
０５０７３ ３月２２日 晴 重 （２０中山２）第７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

７１４ ヤマタケプリンセス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣山中 和子氏 畠山 重則 門別 出口牧場 ４３０± ０１：１２．４ １．６�

８１６ オンザサニーサイド 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４４６－ ６１：１２．９３ ６．２�
６１２ クリムゾンクエスト 牝３黒鹿５４ 村田 一誠 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４３８－１２ 〃 クビ １３．９�
３５ 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± ０１：１３．２１� ６．２�
８１５ ミツワバラード 牝３鹿 ５４

５１ ▲三浦 皇成�高昌 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４１８＋ ２１：１３．３クビ ５１．１�
１１ マチカネハルノコエ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸細川 益男氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４３８＋１８１：１３．４� １７．２	
４７ アクトレスシチー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 成島 英春 門別 幾千世牧場 ４３６－ ６１：１３．８２� ２２．７

３６ キタサンカレン 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�大野商事 嶋田 功 門別 古川 優 ５１６－ ６１：１４．３３ １２１．８�
５１０ ハッピーチアーズ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４３４－ ２ 〃 アタマ ２７．６�
５９ トーセンメガミ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一島川 哉氏 斎藤 宏 新冠 武田牧場 ４７４＋ ２１：１４．９３� ４１．２�
７１３ ジェネスサンライズ 牝３青 ５４ 吉田 豊山口 真吾氏 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４００ ― 〃 クビ １９２．２�
６１１ ゲットザドリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人飯田 政子氏 粕谷 昌央 静内 千代田牧場 ４２０＋ ４１：１５．８５ ３５２．４�
２４ メイクサエル 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４３４－ ６１：１６．０１ ４７７．５�
４８ アスタマニャーナ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹宇田 豊氏 小笠 倫弘 浦河 笹地牧場 ４４２＋１０１：１６．２１� ３０１．１�
１２ エクセルピクシイ 牝３鹿 ５４ 増沢由貴子前川 泰三氏 鈴木 康弘 門別 前川ファーム ４６８－１２１：１６．６２� ３４．１�

（１５頭）
２３ シャンディガフ 牝３青 ５４

５３ ☆田中 博康星野 壽市氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，４７９，０００円 複勝： ３５，４８１，５００円 枠連： １９，６７７，３００円

普通馬連： ７０，２１４，０００円 馬単： ６６，０５８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０８５，７００円

３連複： ９７，５８６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３２，５８２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ５７０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４６０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４７９０ 的中 � １０３００３（１番人気）
複勝票数 計 ３５４８１５ 的中 � １９２００６（１番人気）� ３２６７２（３番人気）� １８３９１（４番人気）
枠連票数 計 １９６７７３ 的中 （７－８） ２５８１３（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０２１４０ 的中 �� ９７１５７（２番人気）
馬単票数 計 ６６０５８５ 的中 �� ６０２２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０８５７ 的中 �� ２５７２２（２番人気）�� １２０６０（４番人気）�� ４２１４（１３番人気）
３連複票数 計 ９７５８６４ 的中 ��� ３９２８３（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．３―１２．３―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．３―４６．６―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマタケプリンセス �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００８．３．８ 中山３着

２００５．４．９生 牝３鹿 母 トップアサーティン 母母 アサーテイン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 シャンディガフ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エクセルピクシイ号は，平成２０年４月２２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。
（非抽選馬） １頭 スズミネルヴァ号



０５０７４ ３月２２日 晴 重 （２０中山２）第７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

４６ ハクシンヒロツグ 牡３栗 ５６
５５ ☆田中 博康新井原 博氏 高橋 祥泰 様似 長田 操 ４８６－１０１：５６．１ １３．２�

３４ スガノゴールド 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次菅原光太郎氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４５４± ０ 〃 クビ １６７．２�
４７ ナイスラッキー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５１４－ ８１：５６．３１� ７６．０�
２２ ソシアルチャーム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海臼田 浩義氏 清水 利章 門別 下河辺牧場 ５６２± ０１：５６．４クビ ７４．２�
６１１ コアレスアンバー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治小林 昌志氏 西塚 安夫 平取 コアレススタッド ４３８＋ １ 〃 アタマ １５３．０�
３５ ヴ ァ ル ナ 牡３栗 ５６ 加藤士津八桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４５８＋ ８１：５６．７１� １１．６�
８１４ シルキーチーフ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４６２－ ４ 〃 クビ ４０．４�
２３ マコトボムケッチ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義眞壁 明氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４８８－ ４１：５６．９１ １２．３	
８１５ コスモプランス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 
ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 門別 坂口 豊翼 ４９８－ ２１：５７．０クビ １０９．５�
７１３ キングスボネット 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：５７．３２ ３４．７�
５８ ダイワウィーク 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４９８＋ ６１：５８．０４ １７１．４
６１０ リュウグレイド 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人田中ふさ枝氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４６０± ０１：５８．１クビ ５１７．４�
１１ トラストジェニオ 牡３鹿 ５６

５３ ▲三浦 皇成菅波 雅巳氏 河野 通文 三石 鳥井牧場 B４３６＋ ２ 〃 クビ ９１．５�
５９ トウショウゲーム 牡３栗 ５６ 内田 博幸トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３６－ ８１：５９．６９ １．２�
７１２ ボ ー ダ ー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史西森 鶴氏 高木 登 門別 本間牧場 ４６０－１４２：０２．５大差 １７４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，７５２，７００円 複勝： ４９，６０７，０００円 枠連： ２０，１９８，２００円

普通馬連： ５９，６２５，８００円 馬単： ８２，４０３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１８９，９００円

３連複： ９５，３５８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５５，１３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ４３０円 � ６，２２０円 � １，３９０円 枠 連（３－４） ２，４７０円

普通馬連 �� ３５，２４０円 馬 単 �� １０３，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，３５０円 �� ４，２００円 �� ２３，２２０円

３ 連 複 ��� ３９０，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４７５２７ 的中 � １４８７９（４番人気）
複勝票数 計 ４９６０７０ 的中 � ３４１３５（３番人気）� １９４１（１３番人気）� ９１０３（７番人気）
枠連票数 計 ２０１９８２ 的中 （３－４） ６０３６（７番人気）
普通馬連票数 計 ５９６２５８ 的中 �� １２４９（３６番人気）
馬単票数 計 ８２４０３９ 的中 �� ５８６（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１８９９ 的中 �� ７７７（４０番人気）�� １３６９（３０番人気）�� ２４４（７０番人気）
３連複票数 計 ９５３５８８ 的中 ��� １８０（２１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１３．３―１３．１―１２．８―１２．７―１２．４―１３．１―１４．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．５―５０．６―１：０３．４―１：１６．１―１：２８．５―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．７―３F４０．０
１
３
２，３（４，５，９，１３）（１，１４，１２，１５）１０，６（７，１１）－８・（２，３，６）１３（４，５，１５）－（１，１４，９）１０（７，１１）－１２－８

２
４

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

勝馬の
紹 介

ハクシンヒロツグ �
�
父 サクラローレル �

�
母父 パレスミュージック デビュー ２００８．２．９ 東京３着

２００５．４．２２生 牡３栗 母 ダウンバースト 母母 マ リ ヒ サ ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボーダー号は，平成２０年４月２２日まで平地競走に出走できない。



０５０７５ ３月２２日 晴 重 （２０中山２）第７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

７１４ ソシアルグレイシー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：１２．１ ３．７�

６１１ ゲ ン ス イ 牡３栗 ５６ 内田 博幸中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５０８－ ８１：１２．３１ ５．５�
４７ ダイワシャトル 牡３青鹿５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム B４７８－１２１：１３．０４ ４０．０�
７１３ トライバルジャパン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 静内 佐竹 学 ４６０－ ２ 〃 クビ ２１．２�
５１０� サンターナズギフト 牡３黒鹿５６ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４４８－１４１：１３．１クビ ２．５�
１１ シャンドルール 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義的場 徹氏 田中 清隆 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６２－ ６１：１３．５２� ２０９．０�
１２ � シガースペシャル 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Liz Squyres &

Jerry Squyres ４９２－ ２１：１３．６� ８．３	
８１６ デュークレジェンド �３芦 ５６ 後藤 浩輝�富士開発 後藤 由之 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３８－ ８１：１３．７	 １０．０

４８ マイネルブリス 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 国中 一男 ４７８＋ ４１：１３．８� ９０．７�

６１２ スピリットアイズ 牝３芦 ５４
５１ ▲三浦 皇成 �社台レースホース池上 昌弘 新冠 追分ファーム ４１８－ ８ 〃 ハナ ９６．６

５９ イ イ ノ ソ レ �３鹿 ５６ 川田 将雅鈴木 照雄氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４７２± ０１：１４．２２� ５８．６�
３６ ベルモントプレミア 牡３黒鹿５６ 池田 鉄平 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ２６４．６�
８１５ アゲハチョウ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治ディアレスト 松山 将樹 門別 永村 侑 B４５４＋ ４１：１４．３クビ ８１．１�
２４ キクカズイショウ 牡３栗 ５６ 田中 勝春飯島 和吉氏 石毛 善彦 浦河 高松牧場 ４２２－ ６１：１４．４� ２３５．９�
３５ ディアオリバー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 ４４４± ０１：１４．７１	 ３０４．０�
２３ カネスアスラン 牡３黒鹿５６ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４５８－ ８１：１５．４４ ３１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２１７，３００円 複勝： ２９，８３６，５００円 枠連： ２４，９２９，４００円

普通馬連： ７３，７７１，３００円 馬単： ６８，７０５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１３２，０００円

３連複： ９６，７１２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３８，３０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � ５５０円 枠 連（６－７） １，３５０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� １，５８０円 �� ２，６００円

３ 連 複 ��� １４，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２１７３ 的中 � ４６３１１（２番人気）
複勝票数 計 ２９８３６５ 的中 � ５２９８４（２番人気）� ３７３５９（３番人気）� １１２３２（７番人気）
枠連票数 計 ２４９２９４ 的中 （６－７） １３６８４（６番人気）
普通馬連票数 計 ７３７７１３ 的中 �� ３３１０３（７番人気）
馬単票数 計 ６８７０５５ 的中 �� １６７４３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１３２０ 的中 �� １０２０５（６番人気）�� ３５４２（１５番人気）�� ２１０６（２２番人気）
３連複票数 計 ９６７１２４ 的中 ��� ５００５（３７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．１―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．２―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソシアルグレイシー �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．１２ 新潟８着

２００５．４．３生 牡３鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 カシノシンケン号・バシケーン号・ファジーネーブル号・リリークラウン号



０５０７６ ３月２２日 晴 稍重 （２０中山２）第７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）

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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２２ イツクシマヒリュウ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広植田 忠司氏 古賀 史生 新冠 松浦牧場 ５１８ ―１：５７．９ １０６．８�

４５ ホッカイドゥムカ 牝３栗 ５４ 村田 一誠�北海牧場 土田 稔 門別 北海牧場 ５０２ ―１：５８．１１� １０．８�
５７ トーセンサラトガ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５３２ ―１：５８．３１� ４．６�

４４ セトウチフレッシュ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一高橋 勉氏 堀 宣行 三石 仲野牧場 ４７４ ―１：５８．７２� ７．９�
（７７１０）

８１２ プティフール 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４５８ ―１：５８．９１� ８０．１�
６９ ロ ッ ク オ ン 牡３栗 ５６ 池田 鉄平�サンコウ牧場 柴崎 勇 静内 サンコウ牧場 ４７８ ―２：００．１７ １２２．６	
６８ ラストビーコン 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人内藤 好江氏 鈴木 勝美 浦河 村下農場 ４７０ ―２：００．４２ ２９１．６

７１１ ニュウモダン 牝３鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 小林 和義 ４６４ ―２：００．６１� ６０．１�
８１３ セイコーソニック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 柴田 政人 門別 天羽 禮治 ４６０ ―２：００．７� ３０．６�
７１０ インディゴライト 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４６２ ―２：００．９１� ４．７
１１ ロイヤルカリバーン 牡３栗 ５６ 北村 宏司中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４９４ ―２：０１．４３ １６．２�
３３ キッズクリッパー �３黒鹿５６ 後藤 浩輝瀬谷 �雄氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５３４ ―２：０３．６大差 ３．７�
５６ ライヴリーデイズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春有限会社シルク池上 昌弘 門別 ヤナガワ牧場 ４７６ ―２：０５．３大差 ５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，３８８，７００円 複勝： ２０，７９８，６００円 枠連： ２４，４３７，７００円

普通馬連： ５９，９５７，４００円 馬単： ５６，１１４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，００７，４００円

３連複： ７５，５３３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２７１，２３８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，６８０円 複 勝 � ２，１８０円 � ３１０円 � ２２０円 枠 連（２－４） １７，９３０円

普通馬連 �� ４７，４８０円 馬 単 �� ９５，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，６３０円 �� ６，４６０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６９，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３８８７ 的中 � １２８４（１１番人気）
複勝票数 計 ２０７９８６ 的中 � ２００６（１２番人気）� １８４０２（６番人気）� ３０２３１（３番人気）
枠連票数 計 ２４４３７７ 的中 （２－４） １００６（２４番人気）
普通馬連票数 計 ５９９５７４ 的中 �� ９３２（５５番人気）
馬単票数 計 ５６１１４３ 的中 �� ４３５（１１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７００７４ 的中 �� ４２４（５４番人気）�� ６３５（４５番人気）�� ４３３３（１４番人気）
３連複票数 計 ７５５３３９ 的中 ��� ８０１（１１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．０―１４．２―１３．１―１２．９―１３．０―１３．５―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．５―３７．５―５１．７―１：０４．８―１：１７．７―１：３０．７―１：４４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．２
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

イツクシマヒリュウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ピルサドスキー 初出走

２００５．３．１５生 牡３鹿 母 リッショウスキー 母母 シチーインフライト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライヴリーデイズ号は，平成２０年４月２２日まで平地競走に出走できない。



０５０７７ ３月２２日 晴 良 （２０中山２）第７日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・右・外）

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

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

２４ マイネベクルックス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４２８± ０１：３６．３ ６．２�

６１２ シャドークロス 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４７０ ― 〃 クビ ２２．５�
１２ スーパーウーマン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 ４４６－ ６１：３６．４クビ ２．３�
６１１ タイセイルンバ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 信成牧場 ４５０＋ ２１：３６．６１� ７．１�
３６ ラブエッセンス 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４５８－ ２１：３６．８１� １０．９�
７１３ スプリングルーシー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ １０．０	
４８ バンダムレクス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸山科 統氏 小林 常泰 浦河 バンダム牧場 B４３４－ ２１：３６．９クビ ４８．７

５１０ ロッキーローレル 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人保坂 義貞氏 菅原 泰夫 門別 千葉飯田牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ ５６．８�
４７ コスモエラプション 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 様似共栄牧場 ４２６＋１２１：３７．０� ４１．９�
２３ エプソムスティーヴ 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �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 ４８４＋ ４１：３７．４２� ４５．４
７１４ リ ビ ア ー モ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７６ ― 〃 アタマ １０．５�
３５ � シーキングオアシス 牝３栗 ５４ 四位 洋文吉田 和子氏 戸田 博文 米 Stonestreet

Mares LLC. ４６４ ―１：３７．５� ４０．５�
１１ オフリミッツ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �キャロットファーム 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４５８ ―１：３８．２４ ２１．１�
８１５ ホーリーカップ 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７４ ―１：３８．６２� １３６．６�
５９ ク ラ ト ス 	３栗 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８ ―１：３９．０２� ８１．２�
８１６ ネヴァザクイック 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４２０－ ４１：４２．２大差 ３３３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９４，２００円 複勝： ２９，０１０，０００円 枠連： ２６，０７１，９００円

普通馬連： ７１，３５０，８００円 馬単： ６４，１８９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８８８，６００円

３連複： ９５，４３７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３３０，５４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � ３９０円 � １４０円 枠 連（２－６） １，８９０円

普通馬連 �� ７，１５０円 馬 単 �� １１，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� ３３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１５９４２ 的中 � ２７５６７（２番人気）
複勝票数 計 ２９０１００ 的中 � ３９１６２（３番人気）� １３９１７（７番人気）� ７７８３３（１番人気）
枠連票数 計 ２６０７１９ 的中 （２－６） １０１９７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７１３５０８ 的中 �� ７３６７（２４番人気）
馬単票数 計 ６４１８９３ 的中 �� ４３１０（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８８８６ 的中 �� ２３８４（２６番人気）�� １９７０９（１番人気）�� ４４９４（１４番人気）
３連複票数 計 ９５４３７７ 的中 ��� １４７４０（１３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．９―１２．３―１２．０―１１．９―１１．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．０―４８．３―１：００．３―１：１２．２―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０

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

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

マイネベクルックス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．６．１７ 函館４着

２００５．３．２９生 牝３鹿 母 マイネミモーゼ 母母 マイネミレー ８戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネヴァザクイック号は，平成２０年５月２２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フェスティヴココ号
（非抽選馬） ２頭 サトノローズヒップ号・サマーレプタンサ号



０５０７８ ３月２２日 晴 稍重 （２０中山２）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

８１３ スカーレットライン 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：５４．３ １．６�

５６ グランシュヴァリエ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義谷 雄史氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７８－ ２１：５４．５１� ５．９�
６９ マイネルアベニール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８２± ０ 〃 アタマ ９．８�
２２ ゴールデンハッチ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９４－ ２ 〃 アタマ ３３．２�
５７ フサイチエゴイスト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人関口 房朗氏 岩戸 孝樹 門別 天羽牧場 ４８２－ ４１：５４．６クビ ３７．０�
１１ サトノハピネス 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 B５０８－ ２１：５４．８１� ３３．７�
４４ メイショウドレイク 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１０＋ ２１：５５．４３� １７．２	
７１０� イーグルウッド 牡３栗 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 水野 貴広 門別 豊洋牧場 ４９４＋ ２１：５６．３５ ８２．５

４５ � フジプライド 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�フジレーシング 松永 康利 門別 出口牧場 ５０８± ０１：５６．７２� ３５３．８�
８１２ ゴールドストレイン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ２１：５７．０１	 ６．６
３３ ハ エ ヌ キ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆田中 博康�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４８０－ ２１：５７．５３ ６５．２�
７１１ ヒーリングステージ 牡３黒鹿５６ 佐藤 聖也丸岡 啓一氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム B４７６－１２１：５７．７１� ８１．４�

（１２頭）
６８ ステイドリーム 牡３青 ５６ 吉田 豊�ターフ・スポート佐々木亜良 門別 ナカノファーム ５００－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，４１８，０００円 複勝： ２７，７６４，０００円 枠連： ２８，２０８，７００円

普通馬連： ６５，６３２，９００円 馬単： ６７，７９５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７９４，５００円

３連複： ７３，３０９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３０６，９２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（５－８） ３５０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３６０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２４４１８０（返還計 １４０３０） 的中 � １２５７１１（１番人気）
複勝票数 差引計 ２７７６４０（返還計 ２４６２７） 的中 � １００３８１（１番人気）� ５６６０２（２番人気）� ２９９８８（４番人気）
枠連票数 差引計 ２８２０８７（返還計 ３３７１） 的中 （５－８） ５９８２３（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ６５６３２９（返還計１５４５８９） 的中 �� １２５０９１（１番人気）
馬単票数 差引計 ６７７９５０（返還計１５０４７２） 的中 �� ８９１３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９７９４５（返還計 ４７６２４） 的中 �� ２９５４８（１番人気）�� １３１３３（４番人気）�� ７４５９（７番人気）
３連複票数 差引計 ７３３０９７（返還計３２２５４０） 的中 ��� ５８０３５（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．４―１２．８―１２．６―１２．８―１２．８―１３．２―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．４―４９．２―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．４―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スカーレットライン �
�
父 バトルライン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．１１．４ 東京４着

２００５．５．４生 牡３栗 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー ４戦２勝 賞金 １３，８５０，０００円
〔競走除外〕 ステイドリーム号は，発走地点で疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻４分遅延。



０５０７９ ３月２２日 晴 稍重 （２０中山２）第７日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

６１２ ダイワディライト 牡４栗 ５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５００＋ ６１：１０．８ ３．８�

７１３ ドリームタイガー 牡５芦 ５７ 鷹野 宏史ドリームターフ組合 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 B４９４－ ４１：１２．１８ １８．２�
８１５ セイヴィングス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘松平 恭司氏 武市 康男 門別 松平牧場 ４７６－ ８１：１２．２� １０．１�
３６ ヤエノアカハチ 牡４栗 ５７

５６ ☆田中 博康�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５８± ０１：１２．３クビ ４．８�
４７ ヤマニンプロローグ 牝４栗 ５５ 川田 将雅土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B４９６± ０１：１２．４� ２２．１�
２３ � カマーバンド 牝５芦 ５５ 田中 勝春水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４８２＋ ２１：１２．７１� １２．９�
７１４ ダイワウイザード 牡４黒鹿５７ 松岡 正海大城 敬三氏 池上 昌弘 浦河 向別牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ ４．８	
１１ ストロングラムダ 牡５栗 ５７ 北村 宏司村木 篤氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 B５０２－ ６ 〃 アタマ ７．７

３５ ジパングエンジェル 牝７鹿 ５５ 田面木博公吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６４＋ ４１：１３．１２� ２１４．１�
５１０ リングオブケリー 牝４栗 ５５ 村田 一誠グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 室田 千秋 ４７０－１２１：１３．３１� １６．４�
２４ スターラビット 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４９８± ０ 〃 ハナ ２１１．２
１２ インサイダー 牡５栗 ５７ 内田 博幸堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ５０８＋ ６ 〃 アタマ ２６．９�
６１１ タツエンペラー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 石毛 善彦 新冠 パカパカ

ファーム ５１２－１０１：１３．９３� ２２．２�
５９ � アルファチャングミ 牝５黒鹿５５ 小野 次郎�貴悦 沢 峰次 新冠 秋田牧場 ４９６－ ４ 〃 クビ ８７．８�
８１６� カヤドーブラン 牝４鹿 ５５ 木幡 初広黒澤 尚氏 松永 康利 三石 下屋敷牧場 ４４０－ ２１：１４．０クビ １３１．８�
４８ � カリキュレイター 牝４栗 ５５ 吉永 護柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４３８－２４１：１４．６３� ３８２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８８１，４００円 複勝： ２８，３７０，７００円 枠連： ２４，２６２，１００円

普通馬連： ９１，３１７，２００円 馬単： ７０，７４４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５４６，８００円

３連複： １０６，２４５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６６，３６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � ２３０円 � ５４０円 � ３２０円 枠 連（６－７） ６８０円

普通馬連 �� ６，０００円 馬 単 �� ９，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０１０円 �� ９３０円 �� ２，４３０円

３ 連 複 ��� １４，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８８１４ 的中 � ４１３０９（１番人気）
複勝票数 計 ２８３７０７ 的中 � ３６６１４（４番人気）� １２１７０（１０番人気）� ２３７５０（６番人気）
枠連票数 計 ２４２６２１ 的中 （６－７） ２６５０１（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１３１７２ 的中 �� １１２３８（２８番人気）
馬単票数 計 ７０７４４４ 的中 �� ５６２０（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５４６８ 的中 �� ３０８６（２８番人気）�� ７０２１（９番人気）�� ２５３９（３９番人気）
３連複票数 計１０６２４５２ 的中 ��� ５３１３（５７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．５―１２．１―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．５―４６．６―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワディライト �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００６．１１．２５ 東京２着

２００４．４．１１生 牡４栗 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン ３戦２勝 賞金 １５，２００，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 ガッサンルーブル号・ダイシンツウィギー号・ライフプラン号・ロイヤルクリーク号



０５０８０ ３月２２日 晴 稍重 （２０中山２）第７日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１５ ゲンパチタキオン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５３４－ ６１：５２．７ ２．４�

３５ マンオンミッション 牡４栗 ５７ 柴田 善臣�RRA 高橋 祥泰 浦河 吉田 隆 ４８２＋ ２１：５３．１２� １０．２�
２３ エバンジェリスト �５鹿 ５７ 横山 典弘吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：５４．１６ ８．５�
５９ クラッカージャック 牡４鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９０± ０１：５４．２	 ２１．２�
２４ ノーキュアノーペイ 牡４青 ５７ 川田 将雅�アカデミー 松山 将樹 新冠 清水 克則 ５５６＋ ４１：５４．７３ １６．６�
５１０ メジロアルタイス 牡４芦 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１０－ ６ 〃 アタマ １９．８	
１１ 
 ドノバンシチー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John

O’Meara ５００－ ２１：５４．８クビ ３．５

７１３ グラマトフィラム 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４５０－１０１：５４．９	 ２２．２�
６１２ テスタロッサ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸桐谷 茂氏 小林 常泰 三石 上村 清志 ４７６＋ ４１：５６．２８ １８．３�
８１６ ハタノスティング 牡５青鹿５７ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム B４９４－ ２ 〃 アタマ ７９．３
４８ フジファレノプシス 牝５鹿 ５５ 北村 宏司藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５２－１０１：５６．３� １８４．５�
３６ リカオーナイン 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４４８－ ４１：５６．５１ １６７．５�
６１１� サクラヴェローチェ �４鹿 ５７ 鷹野 宏史�さくらコマース小笠 倫弘 静内 新和牧場 B４３０± ０１：５６．６� ２０３．８�
４７ � ハシルペンチャン 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆田中 博康齋藤 宏明氏 小林 常泰 平取 池田牧場 ４３８－１２１：５７．０２� ２０５．６�
７１４ ラッシュモア 牡４鹿 ５７ 四位 洋文齊藤四方司氏 浅野洋一郎 静内 千代田牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ３０．６�
１２ � ビューティブロンド 牝４栗 ５５

５２ ▲三浦 皇成飯田 正剛氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４１８－１１１：５７．８５ １３０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４１２，４００円 複勝： ３７，４２４，６００円 枠連： ３２，５７８，５００円

普通馬連： １２２，２５４，６００円 馬単： ９９，１７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，４４５，４００円

３連複： １５６，１４５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５０４，４３７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � ２８０円 枠 連（３－８） １，７７０円

普通馬連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ５３０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４４１２４ 的中 � ８２１６８（１番人気）
複勝票数 計 ３７４２４６ 的中 � １０３４４０（１番人気）� ２６９３０（４番人気）� ２９６７２（３番人気）
枠連票数 計 ３２５７８５ 的中 （３－８） １３６０１（７番人気）
普通馬連票数 計１２２２５４６ 的中 �� ５３０６６（４番人気）
馬単票数 計 ９９１７７２ 的中 �� ３００１６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２４４５４ 的中 �� １２５４９（４番人気）�� １５６７２（２番人気）�� ５９９３（１７番人気）
３連複票数 計１５６１４５１ 的中 ��� ２７２６８（１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．５―１３．２―１２．９―１２．５―１２．２―１２．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．６―４９．８―１：０２．７―１：１５．２―１：２７．４―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチタキオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．８．２０ 新潟１７着

２００４．２．２７生 牡４鹿 母 ブライアンマリア 母母 ホッポウマリア ８戦２勝 賞金 １６，８９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビューティブロンド号は，平成２０年４月２２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 タケデンタンゴ号
（非抽選馬） １頭 シルクフラッグ号



０５０８１ ３月２２日 晴 良 （２０中山２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

た て や ま

館 山 特 別
発走１４時３０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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

６８ ワイルドコンコルド 牡４青 ５７ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５３２＋１０２：０２．６ ５．３�

３３ マイネルファヴール 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ２ 〃 ハナ ４．３�

８１２ スーパーキャノン 牡５鹿 ５７ 田面木博公星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４８０± ０ 〃 クビ １６．１�
７１１ コスモオースティン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ３．６�
４４ ナンヨーイースト 牡４青鹿５７ 吉田 隼人中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ４６２－ ４２：０２．８１ ２０．０�
１１ � セプターレイン 牡６鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５８－ ８ 〃 ハナ １５．９	
８１３� アイリッシュホーク 牡７青鹿５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 松山 康久 門別 新井 昭二 ５０４＋ ２ 〃 クビ １２．２

６９ ユウタージャック 牡６鹿 ５７ 武士沢友治上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７２－ ６２：０２．９クビ １３．０�
５６ シルクチャンピオン 牡８鹿 ５７ 内田 博幸有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 B４８０－ ８２：０３．０� ４５．６�
５７ コウヨウアイリーン 牝４黒鹿５５ 小野 次郎寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４８０－ ８ 〃 クビ ５３．２
２２ フェスティヴナイト 牡６鹿 ５７ 村田 一誠臼井義太郎氏 斎藤 宏 静内 伊藤 昭次 ４６２＋ ２２：０３．１	 ２１．２�
７１０ ユキノハリケーン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ １３．５�
４５ ニシノフリーダム 牡５栗 ５７ 田中 勝春西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５３２－ ２２：０３．３１
 １５．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，３２９，１００円 複勝： ４４，１９４，４００円 枠連： ３６，７８５，６００円

普通馬連： １４６，７８６，７００円 馬単： ９７，８６０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１８４，９００円

３連複： １４２，４９８，６００円 ３連単： ３３２，５３８，７００円 計： ８６８，１７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ３００円 � １７０円 � ４３０円 枠 連（３－６） ６７０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ３，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３，１１０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� １６，７７０円 ３ 連 単 ��� ８０，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２９３２９１ 的中 � ４３７２６（３番人気）
複勝票数 計 ４４１９４４ 的中 � ３５４９５（３番人気）� ９０９１８（２番人気）� ２２４１９（８番人気）
枠連票数 計 ３６７８５６ 的中 （３－６） ４０７１９（３番人気）
普通馬連票数 計１４６７８６７ 的中 �� ６０５９６（５番人気）
馬単票数 計 ９７８６０８ 的中 �� １８３２５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１８４９ 的中 �� １３７６３（５番人気）�� ２９２４（４３番人気）�� ５１２７（２２番人気）
３連複票数 計１４２４９８６ 的中 ��� ６２７３（５９番人気）
３連単票数 計３３２５３８７ 的中 ��� ３０５８（２７１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．４―１３．３―１２．５―１２．５―１２．１―１１．５―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．３―３６．７―５０．０―１：０２．５―１：１５．０―１：２７．１―１：３８．６―１：５０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドコンコルド �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．７．２３ 函館７着

２００４．４．１９生 牡４青 母 メロディペリオット 母母 メロデイスキー １０戦３勝 賞金 ３５，２２９，０００円



０５０８２ ３月２２日 晴 良 （２０中山２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�アクアマリンステークス

発走１５時０５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．３．１７以降２０．３．１６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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

１２ グレイトフルタイム 牡４鹿 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５３０－ ４１：３４．３ １５．３�

２３ トーセンクラウン 牡４鹿 ５５ 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ４．１�
６１１ トップオブツヨシ 牡５鹿 ５６ 四位 洋文横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４６４－１０１：３４．４� ６．３�
１１ ア ク レ イ ム 牡６鹿 ５５ 柴山 雄一臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２１：３４．５クビ ３０．５�
６１２ カイシュウタキオン 牡５栗 ５８ 田中 勝春飯村 孝男氏 田中 清隆 静内 矢野牧場 ５００－ ４１：３４．６� ４．７�
３５ ヒシハイグレード 牡５栗 ５６ 小林 淳一阿部雅一郎氏 手塚 貴久 門別 シンコーファーム ５３４－１０１：３４．７� ４３．１	
４７ � ゼットフラッシュ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５１０＋ ２ 〃 クビ ６．８

５１０ ナイスハンド 牡８鹿 ５４ 勝浦 正樹加藤 徹氏 松永 康利 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４８０－ ２１：３４．９１� ５６．６�
４８ ケ イ ア ー ス 牡４鹿 ５５ 横山 典弘�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２ 〃 アタマ ９．１
８１５ トウキュウトップ 牡６鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８４－ ４１：３５．０クビ １９．４�
８１６	 ダイイチミラクル 
８芦 ５３ 吉田 豊�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８４＋ ６１：３５．１� ４０．８�
２４ ラインドライブ 
５鹿 ５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４７８－１０１：３５．２� １３．９�
７１３ ゴージャスディナー 牡７鹿 ５２ 武士沢友治臼田 浩義氏 清水 利章 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：３５．３クビ ８９．２�
３６ ハネダテンシ 牝５鹿 ５４ 田中 博康鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４８４－ ４１：３５．５１� ２０．４�
７１４ ス パ イ ン 牡６鹿 ５５ 江田 照男西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６８－１０１：３５．８１� ３１．６�
５９ � サーキットレディ 牝４鹿 ５２ 木幡 初広飯田 政子氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida ４９６＋ ４１：３７．５大差 １０７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，０８７，３００円 複勝： ５９，５４２，７００円 枠連： ５２，６５１，８００円

普通馬連： ２１７，００２，１００円 馬単： １３１，８６３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，４２１，４００円

３連複： ２０６，８４７，９００円 ３連単： ４５８，４２５，７００円 計： １，２１０，８４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ４２０円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（１－２） １，５６０円

普通馬連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ７，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ２，０５０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ８，７５０円 ３ 連 単 ��� ６３，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３３０８７３ 的中 � １７０４２（７番人気）
複勝票数 計 ５９５４２７ 的中 � ３１４８３（６番人気）� １０６９７８（１番人気）� ６５７４７（４番人気）
枠連票数 計 ５２６５１８ 的中 （１－２） ２４９９６（５番人気）
普通馬連票数 計２１７００２１ 的中 �� ５１９６６（１１番人気）
馬単票数 計１３１８６３１ 的中 �� １２８０７（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１４２１４ 的中 �� １０８８９（１１番人気）�� ５９８５（２７番人気）�� １６７８０（６番人気）
３連複票数 計２０６８４７９ 的中 ��� １７４５６（２０番人気）
３連単票数 計４５８４２５７ 的中 ��� ５３２７（１７６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．１―１１．６―１１．９―１１．８―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．７―３４．８―４６．４―５８．３―１：１０．１―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０

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

勝馬の
紹 介

グレイトフルタイム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００６．１１．２６ 東京７着

２００４．１．１７生 牡４鹿 母 グレイトフルデイ 母母 Czar Dancer １２戦４勝 賞金 ５１，６２７，０００円
〔制裁〕 ラインドライブ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで外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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 キタノリューオー号・スズカコーズウェイ号・マイネルクラッチ号・モエレフィールド号・モリノミヤコ号・

ラブアクチュアリー号



０５０８３ ３月２２日 晴 良 （２０中山２）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�第２２回フラワーカップ（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４０分 （芝・右）
牝，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

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００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 ブラックエンブレム 牝３黒鹿５４ 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４５２－ ４１：４９．５ ２．０�

４８ レッドアゲート 牝３黒鹿５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４２８＋ ４ 〃 アタマ ２９．５�
５１０ シングライクバード 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：４９．９２� ４．９�
６１２ マイネウインク 牝３栗 ５４ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム ４３２－ ４ 〃 アタマ ３２．９�
７１４ ムードインディゴ 牝３栗 ５４ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０－１０１：５０．１１ ４６．９�

５９ カレイジャスミン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ２１．２	
３６ プティマカロン 牝３青鹿５４ 横山 典弘伊達 大雄氏 小島 貞博 新冠 競優牧場 ４２６－１６ 〃 ハナ ６８．９

７１３ ハイエストホワイト 牝３芦 ５４ 四位 洋文吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９２－１２ 〃 クビ ７．２�
３５ ビービーモデナ 牝３芦 ５４ 村田 一誠�坂東牧場 土田 稔 門別 鹿戸 美明 ４６２＋ ６ 〃 ハナ ５２．９�
４７ アロマキャンドル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：５０．２クビ １０．６
１２ マロンティアラ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治栗崎 清治氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 ４５８－ ６１：５０．４１� ４０５．８�
２３ ラヴドシャンクシー 牝３栗 ５４ 鷹野 宏史 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ １５４．３�
８１５ スペルバインド 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４７０－１０１：５０．８２� １４．７�
８１６ スペシャルディナー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 赤田牧場 ４３４－ ６１：５１．２２� ２７．４�
２４ マイネフルーレ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４３６－ ４ 〃 クビ ８１．８�
６１１ デ ル マ ベ ガ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４６０＋１０１：５２．０５ ８８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０２，８１６，１００円 複勝： １２４，５１５，６００円 枠連： １０５，８１４，２００円

普通馬連： ５５１，３１８，８００円 馬単： ３４７，６８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２６，９２５，９００円

３連複： ５５１，７２５，７００円 ３連単： １，２６１，７７３，３００円 計： ３，１７２，５７８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ４６０円 � １６０円 枠 連（１－４） ８７０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ２５０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ３，６６０円 ３ 連 単 ��� １８，６８０円

票 数

単勝票数 計１０２８１６１ 的中 � ４２３８７０（１番人気）
複勝票数 計１２４５１５６ 的中 � ３６０６３９（１番人気）� ４５９８２（９番人気）� ２１８０２０（２番人気）
枠連票数 計１０５８１４２ 的中 （１－４） ９０２６９（３番人気）
普通馬連票数 計５５１３１８８ 的中 �� １４４１２６（１２番人気）
馬単票数 計３４７６８８８ 的中 �� ７１６０６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２６９２５９ 的中 �� ２９４５１（１１番人気）�� １５３９５７（１番人気）�� １８０８７（１９番人気）
３連複票数 計５５１７２５７ 的中 ��� １１１３１９（８番人気）
３連単票数 計１２６１７７３３ 的中 ��� ４９８６０（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．８―３７．８―４９．７―１：０１．４―１：１３．４―１：２５．４―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．１
１
３

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

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

ブラックエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．８．１２ 札幌８着

２００５．１．２２生 牝３黒鹿 母 ヴァンドノワール 母母 プリンセスデリーデ ５戦３勝 賞金 ５６，５２１，０００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 オールフォーミー号・トシザコジーン号・ハイカックウ号



０５０８４ ３月２２日 晴 稍重 （２０中山２）第７日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５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

６１１� ナムラクック 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４９２＋ ２１：５３．７ ３９．２�

８１５ マルブツクロス 牡５芦 ５７ 川田 将雅大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３４± ０ 〃 ハナ ４．４�
２３ アルカライズ 牡５青鹿５７ 吉田 隼人 �社台レースホース奥平 雅士 白老 白老ファーム ５０２＋ ４１：５４．２３ ２７．４�
６１２ ヘイアンルモンド 牡５鹿 ５７ 横山 典弘荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１４－ ６ 〃 クビ ３．１�
１２ ウインクルセイド 牡６鹿 ５７ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４８０－ ４１：５４．３クビ １４．７�
５９ 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 ４６８－１０１：５４．６１� １１．６	
３５ ブルーポラリス 牝５黒鹿５５ 吉田 豊 �ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４６６± ０１：５４．７� １３６．９

４７ ホットストック 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム B４６６－ ４１：５４．８� ２６．９�
１１ エーピーレジェンド 牡５栗 ５７

５４ ▲三浦 皇成一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 門別 山際 辰夫 ４５８－１０１：５５．０１� ６０．２�
３６ サクラマジェスティ 牡５栗 ５７ 蛯名 正義�さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４７４－１０ 〃 ハナ ６．２
２４ パンプアップ 牡４栗 ５７ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 B４６８－ ２ 〃 ハナ １４．２�
４８ 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 ４６２－ ６１：５５．１クビ １０．１�
８１６ ピサノシェンロン 牡４栗 ５７ 内田 博幸市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B４９８－ ８１：５５．２� １３．４�
７１３ ドミンゴシチー 牡４芦 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 静内 光丘牧場 B５００－１０１：５５．６２� ８６．０�
５１０ カネサマンゲツ 牡６鹿 ５７ 小林 淳一笠原 幸六氏 久保田貴士 浦河 桑田フアーム ４８２＋１８１：５５．９２ ９２．７�
７１４ キョウエイシンファ 牝６黒鹿５５ 岩部 純二インターナシヨナル

ホース� 的場 均 門別 インターナシヨナル牧場 B４５０－１２１：５８．３大差 ２９２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，９０３，０００円 複勝： ５８，３２３，８００円 枠連： ４７，５９６，８００円

普通馬連： １９２，６８９，０００円 馬単： １２４，１０５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，１１４，４００円

３連複： １９０，０２９，８００円 ３連単： ４３４，２２８，８００円 計： １，１３５，９９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９２０円 複 勝 � ７５０円 � ２００円 � ９００円 枠 連（６－８） ４２０円

普通馬連 �� ８，１６０円 馬 単 �� ２２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� ７，５９０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ４８，６７０円 ３ 連 単 ��� ３６０，４８０円

票 数

単勝票数 計 ３７９０３０ 的中 � ７６２８（１１番人気）
複勝票数 計 ５８３２３８ 的中 � １７９２８（１０番人気）� １０１５６８（２番人気）� １４７１２（１１番人気）
枠連票数 計 ４７５９６８ 的中 （６－８） ８４２４１（１番人気）
普通馬連票数 計１９２６８９０ 的中 �� １７４４４（２８番人気）
馬単票数 計１２４１０５３ 的中 �� ４１３４（６８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１１１４４ 的中 �� ５０６２（２８番人気）�� １６３６（６４番人気）�� ５１５８（２６番人気）
３連複票数 計１９００２９８ 的中 ��� ２８８２（１３３番人気）
３連単票数 計４３４２２８８ 的中 ��� ８８９（８５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．５―４９．６―１：０２．１―１：１４．６―１：２７．０―１：３９．８

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

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

勝馬の
紹 介

�ナムラクック �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 カコイーシーズ

２００３．４．２２生 牡５黒鹿 母 クインオブウインク 母母 シ バ ス キ ー １５戦１勝 賞金 ２４，８３０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：３戦１勝］

※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。
（非当選馬） ５頭 コマンドールクロス号・スプリングザスパ号・パレスドン号・ホーネットアーミー号・レイジングザバー号



（２０中山２）第７日 ３月２２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８０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

２４８，０４０，０００円
４，２６０，０００円
１１，５００，０００円
１，９３０，０００円
２７，２６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，６９９，０００円
４，９５２，０００円
１，８１８，０００円

勝馬投票券売得金
３７７，２７９，２００円
５４４，８６９，４００円
４４３，２１２，２００円
１，７２１，９２０，６００円
１，２７６，７０６，１００円
４５４，７３６，９００円
１，８８７，４３１，２００円
２，４８６，９６６，５００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 ９，１９３，１２２，１００円

総入場人員 ２３，００１名 （有料入場人員 ２１，４９９名）




