝票数 計 ２３２８４４ 的中 � ４２０７６（２番人気）� ８６６６２（１番人気）� ３４７６３（３番人気）
枠連票数 計 ２５４８６９ 的中 （４－８） ５７９１７（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２６８６８ 的中 �� １２９９１６（２番人気）
馬単票数 計 ７８０２１０ 的中 �� ４４０３８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４０７９ 的中 �� ２８３８４（２番人気）�� １６７７４（３番人気）�� ３１１６０（１番人気）
３連複票数 計１０７０００３ 的中 ��� １３０９８９（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．７―１３．０―１２．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．４―４７．４―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルコイリス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Rahy デビュー ２００６．１２．１０ 中山３着

２００４．３．６生 牝３芦 母 アーリーウィッシュ 母母 Heaven’s Nook ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※マルダイロマン号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０５０６２ ３月１１日 雨 不良 （１９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 （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

５９ � ウォーターマーク 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４７４± ０１：５４．９ ２．３�

３５ � グレインアート 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ５１６＋ ８１：５５．７５ ９．６�
１１ � オーバーカムオール 牡３黒鹿５６ 北村 宏司河村 祥史氏 古賀 慎明 三石 飯岡牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ １２．０�
８１６� レオタツオー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�レオ 加藤 和宏 浦河 江谷 重雄 ４７２－ ２１：５６．０１� ３．４�
５１０� ヒ シ ロ シ オ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎阿部雅一郎氏 中野 隆良 様似 瀬口 信正 ５１８－ ４１：５６．１� １４．５�
８１５� サンワードブル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人古谷 敏明氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４４＋ ４１：５６．３� ６１．６	
６１２� ヘルバースト 牡３芦 ５６

５５ ☆塚田 祥雄田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１０± ０ 〃 ハナ １４．２

４８ � アストラルレイ 牡３青 ５６ 木幡 初広加藤 厚子氏 松永 康利 静内 野坂牧場 ５１４＋ ８１：５６．６２ ３５２．１�
７１３� ケイアイハイタイド 牡３青 ５６ 松岡 正海亀田 守弘氏 柴崎 勇 静内 大滝 康晴 ４７６－１０１：５６．７� ８．２�
２４ マーベラスキャップ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４７２＋ ８１：５６．８クビ １４１．８
１２ エーブダンシング 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４７２－１２ 〃 クビ １４０．２�
６１１ ホクセツカントリー 牡３栗 ５６

５３ ▲佐藤 聖也平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ４８２－ ８１：５６．９クビ ６９．５�
２３ � テンエイスマイル 牡３青鹿５６ 安藤 光彰熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４７２＋ ６１：５７．５３� １１７．４�
４７ �� アリマサクセス 牡３鹿 ５６ 今野 忠成有馬 博文氏 清水 英克 門別 豊洋牧場 ４３６－ ６１：５７．９２� ５２．５�

（川崎）

７１４ バーニングウイル 牡３鹿 ５６ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４８８＋ ４１：５９．４９ ７１６．５�
３６ � リカオーウィナー 牡３鹿 ５６ 江田 照男馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 B４８８＋ ６ 〃 クビ ４３９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３６８，０００円 複勝： ２６，５３４，０００円 枠連： ２５，７９７，７００円

普通馬連： ９５，１５１，９００円 馬単： ８７，１５２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６７９，４００円

３連複： １１３，４３１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３９７，１１４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � ２５０円 枠 連（３－５） １，４９０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ５１０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ４，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３６８０ 的中 � ８０７２４（１番人気）
複勝票数 計 ２６５３４０ 的中 � ７８５１６（１番人気）� １４９０９（７番人気）� ２３９０９（３番人気）
枠連票数 計 ２５７９７７ 的中 （３－５） １２７９５（７番人気）
普通馬連票数 計 ９５１５１９ 的中 �� ３５６５０（１０番人気）
馬単票数 計 ８７１５２１ 的中 �� ２２２９２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６７９４ 的中 �� ８０１８（１１番人気）�� １３２２０（５番人気）�� ２９１３（２１番人気）
３連複票数 計１１３４３１１ 的中 ��� １７６５２（１６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．３―１２．６―１２．７―１３．０―１３．０―１３．１―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．７―４９．３―１：０２．０―１：１５．０―１：２８．０―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．９
１
３
９－（３，１０，１３）１，８，１２（５，１１，１６）－（２，１４，１５）－４，６，７・（９，１３）１，１０（８，１６）（３，１２）（５，１１）１５－２（１４，７）４－６

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

勝馬の
紹 介

�ウォーターマーク �
�
父 メジロライアン �

�
母父 シ ャ ル ー ド デビュー ２００６．１０．８ 東京６着

２００４．２．２３生 牡３芦 母 マイネビアンコ 母母 ケイテイーフアイブ ５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 リカオーウィナー号は，平成１９年４月１１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダイレクトパス号
（非抽選馬） １頭 スミノチェンタウロ号
※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。



０５０６３ ３月１１日 小雨 不良 （１９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 （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

１１ � ロットオブカクテル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８２＋１２１：１２．５ １．４�

８１４� アリマフェニックス 牡３鹿 ５６ 加藤士津八有馬 博文氏 加藤 和宏 平取 北島牧場 ５２６－１０１：１２．８１� ３３３．４�
７１２ スマートフォルム 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一大川 徹氏 畠山 吉宏 三石 広田牧場 ４８０－ ２１：１２．９� ７．５�
８１５ ウエスタンビーバー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４２０－１０１：１３．５３� １５．２�
３５ � エクレールブラン 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン �田 研二 静内 武岡牧場 ４６２－１２１：１３．７１� ３８．６	
２２ リネンアカシア 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ ２７０．７

５９ � テンジンミナトオー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４８８＋ ８１：１４．３３� ５３．０�
７１３ ザライオンヒート 牡３栗 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 水野 貴広 門別 天羽 禮治 ５０６－ ２１：１４．４� ３５．４�
２３ タマモダンスタイム 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎タマモ� 伊藤 圭三 静内 前田牧場 ４３８＋１４ 〃 アタマ ４１２．０
６１０� ニシニキイロ 牡３芦 ５６ 小野 次郎小林 祥晃氏 保田 一隆 鵡川 西山牧場 B４４２－ ２ 〃 ハナ ２４４．９�
３４ � ミウラジェット 牡３黒鹿５６ 江田 照男佐藤 明氏 佐々木亜良 三石 久米 和夫 ４４４－ ４１：１４．９３ ９．２�
４７ � アイティメルヘン 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰岩本 允氏 中野 栄治 三石 本桐牧場 ４２４＋１２１：１５．１１� ２１１．８�
５８ � サンマルマドンナ 牝３黒鹿５４ 田面木博公相馬 勇氏 蛯名 信広 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４６＋ ４１：１５．３１� ５３１．８�
６１１ ホ ウ キ ボ シ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 様似 富田 恭司 ４８８－ ２１：１５．５１� ８．９�
４６ � チ ア ズ セ ル 牡３鹿 ５６ 今野 忠成北村キヨ子氏 清水 英克 静内 船越 英治 B４６４± ０１：１６．０３ ３２．２�

（川崎）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，８３１，３００円 複勝： ２７，０４５，０００円 枠連： ２９，８９４，４００円

普通馬連： ９２，５０２，６００円 馬単： １１１，９１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５７３，３００円

３連複： １２１，０６３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４３４，８２９，２００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３，９００円 � １７０円 枠 連（１－８） ５６０円

普通馬連 �� １６，８５０円 馬 単 �� ２０，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，０８０円 �� ２４０円 �� １８，１４０円

３ 連 複 ��� ３６，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８３１３ 的中 � １４１２８０（１番人気）
複勝票数 計 ２７０４５０ 的中 � １２１８６５（１番人気）� ８４７（１４番人気）� ３４３６３（２番人気）
枠連票数 計 ２９８９４４ 的中 （１－８） ３９９４２（４番人気）
普通馬連票数 計 ９２５０２６ 的中 �� ４０５２（３４番人気）
馬単票数 計１１１９１８７ 的中 �� ４１２４（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５７３３ 的中 �� ９７５（３９番人気）�� ３６５９９（１番人気）�� ３２４（５９番人気）
３連複票数 計１２１０６３９ 的中 ��� ２４２７（６７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１２．３―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．２―４６．５―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロットオブカクテル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００６．７．２３ 新潟３着

２００４．５．１８生 牡３黒鹿 母 ディソサード 母母 I’m Out ８戦１勝 賞金 １５，６００，０００円
〔発走状況〕 チアズセル号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻４分遅延。

ホウキボシ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 チアズセル号は，平成１９年３月１２日から平成１９年４月１日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※出走取消馬 スルタンシチー号（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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 タケイチバン号
※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。



０５０６４ ３月１１日 小雨 不良 （１９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 （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

５９ アドマイヤワールド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５２０－ ６１：５６．４ １．２�

３５ � マケテタマルカ 牡３栗 ５６ 松岡 正海木下 秀一氏 古賀 史生 米
Darrell Brown,
Gary Player &
Tony Georgiou

B５１６＋１０１：５６．７２ ８．５�
５８ � サンライトフェロー 牡３栗 ５６ 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 静内 神垣 道弘 ４６６－ ４１：５６．８� ３６．６�
２２ 	 ア ロ ハ オ エ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝佐藤 敏夫氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２１：５７．１１
 １０．３�
８１４	 マイセンシチー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 青森 佐々木 正 ４３２－ ２１：５７．５２� ４２．８�
７１２	 トップオブボス 牡３栗 ５６ 今野 忠成横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４９４＋ ４１：５７．６� ２８．８�

（川崎）

６１０� ヤ マ ビ コ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７４－ ６１：５７．７クビ １３６．６	
１１ テンジンカズトヨ 牡３黒鹿５６ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６８－ ２１：５７．８
 ２１１．１

３４ 	 ブルーメンリッター 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山上 和良氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム ５０２－ ６１：５８．１２ ３１．５�
７１３ ミンナナカヨシ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一神山 幸男氏 土田 稔 三石 土田 和男 ５１０－１６１：５８．７３� ３４０．９�
２３ コールトゥアーミー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西森 鶴氏 佐藤 全弘 門別 碧雲牧場 ４２０＋ ４１：５８．８
 ４７９．８
４７ � シルクオスカー 牡３栗 ５６

５５ ☆塚田 祥雄有限会社シルク中川 公成 静内 見上牧場 ４９０－ ４１：５９．２２� ３３７．７�
６１１	 マイネルティーダ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 浦河 高昭牧場 ４９２＋１８１：５９．７３ ２２．３�
４６ ラストカリズマ 牡３栗 ５６ 石神 深一西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム B４６６－ ６１：５９．９１� ３４２．０�
８１５	 スガノグローリアス 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰菅原光太郎氏 松永 康利 三石 沖田 哲夫 B４６４± ０２：００．４３ ３４９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，６３９，２００円 複勝： ２０，３９９，５００円 枠連： ２８，５４３，３００円

普通馬連： ８７，３７３，１００円 馬単： １２４，８７４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２１１，８００円

３連複： １１９，４５６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４３３，４９７，６００円

払 戻 金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � ３２０円 枠 連（３－５） ２７０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３７０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７６３９２ 的中 � １８８５２５（１番人気）
複勝票数 計 ２０３９９５ 的中 � ９００９４（１番人気）� ２８７６３（２番人気）� ９０１１（６番人気）
枠連票数 計 ２８５４３３ 的中 （３－５） ７９１６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ８７３７３１ 的中 �� １６２２６２（２番人気）
馬単票数 計１２４８７４６ 的中 �� １８７０２４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２１１８ 的中 �� ３３７１５（２番人気）�� １６５５８（３番人気）�� ３１８０（１８番人気）
３連複票数 計１１９４５６１ 的中 ��� ４２４４５（９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１３．２―１３．２―１２．８―１２．８―１３．３―１３．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３８．０―５１．２―１：０４．０―１：１６．８―１：３０．１―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．６
１
３
９（１０，１１，１２，１３）（２，６）１５－１，４＝１４－８－３－７，５
９（１０，１１，１２，１３）２，６，１（４，１５）（１４，５）８－３，７

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤワールド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．２０ 中山２着

２００４．２．２２生 牡３鹿 母 ディアボレッサ 母母 デビルズブライド ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 スガノグローリアス号は，平成１９年４月１１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。



０５０６５ ３月１１日 曇 重 （１９中山２）第６日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

４８ マジックビクトリア 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４４２＋ ６２：０７．２ ８．５�

５９ � ヒカルダイヤモンド 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ２．０�
１２ � ウェンブリー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣渡邊 隆氏 小笠 倫弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４４０＋ ６２：０７．６２� ５．８�
４７ � ルリーバニヤン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二津村 靖志氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４６６＋ ６２：０７．９１� ４．１�
７１３ ヴ ィ ゼ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース河野 通文 静内 神垣 道弘 ４３６＋ ２２：０８．０� ３４．２�
３５ � ビーモブホープ 牝３栗 ５４ 江田 照男村上 芳明氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４０８± ０２：０８．１� ２１５．５�
２４ � ジョイントゥジョイ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�コオロ 萱野 浩二 門別 庄野牧場 ４２６－ ４２：０８．５２� ２３．８	
８１６ キープアンドゴー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８２＋ ６２：０８．８１� １９．２

２３ � ブラックレディ 牝３青鹿５４ 吉田 豊鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 新冠 カミイスタット ４８８± ０２：０９．０� ２１５．３�
５１０� フェイジョア 牝３芦 ５４ 安藤 光彰 �キャロットファーム 佐藤 吉勝 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－１０２：０９．２１� ９５．８�
６１１� エスメラルダ 牝３栗 ５４ 田中 勝春池田 正孝氏 河野 通文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ４２：０９．４１� ５３．４
３６ � ト ン メ イ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海福島 徳佑氏 武市 康男 静内 塚尾牧場 ４８０± ０２：０９．８２� ２２．５�
７１４ フラワーシーン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一三枝 栄二氏 蛯名 信広 浦河 笹地牧場 ４０２－ ４ 〃 ハナ ２５３．７�
１１ �� パンプキンパイ 牝３栗 ５４ 小林 淳一楠本 勝美氏 保田 一隆 新冠 越湖牧場 ４４４－ ２２：１０．２２� ３７３．９�
６１２� ジュエリーチェリー 牝３鹿 ５４ 今野 忠成チエリー商事� 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４５８－ ８２：１０．８３� １５１．５�

（川崎）

８１５� ファインプリマ 牝３青 ５４ 嘉藤 貴行�日向牧場 田中 清隆 浦河 日向牧場 ４８６＋ ６２：１１．７５ ３９８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４３５，６００円 複勝： ２６，６９８，８００円 枠連： ３２，０８５，２００円

普通馬連： １０２，３８８，６００円 馬単： １０４，１３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６００，１００円

３連複： １３９，２８４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５６，６２９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２３０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（４－５） ２５０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ６７０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３４３５６ 的中 � ２１７７３（４番人気）
複勝票数 計 ２６６９８８ 的中 � ２２２８３（４番人気）� ９１０７３（１番人気）� ３１２６７（３番人気）
枠連票数 計 ３２０８５２ 的中 （４－５） ９５０２５（１番人気）
普通馬連票数 計１０２３８８６ 的中 �� ７９７５３（３番人気）
馬単票数 計１０４１３７０ 的中 �� ２８５９３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６００１ 的中 �� １８０８０（４番人気）�� ９７３０（８番人気）�� ２５１３２（２番人気）
３連複票数 計１３９２８４３ 的中 ��� ７３０９１（３番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．３―１２．５―１３．０―１２．９―１２．３―１２．７―１２．６―１２．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２５．０―３７．５―５０．５―１：０３．４―１：１５．７―１：２８．４―１：４１．０―１：５３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マジックビクトリア �
�
父 オペラハウス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００６．１０．２８ 福島３着

２００４．４．１２生 牝３鹿 母 マジックモーニング 母母 ナスノアロマ ４戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ５頭 コスモビートアウト号・サンワードソング号・ジャックローズ号・ハートオンスマイル号・ビクトリアスチアー号
※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。



０５０６６ ３月１１日 曇 重 （１９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）

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

７１３ マチカネアマテラス 牝３栗 ５４ 横山 典弘細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４２４ ―１：５８．４ ３．８�

３５ � コウヨウオラリア 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４８０ ―１：５８．５� ５９．１�
２４ トーセンペガサス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝島川 �哉氏 萩原 清 門別 三城牧場 ４４４ ―１：５８．７１ １．８�
７１４� ドライマンハッタン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�大樹ファーム 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８４ ― 〃 クビ １５．２�
４８ サ ン ケ ー プ 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 静内 藤平 和実 ３９４ ―１：５９．２３ １８２．８�
８１６� トウシューズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４３２ ― 〃 アタマ ５．８	
５１０ ウインエンパイア 牡３栗 ５６ 木幡 初広
ウイン 二ノ宮敬宇 門別 シンコーファーム ４３８ ―１：５９．４１� １２．３�
６１２	 コスモキラウェア 牡３栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 内藤 一雄 新 Haunui Farm Ltd

& G H Madill ４５６ ―１：５９．５
 ２２７．７�
３６ � ベルグジャンヌ 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人山田 俊一氏 武市 康男 門別 ナカノファーム ３７４ ―１：５９．７１
 １２７．７
６１１� カーデナルポイント 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７８ ―２：００．０１� １５４．２�
１１ 	 コスモアルフォンソ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新 Highview In-

ternational Ltd ４５８ ―２：００．３１� ９４．１�
４７ � クロスハート 牝３鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也飯田 政子氏 柴崎 勇 静内 千代田牧場 ４０８ ―２：００．７２
 ２９０．２�
２３ � ヘ ッ ド ベ ガ 牡３黒鹿５６ 今野 忠成本間 茂氏 伊藤 伸一 門別 坂口 豊翼 ５１８ ―２：００．８
 １３５．４�

（川崎）

１２ ホクセイランド 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹宮川 純造氏 鈴木 勝美 新冠 中地 茂美 ４８２ ―２：０１．０１� ５２．８�
５９ タイムトゥラン 牝３鹿 ５４ 田面木博公�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４２８ ―２：０３．５大差 ６８．１�

（１５頭）
８１５ マルタカウイング 牡３栗 ５６ 蛯名 正義高橋 義和氏 勢司 和浩 浦河 鵜木 唯義 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，８８８，３００円 複勝： ２１，３９８，８００円 枠連： ２８，５５７，８００円

普通馬連： ８０，５５７，８００円 馬単： ９２，１４７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４５２，６００円

３連複： １００，６０１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７０，６０４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � ６６０円 � １１０円 枠 連（３－７） ４，９００円

普通馬連 �� ８，５４０円 馬 単 �� １２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７９０円 �� １８０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５８８８３ 的中 � ５３８６０（２番人気）
複勝票数 計 ２１３９８８ 的中 � ４５８７６（２番人気）� ４１５５（８番人気）� ７９５６５（１番人気）
枠連票数 計 ２８５５７８ 的中 （３－７） ４３０８（１２番人気）
普通馬連票数 計 ８０５５７８ 的中 �� ６９６７（１７番人気）
馬単票数 計 ９２１４７８ 的中 �� ５２５８（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４５２６ 的中 �� ２４０１（１６番人気）�� ４０３８１（１番人気）�� ４８７９（１１番人気）
３連複票数 計１００６０１７ 的中 ��� ２３０４０（１０番人気）

ハロンタイム １３．１―１３．１―１４．０―１３．７―１３．３―１３．４―１３．１―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２６．２―４０．２―５３．９―１：０７．２―１：２０．６―１：３３．７―１：４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３７．８
１
３
５，１３（４，１０，１６）（８，１２）１４（３，９）（６，１１）１（２，７）・（５，１３）１６（４，１０）１２（８，９，１４）（６，１１）３，１（２，７）

２
４

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

勝馬の
紹 介

マチカネアマテラス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Woodman 初出走

２００４．４．１生 牝３栗 母 マチカネササメユキ 母母 Russian Ballet １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 マルタカウイング号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 タイムトゥラン号の騎手田面木博公は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 タイムトゥラン号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイムトゥラン号は，平成１９年４月１１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２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 アムリタ号・ウイニングキッス号・エバーモア号・カゼノマイ号・グラスハーブ号・シルクプリズム号・

スティルウェイト号・スパークチェリー号・スマートトレジャー号・タンティモール号・トーセンエリート号・
トーホウカスガ号・ナショナルホリデー号・ニシノムツラボシ号・ニュージェットラン号・フローラルタイム号・
ベイジュ号・ミッドノエル号・ラフォンテ号・ルードボーイ号・ロックドゥカンブ号

※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。



０５０６７ ３月１１日 曇 不良 （１９中山２）第６日 第７競走 ��
��１，２００�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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

７１４� リキサンファイター 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �ハイパワー商事 高木 登 青森 オオタ牧場 ４４６± ０１：１１．６ １３．６�

２３ ケイアイスパイダー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４５８－ ４１：１１．８１� ４．７�
８１５�	 オカールノキセキ 牡３芦 ５６ 小林 淳一新井原 博氏 清水 英克 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４９６－ ６１：１２．１２ ２７．９�
７１３� ミキノモナコ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４４４－１０１：１２．３１� ９．１�
４８ コアレスピューマ 牡３青鹿５６ 松岡 正海小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 ４５０－ ４ 〃 アタマ ３１．９�
８１６	 ラブストラック 牝３栗 ５４ 木幡 初広堀 紘一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：１２．５
 ５８．９�
３５ � ラオムフェーレ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４６０－ ６１：１２．７１� ３０．４	
６１１�	 ヤマノトレジャー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 穂別 佐久間 孝司 ４６４± ０１：１２．８クビ ２７９．３

１２ �	 ウィンエース 牡３黒鹿

５６
５３ ▲佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４１８－ ４ 〃 ハナ ２４３．４�

６１２	 キープザチェンジ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 水野 貴広 門別 富川牧場 ４３２＋ ４ 〃 クビ ３６１．４�
４７ � シベリアンクラシカ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Katherine

Elam ４９２＋ ２ 〃 アタマ ４．５
５１０� アポロダヴィンチ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ４９０－ ２１：１３．０
 ２．１�
５９ セントラルボーイ 牡３青鹿５６ 江田 照男玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 ４７４－ ２１：１３．２１� ２６４．４�
１１  セントシャドー 牡３鹿 ５６ 今野 忠成�日向牧場 赤嶺 本浩 浦河 日向牧場 ４６８－ ５１：１３．４１ ９４．８�

（大井） （川崎）

３６ スウィープユアラヴ 牝３芦 ５４ 柴山 雄一臼田 浩義氏 清水 英克 千歳 社台ファーム ４３２＋ ６ 〃 クビ ５７．３�
２４ �	 リバームーン 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰泉 俊二氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４８４± ０１：１３．６１� ３５３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，８４６，９００円 複勝： ３４，０６３，６００円 枠連： ３８，９８１，４００円

普通馬連： １３０，８２１，８００円 馬単： １２０，３３７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４１８，７００円

３連複： １５８，９８６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５４３，４５６，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ３２０円 � ２２０円 � ６１０円 枠 連（２－７） １，０８０円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ６，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ２，４６０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� １５，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８８４６９ 的中 � １６７３５（５番人気）
複勝票数 計 ３４０６３６ 的中 � ２８１４６（５番人気）� ４８５２０（２番人気）� １２７４４（６番人気）
枠連票数 計 ３８９８１４ 的中 （２－７） ２６８７９（５番人気）
普通馬連票数 計１３０８２１８ 的中 �� ３２１８８（１２番人気）
馬単票数 計１２０３３７８ 的中 �� １２７５０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４１８７ 的中 �� ９１１５（８番人気）�� ３０７６（２６番人気）�� ４４０５（１９番人気）
３連複票数 計１５８９８６２ 的中 ��� ７４７０（５０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．１―１１．９―１２．５―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．６―４５．５―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３８．０
３ ・（３，８，１３）－（６，１５）（２，７，１０，１４）（１，５）－１６－（９，１２）１１，４ ４ ３（８，１３）－１５，１４（６，７）２（１，５，１０，１６）－１２，９，１１，４

勝馬の
紹 介

�リキサンファイター �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 メジロアルダン デビュー ２００６．９．２３ 中山２着

２００４．５．６生 牡３栗 母 オーロラマキシマム 母母 カタクラヒメ ９戦２勝 賞金 １７，９００，０００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） ３頭 イチゴイチエ号・トミノドリーム号・フウバイカ号
※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。



０５０６８ ３月１１日 曇 不良 （１９中山２）第６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）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３３ � ナカヤマスナイパー 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.
Kaster ５００－ ６１：５４．６ ４．３�

７１１� ドノバンシチー 牡４栗 ５７ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John
O’Meara ４９０－ ２ 〃 ハナ ７．８�

６１０� ボ ビ ン 牡４栗 ５７ 松岡 正海堀江 貞幸氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 B４８２－ ６ 〃 アタマ １１．６�
５８ 	 ゴールドジェネラル 牡５栗 ５７ 江田 照男�協栄 中島 敏文 門別 豊洋牧場 ４８０－ ２１：５４．８１ １１．７�
３４ シベリアンライオン 牡５芦 ５７ 武士沢友治藤田与志男氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１０－ ４１：５４．９
 １１．５�
１１ � サンデーコバン 牡５青鹿５７ 吉田 豊長谷川兼美氏 小島 茂之 門別 野木山 博 ５００± ０１：５５．０
 ５．１�
５７ � ナムラクック 牡４黒鹿５７ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 B４８６＋ ８１：５５．７４ ２．６	
２２ リネンヤクシン 牡４鹿 ５７ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 ４９４－ ４１：５６．７６ １７２．３

４５ シンボリハレー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４４４－ ８１：５６．８� １２１．１�
６９ � スナークコンコルド 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎杉本仙次郎氏 嶋田 潤 門別 大江牧場 ５００＋１０１：５７．６５ ４５２．７�
８１４ ク チ ベ ニ 牝４鹿 ５５ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４６４± ０１：５７．７� ２０９．１
４６ デルマアポロ 牡５栗 ５７ 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 天間 昭一 門別 原口 圭二 ４５６－ ２１：５８．２３ ６６４．４�
８１３� マーベラスドリーム 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６６＋ ６１：５８．７３ ４９．７�
７１２�� ユーワビスケット 牡５芦

５７
５６ ☆塚田 祥雄 �ユーワライディング 高市 圭二 米

Patchen Wilkes
Farm, LLC &
Richard Trontz

５３０－ ６１：５８．８� ９５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，９２８，１００円 複勝： ３４，２４７，０００円 枠連： ３９，７００，６００円

普通馬連： １４３，５８０，５００円 馬単： １２５，９００，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３００，４００円

３連複： １６２，９３０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５６８，５８７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ３２０円 枠 連（３－７） １，０３０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ８１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ４，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９９２８１ 的中 � ５５４４０（２番人気）
複勝票数 計 ３４２４７０ 的中 � ６５８０３（２番人気）� ４４９１２（４番人気）� ２３１６２（７番人気）
枠連票数 計 ３９７００６ 的中 （３－７） ２８５４７（５番人気）
普通馬連票数 計１４３５８０５ 的中 �� ９１８６０（５番人気）
馬単票数 計１２５９００７ 的中 �� ４３７８９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３００４ 的中 �� ２０３７６（３番人気）�� ９５９３（１２番人気）�� ８５０１（１５番人気）
３連複票数 計１６２９３０１ 的中 ��� ２９５５１（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．９―５１．０―１：０３．８―１：１６．６―１：２９．１―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ナカヤマスナイパー �
�
父 Deputy Commander �

�
母父 Rich Cream デビュー ２００５．４．１７ 福島２着

２００２．４．２５生 牡５黒鹿 母 Orange Sickle 母母 Ridge Blond １８戦３勝 賞金 ３５，３５６，０００円



０５０６９ ３月１１日 曇 重 （１９中山２）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

た て や ま

館 山 特 別
発走１４時２５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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

５５ トーセンジョーカー 牡４栗 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４５４－ ２２：０４．４ ５．８�

８１０ ショートローブス 牡７黒鹿５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４２：０４．７１� １．９�
４４ ドクターグリム 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４６２－ ２２：０４．８� １４．２�
６６ バトルスターボウ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人宮川 秋信氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４４６＋１０２：０５．５４ １３．０�
６７ � マイネルハイアップ 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀 宣行 新冠 中村農場 ４８８＋ ２２：０６．１３	 ４１．７	
３３ 
 ニシノフリーダム 牡４栗 ５７ 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５２４＋ ２２：０６．３１� ８．７

７８ ヤマニンスプラウト 牝６鹿 ５５ 北村 宏司土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４５８＋ ２２：０６．４	 ３０．９�
１１ 
� カネサマンゲツ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二笠原 幸六氏 久保田貴士 浦河 桑田フアーム B４８４－ ２２：０６．７１� ５．８�
７９ � トゥーエニワン 牡７黒鹿５７ 江田 照男�大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek

Russo ４５８± ０２：０８．３１０ １１５．８
２２ � アイアムザチャンプ 牡６青鹿５７ 横山 典弘堀 紘一氏 杉浦 宏昭 米 Dr. Kirk

Shiner ４９６＋ ２２：０８．８３ ２３．９�
８１１
 ヒ シ バ ト ル 牡５鹿 ５７ 今野 忠成阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 B４５０－ ２２：０９．４３	 ９５．１�

（川崎）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３２，８２１，８００円 複勝： ３６，９８５，３００円 枠連： ３５，５０２，６００円

普通馬連： １６１，９０７，８００円 馬単： １２９，４７５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９１８，１００円

３連複： １２３，２７０，７００円 ３連単： ３９７，１３３，５００円 計： ９５１，０１５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（５－８） ５６０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ８８０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� １２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３２８２１８ 的中 � ４４６０１（３番人気）
複勝票数 計 ３６９８５３ 的中 � ４９９２６（３番人気）� １１６０９５（１番人気）� ２９３３０（５番人気）
枠連票数 計 ３５５０２６ 的中 （５－８） ４７２９５（２番人気）
普通馬連票数 計１６１９０７８ 的中 �� １８７７０５（２番人気）
馬単票数 計１２９４７５７ 的中 �� ５２４３９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９１８１ 的中 �� ４４２６２（１番人気）�� ８２２９（１２番人気）�� １７４８９（５番人気）
３連複票数 計１２３２７０７ 的中 ��� ４５１０８（６番人気）
３連単票数 計３９７１３３５ 的中 ��� ２２９１８（４１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．１―１１．９―１１．８―１２．０―１２．５―１２．７―１３．０―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．５―３６．６―４８．５―１：００．３―１：１２．３―１：２４．８―１：３７．５―１：５０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．６
１
３
１，１０－７－（５，１１）４，６＝２，３，８＝９
１－１０＝７－（５，１１，４）６＝（２，３）８－９

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

勝馬の
紹 介

トーセンジョーカー �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００５．１２．２５ 中山７着

２００３．３．２９生 牡４栗 母 クラッシーマダム 母母 Soho Sunday １２戦３勝 賞金 ３３，２５９，０００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。



０５０７０ ３月１１日 小雨 重 （１９中山２）第６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歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ３，６５０，０００
３，６５０，０００

円
円 １，８３０，０００円

付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ３５，０００
３５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２４ サイレントプライド 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：３５．９ ７．１�

６１１� ゼットフラッシュ 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５００－ ４１：３６．０� ６．２�
２３ サンキンバスター 牡７鹿 ５７ 武士沢友治河原 純之氏 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ５０６－ ８１：３６．１� ２５．７�
８１５	 カ タ ナ 牡５栗 ５７ 柴山 雄一首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４ 〃 同着 ２２．０�
３５ ピサノパテック 牡５栗 ５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ２１：３６．５２� ２．９�
３６ 	
 モエレソーブラッズ 牡４青鹿５７ 吉永 護中村 和夫氏 小島 太 白老 白老ファーム B５００＋ ２ 〃 ハナ ６２．５�
７１３ オリエントチャーム 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４４２－１０１：３６．６� ２３．５	
６１２� セイングレンド 牝６青鹿５５ 勝浦 正樹吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４１：３６．９１� ２６．２

７１４ ヨイチサウス 牡６栗 ５７ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ４．８�
１１ シークレットコード 牝４栃栗５５ 西田雄一郎 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：３７．１� ９７．８�
５９ � シベリアンメドウ 牡８栗 ５７ 小野 次郎藤田与志男氏 水野 貴広 米 Highland

Farms, Inc. ５３４＋ ４１：３７．２� ５１．５
４７ マルブツシルヴァー 牡５芦 ５７ 中舘 英二大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５２８＋１２ 〃 クビ １７．５�
５１０ アンブロワーズ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ２９．０�
４８ 	 アルシャトル 牡６黒鹿５７ 今野 忠成�エーティー 昆 貢 静内 藤沢牧場 ４７０± ０１：３７．６２� ２１２．３�

（川崎）

８１６� ジェイウォーク 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３４± ０１：３７．８１ １１．９�
１２ プリティプリンセス 牝６栗 ５５ 佐藤 聖也 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４４２－１０１：３８．２２� ２０５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，８８０，２００円 複勝： ６９，９７４，１００円 枠連： ７２，４８１，８００円

普通馬連： ３１４，３６４，８００円 馬単： １９２，５６９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，２０５，８００円

３連複： ２６４，６９８，５００円 ３連単： ５９９，９５７，３００円 計： １，６３３，１３１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２６０円 � ２１０円 �
�

４５０円
４１０円 枠 連（２－６） １，６３０円

普通馬連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ５，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 ��

��
１，５８０円
１，３８０円

��
��

１，６３０円
１，４６０円

３ 連 複 ���
���

１２，９５０円
９，２８０円 ３ 連 単 ���

���
６３，８６０円
４２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ５１８８０２ 的中 � ５７８３０（４番人気）
複勝票数 計 ６９９７４１ 的中 �

�
５７７３８
３０９１２

（４番人気）
（９番人気）

� ７７４９７（３番人気）� ２７５６４（１０番人気）

枠連票数 計 ７２４８１８ 的中 （２－６） ３２９８５（９番人気）
普通馬連票数 計３１４３６４８ 的中 �� ７６５９３（１０番人気）
馬単票数 計１９２５６９０ 的中 �� ２４１９３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７２０５８ 的中 ��

��
１５１７２
６００３
（９番人気）
（３８番人気）

��
��

６２１６
６７２３
（３５番人気）
（３３番人気）

�� ７１８０（３１番人気）

３連複票数 計２６４６９８５ 的中 ��� ７５３８（９１番人気）��� １０５４３（６４番人気）
３連単票数 計５９９９５７３ 的中 ��� ３４６６（４１８番人気） ��� ５１９５（２８０番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１１．４―１１．３―１２．０―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．６―３５．０―４６．３―５８．３―１：１０．７―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．６

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

勝馬の
紹 介

サイレントプライド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．２３ 新潟２着

２００３．３．３生 牡４栗 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット ７戦４勝 賞金 ５６，２４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 エイシンデピュティ号・カリプソパンチ号・グレートバルサー号・トーヨーエーピー号・マシュリク号・

マッハジュウクン号・ムーンシャイン号・ユノナゲット号
※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。



０５０７１ ３月１１日 曇 重 （１９中山２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第２５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，１８．３．１１以降１９．３．４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 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００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

１１ マイネサマンサ 牝７鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 静内 小原 孝夫 ４７０＋ ２１：５０．２ ３１．１�

３５ ウイングレット 牝６鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ ６．６�
４８ � ヤマニンメルベイユ 牝５栗 ５３ 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ４０．６�
５９ ピアチェヴォーレ 牝６栗 ５１ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ４１：５０．３クビ ３１．１�
１２ �� キストゥヘヴン 牝４鹿 ５６ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ ６．６�
３６ � サンレイジャスパー 牝５鹿 ５４ 中舘 英二永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４７４－ ４１：５０．６１� ６．７	
６１１ ロフティーエイム 牝５鹿 ５３ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ５００＋ ４１：５０．７クビ ７１．２

６１２� キープクワイエット 牝６鹿 ５０ 武士沢友治 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 白老ファーム ４８０－ ２１：５１．４４ ２１３．２�
７１３ マドモアゼルドパリ 牝６芦 ５３ 安藤 光彰吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：５１．５� ９．１�
２４ レクレドール 牝６黒鹿５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４５２－ ８ 〃 アタマ ３５．０
２３ � ニシノフジムスメ 牝４鹿 ５３ 後藤 浩輝西山 茂行氏 藤原 英昭 鵡川 西山牧場 ４５８－ ６１：５１．６クビ ２７．７�
７１４ ピサノグラフ 牝５鹿 ５２ 塚田 祥雄市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム ４６８－ ２１：５１．８１ ６３．１�
４７ � アサヒライジング 牝４鹿 ５６．５ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ５１０＋ ６ 〃 ハナ ２．３�
８１５ ワ デ ィ ラ ム 牝６青鹿５４ 今野 忠成 �社台レースホース松田 博資 追分 追分ファーム ４２２－１４ 〃 アタマ ７３．２�

（川崎）

８１６� ジョースマイル 牝４黒鹿５１ 江田 照男上田けい子氏 田村 康仁 様似 様似堀牧場 ４６０＋ ４１：５２．４３	 ３３．０�
５１０� アクロスザヘイブン 牝４鹿 ５０ 吉田 豊 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：５２．５� ３７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２０，７２６，２００円 複勝： １５３，６７７，４００円 枠連： １７７，０００，４００円

普通馬連： ９６８，６９９，５００円 馬単： ５５７，６６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９０，２４４，４００円

３連複： ８９１，４２０，４００円 ３連単： １，９３０，５０２，０００円 計： ４，９８９，９３５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，１１０円 複 勝 � ７９０円 � ２３０円 � ９７０円 枠 連（１－３） ８５０円

普通馬連 �� ７，３９０円 馬 単 �� １９，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５４０円 �� １０，８４０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� ８８，２４０円 ３ 連 単 ��� ６０８，０８０円

票 数

単勝票数 計１２０７２６２ 的中 � ３０５９５（８番人気）
複勝票数 計１５３６７７４ 的中 � ４６６２５（８番人気）� ２１２４２９（３番人気）� ３７２２７（１２番人気）
枠連票数 計１７７０００４ 的中 （１－３） １５３７２２（３番人気）
普通馬連票数 計９６８６９９５ 的中 �� ９６８０６（２１番人気）
馬単票数 計５５７６６５２ 的中 �� ２１４２２（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９０２４４４ 的中 �� １８５９２（２４番人気）�� ４２５９（７９番人気）�� １５９０３（３５番人気）
３連複票数 計８９１４２０４ 的中 ��� ７４５６（１９６番人気）
３連単票数 計１９３０５０２０ 的中 ��� ２３４３（１１８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３７．０―４９．０―１：００．８―１：１３．０―１：２５．２―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．２
１
３

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

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

マイネサマンサ �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００３．３．１ 阪神１着

２０００．４．５生 牝７鹿 母 アオエトウショウ 母母 ムツミカースル ２７戦７勝 賞金 ２４２，０５０，０００円
［他本会外：１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マルターズホビー号
（非抽選馬） １頭 マリアヴァレリア号
※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。



０５０７２ ３月１１日 曇 不良 （１９中山２）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１１ トーセンブレイク 牡４鹿 ５７ 横山 典弘島川 �哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５０４＋ ６１：０９．７ ２．６�

４７ � フレッシュバニラ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 松山 康久 米 Takashi
Watanabe ４４６－ ４１：１０．２３ １１．７�

４８ � コリントシチー 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 中央牧場 ５０４－ ６１：１０．８３	 ９．８�
６１２ アルフィエーレ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀伊達 秀和氏 相沢 郁 門別 サンシャイン

牧場 ５０６－ ４１：１０．９	 ８３．７�
８１５ ピサノヨシツネ 牡５栗 ５７ 柴田 善臣市川 義美氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ５０６－１０ 〃 ハナ ３．７�
３５ � タケデンイーグル 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰武市 弘氏 石栗 龍彦 浦河 安藤牧場 ４９２＋ ４１：１１．０
 ２２．７	
３６ � イチライタッチ 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ４９６－ ４１：１１．２１ ７．１

５１０ チョウカイミッキー 牡７鹿 ５７ 田中 勝春�平田牧場 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４８４－ ６１：１１．４１	 ２６．０�
１１ � ブルーチェイサー 牝６黒鹿５５ 西田雄一郎篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７４－ ４１：１１．５	 ７５．８�
５９ �� サキノリュウオー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ５７．１�
８１６� マリットチャージ �７黒鹿５７ 今野 忠成 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４５２－ ２１：１１．６クビ ４６．８�

（川崎）

２３ ウ セ ル 牡８鹿 ５７ 江田 照男�萩本企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ５１６－ ２ 〃 アタマ １４１．５�
１２ ケイビイスパイダー 牝８鹿 ５５ 小林 淳一菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 競優牧場 ４５６＋ ６ 〃 アタマ １１９．５�
７１３ シュウザンジャンプ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平 光良氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４８０＋１４１：１１．９１
 ２５．２�
７１４� トーセンマンボ 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５２４－ ４１：１２．３２	 １６．５�
２４ � リネンセブン �７鹿 ５７ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 森永ファーム ５３６＋１２１：１２．６１
 ２５４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，１４５，４００円 複勝： ５８，６０５，０００円 枠連： ７４，８５７，２００円

普通馬連： ２８１，７２８，０００円 馬単： １７５，１７１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，２４３，７００円

３連複： ２２３，３５８，７００円 ３連単： ５５０，２０８，６００円 計： １，４７２，３１８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � ２４０円 枠 連（４－６） ７１０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ５４０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� １７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ４９１４５４ 的中 � １５４０８１（１番人気）
複勝票数 計 ５８６０５０ 的中 � １５１６６８（１番人気）� ４０９６６（５番人気）� ５６７３９（４番人気）
枠連票数 計 ７４８５７２ 的中 （４－６） ７７９８１（２番人気）
普通馬連票数 計２８１７２８０ 的中 �� １２０５５０（６番人気）
馬単票数 計１７５１７１５ 的中 �� ４５４０５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９２４３７ 的中 �� １９７６７（７番人気）�� ２８１６２（３番人気）�� １０８３９（１５番人気）
３連複票数 計２２３３５８７ 的中 ��� ４１３１７（９番人気）
３連単票数 計５５０２０８６ 的中 ��� ２３７６４（３３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１１．２―１１．７―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．３―３３．５―４５．２―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３６．２
３ ・（７，１１）１２（２，１３，１５）８（１，６，１０，１４）（５，９，１６）４，３ ４ ７，１１，１２（２，８，１５）１３（１，６，１０）（９，１４）（５，１６）－（３，４）

勝馬の
紹 介

トーセンブレイク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Afleet デビュー ２００６．２．２５ 中山２着

２００３．３．１５生 牡４鹿 母 フライトオブエンジェルス 母母 Intently ９戦３勝 賞金 ３６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アドマイヤドゴール号・グリーンアラモード号・シルクアルボーレ号・シルクエレメント号・チアフルワールド号・

トウショウヴォイス号・トワイニングイモン号・トーセンラヴ号・ノーブルカフェ号・フォワードダンサー号・
ブラックシャドウ号・マグネティックマン号・マヤノダズラー号・マルタラヴ号・リメンバードリーム号・
リワードパットン号

※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。



（１９中山２）第６日 ３月１１日（日曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

２４６，０５０，０００円
４，２００，０００円
１７，６４０，０００円
１，３７０，０００円
１，９４０，０００円
２７，０６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，８８１，５００円
５，００４，０００円
１，８３８，２００円

勝馬投票券売得金
４５８，２５３，０００円
５３２，９１２，９００円
６０８，８８９，３００円
２，５４１，７６３，２００円
１，８９９，３７１，１００円
５６６，２５６，２００円
２，５２５，５０２，０００円
３，４７７，８０１，４００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 １２，６１０，７４９，１００円

総入場人員 ２９，４５９名 （有料入場人員 ２７，１１０名）




