
０５０３７ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

５１０ プライドオブキング 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１２＋１６１：１３．８ ３．８�

４８ スイートグラーツ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４１０＋ ２１：１４．０１� ９．０�
５９ バ イ ヨ ン 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４３４－ ８１：１４．１� １．６�
６１２ ヒロノグレガ 牡３芦 ５６

５３ ▲三浦 皇成山内 広氏 清水 美波 浦河 鈴木 武蔵 ４７８＋１２１：１４．２� ２０．４�
７１４ エプソムスティーヴ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 新冠 アラキフアーム ４８０＋ ２１：１４．９４ １８．１�
３５ エクサイズタックス 牡３鹿 ５６ 柄崎 将寿加藤 信之氏 内藤 一雄 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４９０－ ４１：１５．２１� ２４４．３	
３６ クレージーエッグ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎加藤 信之氏 中川 公成 新冠 加藤ステーブル ４２０－ ８ 〃 クビ ８２．７

６１１ バードダムール 牝３青鹿５４ 木幡 初広阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 中央牧場 ４５８＋ ４１：１５．４１ ２９．９�
２３ メイクアフェイブル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ ９８．３�
８１６ キタサンフシチョウ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 門別 古川 優 ４５０－ ４１：１５．７１� １４６．１
４７ バ シ ケ ー ン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 B４３４＋ ８１：１６．３３� ２６３．１�
１２ ロマンフィールズ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩小野 博郷氏 石栗 龍彦 鵡川 新井牧場 ４３４－ ４１：１８．５大差 ４６１．５�
７１３ ゲゼルシャフト 牡３鹿 ５６ 高山 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４６８± ０１：１８．６� ６９９．７�
１１ テツキチダイオー 牡３芦 ５６ 北村 宏司村田 哲朗氏 坂本 勝美 静内 岡田スタツド ５００± ０１：２０．４大差 ２４．０�
２４ タイムトゥブギ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 ４５６ ―１：２４．８大差 ７７．１�

（１５頭）
８１５ ニシノグレキング �３黒鹿５６ 戸崎 圭太西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ― （出走取消）

（大井）

売 得 金

単勝： ２１，６６５，５００円 複勝： ４１，１９１，５００円 枠連： ２４，５７８，７００円

普通馬連： ７８，１０６，４００円 馬単： ８８，３７５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４２７，９００円

３連複： １１４，０６３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３９３，４０９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（４－５） ４２０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １３０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１６６５５ 的中 � ４５９７５（２番人気）
複勝票数 計 ４１１９１５ 的中 � ５９５３２（２番人気）� ３１８９０（３番人気）� ２４８４００（１番人気）
枠連票数 計 ２４５７８７ 的中 （４－５） ４３８６５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７８１０６４ 的中 �� ４４６２６（４番人気）
馬単票数 計 ８８３７５６ 的中 �� ２９７１５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４２７９ 的中 �� １５５０２（３番人気）�� ６７４７２（１番人気）�� ２９３６７（２番人気）
３連複票数 計１１４０６３９ 的中 ��� ２１２１６２（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．３―１２．７―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．６―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プライドオブキング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Hennessy デビュー ２００７．８．１１ 札幌３着

２００５．３．７生 牡３栗 母 キャッツプライド 母母 Kirt’s Pride ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 ニシノグレキング号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 スイートグラーツ号の騎手柴田善臣は，病気のため蛯名正義に変更。
〔制裁〕 プライドオブキング号の騎手内田博幸は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロマンフィールズ号・ゲゼルシャフト号・テツキチダイオー号・タイムトゥブギ号は，平成２０年４月

９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カゼニノレ号
※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。



０５０３８ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６１２ ベルスリーブ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ６１：５７．３ １．６�

８１６ ウ イ ン ク 牝３鹿 ５４ 北村 宏司百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４６４－ ２１：５７．４� ９．３�

５９ ド ン ダ ケ ー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹坂田 行夫氏 萱野 浩二 浦河 村下農場 ４５２－ ２１：５７．７２ ２４．９�
５１０ エフティメガミ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４１：５８．１２� ２３．９�
８１５ ハ ナ ヤ ッ コ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�グランド牧場 平井 雄二 三石 元茂 義一 ４４８＋ ６ 〃 ハナ ３０．７�
３５ メイショウダイアナ 牝３黒鹿５４ 武 豊松本 好�氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４３０＋ ４ 〃 ハナ １２．０	
２４ セラマットパオ 牝３芦 ５４ 大庭 和弥島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ３９２＋ ４１：５９．０５ ４１．７

１１ アドマイヤラップ 牝３栗 ５４ 村田 一誠近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム B４８２－ ８１：５９．１クビ １５．１�
２３ ハセハリドワール 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ニットー商事� 菊川 正達 浦河 小倉牧場 ４５４＋ ４１：５９．４２ １３．９
１２ メリームード 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４０８－ ４１：５９．８２� ７５．５�
７１４ スズヨコンコルド 牝３鹿 ５４ 石橋 脩鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 三石 タツヤファーム ４５０－ ２２：００．０１� ５１８．１�
４７ ヒ ロ コ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４１８－１６２：００．６３� ９５．３�
７１３ マイネノクターン 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 えりも 上島牧場 ４１２－ ２２：０１．２３� ３０５．９�
３６ レディーチョウサン 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ３８０－ ２ 〃 クビ ２５０．５�

（大井）

６１１ ベストチョイス 牝３鹿 ５４ 江田 照男中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 新冠橋本牧場 ４４０± ０２：０１．５２ １３９．１�
４８ メジロフォーナ 牝３栗 ５４ 田中 勝春�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０６－ ２２：０２．６７ ９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９１７，１００円 複勝： ３７，５４２，３００円 枠連： ２６，０７０，７００円

普通馬連： ８７，９８４，１００円 馬単： ８９，５１１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２３８，０００円

３連複： １１７，６６４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４１０，９２８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ４６０円 枠 連（６－８） ４５０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ７６０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ３，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９１７１ 的中 � １２８０７０（１番人気）
複勝票数 計 ３７５４２３ 的中 � １６３８８３（１番人気）� ３８３９４（３番人気）� １２１３７（８番人気）
枠連票数 計 ２６０７０７ 的中 （６－８） ４３５４６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８７９８４１ 的中 �� １０６４３４（１番人気）
馬単票数 計 ８９５１１７ 的中 �� ６８１９７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２３８０ 的中 �� ２７１３９（２番人気）�� ８３７９（７番人気）�� ３３５３（２０番人気）
３連複票数 計１１７６６４７ 的中 ��� ２３０９９（１３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．１―１４．４―１３．８―１３．１―１３．０―１２．９―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．０―５１．４―１：０５．２―１：１８．３―１：３１．３―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ベルスリーブ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００８．１．２７ 中山３着

２００５．２．１６生 牝３鹿 母 バ ー シ ャ 母母 My Darling One ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔騎手変更〕 ウインク号の騎手柴田善臣は，病気のため北村宏司に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジロフォーナ号は，平成２０年４月９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジェイケイクリス号
※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。



０５０３９ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４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

６９ ストロングバサラ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７８－１０１：５６．１ ２．７�

７１２ ラビットヒビキ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５０６－ ２１：５６．５２� ６．２�
６１０ ハクシンヒロツグ 牡３栗 ５６ 北村 宏司新井原 博氏 高橋 祥泰 様似 長田 操 ４９６＋１４１：５７．２４ １５．８�
８１３ プッシュハート 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ４０．４�
３４ シュヴァーベン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩鈴木 照雄氏 上原 博之 浦河 津島 優治 ４６４－ ６１：５７．４１� １３．４�
５７ スズモンスター 牡３鹿 ５６ 横山 典弘小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 追分 追分ファーム ４８４－ ２１：５７．８２� ４．１�
３３ ド ナ ー リ オ �３鹿 ５６ 岩田 康誠藤田 孟司氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 ４８４± ０１：５７．９クビ １４．３�
４６ マイネルクライス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 門別 外舘 万明 ５１４± ０１：５８．５３� ４４．９

７１１	 グラスグループ 牡３黒鹿５６ 高山 太郎半沢� 尾形 充弘 米 Barnett

Enterprises B４８４－ ２１：５８．８１
 ４０５．８�
５８ エヌティースター 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 ４６２＋ ４１：５８．９
 ３８５．９
（大井）

１１ マイネルレッチーノ 牡３鹿 ５６ 江田 照男 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７４± ０１：５９．０
 ８．０�

２２ オリエンタルカイト 牡３青 ５６ 松岡 正海棚網 基己氏 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 ５３０－ ４１：５９．６３� １２．４�
８１４ キタサンスターダム 牡３黒鹿５６ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 三石 木田牧場 ４８８－ ４１：５９．８
 ２１２．９�
４５ トラストシャイン 牡３栗 ５６ 川田 将雅菅波 雅巳氏 土田 稔 大樹 大樹ファーム B４９６－ ４２：００．４３� ８３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，０６５，４００円 複勝： ３２，１０８，０００円 枠連： ２４，６１３，４００円

普通馬連： ９５，４３５，０００円 馬単： ８５，３３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７９０，７００円

３連複： １２０，６８１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４１０，０３３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � ３６０円 枠 連（６－７） ７６０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ７１０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０６５４ 的中 � ６８８５０（１番人気）
複勝票数 計 ３２１０８０ 的中 � ７９７１０（１番人気）� ４１４９２（３番人気）� １７９０６（７番人気）
枠連票数 計 ２４６１３４ 的中 （６－７） ２３９４４（２番人気）
普通馬連票数 計 ９５４３５０ 的中 �� ６５８０６（３番人気）
馬単票数 計 ８５３３９３ 的中 �� ３９２０２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７９０７ 的中 �� １８８３８（３番人気）�� ９８４８（９番人気）�� ５２２６（１７番人気）
３連複票数 計１２０６８１４ 的中 ��� ２５８２２（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．４―５０．９―１：０３．９―１：１６．８―１：２９．９―１：４３．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロングバサラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Gulch デビュー ２００７．１０．１３ 東京２着

２００５．５．８生 牡３黒鹿 母 ワイプザアイ 母母 Irlanda ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 ハクシンヒロツグ号の騎手柴田善臣は，病気のため北村宏司に変更。
※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。



０５０４０ ３月９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０中山２）第４日 第４競走 ��３，２００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１９．３．３以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：３１．０良・良

５７ � コスモラバンジン 牡５鹿 ６１ 宗像 徹 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 不二牧場 ４７６＋ ４３：３８．７ ６．３�

３４ ゴールデンシャイン 牡４鹿 ５９ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４７２± ０ 〃 クビ ２．１�
５８ ダイタクアルビン 牡８黒鹿５９ 横山 義行小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４７６－１４ 〃 ハナ １６．５�
４６ ランドブラザー 牡７栗 ５９ 宇田登志夫木村 善一氏 安達 昭夫 静内 高橋 修 ５２２± ０３：３９．２３ ７３．７�
６１０ ブラックコンドル 牡７黒鹿６１ 高田 潤 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４３：３９．３� ５．８�
２２ � バリトンヴォイス 牡７鹿 ５９ 石神 深一岩� 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 佐藤 正光 ５０６－ ８３：４１．４大差 １４８．８	
７１１ ウォーライクトニー 牡８栗 ６０ 山本 康志 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４３：４１．８２� ５．４

１１ シャコーバニラ 牝５鹿 ５８ 浜野谷憲尚グレイドレーシング組合 矢野 照正 門別 白井牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ９９．５�
８１４� マチカネリュウセイ 牡９芦 ５９ 穂苅 寿彦細川 益男氏 宗像 義忠 米 Dr. D. W.

Frazier ５５４＋ ２３：４１．９クビ ２０．７�
７１２ メモリーオブヨーク 牡６鹿 ６０ 蓑島 靖典鈴木 芳夫氏 高市 圭二 浦河 大道牧場 ４５４± ０３：４２．１１� ３１．４
４５ � シャーディーナイス 牡９鹿 ５９ 高野 和馬戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５６０＋１８３：４２．４２ １５６．２�
６９ � ドゥーワンズベスト 牡９鹿 ５９ 柴田 大知 �高木競走馬育成牧場 佐々木亜良 えりも 藤井牧場 ５１８＋ ２３：４２．６１ ２３５．０�
８１３ メイショウオオナミ 牡７鹿 ５９ 五十嵐雄祐松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８０± ０３：４３．６６ ６９．３�
３３ オートゼウス 牡９黒鹿６０ 矢原 洋一大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４９４＋ ６３：４４．３４ １７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２００，６００円 複勝： １８，５２３，１００円 枠連： ２１，６４４，９００円

普通馬連： ６７，６６６，１００円 馬単： ７３，１３８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４３５，７００円

３連複： １０３，０１４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３１９，６２３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ３６０円 枠 連（３－５） ４２０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，１６０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７２００６ 的中 � ２１６１７（４番人気）
複勝票数 計 １８５２３１ 的中 � ２３８７４（２番人気）� ６５８０５（１番人気）� ８６４１（７番人気）
枠連票数 計 ２１６４４９ 的中 （３－５） ３８８７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７６６６１ 的中 �� ８６１７９（１番人気）
馬単票数 計 ７３１３８１ 的中 �� ３４８６２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４３５７ 的中 �� １８２７６（２番人気）�� ３５４３（１３番人気）�� ６６３７（８番人気）
３連複票数 計１０３０１４７ 的中 ��� ３４１４３（４番人気）

上り １マイル １：５０．８ ４F ５３．２－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�コスモラバンジン �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 ウォーニング

２００３．４．２１生 牡５鹿 母 ア ル バ ニ ー 母母 ジエスターズライル 障害：７戦３勝 賞金 ４４，９１５，０００円
地方デビュー ２００５．５．１７ 札幌

〔制裁〕 ウォーライクトニー号の騎手山本康志は，１周目２号障害を内側に斜飛したことについて戒告。



０５０４１ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４７ トリビュートソング 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：５０．３ ２．５�

８１５ レッズフィールド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４７２＋ ４１：５０．７２� ３．５�
３６ ステイウィズユー 牝３青鹿５４ 武 豊吉田 和子氏 堀 宣行 浦河 桑田 正己 ４２４－ ４１：５０．９１ ４．６�
１１ ヒカルアンクレット 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�橋 京子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０１：５１．３２� １９．１�
４８ スプリングルーシー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ １０．８�
５９ レオブルース 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４８０－ ４１：５１．４クビ ３２．７	
３５ ナニワプレストン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩村田 哲朗氏 平井 雄二 新冠 新冠伊藤牧場 ４６４＋ ４１：５２．７８ １６０．４

６１１ ヒカルホクレア 牡３鹿 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 二ノ宮敬宇 登別 青藍牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ ４１．９�
１２ デ ィ ニ ー タ 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４２８－１４１：５２．９１� ３２９．５�
２４ ディアプリザーヴ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 柄崎 孝 門別 いとう牧場 B４００＋ ２ 〃 クビ ２４５．５
５１０ スナークイプシロン 牡３栗 ５６ 高山 太郎杉本仙次郎氏 佐藤 全弘 静内 原 達也 ４４２－１６１：５３．１１ ２４７．６�
７１３ コスモパスカル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 中野渡清一 三石 松田牧場 ３９４－ ２ 〃 ハナ ３９６．５�
６１２ ミヤサンティアラ 牝３黒鹿５４ 川田 将雅ミヤサン組合 谷原 義明 三石 澤田 嘉隆 ４４４－ ８１：５３．８４ ４００．７�
８１６ カネスラーナ 牡３青鹿５６ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 静内 坂本 春雄 ４８４－１６１：５４．２２� １３．６�
２３ ブ ル ー ジ ュ 牝３青鹿５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 相沢 郁 門別 サンシャイン

牧場 ４８２－１２１：５５．０５ ２６．３�
７１４ タケショウドリーム 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�ナイト商事 坂本 勝美 浦河 木村牧場 ４７２＋ ６１：５５．３２ ３７４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，１８３，７００円 複勝： ３９，９４５，７００円 枠連： ２９，１２７，２００円

普通馬連： １０８，２７３，５００円 馬単： １０９，９２４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９７５，８００円

３連複： １４５，０５４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４９３，４８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（４－８） ２７０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９１８３７ 的中 � ９５７７５（１番人気）
複勝票数 計 ３９９４５７ 的中 � １１７８９６（１番人気）� ９０５４３（２番人気）� ６４７７３（３番人気）
枠連票数 計 ２９１２７２ 的中 （４－８） ８１２２１（１番人気）
普通馬連票数 計１０８２７３５ 的中 �� ２２０６２３（１番人気）
馬単票数 計１０９９２４２ 的中 �� １１５６０３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９７５８ 的中 �� ６０１３２（１番人気）�� ３１８４６（２番人気）�� ２５７０８（３番人気）
３連複票数 計１４５０５４７ 的中 ��� １９７９６５（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．３―１２．６―１２．９―１３．０―１２．０―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．３―４８．９―１：０１．８―１：１４．８―１：２６．８―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．５
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トリビュートソング �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．４ 東京３着

２００５．５．２３生 牡３鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルージュ号・タケショウドリーム号は，平成２０年４月９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） ２頭 コスモアイリス号・ドクターアマランス号



０５０４２ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第６競走 ��
��２，０００�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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２２ マスターオブゲーム 牡３黒鹿５６ 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 ５０４ ―２：０５．３ ３．２�

６６ ベルモントノエル 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太 �ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント
ファーム ４４６ ―２：０５．７２� ３０．３�

（大井）

４４ マイネエアウエイ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４２０ ―２：０５．９１� ２．４�

５５ タ ツ キ セ キ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 石毛 善彦 新冠 松本 信行 ４８４ ―２：０６．２２ ４２．３�
１１ カラヒサール 牡３栗 ５６ 石橋 脩石瀬 浩三氏 清水 英克 門別 高山牧場 ４３８ ―２：０６．５１� １８．１�
８１０ シーニックループ 牡３鹿 ５６ 石神 深一 �キャロットファーム 佐藤 吉勝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０ ―２：０６．９２� ２８．４	
７８ リンガスフラッグ 牡３栗 ５６

５３ ▲三浦 皇成伊藤 巖氏 河野 通文 新冠 斉藤 安行 ４６８ ―２：０７．０クビ １９．８

７７ � ロンドンウィング 牡３青鹿５６ 横山 典弘斉藤 敏博氏 森 秀行 愛 King

Bloodstock ４７２ ―２：０７．９５ １３．１�
３３ フォルテヴォラーレ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 上原 博之 三石 追分ファーム ５３０ ―２：０８．２２ ４．０�
８９ オーミシーサー 牡３芦 ５６ 鷹野 宏史岩� 僖澄氏 佐々木亜良 三石 三石ビクト

リーファーム ５５２ ―２：０９．２６ ８５．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，２５５，１００円 複勝： ２１，１１５，３００円 枠連： ２０，１３２，６００円

普通馬連： ７１，８５６，３００円 馬単： ９０，９３４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４０３，５００円

３連複： ９８，８８７，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３４６，５８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � ３９０円 � １２０円 枠 連（２－６） ５，３２０円

普通馬連 �� ４，２５０円 馬 単 �� ６，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ２００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２５５１ 的中 � ６０１２８（２番人気）
複勝票数 計 ２１１１５３ 的中 � ４２１８９（２番人気）� ８３１７（８番人気）� ６９５３３（１番人気）
枠連票数 計 ２０１３２６ 的中 （２－６） ２７９７（１７番人気）
普通馬連票数 計 ７１８５６３ 的中 �� １２４８０（１６番人気）
馬単票数 計 ９０９３４５ 的中 �� ９７４４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４０３５ 的中 �� ４１０２（１５番人気）�� ３０１９２（１番人気）�� ６３４６（９番人気）
３連複票数 計 ９８８８７２ 的中 ��� ３３３３６（７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．５―１３．８―１３．２―１３．１―１３．１―１２．１―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３６．９―５０．７―１：０３．９―１：１７．０―１：３０．１―１：４２．２―１：５３．８

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

マスターオブゲーム �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード 初出走

２００５．５．６生 牡３黒鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



０５０４３ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４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

５５ アポロラムセス 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８４－ ２１：１２．７ ３．１�

５６ � タカラシャフト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司村山 義男氏 国枝 栄 米
Donald & R. Mary Zuck-
erman as Tenants by The
Entireties

４７６＋ ２ 〃 ハナ ３．４�
７９ シルクファラオ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ５２２－ ２１：１３．５５ ３．４�
６８ コスモミネルヴァ 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 三石 大平 巧 ４３４－ ４１：１３．７１ １５．６�
７１０ ドリームスカイラブ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４７６－ ２１：１３．８� １３．５�
８１２ サンクスヘヴン 牡３黒鹿５６ 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 門別 目黒牧場 ４６０－ ２１：１４．０１� ３５．５	
４４ ジ フ ァ ー ル 牝３栗 ５４ 蛯名 正義坂田 行夫氏 清水 英克 様似 山本 和彦 ４２０－ ４ 〃 クビ １７．１

２２ チャームキャップ 牝３黒鹿５４ 小野 次郎タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４４０＋ ２１：１４．１クビ ２６．４�
６７ マルターズウディー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史藤田与志男氏 萱野 浩二 門別 天羽 禮治 B４８４－ ４ 〃 クビ １８７．９�
１１ バーニングブライト 牡３青 ５６ 吉田 豊 �キャロットファーム 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２６＋ ４１：１４．３１� ３１．９
８１１ スズノカイソク 牡３栗 ５６ 田中 勝春小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 早来 ノーザンファーム ５０４－１０１：１６．１大差 ２５．３�
３３ 	 クールウインド 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太中島 稔氏 久保 与造 三石 本桐牧場 B４６４＋ ７１：１６．６３ ３５０．４�

（大井） （大井）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，００７，０００円 複勝： ３４，１３２，４００円 枠連： ３５，３８０，１００円

普通馬連： １２０，６９１，６００円 馬単： １１７，２８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９９０，９００円

３連複： １４６，７５１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５１３，２３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（５－５） ５００円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２１０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８００７０ 的中 � ７３３０２（１番人気）
複勝票数 計 ３４１３２４ 的中 � ９１３７５（１番人気）� ７１７３４（３番人気）� ７３００８（２番人気）
枠連票数 計 ３５３８０１ 的中 （５－５） ５３２５０（２番人気）
普通馬連票数 計１２０６９１６ 的中 �� １８５５９８（１番人気）
馬単票数 計１１７２８６５ 的中 �� ８１８００（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９９０９ 的中 �� ５６０２９（１番人気）�� ３６３９７（２番人気）�� ２９１７６（３番人気）
３連複票数 計１４６７５１１ 的中 ��� ２１６３２３（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．６―１２．１―１２．４―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．４
３ ・（１２，９）６，５（４，１０）－（２，７）１１，８，１－３ ４ ・（１２，９）６，５（４，１０）（２，７）（１，８）－１１－３

勝馬の
紹 介

アポロラムセス �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００７．９．９ 中山２着

２００５．１．２９生 牡３芦 母 ロングモニュメント 母母 スリーピングインシアトル ８戦２勝 賞金 ２４，６００，０００円
〔騎手変更〕 シルクファラオ号の騎手柴田善臣は，病気のため内田博幸に変更。
※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。



０５０４４ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

４８ エーシンアロー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一平井 宏承氏 武 邦彦 浦河 栄進牧場 ４６４－ ４１：３６．４ ６．５�

８１５ エイワンキセキ 牝４青鹿５５ 藤田 伸二荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４７２± ０ 〃 クビ ５．２�
１２ ケイアイハイタイド 牡４青 ５７ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 柴崎 勇 静内 大滝 康晴 ５０８＋ ４１：３６．５� ５．０�
３５ カツヨカムトゥルー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４５６－ ２１：３６．６クビ ６．６�
６１２ コアレスキャスト 牝５芦 ５５ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４７２＋ ６１：３６．７� ４７．２�
３６ � サクラネクスト 牡４栗 ５７ 小野 次郎�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４６２－ ２ 〃 ハナ １５．４�
７１３	 カロンセギュール 牝４鹿 ５５ 川田 将雅吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４４２＋ ６１：３６．８
 ４２．０	
２４ リミットブレーカー 牡４黒鹿５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４９８－ ８ 〃 ハナ ４．２

７１４ ローズオットー 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 ハナ ９．３�
６１１� マルタカエンペラー 牡４鹿 ５７

５４ ▲三浦 皇成高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４０－ ４ 〃 ハナ ３３．５�
２３ タイキティアラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人大樹ファーム 後藤 由之 大樹 大樹ファーム ４０８－ ２１：３６．９
 ２０３．０�
８１６ サンエンタティナー �４青鹿５７ 村田 一誠加藤 信之氏 岩戸 孝樹 浦河 安藤牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ １３６．４�
５１０ サクラオールイン 牡５黒鹿５７ 武 豊�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４９０＋２０１：３７．３２� ２３．９�
４７ メタルビーズ 牝５黒鹿５５ 江田 照男下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 B４０４－ ２１：３７．６１
 ８８．１�
１１ シルクグリフィン �７鹿 ５７ 郷原 洋司有限会社シルク蛯名 信広 浦河 桑田フアーム ４４４＋ ８１：３８．０２� ２６１．５�
５９ マジックカイマナ 牝４栗 ５５ 田面木博公�富士開発 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ５００± ０１：４２．６大差 ２７６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，３３４，２００円 複勝： ４４，３１７，６００円 枠連： ３３，９１１，９００円

普通馬連： １５１，５８９，０００円 馬単： １１４，２２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０５７，３００円

３連複： １７０，６９６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５７８，１３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２２０円 � １８０円 � ２００円 枠 連（４－８） １，５５０円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６３０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８３３４２ 的中 � ３４５４６（４番人気）
複勝票数 計 ４４３１７６ 的中 � ５２７３２（５番人気）� ６９６２９（２番人気）� ５７８２０（４番人気）
枠連票数 計 ３３９１１９ 的中 （４－８） １６２００（９番人気）
普通馬連票数 計１５１５８９０ 的中 �� ６６００９（８番人気）
馬単票数 計１１４２２５２ 的中 �� ２５２６７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０５７３ 的中 �� １４１１３（８番人気）�� １３８３０（９番人気）�� １５４４７（５番人気）
３連複票数 計１７０６９６３ 的中 ��� ３６０１０（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．０―３５．８―４８．２―１：００．７―１：１３．０―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンアロー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．７．２２ 函館４着

２００４．５．２生 牡４鹿 母 エイシンリーズン 母母 サファイアブルー １０戦２勝 賞金 ２９，２６７，０００円
〔騎手変更〕 サクラオールイン号の騎手柴田善臣は，病気のため武豊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジックカイマナ号は，平成２０年４月９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 フラワータキシード号・プリンセスドルチェ号



０５０４５ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第９競走 ��
��１，２００�

ぼ う そ う

房 総 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．３．３以降２０．３．２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

５１０ ソルジャーズソング 牡６栗 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５１２＋ ２１：０８．９ ２．５�

８１６� リッターヴォルト 牡４鹿 ５６ 横山 典弘石瀬 浩三氏 橋口弘次郎 米 Hokuyou
Farm ４９４－ ２１：０９．０� ４．４�

７１４ ゴッドスマイルユー 牡５芦 ５８ 武 豊中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６４＋ ２１：０９．２１� ５．３�
３６ スマートエッジ 	８黒鹿５３ 石神 深一大川 徹氏 佐々木亜良 浦河 ヤマダフアーム ４４８＋１８１：０９．６２� １０６．３�
６１２ クインズプレイヤー 牝４黒鹿５２ 小林 淳一嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４５６＋ ８ 〃 ハナ ２２．９�
１１ コアレスソニック 	５黒鹿５５ 蛯名 正義小林 昌志氏 和田 正道 門別 ビラトリファーム B４６０＋１０ 〃 ハナ １２．６�
４８ � イノセントワールド 牡７栗 ５３ 川田 将雅 �キャロットファーム 勢司 和浩 米

Jim & Martha Gladwell,
Louis Brooks Ranch,
White Fox Farm, et al

B４９２± ０ 〃 アタマ ２１９．０	
３５ � コスモラナップ 牡５栗 ５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Gainsborough
Stud（Austra-
lia）Pty Ltd

４９８＋２２ 〃 ハナ ２８．６

２３ � チアフルワールド 牡６栗 ５５ 藤田 伸二藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Katherine

Elam ４９４－ ６１：０９．７クビ ７２．２�
２４ 
 サキノリュウオー 牡６鹿 ５３ 木幡 初広�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ５０８－ ４１：１０．０２ ５５．７
６１１ ワンダースター 牡４黒鹿５５ 南井 大志山本 信行氏 領家 政蔵 三石 城地 清満 ５１０＋ ４ 〃 ハナ ５０．７�
４７ プラチナムペスカ 牡４芦 ５４ 福永 祐一ユーモード 松永 昌博 三石 土田農場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ １０．４�
８１５
 マ ル タ ラ ヴ 牡６鹿 ５２ 千葉 直人松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４６０＋ ６１：１０．１クビ ２５２．５�
１２ ステキナブロンコ 牝８芦 ５０ 高山 太郎牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤 英 B４８２＋ ２ 〃 クビ ４５２．４�
５９ ベルモントピノコ 牝６黒鹿５２ 後藤 浩輝 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４９６＋ ２１：１０．２� ９．９�
７１３ リネンアカシア 牝４鹿 ５２ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４５４＋ ２１：１０．３� ７０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，０９１，６００円 複勝： ５４，５３４，２００円 枠連： ４２，３３１，５００円

普通馬連： １９７，４９２，６００円 馬単： １２７，７００，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，９１３，３００円

３連複： １７１，４６１，７００円 ３連単： ４３７，０１１，１００円 計： １，１１５，５３６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（５－８） ４５０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ３，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３９０９１６ 的中 � １２５５８９（１番人気）
複勝票数 計 ５４５３４２ 的中 � １５９１２４（１番人気）� ９３２３７（２番人気）� ７８４１５（３番人気）
枠連票数 計 ４２３３１５ 的中 （５－８） ６９５９６（１番人気）
普通馬連票数 計１９７４９２６ 的中 �� ２６６７６５（１番人気）
馬単票数 計１２７７００１ 的中 �� ９９０９９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５９１３３ 的中 �� ５９８３７（１番人気）�� ４０７５５（２番人気）�� １９４２９（５番人気）
３連複票数 計１７１４６１７ 的中 ��� １３８６１３（１番人気）
３連単票数 計４３７０１１１ 的中 ��� １０１６０４（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．２―１１．６―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．０―４５．６―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．９
３ ５（９，１３，１６）６，１０（４，１１）（７，１２）１４（１，３）８，２，１５ ４ ５（９，１３）（６，１６）（７，１０，１２）４（１，１１，１４）３，８，２－１５

勝馬の
紹 介

ソルジャーズソング �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Caerleon デビュー ２００４．１２．４ 阪神２着

２００２．４．３０生 牡６栗 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller １１戦３勝 賞金 ４６，５５３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２３頭 ウエスタンダンサー号・オリオンザドンペリ号・カイテキネオ号・キマグレ号・キングオザー号・

クリノトップオー号・コスモラヴソング号・スプリングタピアン号・タケデンノキボー号・トッケンショウブ号・
トップオブドーラ号・パレスエベレスト号・ピアニスト号・ビービーガルダン号・ブライティアミラ号・
メイショウイッテキ号・モエレフィールド号・ヤマニンエマイユ号・ヤマニントゥドロワ号・ライトグランデュア号・
ラドランファーマ号・リキアイダンディ号・レオリリー号



０５０４６ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�ブラッドストーンステークス

発走１５時００分 （ダート・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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

２４ タータンフィールズ 牡６鹿 ５７ 武 豊後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４７４－ ６１：１１．５ ７．３�

６１２� ワールドハンター 牡４栗 ５７ 岩田 康誠青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ４９８－ ６ 〃 クビ ５．２�
５１０� マルターズマッシブ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ５１０＋ ２１：１１．６� ５．５�
８１５ オネストジョン 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 B５３０－ ４ 〃 ハナ １１．２�
１１ � ウォーターバロン 牡７黒鹿５７ 横山 典弘山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５０８－ ６１：１１．７クビ １３．４�
３６ グリーンアラモード 牡５鹿 ５７ 川田 将雅 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５７６± ０ 〃 クビ ４．７�
３５ メジロファルカル 牡５鹿 ５７ 松岡 正海メジロ商事� 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５１０－ ４１：１２．０２ ９．６	
２３ ビッグホワイト 牡６芦 ５７ 田辺 裕信小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４６６－ ４１：１２．２１	 ７１．９

１２ � ミスターケビン 牡６黒鹿５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Strategy

Bloodstock ４７８－ ２１：１２．３� ９．４�
７１３ アグネスボゾン 牡７鹿 ５７ 福永 祐一渡辺 孝男氏 湯窪 幸雄 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：１２．６１
 ３５．８�
７１４ ジョウノデイリー 牡８栗 ５７ 武士沢友治小川 義勝氏 平田 修 門別 三城牧場 ５０４－１２ 〃 クビ ２６６．１
４７ スペースフライト 牡４栃栗５７ 戸崎 圭太 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４６８± ０１：１２．７� ４１．９�
（大井）

５９ � サーチエネミー �６鹿 ５７ 横山 義行 �キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ８１：１２．８
 ３１４．３�
８１６� エイシンイーデン 牡６鹿 ５７ 木幡 初広平井 豊光氏 中竹 和也 加 Josham Farms

Limited ４８６＋ ４１：１３．０１	 ５０．５�
６１１ オヤマハリケーン �７栗 ５７ 内田 博幸木下 秀一氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４９０－１２１：１３．１� ３３．１�
４８ ハナイチリン 牝５栗 ５５ 田中 勝春セゾンレースホース� 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 ４７８± ０１：１４．１６ ２６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，８２５，４００円 複勝： ６３，３２０，３００円 枠連： ６５，３９６，７００円

普通馬連： ２６６，６１４，３００円 馬単： １５４，８９５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，０２２，７００円

３連複： ２３２，９２７，８００円 ３連単： ５０４，０２５，１００円 計： １，３９２，０２７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � ２３０円 枠 連（２－６） １，４２０円

普通馬連 �� １，９５０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ６５０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，５６０円 ３ 連 単 ��� １９，６２０円

票 数

単勝票数 計 ４３８２５４ 的中 � ４７６８８（４番人気）
複勝票数 計 ６３３２０３ 的中 � ８５３２４（２番人気）� ８０６２３（３番人気）� ７２２２７（４番人気）
枠連票数 計 ６５３９６７ 的中 （２－６） ３４０６３（６番人気）
普通馬連票数 計２６６６１４３ 的中 �� １０１１６２（７番人気）
馬単票数 計１５４８９５５ 的中 �� ２９７６８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１０２２７ 的中 �� ２００２３（７番人気）�� ２３４５３（４番人気）�� ２２００８（６番人気）
３連複票数 計２３２９２７８ 的中 ��� ４８３７９（５番人気）
３連単票数 計５０４０２５１ 的中 ��� １８９５９（３０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．５―１２．２―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．４―４６．６―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タータンフィールズ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ベ リ フ ア デビュー ２００４．１１．１４ 京都１０着

２００２．６．１２生 牡６鹿 母 シマノシンシア 母母 ダウンチータ ３１戦５勝 賞金 ９５，４３１，０００円
〔騎手変更〕 オヤマハリケーン号の騎手柴田善臣は，病気のため内田博幸に変更。
〔制裁〕 ビッグホワイト号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

ワールドハンター号の騎手岩田康誠は，決勝線手前で蛇行したことについて過怠金３０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３６頭 アポインテッドボブ号・オーヴェール号・カシノエスケイプ号・ガブリン号・グランパティシエ号・

グランプリオーロラ号・コンプレッソ号・ゴージャスディナー号・サンワードラン号・シルクヴェルリッツ号・
スイートフィズ号・スパイン号・セイウンプレジャー号・ゼンノトレヴィ号・ダイワティグリス号・タカラタロウ号・
ダノンブライアン号・ダンディーズケア号・チェリスト号・ツタンカーメン号・トップディアマンテ号・
トロフィーディール号・ノーザンキッズ号・ビッグジェム号・フサイチギガダイヤ号・ブライティアカーム号・
ブリッコーネ号・フレッシュバニラ号・ホウショウルビー号・マコトスペリオル号・マチカネモエギ号・
メイショウディオ号・メジロバーミューズ号・ヤマカツブライアン号・ラインドライブ号・ルミナスポイント号

※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。



０５０４７ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�第４５回報 知 杯 弥 生 賞（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

３歳；負担重量は，馬齢重量
報知新聞社賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，１３４，０００円 ３２４，０００円 １６２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２３ マイネルチャールズ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５２－ ４２：０１．８ ４．７�

７１３ ブラックシェル 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５３２－ ６２：０１．９� ３．８�

１２ タケミカヅチ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５０４± ０２：０２．０� １６．８�
８１５ キャプテントゥーレ 牡３芦 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６２：０２．２１� ８．７�
４８ テラノファントム 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４ 〃 ハナ ４１．７�
３６ スズジュピター 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４６８－ ４２：０２．３� ９．４	
６１２ アインラクス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 静内 矢野牧場 ４５８± ０２：０２．４� ６．１

５１０ ダイシンプラン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ２ 〃 ハナ １７．３�
５９ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４８６＋ ２２：０２．５クビ ３０．５�
６１１ ホッカイカンティ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ４９４－ ８２：０２．６� ２９．０
８１６ オリエンタルロック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義棚網るみ子氏 田所 秀孝 三石 上村 清志 ５０２＋ ８ 〃 クビ ６３．５�
４７ フサイチアソート 牡３栗 ５６ 横山 典弘関口 房朗氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ ６．６�
１１ ミッキージェット 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太野田みづき氏 森 秀行 静内 谷岡 正次 ４８２＋ ４２：０２．８１� ３３４．７�

（大井）

３５ シングンリターンズ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４３６＋ ６２：０３．０１� ９７．７�
７１４ ピエナエイム 牡３黒鹿５６ 田中 勝春本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７６＋ ２２：０４．１７ １２１．０�
２４ ライムライトシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４７２＋ ２２：０５．１６ ３１６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９９，４２２，５００円 複勝： ２５７，１０７，５００円 枠連： ２０２，０１９，４００円

普通馬連： １，３４１，７６２，０００円 馬単： ７３３，５８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５８，９３２，６００円

３連複： １，２２４，５５６，０００円 ３連単： ２，８１１，０８９，９００円 計： ７，０２８，４７０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ３５０円 枠 連（２－７） ８９０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，０７０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ５，０７０円 ３ 連 単 ��� ２３，３４０円

票 数

単勝票数 計１９９４２２５ 的中 � ３３９０７６（２番人気）
複勝票数 計２５７１０７５ 的中 � ４５４９００（２番人気）� ４７９６１４（１番人気）� １５０１３３（７番人気）
枠連票数 計２０２０１９４ 的中 （２－７） １６８４２１（１番人気）
普通馬連票数 計１３４１７６２０ 的中 �� １０２１２４９（１番人気）
馬単票数 計７３３５８０１ 的中 �� ２５２０９３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２５８９３２６ 的中 �� ２０２５０３（１番人気）�� ５６５９６（１５番人気）�� ４２８３５（１８番人気）
３連複票数 計１２２４５５６０ 的中 ��� １７８５８７（１６番人気）
３連単票数 計２８１１０８９９ 的中 ��� ８８９２２（７４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．４―１２．８―１２．９―１２．５―１２．３―１１．７―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．７―３６．１―４８．９―１：０１．８―１：１４．３―１：２６．６―１：３８．３―１：４９．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルチャールズ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Zabeel デビュー ２００７．１０．２０ 東京４着

２００５．４．２７生 牡３黒鹿 母 マイネプリテンダー 母母 Giladah ６戦４勝 賞金 １２２，１８４，０００円
〔騎手変更〕 タケミカヅチ号の騎手柴田善臣は，病気のため木幡初広に変更。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりマイネルチャールズ号・ブラックシェル号・タケミカヅチ号は，皐月賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。
※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。



０５０４８ ３月９日 晴 良 （２０中山２）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ サンマルセイコー 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲千葉 直人相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８８－ ２１：５３．７ ５．４�

３５ ハウンドコップ 牡９鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B４９６－ ２１：５４．１２� ３３．８�
５９ シルクデュエリスト 牡５黒鹿５７ 木幡 初広有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４６８± ０１：５４．２� ２０．８�
８１５ エドノドリーム 牡７鹿 ５７ 小林 淳一遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４６２－ ８１：５４．５１� １２２．４�
２４ コマンドールクロス 牡４青鹿５７ 江田 照男 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム B４５４± ０ 〃 クビ ９．１�
８１６ ウインプレミアム 牡４芦 ５７ 岩田 康誠�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８４－ ４ 〃 ハナ ２．７	
６１１ ホーネットアーミー 	６黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４１：５５．４５ ３６．０

６１２ ハイエンドクォーツ 牡５栗 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 本間 忍 追分 追分ファーム ４８０＋ ４１：５５．５クビ ６．５�
４８ オリエンタルカーン 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝棚網るみ子氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４７８＋ ６１：５５．６� １０．２�
４７ 
 ツルマイクィーン 牝７栗 ５５ 土谷 智紀平岩 健一氏 佐々木亜良 三石 平岩牧場 B４６４＋ ６１：５５．８１� ２２４．４
１２ 
 キクノエンブレム 牡７鹿 ５７ 武士沢友治菊池 五郎氏 石毛 善彦 浦河 鮫川 啓一 ４８０＋ ４１：５５．９� ２１８．９�
７１４� シルクランサム 牡４黒鹿５６ 戸崎 圭太有限会社シルク加用 正 豪 Tyreel Thor-

oughbreds ４９４＋ ２１：５６．０� ７７．５�
（大井）

７１３ パ レ ス ド ン 牡６鹿 ５７ 南田 雅昭西村 豊氏 南田美知雄 平取 清水牧場 ５６０－ ２１：５６．４２� １６．６�
５１０ マグマカザン 牡４栗 ５７ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 小倉牧場 ４８８＋ ２１：５６．８２� ２５．１�
１１ � ケイアイカールトン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸亀田 守弘氏 松山 康久 米

H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

５００－ ２１：５７．６５ ９．９�

（１５頭）
３６ � ギシアラバストロ 牡４青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４４，３６２，９００円 複勝： ５１，９２３，９００円 枠連： ６６，３７３，９００円

普通馬連： ２２７，６１８，７００円 馬単： １３７，９２７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，４３４，２００円

３連複： １９３，６５６，３００円 ３連単： ４４１，１９４，２００円 計： １，２１６，４９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２２０円 � ６００円 � ４９０円 枠 連（２－３） １，９００円

普通馬連 �� ５，０９０円 馬 単 �� ７，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� １，４４０円 �� ５，２４０円

３ 連 複 ��� ２５，９１０円 ３ 連 単 ��� １３８，０３０円

票 数

単勝票数 差引計 ４４３６２９（返還計 ３８８８） 的中 � ６５６７３（２番人気）
複勝票数 差引計 ５１９２３９（返還計 ３８３９） 的中 � ７６９１２（２番人気）� ２０２６８（１０番人気）� ２５８１１（８番人気）
枠連票数 差引計 ６６３７３９（返還計 ８９６） 的中 （２－３） ２５８８６（１０番人気）
普通馬連票数 差引計２２７６１８７（返還計１１７６６２） 的中 �� ３３０５７（２２番人気）
馬単票数 差引計１３７９２７６（返還計 ７１００２） 的中 �� １２８５６（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５３４３４２（返還計 ２０２５１） 的中 �� ７９７２（２１番人気）�� ９３２２（１６番人気）�� ２４５１（５３番人気）
３連複票数 差引計１９３６５６３（返還計１５６５５３） 的中 ��� ５５１８（８７番人気）
３連単票数 差引計４４１１９４２（返還計３７５２８８） 的中 ��� ２３５９（４３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３５．４―４８．１―１：００．６―１：１３．６―１：２６．７―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルセイコー �
�
父 ビワタケヒデ �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００５．１１．１３ 福島１３着

２００３．４．２１生 牝５黒鹿 母 ワンセイコー 母母 ワカセイコー ２５戦４勝 賞金 ４５，５１０，０００円
〔出走取消〕 ギシアラバストロ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ハウンドコップ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アクセルホッパー号・ウエスタンリジ号・エターナルスマイル号・ジョウテンロマン号・セレスケイ号・

ダンシングクリス号・ハイオン号・ブリリアントタイム号・プレシャスピクセル号・ヘイアンルモンド号・
ホットストック号・マルブツクロス号

※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。



（２０中山２）第４日 ３月９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 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

２９４，０００，０００円
１８，４７０，０００円
２，７３０，０００円
３２，３１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，２６１，５００円
５，５２２，８００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
５２３，３３１，０００円
６９５，７６１，８００円
５９１，５８１，０００円
２，８１５，０８９，６００円
１，９２２，８３８，４００円
６３６，６２２，６００円
２，８３９，４１５，８００円
４，１９３，３２０，３００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 １４，２１７，９６０，５００円

総入場人員 ４０，２１７名 （有料入場人員 ３７，３４１名）




