
０７０４９ ３月１５日 晴 不良 （２０中京１）第５日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走９時５０分 （ダート・左）

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

５７．７
５７．１

不良

稍重

８１６ ミステリアスバイオ 牝３栗 ５４ 中舘 英二バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４４４－ ４ ５９．４ １．６�

４８ グルービーアイズ 牝３鹿 ５４
５３ ☆北村 友一ディアレスト 斎藤 誠 新冠 山内 鈴子 ４５８－ ４１：００．１４ ７．１�

３５ ホーマンフィールド 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義久保 久人氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２６－ ２１：００．３１� １６．７�
２４ アンプレシオネ 牝３芦 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４５４＋ ４１：００．４� ４．０�
７１４ テイエムセレス 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 門別 藤本ファーム ３９４－ ４１：００．５� ７９．９�
５９ ビッグローズ 牝３鹿 ５４

５２ △浜中 俊�ビッグ 南井 克巳 門別 目黒牧場 ３９８－ ２１：００．６� ８０．２	
２３ セレスマジック 牝３黒鹿５４ 福永 祐一岡 浩二氏 清水 出美 静内 西川富岡牧場 ４６０＋ ８１：００．７� １８．０

３６ クールサンドラ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 三石 沖田 博志 ４４８－ ２１：００．８� １２３．１�
１１ ショウナンバロール 牝３栗 ５４ 吉田 隼人国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４２４－ ２１：００．９クビ ２８．２�
６１２ シゲルスペーメ 牝３鹿 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 服部 利之 三石 沖田 繁 ４４２－ ２ 〃 ハナ ３８．１
６１１ ラバーズトウショウ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信トウショウ産業� 小笠 倫弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５０－ ８１：０１．１１ ２８６．８�
７１３ ロングプルミエール 牝３鹿 ５４ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４４４± ０ 〃 クビ １０３．３�
４７ パープルリッチ 牝３青 ５４

５２ △藤岡 康太中野 銀十氏 境 直行 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４３８－１６１：０１．７３� ４５５．２�

８１５ ソフィアクィン 牝３鹿 ５４
５１ ▲大下 智浦新 �司氏 小林 常泰 門別 浦新 徳司 ４６８± ０１：０１．８� ３６５．９�

１２ エ ラ ラ 牝３芦 ５４ 太宰 啓介林 順子氏 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ３９２－ ６１：０２．０１� ２１８．１�
５１０ アルコレイナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �MSプランニング 松永 康利 青森 明成牧場 ４６６ ―１：０２．４２� ８０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９３４，７００円 複勝： １９，２５０，８００円 枠連： ９，２３１，２００円

普通馬連： ２７，５４３，３００円 馬単： ３２，６３０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１，５８１，４００円

３連複： ４８，１８８，５００円 ３連単： 発売なし 計： １５８，３６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（４－８） ４４０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３２０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９９３４７ 的中 � ４９１５１（１番人気）
複勝票数 計 １９２５０８ 的中 � １１３１５３（１番人気）� ２３１１０（２番人気）� ８５７６（４番人気）
枠連票数 計 ９２３１２ 的中 （４－８） １５５０６（２番人気）
普通馬連票数 計 ２７５４３３ 的中 �� ４４５９０（２番人気）
馬単票数 計 ３２６３０６ 的中 �� ３６４５３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１５８１４ 的中 �� １７５４２（２番人気）�� ８８２６（３番人気）�� ２５５０（１１番人気）
３連複票数 計 ４８１８８５ 的中 ��� ２９４８１（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．９―１１．８―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミステリアスバイオ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．９．１７ 阪神１１着

２００５．３．２２生 牝３栗 母 ブリリアントバイオ 母母 イングリッシュホーマー ９戦１勝 賞金 １４，０５０，０００円
〔発走状況〕 エララ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ミステリアスバイオ号の騎手中舘英二は，発走後まもなく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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ヤマニンアミティエ号



０７０５０ ３月１５日 晴 不良 （２０中京１）第５日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・左）

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

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

７１０ シャイニングデイ 牡３黒鹿５６ 武 豊安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ４８０－ ６１：４６．７ １．８�

８１２ トキメキボストン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４６８－１６１：４７．３３� ６．０�
５６ ブルーアンビシャス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠 �ブルーマネジメント中村 均 三石 加野牧場 ４９８＋ ５１：４８．１５ ４．５�
１１ バブルガムローマン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 惣田 英幸 ４９６－ ７１：４８．３１� ２２．８�
８１３ マイネルハーデス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 平取 中川 隆 ４８０－ ２１：４８．４クビ １９８．０�
６８ スターダムシチー 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 静内 光丘牧場 ４８６－１０１：４８．７２ ４０．３�
４５ スズカスペンサー 牡３栗 ５６

５４ △藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B４３４－ ２１：４８．９１ ３８．０	
６９ ダイワマーベリック 牡３青鹿５６ 二本柳 壮大城 敬三氏 嶋田 功 三石 三石橋本牧場 ４５２＋ ２１：４９．１１� １４２．３

２２ キャンディポケット 牡３栗 ５６ 赤木高太郎山本 茂氏 大根田裕之 静内 田中 裕之 ４７０± ０１：４９．４２ ４７．５�
７１１ ローレルスプレーモ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �ローレルレーシング 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７０－ ２１：４９．６１ ４８．７�
４４ ヤマニングラッセ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４６０－ ８ 〃 クビ ２２５．７
３３ ツルマルメジャー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田中 健鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 B４７４± ０１：５０．２３� １２．６�
５７ サーンバラッド 牡３栗 ５６ 津村 明秀�下屋敷牧場 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B４９８± ０１：５０．４１� １２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，４８０，９００円 複勝： １２，５１７，５００円 枠連： ８，０３４，５００円

普通馬連： ２６，９１６，２００円 馬単： ３２，７１３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ９，８８７，９００円

３連複： ４２，７６０，５００円 ３連単： 発売なし 計： １４４，３１１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（７－８） ５２０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２００円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１４８０９ 的中 � ５１３５８（１番人気）
複勝票数 計 １２５１７５ 的中 � ５３０９４（１番人気）� １２６９４（３番人気）� ２０７３４（２番人気）
枠連票数 計 ８０３４５ 的中 （７－８） １１４１７（２番人気）
普通馬連票数 計 ２６９１６２ 的中 �� ３６６５３（２番人気）
馬単票数 計 ３２７１３５ 的中 �� ３００９５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９８８７９ 的中 �� １０６４８（２番人気）�� １４３０２（１番人気）�� ４７２９（６番人気）
３連複票数 計 ４２７６０５ 的中 ��� ４８４７９（１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．８―１３．３―１３．１―１２．６―１２．７―１２．３―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．６―４２．９―５６．０―１：０８．６―１：２１．３―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．１
１
３

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

勝馬の
紹 介

シャイニングデイ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．８ 阪神１４着

２００５．４．５生 牡３黒鹿 母 メイショウベルバラ 母母 ハツノナタリー １３戦１勝 賞金 １６，４００，０００円



０７０５１ ３月１５日 晴 稍重 （２０中京１）第５日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （芝・左）

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

１：０６．７
１：０６．５

良

良

６１２� ヴィオレットステラ 牝３鹿 ５４
５３ ☆北村 友一八木 良司氏 中尾 秀正 愛 Kevin Walsh ４４４＋ ４１：０９．３ １０．２�

１２ コスモイライザ 牝３芦 ５４
５２ △浜中 俊 �ビッグレッドファーム 中村 均 静内 友田牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ５．２�

８１７� ロードバロック 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４２６－１６ 〃 アタマ ３．４�
５９ � ブルーデインヒル 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４７４－ ２１：０９．５１� １３．８�
２４ サンライトマリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 健太田 博造氏 鶴留 明雄 浦河 浦河日成牧場 ４３４－ ２１：０９．６� ３．０�
６１１ スズカコング 牡３黒鹿５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 清水牧場 ４７０± ０１：１０．５５ ８．１	
４７ スプリングピット 牝３青鹿５４ 二本柳 壮加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ ３３．４

１１ ゴールドタイガー 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉上田 宗義氏 昆 貢 静内 橋本牧場 ４１２－ ８１：１０．７１� ４６３．５�
４８ ブリーズヘイロー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰中村 勝男氏 荒川 義之 新冠 石田牧場 ４５８－ ４１：１１．１２� １２７．２�
３５ キタサンユキ 牝３青 ５４ 福永 祐一�大野商事 須貝 彦三 静内 カタオカステーブル ４５２－１４ 〃 ハナ ６９．９

２３ ライラキャスケード 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人伊藤 仁氏 萱野 浩二 浦河 太陽牧場 ４２４－１０ 〃 アタマ １２１．４�
（７９７４）

８１８ メジロフローラ 牝３栗 ５４ 石橋 脩�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４５２－ ２１：１１．２クビ １８．５�
７１４ ハッピーストリング 牝３鹿 ５４

５２ △的場 勇人有限会社シルク高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４６２－ ８１：１１．３	 １９２．２�
５１０ ウインバイヘヴン 牡３栗 ５６ 田中 勝春名古屋友豊� 領家 政蔵 静内 高橋 修 ４５８ ― 〃 ハナ １０１．０�
８１６ ハ イ タ カ 牝３鹿 ５４ 佐藤 聖也新井 孝治氏 内藤 一雄 門別 横井 哲 ４４２－ ８ 〃 クビ ３５２．９�
３６ フェアリーラグーン 牝３黒鹿５４ 丹内 祐次内藤 好江氏 山田 要一 茨城 内藤牧場 ４３４＋ ８１：１１．５１ ７８２．６�
７１５ ミススターリング 牝３鹿 ５４ 加藤士津八 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 蛯名 信広 浦河 鮫川牧場 B４４０－１１１：１１．７１ ４２６．９�
７１３ バルハーバー 
３栗 ５６

５４ △藤岡 康太 �エクセルマネジメント坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４９４＋ ８１：１２．１２� １６０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，７０３，９００円 複勝： １５，５７５，４００円 枠連： １１，７８１，２００円

普通馬連： ３４，２４９，７００円 馬単： ３３，６６６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１，４３２，１００円

３連複： ５１，９０９，５００円 ３連単： 発売なし 計： １７２，３１８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ２２０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（１－６） １，２７０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ４，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ７３０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７０３９ 的中 � １０６７４（５番人気）
複勝票数 計 １５５７５４ 的中 � １７０１９（４番人気）� ２２５１９（３番人気）� ２８４８６（２番人気）
枠連票数 計 １１７８１２ 的中 （１－６） ６８５８（６番人気）
普通馬連票数 計 ３４２４９７ 的中 �� １１６００（１０番人気）
馬単票数 計 ３３６６６６ 的中 �� ５８６７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１４３２１ 的中 �� ３５５７（９番人気）�� ３７９３（８番人気）�� ６０５５（５番人気）
３連複票数 計 ５１９０９５ 的中 ��� １２３３３（１１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１１．７―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．７―４５．４―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．６
３ １２（１３，９）（２，１８）４，７，１（１１，１４，１６）１７（３，５，８）１５－１０＝６ ４ １２，９（２，１３）（４，１８）（１，７）（１１，１４，１６）１７，３（５，８）１５－１０－６

勝馬の
紹 介

�ヴィオレットステラ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Distant View デビュー ２００７．１１．３ 京都５着

２００５．３．１２生 牝３鹿 母 Lady Naomi 母母 Invited Guest ６戦１勝 賞金 ８，５００，０００円



０７０５２ ３月１５日 晴 稍重 （２０中京１）第５日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・左）

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

１：４５．５
１：４４．１

良

良

２３ グローリーシーズ 牡３栗 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９８－ ４１：４９．２ ３．４�

５９ シャンパンファイト 牡３黒鹿５６ 武 豊青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５０４＋ ４１：４９．６２� ２．５�
３６ ドリームトレジャー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ７４．４�
６１２ マルイチシンゲキ 牡３鹿 ５６

５５ ☆北村 友一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ２７．４�
８１５ メイショウジギー 牡３鹿 ５６

５４ △浜中 俊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４３２－ ８１：４９．７クビ ４．１�
６１１ サムズアップ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：４９．９１ ５．５�
４７ キタサンイチ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春	大野商事 安田伊佐夫 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６－ ６１：５０．７５ ４４．９

１２ コスモアイリス 牝３鹿 ５４ 石橋 脩岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 宝寄山 忠則 ４４０＋ ６ 〃 ハナ １１７．８�
４８ エーシンダカーポ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義平井 宏承氏 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４６８－ ４１：５１．０１� １８３．１�
７１４ シルクウォリアー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀有限会社シルク梅内 忍 新冠 越湖ファーム ４６０－１０１：５１．４２� ９２．０
２４ ニシノキセキパワー 牡３芦 ５６

５３ ▲宮崎 北斗西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９２－ ４１：５１．６� ６６．６�
７１３ ド リ ブ ラ ー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４４２－ １１：５１．８１ ５１７．２�
１１ ザサンデーアミフジ 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４５４－ ４１：５１．９� ６０１．２�
５１０ デンコウラウロ 牝３鹿 ５４

５２ △藤岡 康太田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 日東牧場 ４２２－ ６ 〃 ハナ ５３５．９�
３５ ムーンアウェイク 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 健林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４２６－ ８１：５２．２２ １９６．１�
８１６ エーシンハウジンク 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉平井 宏承氏 野元 昭 様似 清水 誠一 ４４４－ ４１：５２．４１� ３８４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０２８，９００円 複勝： １５，９７１，２００円 枠連： ９，７５０，２００円

普通馬連： ３３，０５８，３００円 馬単： ３８，８１２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，３６７，８００円

３連複： ５０，００４，０００円 ３連単： 発売なし 計： １７３，９９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ７５０円 枠 連（２－５） ５２０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，６２０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５０２８９ 的中 � ３５４９８（２番人気）
複勝票数 計 １５９７１２ 的中 � ２７８２３（３番人気）� ５４９３３（１番人気）� ３１１１（７番人気）
枠連票数 計 ９７５０２ 的中 （２－５） １３９８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ３３０５８３ 的中 �� ４７００５（３番人気）
馬単票数 計 ３８８１２２ 的中 �� ２９２２８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１３６７８ 的中 �� １６１０６（２番人気）�� １５１０（１４番人気）�� １７５５（１３番人気）
３連複票数 計 ５０００４０ 的中 ��� ６８４６（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．８―４９．６―１：０２．２―１：１３．８―１：２５．７―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．４
１
３
４，９（３，６，１２）（１１，１４）５（１３，１５）８，１６，１（１０，２）－７・（４，９）１２－（３，６）（１６，１５）（１１，１４）５，１３，８，２－（１，７）－１０

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

勝馬の
紹 介

グローリーシーズ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 京都２着

２００５．２．２６生 牡３栗 母 サファイヤコースト 母母 リッジフィールド ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔制裁〕 メイショウジギー号の騎手浜中俊は，４コーナー手前で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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウォルトンブッチ号
（非抽選馬） ３頭 エクセレントレイ号・ファイアレッド号・ラインクリスタル号



０７０５３ ３月１５日 晴 不良 （２０中京１）第５日 第５競走 ��
��２，３００�サラブレッド系４歳以上

発走１１時５０分（番組第７競走を順序変更） （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．３
２：２２．３

重

重

８８ � シ ョ ウ ケ イ 牡５鹿 ５７ 武 豊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５０６－ ６２：２６．６ ２．０�

１１ �� トップオブオナー 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠横瀬 兼二氏 山内 研二 米 Darby Dan
Stables ４９８± ０２：２６．７	 ３．５�

６６ � オッティマルーチェ 牝４黒鹿５４ 中舘 英二 �グリーンファーム 畠山 吉宏 米 Shadai Farm ４６８－ ２ 〃 クビ ５．９�
２２ キタサンブシドウ 牡６栗 ５７ 福永 祐一�大野商事 須貝 彦三 三石 米田牧場 ５１８＋ ８２：２７．９７ １１．４�
４４ ロフティソル 牡５栗 ５７ 太宰 啓介大原 詔宏氏 境 直行 静内 田中 裕之 ４９４± ０ 〃 アタマ ２５．３�
８９ シュプリームローズ 牡４芦 ５６ 中村 将之 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：２８．５３
 ６．５	
３３ カシノオウジャ 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４８８± ０２：２９．１３
 １０６．７

７７ アントレウエルス 牡４鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４８０－１０２：３０．２７ ２７５．６�
５５ プレザントアフェア 牡４黒鹿５６ 古川 吉洋水谷八重子氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ５４８＋ ６２：３２．７大差 ８０．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： １２，５８８，４００円 複勝： １２，４７０，９００円 枠連： ８，８３２，０００円

普通馬連： ２８，４３８，９００円 馬単： ４１，６２５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２３０，３００円

３連複： ４４，１１０，８００円 ３連単： 発売なし 計： １５７，２９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（１－８） ２４０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２８０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２５８８４ 的中 � ４９７０３（１番人気）
複勝票数 計 １２４７０９ 的中 � ５５４５５（１番人気）� ２３５４５（２番人気）� １２２９８（３番人気）
枠連票数 計 ８８３２０ 的中 （１－８） ２７７３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ２８４３８９ 的中 �� ７９８１９（１番人気）
馬単票数 計 ４１６２５１ 的中 �� ６３５６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２３０３ 的中 �� ２１１１２（１番人気）�� ７３０５（３番人気）�� ５４０７（５番人気）
３連複票数 計 ４４１１０８ 的中 ��� ４７８９４（３番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．７―１３．３―１３．３―１２．７―１２．９―１３．８―１２．２―１２．０―１２．５―１２．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．２―１８．９―３２．２―４５．５―５８．２―１：１１．１―１：２４．９―１：３７．１―１：４９．１―２：０１．６―２：１３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シ ョ ウ ケ イ 
�
父 サンデーサイレンス 

�
母父 ノーザンテースト

２００３．３．１２生 牡５鹿 母 アドラーブル 母母 エ コ ル シ ユ １９戦２勝 賞金 ３５，４９４，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレザントアフェア号は，平成２０年５月１５日まで平地競走に出走できない。



０７０５４ ３月１５日 晴 重 （２０中京１）第５日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

１１ � チョウカイファイト 牡５栗 ５７ 武 豊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５０６－１４１：４５．０ ２．８�

７８ � キープウイニング 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム B４８６－１２１：４５．１� ６７．２�
８１１ タイインテンスリー 牡５栗 ５７

５５ △浜中 俊�名鯛興業 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９２＋ ２１：４５．５２� ４．９�
４４ サーユウジーン 牡５鹿 ５７

５５ △藤岡 康太橋場 勇二氏 清水 出美 新冠 ヤマオカ牧場 ４８８－ ４１：４５．６クビ １２．９�
３３ シークルーザー 牡７栗 ５７

５４ ▲大下 智藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４６６－ ２１：４６．０２� ５６．９�
８１０ ダイワチャーム 牝４栗 ５５ 岩田 康誠大城 敬三氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ ２．２	
７９ ダンサーズナカヤマ 牡８芦 ５７

５５ △的場 勇人�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ５０８－ ２１：４６．２１� １３．８

６６ ブライティアメッセ 牝５黒鹿５５ 中舘 英二小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４５２－１０１：４７．２６ ２４．１�
２２ � エスデイブレイク 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎斉藤 猛氏 本郷 一彦 門別 中川 浩典 ４３８± ０１：４７．７３ ３１１．９�
６７ シルクフラッグ 牡５鹿 ５７ 南田 雅昭有限会社シルク南田美知雄 三石 木下牧場 ４８４－ ４１：４８．１２� ２５２．１
５５ � ネイチャーマインド 牡４栗 ５７ 佐藤 聖也井上 修一氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ３３９．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，６７５，７００円 複勝： １２，５３６，４００円 枠連： １１，０８０，９００円

普通馬連： ３０，１０１，７００円 馬単： ３９，１０３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０，１４８，７００円

３連複： ５２，５４７，３００円 ３連単： 発売なし 計： １６７，１９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � ７５０円 � １８０円 枠 連（１－７） １，６４０円

普通馬連 �� ７，５２０円 馬 単 �� ９，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２７０円 �� ３１０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� １０，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１６７５７ 的中 � ３４００６（２番人気）
複勝票数 計 １２５３６４ 的中 � ４３８１８（１番人気）� ２５７２（８番人気）� １７３６４（３番人気）
枠連票数 計 １１０８０９ 的中 （１－７） ４９９１（６番人気）
普通馬連票数 計 ３０１０１７ 的中 �� ２９５７（１６番人気）
馬単票数 計 ３９１０３８ 的中 �� ３０５２（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０１４８７ 的中 �� １０１４（２１番人気）�� ９７７７（３番人気）�� ５３６（２５番人気）
３連複票数 計 ５２５４７３ 的中 ��� ３７８１（２５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―２９．９―４３．４―５５．９―１：０８．１―１：２０．６―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．９
１
３

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

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

�チョウカイファイト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 パークリージエント

２００３．３．１１生 牡５栗 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス ８戦１勝 賞金 １４，７００，０００円
初出走 JRA



０７０５５ ３月１５日 晴 重 （２０中京１）第５日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分（番組第５競走を順序変更） （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．７
５７．１

不良

稍重

７１２ テイクマイアイズ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ ５９．２ ５．３�

３４ � ジェイケイクリーク 牝４鹿 ５５ 加藤士津八小谷野次郎氏 加藤 和宏 静内 安田 豊重 ５００－ ４ 〃 クビ ２６．７�
３５ イエスオアノー 牝５鹿 ５５

５３ △浜中 俊松岡 隆雄氏 崎山 博樹 静内 福岡 清 ４７０＋ ２ ５９．３クビ ２．６�
２３ ビーチフェスタ 牝５黒鹿５５ 赤木高太郎 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ ５９．５１� １８．９�
２２ ナムラコロナ 牝４栗 ５５ 武 豊奈村 信重氏 松永 昌博 静内 伊藤 明 ４６８－ ８ ５９．６クビ ４．３�
４７ ミラキュラス 牝６青鹿 ５５

５２ ▲田中 健 �キャロットファーム 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：００．０２� ９．５�
５９ アソビゴコロ 牝５鹿 ５５

５４ ☆北村 友一小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６８－ ４１：００．１� ３９．５	
６１１� アリダーチャーム 牝４鹿 ５５ 福永 祐一栗本 博晴氏 松永 幹夫 門別 坂 牧場 ４２４－ ４１：００．２クビ ３２．４

７１３� ハギノディアマンテ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋日隈 良江氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム B５３２－ ６１：００．７３ ２３８．６�
４６ ブンブンブン 牝５鹿 ５５ 石橋 脩�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 B４６２－１０ 〃 ハナ ２５９．４�
８１５ フレンチムスメ 牝６栗 ５５ 岩田 康誠遠藤 喜松氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ４５４－１２ 〃 ハナ ７．３
５８ � チ ェ ン リ ー 牝４黒鹿５５ 南田 雅昭野島 春男氏 南田美知雄 門別 野島牧場 ４１２－ ４１：００．９１� ４００．３�
６１０ ホワイトポイント 牝５黒鹿５５ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 三石 三石橋本牧場 ４７６＋１０１：０１．０クビ １１６．９�
１１ � アブソルートダンス 牝６栗 ５５ 中舘 英二 �ユートピア牧場 飯田 雄三 三石 前川 正美 ４５０＋ ２１：０１．４２� ２５．４�
８１４� エプソムメアラス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 山田 要一 門別 浜本牧場 ４１２－ ４１：０２．２５ ２５９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，６８３，０００円 複勝： １４，１４８，８００円 枠連： ９，５１７，０００円

普通馬連： ３３，２７５，９００円 馬単： ３６，８４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２２８，８００円

３連複： ５０，９４４，５００円 ３連単： 発売なし 計： １６７，６４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２１０円 � ３５０円 � １２０円 枠 連（３－７） ８１０円

普通馬連 �� ７，２１０円 馬 単 �� １１，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ３３０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６，１７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１６８３０ 的中 � １７３７８（３番人気）
複勝票数 計 １４１４８８ 的中 � １５０１５（３番人気）� ７１８１（６番人気）� ４９０１４（１番人気）
枠連票数 計 ９５１７０ 的中 （３－７） ８７３９（３番人気）
普通馬連票数 計 ３３２７５９ 的中 �� ３４０９（２４番人気）
馬単票数 計 ３６８４９７ 的中 �� ２３２６（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２２８８ 的中 �� ２２６９（１４番人気）�� ９５１９（２番人気）�� ２５９５（１３番人気）
３連複票数 計 ５０９４４５ 的中 ��� ６１０１（２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．９―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．６―３５．５―４７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．６
３ ５，１２（４，１１，１３）７（９，１５）（２，３，６）１０（１，８，１４） ４ ５（４，１２）１１（２，７，１３）（３，９，１５）６－（１，８，１０）－１４

勝馬の
紹 介

テイクマイアイズ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seattle Song デビュー ２００６．９．１０ 中山６着

２００４．５．６生 牝４黒鹿 母 フ ァ ス タ 母母 Aspern １１戦２勝 賞金 １７，９００，０００円



０７０５６ ３月１５日 晴 重 （２０中京１）第５日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時４５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

１１ マーベラスアロー 牡４栗 ５７
５５ △浜中 俊笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４７６－ ２１：４６．１ ６．６�

６１０ ギンギラギン 牡４鹿 ５７
５６ ☆北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４９２－ ６１：４６．３１� ２６．１�

７１１ シルクスターシップ 牡５芦 ５７ 二本柳 壮有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ５１４＋ ４１：４６．５１ ４．２�
８１３ マイネルオークベイ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４８８－ ８１：４６．６� ６９．４�
８１４ スズカトップ 牡４鹿 ５７ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５０６－ ２１：４６．７クビ ４．３�
７１２ ウインスペンサー 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠�ウイン 池江 泰郎 浦河 丸幸小林牧場 ５１８－ ６ 〃 ハナ ３．７�
５７ スピードウエル 牡４鹿 ５７

５４ ▲田中 健冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ３０．１	
６９ アイファードラゴン 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉中島 稔氏 福永 甲 静内 静内山田牧場 ４９６＋ ２１：４６．９１� １５．６

３３ � マ ン ダ レ ー 牡６栗 ５７ 南田 雅昭誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ５２０＋ ４１：４７．５３� １３７．９�
５８ � レオアライブ 牡６栗 ５７ 嘉藤 貴行田中 博之氏 田子 冬樹 門別 本間牧場 B５２８＋１０１：４７．７１� ２０７．３�
４６ マスラタケヲ 牡７栗 ５７ 安藤 光彰井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 B４６０－ ２１：４８．３３� １５８．９
２２ アイオブザジャガー 牝５鹿 ５５

５３ △藤岡 康太村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 B４６６－ ４１：４９．１５ ２１７．４�
４５ エ ル ゴ ス ム 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース作田 誠二 千歳 社台ファーム B４７０－１０１：４９．８４ ８．９�
３４ � ヒ シ ロ シ オ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二阿部雅一郎氏 中野 隆良 様似 瀬口 信正 ５１２＋ ６１：５０．５４ １１．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５４２，８００円 複勝： １９，３１７，９００円 枠連： １６，３３４，９００円

普通馬連： ４２，４１０，０００円 馬単： ４３，３１７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８４０，１００円

３連複： ６５，６２１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２１３，３８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � ６６０円 � １５０円 枠 連（１－６） ２，６５０円

普通馬連 �� ６，４４０円 馬 単 �� １０，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ４３０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ７，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３５４２８ 的中 � １６３４６（４番人気）
複勝票数 計 １９３１７９ 的中 � ２３７４５（４番人気）� ５５９６（９番人気）� ４４６４１（１番人気）
枠連票数 計 １６３３４９ 的中 （１－６） ４５５８（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４２４１００ 的中 �� ４８６６（２６番人気）
馬単票数 計 ４３３１７２ 的中 �� ２９８９（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８４０１ 的中 �� ２１５６（２２番人気）�� ８０６２（３番人気）�� １７１７（２６番人気）
３連複票数 計 ６５６２１８ 的中 ��� ６３６９（３１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．１―１２．１―１３．２―１２．６―１２．９―１２．７―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．１―４３．３―５５．９―１：０８．８―１：２１．５―１：３３．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マーベラスアロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００６．１２．３ 阪神２着

２００４．３．１６生 牡４栗 母 マーベラスロマン 母母 シードランサー １６戦２勝 賞金 ２２，４５０，０００円



０７０５７ ３月１５日 晴 良 （２０中京１）第５日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時２０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

８１６ ウエスタンヒート 牡４鹿 ５７ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４６８± ０１：０９．３ ３．３�

８１７ コウエイバッカス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ５０６－ ２１：０９．６２ １０．８�
２３ テイエムカチボシ 牡６鹿 ５７

５４ ▲田中 健竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 競優牧場 ４７４＋ ２１：０９．７クビ ９．１�
４８ レジェンダロッサ 牡６鹿 ５７

５６ ☆北村 友一 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：０９．８� ５．１�
１２ シロキタベガ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠小西 和子氏 五十嵐忠男 鵡川 新井牧場 B４７０－ ６ 〃 クビ ６．８�
５９ � メイショウカーター 牡５鹿 ５７ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 富田牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ５６．３�
３５ ナムラブーム 牡５鹿 ５７ 小林 徹弥奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５１４－ ６ 〃 アタマ １１．４	
３６ ディスパージョン 牝４鹿 ５５

５３ △的場 勇人 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４５６－ ６ 〃 アタマ ２３．９�

８１８ ユークロニア 牝６鹿 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 羽月 友彦 早来 ノーザンファーム ４５４－ ８１：０９．９クビ ２０．２�
７１４� シ テ ィ ボ ス 牡５鹿 ５７ 安藤 光彰服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 アラキフアーム ４６０－ ４１：１０．２１� １７．０
１１ アルファジュリア 牝５芦 ５５ 田辺 裕信
貴悦 西塚 安夫 三石 澤田 嘉隆 ４１６－ ８１：１０．４１� １０６．４�
５１０ プリモタイム 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�グランド牧場 南井 克巳 静内 グランド牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ ４９．８�
６１１ カシノマイハート 牝４芦 ５５

５３ △藤岡 康太柏木 務氏 須貝 彦三 新冠 オリエント牧場 ４４８－ ２１：１０．５� ２４２．９�
６１２� ケンタッキーハット 	４栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗勝一愛馬倶楽部 鈴木 勝美 静内 フジワラフアーム ４４０－ ２ 〃 クビ ２０．５�
２４ プリンスヤンクス 牡１１鹿 ５７ 丹内 祐次北村 和江氏 中野 栄治 浦河 荻伏三好フ

アーム ４６０± ０１：１０．６クビ ７７．９�
７１３� デコトウショウ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊トウショウ産業
 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６４－１０ 〃 ハナ ６２．５�
７１５� メ タ リ ッ ク 牡４芦 ５７ 赤木高太郎�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４４６－ ９１：１１．２３� ２７．７�
４７ � スズカアルペン 牡５鹿 ５７ 太宰 啓介永井 啓弍氏 藤沢 則雄 三石 中村 和夫 ４７６－１４１：１１．３� １５７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，４６５，８００円 複勝： １９，７７６，６００円 枠連： １９，７０３，６００円

普通馬連： ５５，７１８，４００円 馬単： ３８，７４０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２８６，２００円

３連複： ７４，６２１，６００円 ３連単： １９０，７９１，１００円 計： ４３０，１０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ３４０円 � ３１０円 枠 連（８－８） ９４０円

普通馬連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ８３０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ６，５３０円 ３ 連 単 ��� ３１，０００円

票 数

単勝票数 計 １３４６５８ 的中 � ３２９９１（１番人気）
複勝票数 計 １９７７６６ 的中 � ４２４５４（１番人気）� １３００２（６番人気）� １５２３１（５番人気）
枠連票数 計 １９７０３６ 的中 （８－８） １５５７４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５５７１８４ 的中 �� １９４２５（６番人気）
馬単票数 計 ３８７４０７ 的中 �� ８３１０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２８６２ 的中 �� ４８９０（８番人気）�� ５２５０（５番人気）�� ２５１０（１９番人気）
３連複票数 計 ７４６２１６ 的中 ��� ８４４６（１３番人気）
３連単票数 計１９０７９１１ 的中 ��� ４５４３（４５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１１．９―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．９―４５．８―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．４
３ ・（７，８）（１２，１３）（２，３，１６）（６，１０）（１，９，１７）５，１４，１８－１１，４－１５ ４ ・（７，８，１３）（２，３，１２，１６）（６，１７）（１，１０）（５，９）（１４，１８）－（１１，４）＝１５

勝馬の
紹 介

ウエスタンヒート �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００７．１．１４ 中山１着

２００４．４．９生 牡４鹿 母 ウエスタンビビアン 母母 ミュージッククラシック ４戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
※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 マチカネコウバイ号
（非抽選馬） １頭 タガノマスタング号



０７０５８ ３月１５日 晴 良 （２０中京１）第５日 第１０競走 ��２，０００�
お か ざ き

岡 崎 特 別
発走１４時５５分 （芝・左）

牝，４歳以上，５００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．９
１：５６．４

良

良

７１３ ウインシンシア 牝５黒鹿５５ 中舘 英二�ウイン 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２＋ ４２：０１．１ １３．９�

６１１ プラジェラート 牝５鹿 ５５ 宮崎 北斗 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７４± ０ 〃 クビ ８１．２�
２３ プリンセスイブ 牝６黒鹿５５ 西田雄一郎岡田 隆寛氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４２４－１０２：０１．２クビ ３８．９�
４６ プリンセスドルチェ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３６－ ８ 〃 ハナ ３．１�
８１５ ギ ー ニ ョ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９２＋２６２：０１．３クビ ３．２�
２２ ニシノフェリーチェ 牝４栗 ５５ 田中 勝春西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ ５７．７	
４７ プリティダンス 牝４栗 ５５ 蛯名 正義横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５０－１２ 〃 クビ １４．９

３５ ナイスヴァレー 牝５栗 ５５ 田中 健林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４５２＋ ２２：０１．４� ６．９�
８１４ トミケンラピッド 牝６鹿 ５５ 赤木高太郎冨樫 賢二氏 田島 良保 門別 棚川牧場 ４５８－ ２２：０１．６１� ６１．８�
３４ ミズリングリーダー 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介木下 博氏 松永 幹夫 浦河 白老ファーム ４９８－ ２２：０１．７� ２３６．４
１１ スペシャルウィッチ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 奥平 雅士 追分 追分ファーム ３９８－１６２：０２．１２� ５６．０�
５８ プ リ マ シ ア 牝５黒鹿５５ 藤岡 康太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 丸村村下

ファーム B４５０－１０ 〃 同着 ７３．８�
６１０ アフェランドラ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８＋ ４ 〃 ハナ ９．０�
７１２ ア ズ ラ イ ト 牝４青 ５５ 小林 徹弥 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １３．０�
５９ エアファーギー 牝４黒鹿５５ 武 豊 �ラッキーフィールド藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ４６０－ ６２：０４．０大差 ２５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，８３６，３００円 複勝： ２３，５９７，５００円 枠連： １６，９６５，０００円

普通馬連： ６４，９２８，５００円 馬単： ４４，９２１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８４８，４００円

３連複： ６６，５０９，１００円 ３連単： １８２，３７２，９００円 計： ４３２，９７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ５２０円 � １，２３０円 � １，０６０円 枠 連（６－７） ２，２９０円

普通馬連 �� ６３，３９０円 馬 単 �� １１０，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，４９０円 �� ６，６８０円 �� ２１，３５０円

３ 連 複 ��� ２９７，４８０円 ３ 連 単 ��� １，４７９，０３０円

票 数

単勝票数 計 １５８３６３ 的中 � ８９９７（６番人気）
複勝票数 計 ２３５９７５ 的中 � １２７８７（７番人気）� ４８７７（１０番人気）� ５７２０（９番人気）
枠連票数 計 １６９６５０ 的中 （６－７） ５４８１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６４９２８５ 的中 �� ７５６（８０番人気）
馬単票数 計 ４４９２１３ 的中 �� ２９９（１５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８４８４ 的中 �� ３８２（７６番人気）�� ６６０（５８番人気）�� ２０５（９６番人気）
３連複票数 計 ６６５０９１ 的中 ��� １６５（３４４番人気）
３連単票数 計１８２３７２９ 的中 ��� ９１（１８８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．５―３５．１―４７．９―１：００．４―１：１２．６―１：２４．５―１：３６．７―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．６
１
３
５，８（４，１５）（６，７，９）２（１０，１２）（１，３）（１１，１４）－１３
５（８，１５）（４，６，７，９）（２，１０）（１１，１，３）（１４，１２）１３

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

勝馬の
紹 介

ウインシンシア �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００５．１２．２５ 阪神１着

２００３．３．１８生 牝５黒鹿 母 ラッキーダイアリー 母母 ダイナシユペール １７戦２勝 賞金 ３８，３６０，０００円
〔制裁〕 プリンセスドルチェ号の騎手吉田豊は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。

プラジェラート号の騎手宮崎北斗は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※出走取消馬 アシュレイリバー号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）



０７０５９ ３月１５日 晴 良 （２０中京１）第５日 第１１競走 ��
��１，２００�第２２回中日スポーツ賞ファルコンステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３０分 （芝・左）
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

中日スポーツ総局賞（１着）
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 ６９３，０００円 １９８，０００円 ９９，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

５１０� ダノンゴーゴー 牡３栗 ５６ 武 豊�ダノックス 橋口弘次郎 米
Jayeff “B” Sta-
bles & Rey-
nolds Bell Jr.

４６０－ ２１：０９．０ ２．９�

８１６ マルブツイースター 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠大澤 毅氏 中尾 正 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４４－ ２１：０９．２１� ３．７�

６１１ ルルパンブルー 牝３鹿 ５５ 吉田 隼人飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４３８－ ４ 〃 クビ １４．２�
２３ ダイワシークレット 牡３栗 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４４６－ ６１：０９．５１	 ４２．２�
８１８ マヤノベンケイ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田所 英子氏 梅内 忍 三石 前川 隆則 ４５８－ ４ 〃 ハナ ７．９�
１１ メジロガストン 牡３青鹿５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４８０－ ４１：０９．６
 ６７．８�
３６ � シルクビッグタイム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義有限会社シルク久保田貴士 米 Polo Green

Stable ４９２± ０ 〃 クビ ５．７	
４８ リバータウン 牡３青鹿５６ 太宰 啓介後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４９６＋ ６１：０９．８１ １２７．０

７１４� メイプルストリート 牝３鹿 ５４ 中舘 英二藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Franklin Kling Jr.

& Taylor Asbury ４７６－ ８ 〃 アタマ ８．２�
４７ セレスハント 牡３栗 ５６ 石橋 脩岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４６２－ ６ 〃 クビ ３４．０�
３５ テンシノボストン 牡３栗 ５６ 中村 将之杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 静内 友田牧場 ４６６± ０１：０９．９クビ １６８．４
７１５ ジェイラッカー 牡３栗 ５６ 安藤 光彰斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 酒井 源市 ４７６＋ ４１：１０．０
 １３８．４�
２４ コスモランゲル 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４１２± ０ 〃 ハナ ２９４．６�
１２ リーガルアミューズ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ７１．０�
６１２ ミリオンウェーブ 牡３鹿 ５６ 北村 友一万波 健二氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ４８８＋ ２１：１０．１クビ ７３．５�
５９ ナリタアタッカー 牡３鹿 ５６ 的場 勇人�オースミ 的場 均 新冠 的場牧場 ４８６－ ４１：１０．２
 １５５．４�
８１７ ナムラブレイブ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４６６－ ２１：１０．３
 １２５．８�
７１３� コスモジャイロ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋 �ビッグレッドファーム 加用 正 米 Devona

Jeffery ４４０－ ４１：１０．５１� ９４．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７２，８２３，８００円 複勝： ９９，６９９，１００円 枠連： ６７，９３７，６００円

普通馬連： ３７６，４８４，８００円 馬単： ２４１，１４４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８９，５８４，５００円

３連複： ４０６，５８７，１００円 ３連単： ９２０，００５，５００円 計： ２，２７４，２６７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ３００円 枠 連（５－８） ４１０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ７８０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� ８，３９０円

票 数

単勝票数 計 ７２８２３８ 的中 � ２０１１８３（１番人気）
複勝票数 計 ９９６９９１ 的中 � ２５１５１１（１番人気）� １９１１２９（２番人気）� ６１３０７（６番人気）
枠連票数 計 ６７９３７６ 的中 （５－８） １２３３２３（１番人気）
普通馬連票数 計３７６４８４８ 的中 �� ４２７３４４（１番人気）
馬単票数 計２４１１４４６ 的中 �� １４１８９５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８９５８４５ 的中 �� １０７６８５（１番人気）�� ２５９７８（８番人気）�� ２５６２３（９番人気）
３連複票数 計４０６５８７１ 的中 ��� １３３６８４（４番人気）
３連単票数 計９２０００５５ 的中 ��� ８０９６１（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．７―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．５―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．２
３ １３，１４，１１（１，３，１５）（９，８，１６）６（２，１８）（１２，１７）１０（５，７）－４ ４ １３，１４（１，１１）（３，１５）（６，９，８，１６）１８（２，１２，１７）１０（５，７）４

勝馬の
紹 介

�ダノンゴーゴー �
�
父 Aldebaran �

�
母父 Potrillazo デビュー ２００７．１１．３ 京都１着

２００５．３．１３生 牡３栗 母 Potrinner 母母 Chaldee ６戦３勝 賞金 ６５，５１０，０００円
〔制裁〕 ジェイラッカー号の騎手安藤光彰は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

テンシノボストン号の騎手中村将之は，決勝線手前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。
（非当選馬） １頭 キスアンドクライ号



０７０６０ ３月１５日 晴 重 （２０中京１）第５日 第１２競走 ��
��１，７００�

い ら ご

伊 良 湖 特 別
発走１６時０５分 （ダート・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．３．１０以降２０．３．９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 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

８１５� ドリーミーペガサス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース松山 康久 米 Fontainebleau
Farm Inc. ５３２＋ ４１：４４．４ ２．５�

３５ � エイシンハンコック 牡５黒鹿５５ 安藤 光彰平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ４６６－ ２ 〃 クビ ６．８�

５９ アクセルファイヤー 牝４鹿 ５２ 中村 将之中村 浩章氏 安田伊佐夫 静内 原 忠夫 ３９２－ ８１：４４．８２� １０．６�
６１２ マイプリティワン 牡４鹿 ５４ 中舘 英二松岡 隆雄氏 石坂 正 新冠 若林牧場 ４５４－ ８１：４４．９� １６．２�
４８ � アドマイヤゴルゴ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４９６± ０１：４５．０� ４．５�
６１１ テイエムザエックス 牡５栗 ５７ 吉田 隼人竹園 正繼氏 木原 一良 早来 ノーザンファーム ４８２－１８１：４５．２１� ７．２�
１１ ラストアロー 牝４鹿 ５３ 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 静内 フジワラフアーム ４６４－ ８１：４５．３� １１．６	
２３ 	 ゲットクール 牡６栗 ５４ 赤木高太郎狩野 秀彦氏 鮫島 一歩 平取 高橋 啓 ４８８－ ２１：４５．５１ ６４．８

８１６� フィールドウイナー 牡４鹿 ５４ 浜中 俊地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-

ton Stud ５１８－ ６１：４６．１３� ３９．０�
７１３	 クリノトップオー 牡６鹿 ５０ 佐藤 聖也栗本 博晴氏 内藤 一雄 新冠 坂元牧場 ４６０＋ ４１：４６．２� ２７２．８�
１２ イグザクトリー 牡５栗 ５３ 吉田 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 池添 兼雄 新冠 前川 隆範 ４７６± ０１：４６．３
 ５３．３
２４ ドナプレミア 牝４黒鹿５０ 大下 智山田 貢一氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ２０３．１�
５１０ ブルーフェアプレー 牝５鹿 ５１ 畑端 省吾 �ブルーマネジメント武田 博 新冠 川上 悦夫 ４８６－ ６１：４６．４� １０１．９�
４７ �	 ブ ル ル イ �７栗 ５２ 難波 剛健伊藤 信之氏 増本 豊 米 Tadashi

Kitamura ４９４＋１０１：４６．５クビ １６０．４�
３６ 	 アグネスクラウン 牡８芦 ５３ 藤岡 康太渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７４＋１４ 〃 クビ ６２．７�
７１４ ダイショウゴードン 牡６鹿 ５２ 嘉藤 貴行馬場 �晃氏 佐々木亜良 静内 三木田 明仁 B４６０－１８１：４８．４大差 ２０６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０２６，５００円 複勝： ３２，３８８，７００円 枠連： ２５，５４２，９００円

普通馬連： ９７，１８７，５００円 馬単： ６９，５１３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１０２，８００円

３連複： １１１，０１５，６００円 ３連単： ２６９，４６５，８００円 計： ６５９，２４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ２７０円 枠 連（３－８） ９２０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ６６０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 ��� １５，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２５０２６５ 的中 � ７９８５０（１番人気）
複勝票数 計 ３２３８８７ 的中 � ８０６６４（１番人気）� ３８６５４（３番人気）� ２５４９２（６番人気）
枠連票数 計 ２５５４２９ 的中 （３－８） ２０６９６（３番人気）
普通馬連票数 計 ９７１８７５ 的中 �� ６９９３８（２番人気）
馬単票数 計 ６９５１３９ 的中 �� ２９５４１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１０２８ 的中 �� １７５０２（３番人気）�� １１０００（５番人気）�� ４４０８（１９番人気）
３連複票数 計１１１０１５６ 的中 ��� １９５７５（１１番人気）
３連単票数 計２６９４６５８ 的中 ��� １２８０３（３３番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．０―１１．１―１３．０―１２．４―１２．３―１２．６―１２．１―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２８．９―４１．９―５４．３―１：０６．６―１：１９．２―１：３１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．８
１
３

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

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

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４鹿 母 Antique Auction 母母 Old Stuff ７戦３勝 賞金 ４１，３３８，０００円
〔制裁〕 ラストアロー号の騎手津村明秀は，３コーナー通過後に十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたことについ

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２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 ウインプログレス号・エターナルサーガ号・エーピーレジェンド号・オリエンタルカーン号・ギルティストライク号・

グランプリペガサス号・ゴールドイモン号・サクラマジェスティ号・ジェットバニヤン号・シルクエレメント号・
スペラーレ号・セフティーローレル号・ゼンノグッドウッド号・ソフトパワー号・ソブリンブライト号・
ツルマルフェロー号・テイエムバクシン号・デジデーリオ号・トムトップ号・ニットウサラン号・パレスドン号・
パンプアップ号・パーフェクトラン号・ピサノシェンロン号・ブレイバー号・マーキュリー号・
ヤマニンコーリング号・ランヘランバ号



（２０中京１）第５日 ３月１５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３０，４３０，０００円
３，４１０，０００円
８，３４０，０００円
２，３３０，０００円
２３，８８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，１８９，０００円
４，９６０，０００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
２２６，７９０，７００円
２９７，２５０，８００円
２１４，７１１，０００円
８５０，３１３，２００円
６９３，０３９，２００円
２４１，５３９，０００円
１，０６４，８２０，３００円
１，５６２，６３５，３００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ５，１５１，０９９，５００円

総入場人員 １３，９６６名 （有料入場人員 １２，７１８名）




