
０８０１３ ３月２５日 雨 良 （１９中山３）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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 � ケ イ ア ー ス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ４１：５８．２ １．１�

４６ �� コスモファルバラン 牡３鹿 ５６
５５ ☆大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 秋山 雅一 三石 坂本牧場 ４６６＋ ２１：５８．４１� ２６．２�

１１ �� ショウミーザウェイ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太�瀬 真尚氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４８８ ―１：５８．７２ ３１．６�
（大井）

３５ � マイネルセグレイト 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 静内 聖心台牧場 ４８６± ０１：５９．１２� ２３０．９�

８１４�� ブールバール 牝３黒鹿５４ 小林 淳一岡田 牧雄氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４４２－ ６１：５９．３１ ５６．４�
５９ �� ダイワモナーク 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 早来 ノーザンファーム ４９０－ ４１：５９．７２� １４１．３	
４７ � ミヤギカリスマ 牡３栗 ５６ 木幡 初広菅原 光博氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ４５．６

６１１� マイトイズライト 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ミルファーム 小笠 倫弘 新冠 五丸農場 ５１８± ０２：００．０１� ４２０．６�
２２ �� クロカンブッシュ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ８２：００．４２� １３１．０�
８１５� ラストアラシ 牡３黒鹿５６ 小野 次郎吉田 昭一氏 加賀 武見 浦河 宮村牧場 ４３６－ ２２：０２．０１０ ３８１．９
７１３� スガノウラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人菅原光太郎氏 山田 要一 新冠 セントラルスタツド ４７４－ ６２：０２．２� ５２３．１�
７１２�� アタゴナンバーワン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠坪野谷和平氏 柄崎 孝 浦河 山勝牧場 ５００－ ６２：０２．３� ３８９．０�
５８ � マイネルティーダ 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康 �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± ０ 〃 アタマ １０７．７�

６１０�� フサイチジャスパー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二関口 房朗氏 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５２８－ ２２：０２．５１ ８．２�
３４ �� ヴィンテージ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 �レーシングホース

ジャパン 鈴木 勝美 門別 ヤナガワ牧場 ４５２ ―２：０３．５６ ４２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，６９５，１００円 複勝： １５，５９１，３００円 枠連： ２０，２１２，８００円

普通馬連： ６３，７７２，７００円 馬単： ９２，１６２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２５４，８００円

３連複： ９７，７４９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３３３，４３８，５００円

払 戻 金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � ２２０円 � ２９０円 枠 連（２－４） ３６０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ４４０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３６９５１ 的中 � １８２０７７（１番人気）
複勝票数 計 １５５９１３ 的中 � ７７１０７（１番人気）� １２１３１（３番人気）� ８１７７（５番人気）
枠連票数 計 ２０２１２８ 的中 （２－４） ４２２８６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６３７７２７ 的中 �� ７９１３９（２番人気）
馬単票数 計 ９２１６２１ 的中 �� １０５０２３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２５４８ 的中 �� １７０３９（２番人気）�� １１６７３（５番人気）�� ２５２９（１８番人気）
３連複票数 計 ９７７４９７ 的中 ��� ３１１８４（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．４―１３．８―１３．４―１３．６―１４．０―１３．５―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．２―５０．０―１：０３．４―１：１７．０―１：３１．０―１：４４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．８―３F４１．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ケ イ ア ー ス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Kris デビュー ２００７．２．１１ 東京２着

２００４．２．１７生 牡３鹿 母 ケイティーズファースト 母母 Katies ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィンテージ号は，平成１９年４月２５日まで平地競走に出走できない。
※クロカンブッシュ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０１４ ３月２５日 雨 良 （１９中山３）第２日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０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

８１６ オ ー デ ン セ 牡３栗 ５６ 津村 明秀栗坂 崇氏 武市 康男 門別 中川牧場 ４６０± ０１：１４．５ １１．６�

５１０� コアレスハリケーン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi
Kobayashi ４９０－ ４ 〃 クビ ４．４�

４７ � ギルティストライク 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ４１：１４．７１� ６．８�

７１３� セーフアズロック 牝３栗 ５４ 松岡 正海臼田 浩義氏 萩原 清 米 Morio
Sakurai ４２２－ ２１：１５．０２ ４．４�

６１２ ノーバディノーズ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義佐藤 守宏氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 ５０８ ―１：１５．２１	 ６．７�
４８ アルファトミー 牡３青鹿５６ 池田 鉄平�貴悦 斎藤 宏 三石 澤田 嘉隆 ４８２＋ ４１：１５．３	 ９４．３	
６１１ キタサントウリョウ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�大野商事 中島 敏文 三石 山野牧場 ４５２± ０１：１５．７２	 ２７３．７

３６ サチノスカイライン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎佐藤 幸彦氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ ３．０�
２３ ビッグセンチュリー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信�ビッグ 内藤 一雄 新冠 北星牧場 ４３２－ ４１：１６．５５ ３０９．０�
５９ � メイサーティース 牝３鹿 ５４ 北村 宏司砺波 寿氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 ４４０± ０１：１７．０３ ２９９．０
１１ �
 スマスタトッキー 牝３鹿

５４
５１ ▲田中 博康 �ルーラル・オカダ 久保田貴士 浦河 村中牧場 ４２２＋ ４１：１７．１� ２６０．４�

３５ � ファストソニック 牡３鹿 ５６
５５ ☆塚田 祥雄平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 B４８２＋ ４１：１７．３１	 ２５．３�

２４ 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 ４２０＋ ２１：１７．７２	 ２３７．０�
８１５ フォーリアキング 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４４８ ―１：１８．２３ ２９４．３�
１２ 
 キートゥザホープ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一山上 和良氏 秋山 雅一 三石 飯岡牧場 ４５６＋１４１：１８．９４ １８１．７�
７１４ モーニンググローリ 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 武田 修一 ４６４ ―１：２１．９大差 ７２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３９０，１００円 複勝： １７，２４９，４００円 枠連： １７，６２１，８００円

普通馬連： ７３，７００，５００円 馬単： ６１，８６３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０３８，９００円

３連複： ８５，３２１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ２８８，１８５，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ２６０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（５－８） ２，２１０円

普通馬連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ５，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ７６０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ３，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３９０１ 的中 � １１１８８（６番人気）
複勝票数 計 １７２４９４ 的中 � １５５８５（６番人気）� ３３１４６（２番人気）� ２２６６８（４番人気）
枠連票数 計 １７６２１８ 的中 （５－８） ５８９８（１３番人気）
普通馬連票数 計 ７３７００５ 的中 �� ２５２０５（１３番人気）
馬単票数 計 ６１８６３４ 的中 �� ８８３７（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０３８９ 的中 �� ６６４８（９番人気）�� ４９７２（１４番人気）�� １０５２２（２番人気）
３連複票数 計 ８５３２１４ 的中 ��� １８９１８（１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．８―１２．４―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．８―３５．６―４８．４―１：００．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ー デ ン セ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００７．１．８ 中山１５着

２００４．３．２１生 牡３栗 母 クロシェットノエル 母母 サマーミストレス ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ビッグセンチュリー号の騎手田辺裕信は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 キートゥザホープ号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モーニンググローリ号は，平成１９年４月２５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。
（非抽選馬） ２頭 コウジンキンキ号・ムービングアウト号



０８０１５ ３月２５日 雨 良 （１９中山３）第２日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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

４７ � 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± ０２：０５．０ ２．４�

２４ � コスモリリー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 向別牧場 ４１０－ ２ 〃 ハナ １７．８�
１１ � ウェンブリー 牝３栗 ５４ 北村 宏司渡邊 隆氏 小笠 倫弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４３８－ ２２：０５．１� ９．６�
３５ � チャイニーズフレア 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６ 〃 ハナ ４．４�
６１２� スペシャルウィッチ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �サンデーレーシング 奥平 雅士 追分 追分ファーム ４１２－ ８２：０５．３１ １７．４�
８１６� コスモビートアウト 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 矢野 進 新冠 ビッグレッドファーム ４２４＋１０２：０５．４� ４９．８�
７１４� ヒカルダイヤモンド 牝３栗 ５４ 松岡 正海高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６０± ０２：０５．５� ３．４	
７１５� マイスイートハート 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 多田 善弘 ４３２＋ ４２：０５．７１� １２７．６

６１１� ファインスマイル 牝３栗 ５４ 江田 照男井山 登氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６２＋ ２２：０５．９１	 ６０．７�
１２ ウエスタンファイン 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司西川 賢氏 郷原 洋行 静内 北西牧場 ４４８－ ８２：０６．０� １０５．１�
７１３ クイーンオブザメイ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �サンデーレーシング 坂本 勝美 新冠 追分ファーム ４４４－ ６２：０６．１	 １５４．４
５９ ヨシアイビーム 牝３芦 ５４ 大庭 和弥田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４０４－２０ 〃 アタマ ６９３．３�
２３ � ナイキアムール 牝３栗 ５４

５３ ☆鮫島 良太小野 誠治氏 古賀 史生 静内 千代田牧場 ４５４－ ６２：０６．８４ １５７．１�
５１０� ダイワマドンナ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二大城 敬三氏 佐藤 吉勝 門別 坂口 豊翼 ４３０＋ ４２：０６．９クビ １５６．６�
４８ マツノミドリ 牝３栗 ５４ 安藤 光彰橘 倍男氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４２２＋２０２：０７．２１� ５３０．２�
８１７ 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 ４５６－ ６２：０７．３� ５９８．７�
８１８� サクラヴィッキー 牝３栗 ５４ 石橋 脩�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４６０－ ６２：０７．８３ １３５．６�
３６ シルキーキュート 牝３黒鹿５４ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ４６８－１６ 〃 ハナ １５５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，５８７，３００円 複勝： ２２，３０２，６００円 枠連： ２２，５３３，４００円

普通馬連： ８４，４０２，５００円 馬単： ７９，４４２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９７２，７００円

３連複： １０３，６５２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，８９２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � ４６０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ２，４３０円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ３，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ４６０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ４，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５８７３ 的中 � ６９９０６（１番人気）
複勝票数 計 ２２３０２６ 的中 � ５２９３０（１番人気）� ９６１０（６番人気）� ２７７３８（４番人気）
枠連票数 計 ２２５３３４ 的中 （２－４） ６８４６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８４４０２５ 的中 �� ２４９７１（９番人気）
馬単票数 計 ７９４４２１ 的中 �� １６４９４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９７２７ 的中 �� ６４７８（７番人気）�� １２６３５（５番人気）�� ３１７１（１７番人気）
３連複票数 計１０３６５２２ 的中 ��� １６１７７（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．２―１３．５―１２．９―１２．５―１２．９―１２．６―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．４―３５．６―４９．１―１：０２．０―１：１４．５―１：２７．４―１：４０．０―１：５２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．６
１
３
２（４，６）１４（１，５，１８）７（３，１１，１７）（９，１６）１０，１２（１３，１５）＝８
２（４，６）１４（１，５，１８）７，１１（３，１７）１６（９，１０）（１２，１５）－１３－８

２
４
２（４，６）１４（１，５，１８）７（３，１１）１７（９，１６）（１２，１０）（１３，１５）－８・（２，４）１４（１，５）７，６（１１，１８）（１６，１７，１５）（３，１２，１０）９，１３－８

勝馬の
紹 介

�オメガグッドラック �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００６．１２．１７ 中山４着

２００４．６．６生 牝３鹿 母 ベ リ ア ー ニ 母母 Eleven Pleasures ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔制裁〕 サクラヴィッキー号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金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。
（非抽選馬） １頭 サキノローレル号



０８０１６ ３月２５日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（１９中山３）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時１５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

４６ � スプリングラゴス 牝５栗 ５８ 山本 康志加藤 春夫氏 斎藤 誠 青森 一山牧場 ４９２＋２２３：１８．１ ５．５�

１１ � ラドランデンジャー 牡５黒鹿６０ 高野 容輔村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９２＋１０３：１８．４１� ６１．６�
７１２ ハリーコマンド �７黒鹿６０ 嘉堂 信雄高田 久成氏 鹿戸 明 三石 本桐牧場 ４７４－ ４３：１９．５７ ５．０�
３４ 	 クロコアイト 牡４栗 ５９ 浜野谷憲尚加藤 徹氏 松永 康利 新冠 松田 富士夫 ４８４± ０３：１９．８２ １３．２�
２２ 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 ４６６－ ８ 〃 クビ ６．９�
３３ � 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 ５３２－ ２３：２１．１８ １０．２�
８１３� ジ ョ ッ シ ュ 牡８芦 ６０ 大庭 和弥広田 健司氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４６０－１０３：２１．５２
 ２７．８�
６１０� トーセンエタニティ 牡７鹿 ６０ 金子 光希島川 	哉氏 佐々木亜良 静内 石川 栄一 ５４０－ ２３：２１．６
 ４７．４

４５ シャコーバニラ 牝４鹿 ５７ 植野 貴也グレイドレーシング組合 矢野 照正 門別 白井牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ３６．９�
７１１� 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 ５１２－ ８３：２１．７クビ １５９．２
５８ 	 スガーペンタイア 牡５黒鹿６０ 菊池 憲太菅原光太郎氏 山田 要一 森 笹川大晃牧場 ４８４－ ８３：２２．０１� ３６５．２�
６９ � マイネルイディオス 牡４鹿 ５９ 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加賀 武見 門別 滝本 健二 ５４６＋２２３：２５．７大差 ６１．９�
５７ セイユウミルキー 牝４鹿 ５７ 矢原 洋一星 雄一郎氏 矢野 照正 三石 片山 修 ４２２－ ４３：３４．４大差 １９５．６�
８１４ グラスファイター 牡５鹿 ６０ 今村 康成半沢� 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４８４－ ６ （競走中止） ２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，３１９，７００円 複勝： １４，６０７，９００円 枠連： ２３，５５３，３００円

普通馬連： ６８，２７８，４００円 馬単： ６８，００５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，０９１，２００円

３連複： ９６，６８５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３０１，５４１，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ３００円 � １，４３０円 � ２００円 枠 連（１－４） １１，７６０円

普通馬連 �� １８，５００円 馬 単 �� ３１，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９１０円 �� ９５０円 �� ３，５３０円

３ 連 複 ��� ３８，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４３１９７ 的中 � ２０８０９（３番人気）
複勝票数 計 １４６０７９ 的中 � １３１９１（５番人気）� ２１４３（１０番人気）� ２３０９７（２番人気）
枠連票数 計 ２３５５３３ 的中 （１－４） １４７９（２１番人気）
普通馬連票数 計 ６８２７８４ 的中 �� ２７２５（３８番人気）
馬単票数 計 ６８００５０ 的中 �� １５９１（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６０９１２ 的中 �� ７８８（４４番人気）�� ４３６４（１１番人気）�� １１０２（３４番人気）
３連複票数 計 ９６６８５５ 的中 ��� １８３２（８７番人気）

上り １マイル １：５０．１ ４F ５３．６－３F ４０．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
８（１，６）（４，１３）－（１２，１０）５（２，１１）＝３＝９＝７
１－（６，４）＝８－１２，１３（２，１１）－１０（５，３）＝９＝７

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

勝馬の
紹 介

�スプリングラゴス �
�
父 ロードメイプル �

�
母父 アンバーシヤダイ

２００２．５．１４生 牝５栗 母 アンバーベロナ 母母 ハツピーベロナ 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 スガーペンタイア号は，枠入り不良。発走時刻１分遅延。
〔競走中止〕 グラスファイター号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため１周目向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 スガーペンタイア号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 ウィンディータイム号・エスケーアパッチ号・コスモラバンジン号・サムタイム号・シルクリベラル号・

ジンデンバリュー号・スーパーアンカー号・タイキダイナスティ号・タケノフェロー号・テイエムファンキー号・
テイエムマーチ号・テーオードラゴン号・ニシノウラシマ号・パシスタ号・ビーマイプリンス号・フジノリサコ号・
レオスターライト号



０８０１７ ３月２５日 雨 稍重 （１９中山３）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時０５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

４４ � ピュアーフレーム 牝３黒鹿５４ 津村 明秀臼田 浩義氏 上原 博之 米 Hiroyoshi
Usada ４６６－ ２１：５４．８ ５．８�

３３ � ヒシポラリス 牡３鹿 ５６
５５ ☆鮫島 良太阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 富本 茂喜 B４９８＋ ６１：５５．０１� １２．８�

１１ コメンテーター 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５１６± ０１：５５．６３� １４．１�
７７ ピサノシェンロン 牡３栗 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ４９６－ ２１：５６．３４ ５．９�
５５ テスタロッサ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹桐谷 茂氏 小林 常泰 三石 上村 清志 ４６８－ ４１：５６．５１	 ２．６�
６６ ニシノテンカ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４５８＋ ２１：５６．７１� ３．４�
２２ � プライドイズハート 牡３鹿 ５６ 松岡 正海三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４９８－ ４１：５７．０２ １３．４�
８８ 
 フォージドアックス 牝３栗 ５４ 高山 太郎	三登 佐藤 全弘 静内 光伸牧場 ４４２＋ ４１：５８．６１０ １２５．１


（８頭）

売 得 金

単勝： １９，５１３，５００円 複勝： ２５，１１２，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ９７，１５１，６００円 馬単： １００，１３２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０４０，２００円

３連複： １０５，８４７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３６８，７９８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １９０円 � ３５０円 � ３４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２，７００円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� １，０３０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ８，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５１３５ 的中 � ２６５７８（３番人気）
複勝票数 計 ２５１１２８ 的中 � ４３５４３（３番人気）� １７１０３（６番人気）� １８０６３（５番人気）
普通馬連票数 計 ９７１５１６ 的中 �� ２６６１２（１３番人気）
馬単票数 計１００１３２７ 的中 �� １６１５４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０４０２ 的中 �� ５７９６（１４番人気）�� ５０４４（１５番人気）�� ４１４７（２０番人気）
３連複票数 計１０５８４７３ 的中 ��� ８７９５（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３７．１―５０．２―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．５―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．１
１
３
４－（２，３）６（５，７）－８，１
４（２，３，６，７）（５，１）８

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

勝馬の
紹 介

�ピュアーフレーム �
�
父 Silver Deputy �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００６．１０．２１ 東京８着

２００４．２．２６生 牝３黒鹿 母 Throttle 母母 Magical Maiden ７戦２勝 賞金 １５，６００，０００円



０８０１８ ３月２５日 小雨 重 （１９中山３）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

７１０� 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 ４７４－ ２１：１０．８ ２．０�

４５ �� エイワンキセキ 牝３青鹿
５４
５３ ☆鮫島 良太荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４５８－ ６１：１１．２２	 ６．０�

７１１� ダイワエンパイア 牡３青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 松山 康久 米 France Weiner &
Irwin J. Weiner ４６８－ ２ 〃 クビ ４．４�

６９ � コアレスレーサー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５０６－ ６１：１１．３クビ ２１．３�
６８ � クインズプレイヤー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ ９．３�
８１２� ニシノクイック 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４８６＋ ２１：１１．５１
 ９．３�
５６ � エレメンタルソング 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４１４－ ６ 〃 クビ ３４．４	
１１ � ウインクルウィナー 牝３鹿 ５４ 津村 明秀�有能 田中 清隆 門別 渡辺 芳一 ４６６＋ ６１：１１．６	 ４３．２

３３ クールスーペリア �３黒鹿５６ 安藤 光彰川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 久井牧場 ４８２－ ６１：１１．８１	 １９１．９�
２２ � ブラックマンバ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �天羽治牧場 西塚 安夫 平取 坂東牧場 ４４０± ０１：１１．９クビ １５２．３
８１３� ソ ウ レ イ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠国光 正憲氏 沢 峰次 青森 明成牧場 ４２４－ ４１：１２．１１
 ４８３．７�
５７ ウイニングスコアー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 イシダファーム ４７２＋ ７１：１２．６３ ３５．６�
４４ � レッドピクシー 牝３鹿 ５４ 山崎 誠士 �ユートピア牧場 内田 勝義 浦河 日の出牧場 ４１０－ ３ （競走中止） ２９２．４�

（川崎） （川崎）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，１１３，６００円 複勝： ２３，７６９，６００円 枠連： ２７，２０５，３００円

普通馬連： ９８，１２５，６００円 馬単： ９８，２７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８２７，１００円

３連複： １１７，５４３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４０９，８５７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（４－７） ５３０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１１３６ 的中 � ８４５２７（１番人気）
複勝票数 計 ２３７６９６ 的中 � ６７８６４（１番人気）� ３５９５９（３番人気）� ３７３０３（２番人気）
枠連票数 計 ２７２０５３ 的中 （４－７） ３８０８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ９８１２５６ 的中 �� １１６１９５（２番人気）
馬単票数 計 ９８２７３１ 的中 �� ７３４２９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８２７１ 的中 �� ２２６７５（２番人気）�� ３０１１９（１番人気）�� １０１２１（７番人気）
３連複票数 計１１７５４３３ 的中 ��� ８３０１８（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．３―１１．９―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３４．７―４６．６―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モルトグランデ �
�
父 War Chant �

�
母父 Capote デビュー ２００６．１１．１８ 東京３着

２００４．２．１７生 牡３鹿 母 New Dice 母母 Get Lucky ４戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
・・・〔競走中止〕 レッドピクシー号は，最後の直線コースで騎手が右あぶみを踏み外してバランスをくずし落馬したため競走中止。

・・・〔制裁〕 レッドピクシー号の騎手山崎誠士は，最後の直線コースでの御法（右あぶみを踏み外した）について過怠金５０，０００円。
※クインズプレイヤー号は，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。



０８０１９ ３月２５日 小雨 重 （１９中山３）第２日 第７競走 ��
��２，５００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時０５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

２２ ネヴァートルネード 牡５鹿 ５７ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５８± ０２：３８．７ ２．１�

４４ � パルエクスプレス 牡５黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム ５０４＋１０２：３９．７６ ４．５�
７７ �� トーセンクルーズ 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義島川 �哉氏 佐々木亜良 浦河 上山牧場 B４７６＋ ２２：３９．８クビ ２．８�
１１ マイネルシルバート 牡５青鹿５７ 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 ４９２－ ４２：３９．９	 ４０．９�
３３ ハバネロキャット 牝４鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 B４１０＋ ８２：４０．０	 １３．４�

５５ �
 カンファーマックス �５青鹿５７ 和田 竜二奥村 清晴氏 石栗 龍彦 早来 田口 廣 ４９４＋ ４２：４０．４２	 ２６．８	
６６ � シェルクレール 牡５栗 ５７ 安藤 光彰吉田 修氏 山田 要一 様似 出口 繁夫 ５２０＋１０２：４１．１４ ５６．６

８９ アイオブザジャガー 牝４鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 ４７６± ０２：４１．６３ ３６．０�
８８ ムーヴスター 牡４青鹿５６ 田辺 裕信�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 B４７８＋ ２２：４６．４大差 ５９．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： １８，７１８，７００円 複勝： １７，３４７，０００円 枠連： ２４，０６９，０００円

普通馬連： ８０，８４５，９００円 馬単： １０５，５６９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３１２，６００円

３連複： １１４，９７３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３８１，８３６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １１０円 枠 連（２－４） ４１０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １４０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７１８７ 的中 � ７１４３１（１番人気）
複勝票数 計 １７３４７０ 的中 � ６３３２１（１番人気）� ３０２４６（３番人気）� ３７７４０（２番人気）
枠連票数 計 ２４０６９０ 的中 （２－４） ４４１５８（２番人気）
普通馬連票数 計 ８０８４５９ 的中 �� １２４０１４（２番人気）
馬単票数 計１０５５６９７ 的中 �� １０５３５７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３１２６ 的中 �� ２７５６６（２番人気）�� ４５２６６（１番人気）�� １６７０７（３番人気）
３連複票数 計１１４９７３５ 的中 ��� ２６５８６５（１番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．５―１１．９―１１．７―１２．４―１３．２―１４．２―１３．５―１２．７―１２．７―１２．４―１２．０―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．５―３０．４―４２．１―５４．５―１：０７．７―１：２１．９―１：３５．４―１：４８．１―２：００．８―２：１３．２―２：２５．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネヴァートルネード 
�
父 スキャターザゴールド 

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．９．５ 札幌８着

２００２．４．２生 牡５鹿 母 マルスフラウ 母母 ニアリーウェッド １９戦２勝 賞金 ２７，７７８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーヴスター号は，平成１９年４月２５日まで平地競走に出走できない。



０８０２０ ３月２５日 小雨 稍重 （１９中山３）第２日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３５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

７８ フロイデタンツェン 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二生駒 英子氏 小西 一男 三石 タガミファーム ５０２－ ６１：１２．５ ２．１�

３３ 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 ４５４＋ ４１：１２．８１� ２．８�
５５ ストームシャドウ 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ５０８＋ ２１：１３．０１� ４．６�
６７ クリノジャンファン 牡４栗 ５７ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 海馬澤 誠治 ４５２＋ ８ 〃 ハナ １８．７�
４４ � ニホンピロコテツ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆塚田 祥雄小林百太郎氏 小島 茂之 三石 ダイイチ牧場 ４８２－ ４１：１３．２１� ５９．４�
２２ � スナークコンコルド 牡５黒鹿５７ 戸崎 圭太杉本仙次郎氏 嶋田 潤 門別 大江牧場 ４９８－ ２１：１３．５２ ８６．１�

（大井）

７９ スプリングベルン 牝４栗 ５５ 石橋 脩加藤 春夫氏 柴田 政人 静内 三宅牧場 ４７８－ ４１：１３．６� ３３．８	
６６ � リネンミサイル 牡４栗 ５７ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 モリナガファーム ４９２－２８１：１３．８１ ９２．１

１１ �� トミケンパシオン 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一冨樫 賢二氏 坂本 勝美 浦河 伏木田牧場 ４７８＋４３ 〃 クビ ２０．６�
８１０� ジ ラ ソ ー レ 牝４鹿 ５５ 江田 照男田中 晴夫氏 笹倉 武久 新冠 パカパカ

ファーム ４４６＋ ２１：１４．２２� ７２．２�
８１１�� 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 ４７２－ ４１：１５．２６ ３９２．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，８８８，９００円 複勝： １８，６０２，１００円 枠連： ２７，８０６，５００円

普通馬連： １０２，１０２，８００円 馬単： １２２，２４０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９７０，７００円

３連複： １３３，８６７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４５２，４７８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １００円 � １００円 � １３０円 枠 連（３－７） ２７０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� １７０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８８８９ 的中 � ８５１４８（１番人気）
複勝票数 計 １８６０２１ 的中 � ５５２６８（２番人気）� ５５６０９（１番人気）� ３０４６４（３番人気）
枠連票数 計 ２７８０６５ 的中 （３－７） ７６７７３（１番人気）
普通馬連票数 計１０２１０２８ 的中 �� ２９６３１９（１番人気）
馬単票数 計１２２２４０１ 的中 �� ２１１６０５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９７０７ 的中 �� ６３５１５（１番人気）�� ３５０８９（２番人気）�� ２６８１５（３番人気）
３連複票数 計１３３８６７６ 的中 ��� ３２２４４５（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．４―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．４―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロイデタンツェン �
�
父 ストローズクリーク �

�
母父 Lord At War デビュー ２００６．２．２６ 中山１着

２００３．４．１３生 牝４鹿 母 ターフサルート 母母 Wanda Kaye ５戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ジラソーレ号・ハクリュウヤマフジ号は，平成１９年４月２５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。



０８０２１ ３月２５日 小雨 稍重 （１９中山３）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

と み さ と

富 里 特 別
発走１４時１０分 （ダート・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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２２ リスキーアフェア 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：５３．２ ３．１�

７１０ マルブツクロス 牡４芦 ５７ 大野 拓弥大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３２－ ８ 〃 クビ １４．９�
５６ � カネマサデューク 牡６黒鹿５７ 北村 宏司植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４７８± ０１：５３．４１� ３２．１�
４４ 	 キングトップガン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５００＋１２１：５３．５
 １３．２�
１１ ブラックランナー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４８２＋ ６１：５３．６クビ ４．５�
５７ スズノマグマ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０６＋１０ 〃 クビ ３．５�
４５ � オースミダイケン 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一�オースミ 成島 英春 浦河 白老ファーム ４９６－ ４１：５３．８１
 １９．５	
６９ ラ ン タ ナ 牝５栗 ５５ 塚田 祥雄永野千枝子氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４２８＋ ２１：５３．９クビ １３．３

８１２	 シャコーミリオン 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 惣田 英幸 ５００± ０１：５４．０
 ３５．４�

（大井）

３３ � ナカヤマスナイパー 牡５黒鹿５７ 木幡 初広和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.
Kaster ５０４＋ ４ 〃 クビ ２２．５�

８１３	 ソブリンブライト 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８８± ０１：５４．１クビ １２８．５�
７１１	� ヒ シ バ ト ル 牡５鹿 ５７ 津村 明秀阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４５４＋ ４１：５４．３１ １４４．８�
６８ リッチスマイル 牝６鹿 ５５ 村田 一誠東洋パース� 本間 忍 門別 日西牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ３０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，８０９，８００円 複勝： ４５，１８２，２００円 枠連： ４３，３１３，８００円

普通馬連： １９７，５２３，５００円 馬単： １２７，６４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，３１８，８００円

３連複： １７６，８９３，５００円 ３連単： ３８１，８１７，６００円 計： １，０４８，５０２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ４５０円 � ５３０円 枠 連（２－７） ２，５１０円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ４，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� １，０９０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� １４，３３０円 ３ 連 単 ��� ５７，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３２８０９８ 的中 � ８５９２９（１番人気）
複勝票数 計 ４５１８２２ 的中 � １０６４３５（１番人気）� ２２４３５（６番人気）� １８１９９（１０番人気）
枠連票数 計 ４３３１３８ 的中 （２－７） １２７５７（１０番人気）
普通馬連票数 計１９７５２３５ 的中 �� ６１９２４（５番人気）
馬単票数 計１２７６４３７ 的中 �� ２２３５６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３３１８８ 的中 �� １３５６７（５番人気）�� ９８７８（１２番人気）�� ３０７３（３６番人気）
３連複票数 計１７６８９３５ 的中 ��� ９１１４（３９番人気）
３連単票数 計３８１８１７６ 的中 ��� ４９０３（１６６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．４―１３．５―１３．０―１２．５―１２．３―１２．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．４―４９．９―１：０２．９―１：１５．４―１：２７．７―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

リスキーアフェア �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Link デビュー ２００５．１．１０ 中山３着

２００２．２．１９生 牡５黒鹿 母 パルフェアムール 母母 Cattinara １６戦４勝 賞金 ５２，７７２，０００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。



０８０２２ ３月２５日 曇 重 （１９中山３）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�スピカステークス

発走１４時４５分 （芝・右）

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 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ 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 ４７２－ ２１：４９．８ ５．０�

７９ � カ タ ナ 牡５栗 ５７ 吉田 豊首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１４＋ ６１：５０．２２� ３．８�
２２ 	 マ シ ュ リ ク 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ４１：５０．４１ ２．４�
７１０� ガッテンワン 牡５栗 ５７ 村田 一誠岩崎 圭市氏 本間 忍 平取 中川 隆 ４８４＋ ８１：５０．６１� ２２．３�
５６ サニーネイティブ 牡５栗 ５７ 安藤 光彰宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５０４± ０１：５０．７クビ ６８．５�
６７ ロフティーエイム 牝５鹿 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ ５．５�
８１２ ユノナゲット 牡５鹿 ５７ 武士沢友治細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：５０．９１
 ５３．３	
３３ シークレットコード 牝４栃栗５５ 藤田 伸二 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：５１．０� ３１．３

４４ � コスモインペリアル 牡７鹿 ５７ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 清水 利章 様似 富田 恭司 ４９８＋ ４１：５１．３１� １８５．１�

（大井）

５５ 	 マルタカハーモニー 牡５黒鹿５７ 小林 淳一高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス
ファーム ４８２± ０１：５１．５１� ２７．４�

８１１ トーセンテンショウ 牡８鹿 ５７ 和田 竜二島川 哉氏 田村 康仁 浦河 笠松牧場 ４４６－ ４１：５２．１３� ２２３．３�
６８ � ジョースマイル 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一上田けい子氏 田村 康仁 様似 様似堀牧場 ４５８－ ２１：５２．５２� ３２．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３８，１００，０００円 複勝： ４０，９７６，７００円 枠連： ４３，２７５，２００円

普通馬連： ２００，４９９，７００円 馬単： １４９，９９９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５６４，６００円

３連複： １５７，７８５，８００円 ３連単： ４４２，１４９，４００円 計： １，１１３，３５１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（１－７） ８８０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ６，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３８１０００ 的中 � ６０１２４（３番人気）
複勝票数 計 ４０９７６７ 的中 � ６１９６２（４番人気）� ７８１６３（２番人気）� １０９９９０（１番人気）
枠連票数 計 ４３２７５２ 的中 （１－７） ３６５６４（５番人気）
普通馬連票数 計２００４９９７ 的中 �� １３６００３（５番人気）
馬単票数 計１４９９９９７ 的中 �� ４９７６２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５６４６ 的中 �� ２３８８０（５番人気）�� ３３０２１（３番人気）�� ４６０１８（２番人気）
３連複票数 計１５７７８５８ 的中 ��� １４２０１１（２番人気）
３連単票数 計４４２１４９４ 的中 ��� ５１１８４（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．６―４８．５―１：００．７―１：１３．４―１：２５．４―１：３７．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヨイチサウス �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サルノキング デビュー ２００３．９．１４ 中山２着

２００１．３．１０生 牡６栗 母 ボールドテスコ 母母 キ ヌ テ ス コ ４０戦６勝 賞金 １３３，４３６，０００円
〔発走状況〕 シークレットコード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シークレットコード号は，発走調教再審査。
※トーセンテンショウ号は，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。



０８０２３ ３月２５日 曇 稍重 （１９中山３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１４回マーチステークス（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （ダート・右）

４歳以上，１８．３．２５以降１９．３．１８まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会会長賞（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 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１５ クワイエットデイ 牡７黒鹿５５ 角田 晃一 �サンデーレーシング 松元 省一 早来 ノーザンファーム ４９８－ ８１：５１．４ １９．１�

３５ トーセンブライト 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二島川 �哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ４９４＋ ８１：５１．６１ １７．６�
８１６ ヒカルウイッシュ 牡５鹿 ５６ 北村 宏司高橋 光氏 栗田 博憲 鵡川 宇南山牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ９．７�
４７ �� ツ ム ジ カ ゼ 牡７栗 ５５ 鮫島 良太金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 米 Columbi-
ana Farm B５３２－ ８１：５２．０２� ８．４�

１２ � カイトヒルウインド 牡８栗 ５４ 津村 明秀金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 米 Cypress

Farms１９９１ B５０２＋１２１：５２．３２ １４２．９	
２４ 	 マルブツリード 牡４栗 ５４ 安藤 光彰大澤 毅氏 大根田裕之 門別 正和山本牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ １９．５

２３ トラストジュゲム 牡５鹿 ５５ 松岡 正海菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５０６＋ ２１：５２．４クビ ４．６�
３６ クーリンガー 牡８芦 ５７．５ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ５３８± ０１：５２．５� ９．７�
７１３ ビッググラス 牡６鹿 ５７ 村田 一誠坪野谷和平氏 中尾 秀正 静内 マークリ牧場 ５１６－ ２１：５２．６� ３．３
７１４
	 ヒシハイグレード 牡４栗 ５３ 菊沢 隆徳阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ５３６－ ４１：５３．３４ ３８．０�
６１１	 オーガストバイオ 牡６鹿 ５５ 勝浦 正樹バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム B５０８－ ６ 〃 ハナ １３．３�
５１０
 ヤマタケゴールデン 牡４栗 ５３ 柴山 雄一山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ５０６＋１２１：５４．７９ １２５．７�
５９ スナークファルコン 牡５鹿 ５３ 石橋 脩杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 中脇 満 ４６２－ ４１：５４．８� １３．０�
１１ �� シーチャリオット 牡５鹿 ５５ 戸崎 圭太ダーレー・ジャパン・

レーシング� 川島 正行 米 Darley ５２４－ ３１：５５．６５ ２３．３�
（船橋） （大井）

４８ 	 テイエムプリキュア 牝４黒鹿５１ 大野 拓弥竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 B４８４－ ４１：５６．１３ ４６．５�

（１５頭）
６１２ オリンピアンナイト 牡４栗 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７６，９３８，４００円 複勝： １０４，８９８，９００円 枠連： １２３，９８５，８００円

普通馬連： ６７４，９８０，５００円 馬単： ３６０，５７１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２４，６６２，０００円

３連複： ６０２，３２１，７００円 ３連単： １，２４０，１９５，５００円 計： ３，３０８，５５３，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ５５０円 � ５１０円 � ３００円 枠 連（３－８） １，７７０円

普通馬連 �� １５，６８０円 馬 単 �� ３３，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７１０円 �� ２，５４０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ４０，５６０円 ３ 連 単 ��� ３０６，６３０円

票 数

単勝票数 差引計 ７６９３８４（返還計 ５１４４） 的中 � ３１８２７（９番人気）
複勝票数 差引計１０４８９８９（返還計 ２９７０） 的中 � ４７７１８（９番人気）� ５２３５２（８番人気）� １０３１５６（４番人気）
枠連票数 差引計１２３９８５８（返還計 １３６８） 的中 （３－８） ５１９０９（７番人気）
普通馬連票数 差引計６７４９８０５（返還計 ９００８７） 的中 �� ３１７８４（５３番人気）
馬単票数 差引計３６０５７１１（返還計 ５７６０６） 的中 �� ７９１６（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１２４６６２０（返還計 １５８７２） 的中 �� ８２０２（５０番人気）�� １２０９８（４０番人気）�� １４０１５（３３番人気）
３連複票数 差引計６０２３２１７（返還計１２１２５３） 的中 ��� １０９６２（１４２番人気）
３連単票数 差引計１２４０１９５５（返還計２７６１４０） 的中 ��� ２９８５（９２８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．３―１２．０―１２．３―１２．１―１２．５―１２．９―１２．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．４―３５．４―４７．７―５９．８―１：１２．３―１：２５．２―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．１
１
３

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

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

クワイエットデイ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Alydar デビュー ２００２．１１．２ 京都４着

２０００．５．３１生 牡７黒鹿 母 アリーズデライト 母母 Sacred Journey ３５戦８勝 賞金 ２２２，７７３，０００円
〔出走取消〕 オリンピアンナイト号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 シーチャリオット号の調教師川島正行は，装鞍所集合時刻に遅れ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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 シベリアンホーク号・シルクヒーロー号・ゼンノストライカー号・タイキジリオン号・チョウカイロイヤル号・

トップオブワールド号・ベラージオ号・ラッキーブレイク号・ワイルドワンダー号
※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。



０８０２４ ３月２５日 曇 重 （１９中山３）第２日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・右・外）

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

１：０７．０
１：０６．５

良

良

１２ タイキシルバー 牡６芦 ５７
５６ ☆大野 拓弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ５０２＋ ８１：０９．９ ５３．１�

２４ � レオハスラー 牡６鹿 ５７ 村田 一誠�レオ 萱野 浩二 静内 岡田スタツド ５２２＋１４ 〃 クビ ９３．９�
６１２� プレミアムボックス 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５１８－ ２１：１０．２２ ３．２�
５１０� ブライティアミラ 牝４鹿 ５５ 江田 照男小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４４４－ ２１：１０．３クビ １９．３�
５９ ナイトアットオペラ 牝５青鹿５５ 津村 明秀 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４０６± ０１：１０．４� ５．０�
６１１ ゴールドクラウン 牡６栗 ５７ 石橋 脩千明牧場 松山 康久 門別 千明牧場 ４７４± ０１：１０．５クビ ３．２	
８１５	 マイネルガッチャ 牡４黒鹿５７ 田中 剛 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小島 太 加 Richard L.
Lister B４６４＋ ４１：１０．６
 １８３．８


４８ 	 スイートハビタット 牝７栗 ５５ 蛯名 正義シンボリ牧場 田中 清隆 愛 Brownstown
Stud Partnership ４７６－ ２ 〃 クビ ２９．１�

４７ � ス ピ ン オ フ 牡４栗 ５７ 松岡 正海伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン
牧場 ４７４± ０１：１０．７クビ ４３．８�

１１ 	 サウンドスピリット 牡６鹿 ５７
５６ ☆鮫島 良太大澤 繁昌氏 昆 貢 米 Barbara

Hunter ４８８＋ ６ 〃 アタマ １４．４
３６ � クラシカルウィーク 牡６栗 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンレーシング ４８６－ ６ 〃 アタマ ３０．６�
７１４	 チアフルワールド 牡５栗 ５７ 藤田 伸二藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Katherine

Elam ４８８＋ ４１：１０．９� ２６．４�
３５ � テイエムポイント 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹竹園 正繼氏 鹿戸 明 新冠 的場牧場 ４７４－１８１：１１．２２ １８．７�
２３ �� ファウンテンビート 牡４栗 ５７ 菊沢 隆徳馬目 卓氏 戸田 博文 浦河 冨岡牧場 ４６４－ ２１：１１．４１
 １８．５�
８１６	 アグネスボーイ 牡５黒鹿５７ 戸崎 圭太渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Black Type

Stud Pty Ltd ４８６－ ８１：１１．７２ ３９．６�
（大井）

７１３ ダイワアーバイン 牡７栗 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 静内 井高牧場 ５３２－ ６１：１３．６大差 ２１６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，００９，１００円 複勝： ４８，５０５，７００円 枠連： ６６，８５９，９００円

普通馬連： ２３０，２４２，８００円 馬単： １４９，３２４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，３４２，７００円

３連複： １９５，８１６，５００円 ３連単： ４６９，１８５，５００円 計： １，２５３，２８７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５，３１０円 複 勝 � ９４０円 � ２，０００円 � １９０円 枠 連（１－２） ５，０８０円

普通馬連 �� ７３，３４０円 馬 単 �� １５２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，３８０円 �� ２，８７０円 �� ５，１８０円

３ 連 複 ��� １２６，６６０円 ３ 連 単 ��� ８４６，６００円

票 数

単勝票数 計 ４３００９１ 的中 � ６３９０（１３番人気）
複勝票数 計 ４８５０５７ 的中 � １１６４９（１３番人気）� ５２５６（１４番人気）� ９１４６４（２番人気）
枠連票数 計 ６６８５９９ 的中 （１－２） ９７１６（１４番人気）
普通馬連票数 計２３０２４２８ 的中 �� ２３１７（９４番人気）
馬単票数 計１４９３２４９ 的中 �� ７２２（１８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０３４２７ 的中 �� ８５３（８８番人気）�� ４３７６（３０番人気）�� ２３９３（４９番人気）
３連複票数 計１９５８１６５ 的中 ��� １１４１（２４５番人気）
３連単票数 計４６９１８５５ 的中 ��� ４０９（１５９３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．７―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．６―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３６．０
３ ・（１０，３）（１３，１６）１４（２，１１，１２，１５）５（４，６，７）（１，９）８ ４ １０（２，３，１１，１６，１４）（４，５，６，１２，１５）（１３，１，７）（９，８）

勝馬の
紹 介

タイキシルバー �
�
父 ブラックタイアフェアー �

�
母父 Polish Patriot デビュー ２００４．１．１１ 中山１着

２００１．５．１生 牡６芦 母 タイキハニー 母母 All Dancing ２２戦４勝 賞金 ５９，０６２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワアーバイン号は，平成１９年４月２５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。



（１９中山３）第２日 ３月２５日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６０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

２５７，２４０，０００円
２，１００，０００円
２０，１４０，０００円
７２０，０００円
１，７２０，０００円
２７，９２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，６２４，５００円
５，０８９，８００円
１，６１６，０００円

勝馬投票券売得金
３４７，０８４，２００円
３９４，１４６，２００円
４４０，４３６，８００円
１，９７１，６２６，５００円
１，５１５，２２７，６００円
４２４，３９６，３００円
１，９８８，４５８，０００円
２，５３３，３４８，０００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 ９，６１４，７２３，６００円

総入場人員 ２８，９５６名 （有料入場人員 ２６，５９０名）




