
０８００１ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第１競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

１１ ケージーハッピー 牝３青鹿５４ 松岡 正海川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ４９０＋ ８１：５７．４ ７．８�

６６ ティーマックス 牝３栃栗５４ 吉田 隼人 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４６６＋１０１：５７．５� ４．９�
５５ エレガントフラッグ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：５７．９２� ４２．２�
４４ ツクバプリティ 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康荻原 昭二氏 高橋 祥泰 門別 ヤナガワ牧場 ４２０－１２ 〃 クビ ７６．６�
８１０ ヴィクトリアルイゼ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘加藤 信之氏 水野 貴広 新冠 富本 茂喜 ４８０＋ ６１：５８．０クビ ３．１�
８１１ 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 ４７２＋ ６ 〃 ハナ １２．７	
６７ エゾスズラン 牝３栗 ５４ 大庭 和弥蛭川 年明氏 高橋 義博 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４０６－１６１：５８．３１� １０１．７

２２ 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 ４４４－ ４１：５８．５１� ２２．１�
３３ 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 ４５８＋ ２１：５８．７１� ４．２�
７８ ショウナンハゴロモ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�湘南 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４５６＋ ２１：５９．０１� ６．７
７９ クリスビスティー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ５０８ ―１：５９．７４ ２６．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，７４３，１００円 複勝： ２７，５４２，８００円 枠連： １７，３９９，２００円

普通馬連： ７１，０８９，８００円 馬単： ６２，７２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０５７，９００円

３連複： ９１，２６６，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３０７，８２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２７０円 � ２４０円 � １，１２０円 枠 連（１－６） ２，５５０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ３，２００円 �� ３，５５０円

３ 連 複 ��� ２４，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７４３１ 的中 � １８０７７（５番人気）
複勝票数 計 ２７５４２８ 的中 � ２９３９５（５番人気）� ３５２８１（４番人気）� ５３１５（９番人気）
枠連票数 計 １７３９９２ 的中 （１－６） ５０５０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７１０８９８ 的中 �� ２４２２３（１０番人気）
馬単票数 計 ６２７２７８ 的中 �� ９６５６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００５７９ 的中 �� ４８３４（１４番人気）�� １５２１（２９番人気）�� １３６６（３１番人気）
３連複票数 計 ９１２６６７ 的中 ��� ２７３７（５９番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．０―１３．３―１３．６―１３．１―１２．８―１２．９―１３．２―１４．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．５―３７．８―５１．４―１：０４．５―１：１７．３―１：３０．２―１：４３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケージーハッピー �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．１．２６ 中山５着

２００５．３．１９生 牝３青鹿 母 ナポレオンオオミネ 母母 アクチンアグリー ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円



０８００２ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第２競走 ��１，２００�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

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６１２ ケイジージュニアー 牡３青鹿５６ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 ４７６－ ６１：１２．８ ３．３�

２３ アイラシンガー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一田中 昇氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４６８－ ８１：１２．９� ４．６�
８１６ ジートップキセキ 牡３栗 ５６ 村田 一誠�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ４８８－１２ 〃 クビ ２．５�
５９ ナスノマツカゼ 牡３栗 ５６ 田中 勝春�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４５８＋ ２１：１３．８５ ８．７�
７１３ ローレルスクデット 牡３鹿 ５６ 坂井 英光 �ローレルレーシング 松山 将樹 青森 ワールドファーム ４３２ ―１：１４．１１� ４９．８�

（大井）

３６ カシマジュリアン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲千葉 直人松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ３９６－ ６１：１４．３１ ２４５．３	

５１０ ストロングマリオン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４５４± ０１：１４．４� １９．４

１１ イナズマスクワート 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹小泉 賢悟氏 �田 研二 新冠 小泉牧場 ４３２ ―１：１４．９３ ６４．４�
６１１ オンワードヴィオラ 牝３栗 ５４ 松岡 正海樫山 章子氏 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４５０ ―１：１５．０� ４０．７
８１５ ヒカルカグヤヒメ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝高橋 光氏 西塚 安夫 登別 青藍牧場 ４８２ ― 〃 ハナ １８．５�
４７ カーラプリマ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人 �キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４９８ ―１：１５．５３ １１２．７�
７１４ バックドロップ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 オートファー

ム �渡 ４３４＋ ２ 〃 アタマ ２１６．７�
１２ キョウエイドルチェ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 静内 桜井牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ２３３．６�
３５ トウカイスパーク 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４３４ ―１：１５．６クビ １１１．９�
２４ グランドギフト 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康�グランド牧場 清水 英克 三石 谷山 和喜 ４１４－ ４１：１５．９２ ２０４．４�
４８ シタマチダンディ 牡３青鹿５６ 江田 照男山田 春枝氏 佐々木亜良 新冠 対馬 正 ４５６－ ４１：１８．６大差 ２８６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６４２，４００円 複勝： ２３，５４０，０００円 枠連： ２０，３１７，５００円

普通馬連： ６４，８２９，５００円 馬単： ６４，３０８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５６７，４００円

３連複： ８９，２８６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３００，４９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（２－６） ８１０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６４２４ 的中 � ４５６３０（２番人気）
複勝票数 計 ２３５４００ 的中 � ４９９８５（２番人気）� ２８３１２（３番人気）� ９２２８２（１番人気）
枠連票数 計 ２０３１７５ 的中 （２－６） １８７２２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６４８２９５ 的中 �� ６１５７０（３番人気）
馬単票数 計 ６４３０８５ 的中 �� ２７０１４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５６７４ 的中 �� １５３３９（３番人気）�� ４３５５１（１番人気）�� １９８６３（２番人気）
３連複票数 計 ８９２８６０ 的中 ��� １２８２４９（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．３―１２．７―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．２―３４．５―４７．２―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイジージュニアー �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ホスピタリテイ デビュー ２００７．１１．１０ 東京１２着

２００５．４．１５生 牡３青鹿 母 シノコンコルド 母母 コーワサクシード ５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シタマチダンディ号は，平成２０年４月２９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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アメリカンヒロイン号・ハリケーンラグーン号・ヒラボクスマイル号
（非抽選馬） １頭 ジョッキーポルカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８００３ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１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

７１４ ケイアイコンセプト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 小西 一男 新冠 新冠橋本牧場 ５３６＋１４１：５６．６ ７．１�

５１０ ディーエスプリーム 牡３栗 ５６ 田中 勝春秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４８８－ ６１：５７．３４ ３２．６�
２４ レオフロンティア 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 B４７２－ ４１：５８．７９ １．８�
１１ ウイントリビュート 牡３黒鹿５６ 坂井 英光�ウイン 戸田 博文 新冠 村上 欽哉 B４５２－ ８１：５８．８� ４８．４�

（大井）

４７ テイエムヤンキー 牡３栗 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 門別 松平牧場 ４４２－ ６１：５９．７５ １４４．３�
７１３ マルターズアディラ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠藤田与志男氏 武市 康男 浦河 荻伏服部牧場 ４４０－ ２ 〃 ハナ ２２７．５�
４８ バ ー ニ ン グ 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 中本牧場 ４９０ ―２：００．０１� １５７．４	
８１６� ウルトラペガサス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 奥平 雅士 米 Shadai Farm ４４０－ ４２：００．３１� ５４．４

８１５ シ ラ ユ キ 牡３芦 ５６ 吉田 豊西垣 �三氏 矢野 照正 浦河 小島牧場 ４６４＋ ４２：００．７２� １１２．９�
１２ ヤマテウォルデン 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆田中 博康崔 日坤氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４８４－ ６２：００．８クビ ３０．５�
６１２ シンボリザックス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人シンボリ牧場 岩戸 孝樹 門別 シンボリ牧場 ５０８± ０２：００．９� １８．５
２３ ヒシビギニン 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司阿部雅一郎氏 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５００＋ ４２：０１．０� ５９．９�
３６ ヤワタサンデー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹平岩 健一氏 菊川 正達 門別 木村牧場 ４９０－ ６２：０１．３１� １１．５�
３５ オウシュウブーン 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史西村 專次氏 清水 英克 千葉 山田 博司 ４４２ ― （競走中止） ７１．２�
５９ モンテフェニックス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘毛利 喜昭氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ２ （競走中止） ４．５�
６１１ アプリヴォアゼ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司木下 博氏 古賀 慎明 浦河 近藤牧場 ４４８ ― （競走中止） ２３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２３２，１００円 複勝： ２６，４６６，４００円 枠連： ２１，０８８，２００円

普通馬連： ６７，０１４，８００円 馬単： ６８，０２８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３７７，６００円

３連複： ８９，７９５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，００３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２６０円 � ４８０円 � １１０円 枠 連（５－７） １，３５０円

普通馬連 �� １４，７５０円 馬 単 �� ２７，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３３０円 �� ３９０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ６，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２３２１ 的中 � ２２５５８（３番人気）
複勝票数 計 ２６４６６４ 的中 � １９４６７（４番人気）� ８７９６（８番人気）� １１２４４３（１番人気）
枠連票数 計 ２１０８８２ 的中 （５－７） １１５９８（５番人気）
普通馬連票数 計 ６７０１４８ 的中 �� ３３５５（３１番人気）
馬単票数 計 ６８０２８５ 的中 �� １８２１（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３７７６ 的中 �� １３８３（３１番人気）�� １４２５６（３番人気）�� ５５７９（９番人気）
３連複票数 計 ８９７９５４ 的中 ��� １０２４９（１８番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１３．２―１３．９―１３．４―１２．３―１２．８―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３８．２―５２．１―１：０５．５―１：１７．８―１：３０．６―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．１―３F３８．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイコンセプト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．１２．２３ 中京７着

２００５．２．１８生 牡３鹿 母 ジョディーディア 母母 Graceful Jody ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 アプリヴォアゼ号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

モンテフェニックス号は，最後の直線コースで，疾病を発症した「アプリヴォアゼ」号に触れてつまずき，騎手が落馬した
ため競走中止。
オウシュウブーン号は，最後の直線コースで，競走を中止した「モンテフェニックス」号の影響で，騎手が落馬したため競
走中止。

〔制裁〕 バーニング号の騎手千葉直人は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００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） １頭 バイロンシチー号
（非抽選馬） ２頭 カネスアスラン号・コスモフェデラー号
※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。



０８００４ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１２ 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 ４７８－ ２１：１２．９ ３．５�

７１３ アクセプトアゲン 牡３鹿 ５６ 坂井 英光浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 ４９８＋ ４１：１３．２２ １．６�
（大井）

２４ ベートーヴェン 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司重松 國建氏 蛯名 信広 浦河 冨岡牧場 ４８６± ０１：１３．８３� ３５．５�
６１２ ダイメイバード 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮本 孝一氏 中野渡清一 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８２＋ ２１：１４．０１� ３０．６�
５９ ベルモントバースト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４６０－１０１：１４．７４ １５．９�
４８ リリークラウン 牝３芦 ５４ 松岡 正海飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４９８－ ６１：１４．９１ ５４．４	
５１０ 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

４８６－ ４１：１５．０� ９６．６

２３ フジスイート 牝３鹿 ５４ 木幡 初広藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４１２－２８ 〃 ハナ １５１．０�
６１１ シベリアンマグピー 牝３芦 ５４ 吉田 隼人藤田与志男氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４３４＋ ４１：１５．２１ ９１．９�
４７ オ リ ン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹山本 精一氏 成島 英春 鵡川 桑原牧場 ４４２－ ６１：１５．７３ ４１．６
７１４ ホーリーランス 牡３青鹿５６ 大庭 和弥平本 敏夫氏 松永 康利 三石 大塚牧場 ４８０ ― 〃 クビ １２１．５�
３６ チャームハーモニー 牝３青鹿 ５４

５３ ☆田中 博康タマモ� 手塚 貴久 静内 曾我 博 ４３０ ―１：１６．０１� １８．１�
８１６ メイクサーチ 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４１４－ ２１：１６．１� ３４０．３�
８１５ スズミネルヴァ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４２２－１２１：１６．２� ６８．８�
３５ モルフェリメンバー 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４５６± ０１：１６．９４ ２１８．３�
１１ キセキドパシコム 牡３黒鹿５６ 小林 淳一酒井 芳秀氏 清水 美波 三石 パシフイツク

牧場 ４６２ ―１：１９．３大差 １４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６９４，２００円 複勝： ２８，５４８，６００円 枠連： ２２，７４１，０００円

普通馬連： ７１，０３８，６００円 馬単： ７５，４２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８７５，８００円

３連複： ９０，７４２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，０６９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ３８０円 枠 連（１－７） ２００円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ７９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６９４２ 的中 � ４２７３１（２番人気）
複勝票数 計 ２８５４８６ 的中 � ４４６０７（２番人気）� １５８８６３（１番人気）� ７６６４（８番人気）
枠連票数 計 ２２７４１０ 的中 （１－７） ８４１１５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１０３８６ 的中 �� ２０２６９４（１番人気）
馬単票数 計 ７５４２８７ 的中 �� ８７２８５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８７５８ 的中 �� ４３８２３（１番人気）�� ５２２４（１１番人気）�� ８１６６（６番人気）
３連複票数 計 ９０７４２１ 的中 ��� ４８１７２（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．５―１２．６―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．２―３４．７―４７．３―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオブルース �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００７．１１．２４ 東京３着

２００５．３．１７生 牡３鹿 母 ユキノゴールド 母母 トサハートフジ ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔騎手変更〕 シベリアンマグピー号の騎手北村宏司は，第３競走での落馬による検査のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キセキドパシコム号は，平成２０年４月２９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。
（非抽選馬） ３頭 ウォーネックレス号・カシノリボン号・ストロングアクシス号
※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。



０８００５ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１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

８１６ トラックワンダー 牝３黒鹿５４ 江田 照男岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４６８－ ２１：３５．７ ６．０�

６１２ エ ア ワ ル ツ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４３８－ ８１：３６．４４ １９．６�
５１０ サトノローズヒップ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ４６４＋１０１：３６．５クビ ２６．９�
３６ サマーレプタンサ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 惣田 英幸 ４４２± ０ 〃 ハナ ９．８�
７１３ オースミビーナス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ３９．２�
８１５ ローテレジーナ 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４０４ ―１：３６．６クビ ２６４．４�
２４ フェスティヴココ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一臼井義太郎氏 平井 雄二 静内 千代田牧場 ４４４＋２２ 〃 ハナ ２６．１	
１２ ウインプラチナム 牝３青 ５４ 蛯名 正義�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４－ ２ 〃 アタマ １．８

７１４ フェアームーラン 牡３青鹿 ５６

５５ ☆田中 博康キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４７０± ０１：３７．０２� ４３．８�
４７ フルブルーム 牝３栗 ５４ 坂井 英光�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５２ ―１：３７．３２ ７５．１

（大井）

６１１ ガッテンヒメ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠岩崎 圭市氏 粕谷 昌央 門別 浜本牧場 ４６０－ ４１：３７．４� ２８４．７�
４８ エムオーヒーロー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣大浅 貢氏 清水 英克 大樹 大樹ファーム B４４２＋ ６１：３７．５� ８．２�
３５ ロイヤルビスティー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 大江原 哲 三石 中田 英樹 ４６０ ―１：３８．８８ １５０．１�
２３ ボストンティアラ 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人ボストンホース� 沢 峰次 三石 嶋田牧場 ３９４＋ ４１：３９．０１ ３２８．８�
１１ ワ ン サ イ ド 牡３黒鹿５６ 吉田 豊塩入 満洋氏 平井 雄二 静内 田中 裕之 B４７６＋２０ 〃 クビ １２１．３�
５９ カフェマーキュリー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム B５６２ ―１：３９．１クビ １１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１１５，５００円 複勝： ３０，３６３，９００円 枠連： ２２，６８２，７００円

普通馬連： ８６，２０６，２００円 馬単： ８０，４９４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５７０，６００円

３連複： １０８，１０９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７５，５４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２２０円 � ４９０円 � ５１０円 枠 連（６－８） ３，７５０円

普通馬連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ６，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ２，２１０円 �� ２，９７０円

３ 連 複 ��� １９，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１１５５ 的中 � ３０７２６（２番人気）
複勝票数 計 ３０３６３９ 的中 � ４４７７２（２番人気）� １５１０７（６番人気）� １４２８５（７番人気）
枠連票数 計 ２２６８２７ 的中 （６－８） ４４６８（１５番人気）
普通馬連票数 計 ８６２０６２ 的中 �� １６２７２（１４番人気）
馬単票数 計 ８０４９４０ 的中 �� ９２０８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５７０６ 的中 �� ４７２４（１４番人気）�� ２７２５（２１番人気）�� ２０１２（３２番人気）
３連複票数 計１０８１０９７ 的中 ��� ４０１３（５５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１２．１―１２．３―１２．３―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．６―５８．９―１：１１．２―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８

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

勝馬の
紹 介

トラックワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００８．３．１ 中山２着

２００５．４．１６生 牝３黒鹿 母 マイグローリア 母母 ナ マ ラ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔騎手変更〕 ウインプラチナム号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
〔その他〕 カフェマーキュリー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カフェマーキュリー号は，平成２０年４月２９日まで出走できない。
※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 ダイワチェイサー号
※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。



０８００６ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

８８ テラノファントム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４５０± ０１：４８．９ １．７�

６６ ネオスピリッツ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６ 〃 クビ ４．９�
５５ タケショウオージ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４５０＋ ２１：４９．７５ ６．５�
２２ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７０－ ２１：４９．９１� ６．１�
４４ マイネルフェスタ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５０４± ０１：５０．０� １２．５�
３３ テンジンミコオウヒ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４２２－ ６１：５０．４２� ５７．９	
１１ マルマツフライト 牡３栗 ５６ 福永 祐一松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 B４７２－１０１：５１．３５ ４０．０

８９ � ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 B４８４－ ８１：５１．７２� １３２．１�
７７ テングジョウ 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２－ ２１：５２．４４ ９０．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，５０７，０００円 複勝： ４３，９８０，３００円 枠連： １７，８８４，３００円

普通馬連： ７４，１８５，６００円 馬単： １０２，５４９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９２９，１００円

３連複： ９９，０２０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３８６，０５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（６－８） ３９０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６５０７０ 的中 � １２５７４２（１番人気）
複勝票数 計 ４３９８０３ 的中 � ２０９６６２（１番人気）� ６８７９９（２番人気）� ４２１２６（５番人気）
枠連票数 計 １７８８４３ 的中 （６－８） ３４３６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４１８５６ 的中 �� １５０６９４（１番人気）
馬単票数 計１０２５４９７ 的中 �� １４０７４３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９２９１ 的中 �� ４１１７１（１番人気）�� ２３２９７（３番人気）�� １１７９９（６番人気）
３連複票数 計 ９９０２０９ 的中 ��� １２０５７６（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．４―４８．３―１：００．３―１：１２．９―１：２５．５―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．０
１
３
６，７，１，３－４－８（２，５）９
６＝７－（１，３，８）（４，２，５）９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テラノファントム 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．２．２４ 東京１着

２００５．２．２０生 牡３黒鹿 母 マイバレンタイン 母母 ダイナアルカデイア ３戦２勝 賞金 １９，４００，０００円
〔騎手変更〕 テラノファントム号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
※テングジョウ号・マルマツフライト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０８００７ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第７競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１３ ウォーターマーク 牡４芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４７２± ０１：５３．９ １．９�

８１５ グッドチョイス 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：５４．９６ ８．６�
６１１ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５００－ ２１：５５．４３ ５．２�
２２ ル ビ ウ ス 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 �キャロットファーム 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム B４７８＋２２１：５５．５クビ １４．０�
５９ テスタロッサ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海桐谷 茂氏 小林 常泰 三石 上村 清志 ４７６± ０ 〃 ハナ １７．６�
３５ � マ イ ボ ー イ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司神林 幸一氏 小西 一男 三石 加野牧場 ４８６－ ６１：５５．６� １５．１�
８１４� サイレンスラダメス 牡５黒鹿５７ 坂井 英光�辻牧場 岩戸 孝樹 浦河 辻 牧場 ４６４－ ８１：５５．８１� ２３３．９	

（大井）

１１ コスモファルバラン 牡４鹿 ５７
５６ ☆田中 博康 �ビッグレッドファーム 秋山 雅一 三石 坂本牧場 ４８２± ０１：５５．９クビ ６０．２


４７ ゴーファイトウィン 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４５６＋１８１：５６．０� ７．２�
２３ ブライティアメッセ 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４６４＋１２１：５６．３２ ４６．５�
６１０� キャサリンダイヤ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広平岡 茂樹氏 田 研二 静内 藤沢牧場 ４７０± ０１：５６．５１� ３７４．４�
４６ ナンヨーサウス 牡４鹿 ５７ 田中 剛中村 �也氏 奥平 雅士 浦河 梅田牧場 ４５６－ ４ 〃 アタマ ７０．９�
３４ ダイシンツウィギー 牝７鹿 ５５ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 松本 信行 ４５２± ０１：５７．２４ ３８６．６�
７１２ ヨイチトレジャー 牝５鹿 ５５ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 ４５４＋ ３１：５７．９４ １１８．８�
５８ � ヒ シ ロ シ オ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 中野 隆良 様似 瀬口 信正 ５１４＋ ２ 〃 アタマ ４２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，０４４，３００円 複勝： ３０，１９８，７００円 枠連： ２２，６４７，６００円

普通馬連： ９５，２７７，０００円 馬単： ９０，００７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９９８，３００円

３連複： １１３，８１８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９７，９９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（７－８） ６００円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１０４４３ 的中 � ８７７１８（１番人気）
複勝票数 計 ３０１９８７ 的中 � １１７５８８（１番人気）� ２８３３１（３番人気）� ５３２１２（２番人気）
枠連票数 計 ２２６４７６ 的中 （７－８） ２８２２３（２番人気）
普通馬連票数 計 ９５２７７０ 的中 �� ９６９３５（２番人気）
馬単票数 計 ９０００７５ 的中 �� ６８７２３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９９８３ 的中 �� ２８７４８（２番人気）�� ３９６１４（１番人気）�� １０３０３（６番人気）
３連複票数 計１１３８１８７ 的中 ��� ９５０３０（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１３．０―１３．１―１２．５―１２．４―１２．４―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．７―５０．８―１：０３．３―１：１５．７―１：２８．１―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ウォーターマーク �
�
父 メジロライアン �

�
母父 シ ャ ル ー ド デビュー ２００６．１０．８ 東京６着

２００４．２．２３生 牡４芦 母 マイネビアンコ 母母 ケイテイーフアイブ １５戦２勝 賞金 ３０，２５０，０００円
〔騎手変更〕 ウォーターマーク号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
〔発走状況〕 ゴーファイトウィン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴーファイトウィン号は，平成２０年３月３０日から平成２０年４月２０日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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。



０８００８ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第８競走 ��３，３５０�ペガサスジャンプステークス
発走１３時５５分 （芝・外）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬および招
待馬（�）３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード３：４０．８良

４４ テンジンムサシ 牡７鹿 ６０ 浜野谷憲尚�テンジン 矢野 照正 幕別 ダービースタツド ５００－ ６３：４５．７ ４．１�

３３ � コスモラバンジン 牡５鹿 ６０ 宗像 徹 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 不二牧場 ４６４－１２３：４５．８� ３．３�
２２ トウカイマジック �６鹿 ６０ 蓑島 靖典内村 正則氏 後藤 由之 三石 谷山 和喜 ４８２－ ２３：４６．１２ １６．２�
５６ オートゼウス 牡９黒鹿６０ 山本 康志大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４８２－１２３：４６．３１� ３０．９�
５５ � バローネフォンテン 牡８鹿 ６０ 柴田 未崎吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 ５１２－ ８３：４６．８３ ３８．９�
７１０ ラドランデンジャー 牡６黒鹿６０ 横山 義行村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ５０４－ ２３：４８．４１０ ５．１	
８１１ ランドブラザー 牡７栗 ６０ 田中 剛木村 善一氏 安達 昭夫 静内 高橋 修 ５１２－１０３：４８．６１� １４．０

６７ メイショウタロー �９栗 ６０ 白浜 雄造松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４６２－ ２３：４９．５５ ３．５�
８１２� リネンメイン 牡９鹿 ６０ 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 ５３４＋ ４３：５０．７７ ２０５．４�
７９ フォレストダンス 牡６栗 ６０ 金子 光希丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６８＋１６３：５１．４４ ８１．８
１１ � ドゥーワンズベスト 牡９鹿 ６０ 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 ５０６－１２３：５９．２大差 １９７．６�
６８ ユウターアクセス 牡５鹿 ６０ 大庭 和弥上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４９４＋ ２４：００．３７ ８４．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，８０７，３００円 複勝： ２２，２４９，５００円 枠連： ２２，００６，２００円

普通馬連： ８７，８１５，９００円 馬単： ８９，３５３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６４６，３００円

３連複： １２３，０４１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３８４，９２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ３００円 枠 連（３－４） ５７０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ６５０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８０７３ 的中 � ３８９３８（３番人気）
複勝票数 計 ２２２４９５ 的中 � ４１７４５（３番人気）� ５７００７（１番人気）� １４０９７（６番人気）
枠連票数 計 ２２００６２ 的中 （３－４） ２８６７０（１番人気）
普通馬連票数 計 ８７８１５９ 的中 �� １１４９４８（１番人気）
馬単票数 計 ８９３５３４ 的中 �� ５５１９７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６４６３ 的中 �� ２４５８６（１番人気）�� ７２０９（９番人気）�� ７９６３（７番人気）
３連複票数 計１２３０４１９ 的中 ��� ５９２９８（５番人気）

上り １マイル １：４８．０ ４F ５３．１－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テンジンムサシ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ヨシノスキー デビュー ２００３．１２．１４ 中山３着

２００１．４．５生 牡７鹿 母 ダービーローズ 母母 ダービーペルテ 障害：３戦２勝 賞金 ３０，１５９，０００円



０８００９ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第９競走 ��２，０００�ミ モ ザ 賞
発走１４時３０分 （芝・右）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

７９ ユ キ チ ャ ン 牝３白 ５４ 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５０２－ ２２：０２．２ １４．１�

５６ ハイカックウ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４３２± ０ 〃 クビ ９．８�
６８ コスモザガリア 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ４８４－ ４２：０２．３� ２７．２�
２２ シェリルピンク 牝３黒鹿５４ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１４－ ８２：０２．４クビ ５．５�
４４ ヒロアンジェロ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ １０．０�
５５ ダークエンジェル 牝３黒鹿５４ 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４１４－ ２２：０２．５� ３．２	
６７ スプリングジーン 牝３栃栗５４ 松岡 正海加藤 春夫氏 相沢 郁 様似 堀 弘康 B４８８－１２２：０２．６� １１．１

１１ � ミサトフリート 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ４８０－ ６２：０２．７� １３４．３�
８１１ エールドクラージュ 牝３青鹿５４ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４８４－１４２：０２．８クビ ４．９�
７１０ オールフォーミー 牝３鹿 ５４ 坂井 英光有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４６２－ ８２：０３．２２� １６３．５

（大井）

３３ ラドクリフヤード 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４２８－ ４２：０３．３� ６．９�
８１２ ボーデンゼー 牝３青鹿５４ 伊藤 直人坂田 行夫氏 斎藤 誠 新冠 八木 常郎 ４３０－ ２２：０５．８大差 １９３．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，０７３，０００円 複勝： ４１，４３７，０００円 枠連： ２９，３７７，３００円

普通馬連： １３９，４６８，０００円 馬単： ９５，７８８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，４８５，２００円

３連複： １２２，２７９，２００円 ３連単： ３２１，４９４，３００円 計： ８１１，４０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ６４０円 � ３２０円 � ５９０円 枠 連（５－７） ３，６９０円

普通馬連 �� １３，３７０円 馬 単 �� ２９，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１９０円 �� ６，０３０円 �� ２，１５０円

３ 連 複 ��� ８５，３００円 ３ 連 単 ��� ５３４，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２９０７３０ 的中 � １６２７２（８番人気）
複勝票数 計 ４１４３７０ 的中 � １６３８５（９番人気）� ３７１４２（６番人気）� １７８８６（８番人気）
枠連票数 計 ２９３７７３ 的中 （５－７） ５８８０（１７番人気）
普通馬連票数 計１３９４６８０ 的中 �� ７７０４（３４番人気）
馬単票数 計 ９５７８８０ 的中 �� ２３５９（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２４８５２ 的中 �� ２５０６（３４番人気）�� １３１１（３６番人気）�� ３７６１（３０番人気）
３連複票数 計１２２２７９２ 的中 ��� １０５８（１０９番人気）
３連単票数 計３２１４９４３ 的中 ��� ４４４（６０７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．９―１３．０―１２．６―１２．６―１２．８―１２．３―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２２．７―３４．６―４７．６―１：００．２―１：１２．８―１：２５．６―１：３７．９―１：４９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユ キ チ ャ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．８ 福島１４着

２００５．３．２８生 牝３白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド ３戦２勝 賞金 １５，２８７，０００円
〔騎手変更〕 ハイカックウ号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
※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。



０８０１０ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

と み さ と

富 里 特 別
発走１５時０５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
富里市長賞（１着）

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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１５ アクセルホッパー 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥内藤 好江氏 中島 敏文 青森 オオタ牧場 ４７６± ０１：５３．４ ６．０�

４８ � エターナルスマイル 牡６鹿 ５７ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５１０＋ ４１：５３．５クビ ６．２�
２４ インベスター 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 萩原 清 新冠 平山牧場 ５９０－ ６１：５３．６� ２．７�
１２ ゼンノジュウシン 牡５栗 ５７ 福永 祐一大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４８４± ０１：５４．０２	 １５．３�
６１２ 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 B４９４－ ２ 〃 クビ １６．２�
６１１ 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 ４６０－ ２ 〃 アタマ ５６．２�
３５ コマンドールクロス 牡４青鹿５７ 田中 博康 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム B４５６＋ ２１：５４．１	 ８．５	
３６ シャコーミリオン 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 惣田 英幸 ５０２± ０１：５４．３１
 ６１．４

５９ イ エ ス 牡８黒鹿５７ 柴田 善臣小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５５６－ ２１：５４．４� ７６．１�
７１４ パ レ ス ド ン 牡６鹿 ５７ 田中 勝春西村 豊氏 南田美知雄 平取 清水牧場 ５６０± ０１：５４．５クビ ３８．３�
５１０� ヌ ー サ 牡５栗 ５７ 木幡 初広モナコ商事 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４４８－１６１：５４．６� ５６．１�
１１ � アポロダヴィンチ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ４８８－ ４ 〃 ハナ １２．５�
４７ ウエスタンリジ �６鹿 ５７ 小野 次郎西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５０４－ ４１：５４．７クビ ２３．８�
７１３ ローランウェルズ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 B４８４－ ４１：５４．９１ ５４．７�
８１６ スプリングザスパ 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 B４５０－ ２１：５５．２２ １５．３�
２３ レイジングザバー 牡５鹿 ５７ 坂井 英光泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４９４－ ８１：５６．８１０ ９８．１�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８４３，３００円 複勝： ４７，９２５，８００円 枠連： ４７，８５８，２００円

普通馬連： ２０８，４２９，０００円 馬単： １１６，４２１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，４８３，７００円

３連複： １７７，２３７，７００円 ３連単： ３９０，７３３，１００円 計： １，０６７，９３２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � １３０円 枠 連（４－８） １，１２０円

普通馬連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ４７０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� １５，１４０円

票 数

単勝票数 計 ３２８４３３ 的中 � ４３７８１（２番人気）
複勝票数 計 ４７９２５８ 的中 � ５５３３６（３番人気）� ６２２９９（２番人気）� １２９２６２（１番人気）
枠連票数 計 ４７８５８２ 的中 （４－８） ３１５９７（４番人気）
普通馬連票数 計２０８４２９０ 的中 �� ７５７９６（８番人気）
馬単票数 計１１６４２１７ 的中 �� ２１４１５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６４８３７ 的中 �� ２４５８３（２番人気）�� ２３９１０（４番人気）�� ３２４７５（１番人気）
３連複票数 計１７７２３７７ 的中 ��� ６７８７０（１番人気）
３連単票数 計３９０７３３１ 的中 ��� １９０４８（２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．５―１３．３―１２．９―１２．６―１２．８―１３．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．３―３５．８―４９．１―１：０２．０―１：１４．６―１：２７．４―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．８
１
３
５，３（１，１４）１０，１３，２，４，７（１２，１６）１１－（６，８）－９－１５・（５，３）１４（１，１０，１３，４）１２，２（１１，６，７）１５（８，１６，９）

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

勝馬の
紹 介

アクセルホッパー �
�
父 ペ ン タ イ ア �

�
母父 フ レ イ ズ デビュー ２００６．６．２４ 福島１１着

２００４．４．２５生 牡４鹿 母 メジロベトニー 母母 メジロリべーラ １６戦２勝 賞金 ２９，８８０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔騎手変更〕 インベスター号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
※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 トラストブラック号・ノワールシチー号・ハイエンドクォーツ号・ファイトスピリッツ号・ブリリアントタイム号
※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。



０８０１１ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第１１競走 ��
��２，５００�第５６回日 経 賞（ＧⅡ）

発走１５時４０分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，１９．３．２４以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬１�増，１９．３．２３以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳
時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６４，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，４００，０００円
付 加 賞 ９５２，０００円 ２７２，０００円 １３６，０００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

２：２９．５
２：２９．５

良

良

６９ マツリダゴッホ 牡５鹿 ５９ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４９６－ ２２：３２．７ ２．３�

１１ トウショウナイト 牡７栗 ５７ 武士沢友治藤田 衛成氏 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８０－ ８２：３３．２３ ５．２�

４５ アドマイヤモナーク 牡７鹿 ５８ 村田 一誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８± ０２：３３．５１� ４．６�
８１２� コスモバルク 牡７鹿 ５８ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５１２＋ ２２：３３．８１� ２１．８�

（北海道）

２２ ブラックタイド 牡７黒鹿５７ 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム B４９８－１０ 〃 ハナ ４８．０�

３３ タスカータソルテ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：３３．９� １２．１	
７１１ マキハタサイボーグ 	６鹿 ５８ 柴田 善臣�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ４９４－１０２：３４．２１� ４５．２

８１３ ココナッツパンチ 牡４鹿 ５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６６＋１４２：３４．６２
 ８．８�
５６ ゴールドアグリ 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７８－ ４２：３４．７
 ５５．６�
６８ � レッドドラゴン 牡４栗 ５６ 坂井 英光中村伊三美氏 堀 千亜樹 平取 二風谷ファーム ４８０± ０２：３４．８クビ １５７．５

（大井） （大井）

４４ ヨイチサウス 牡７栗 ５７ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４７２－ ６２：３５．８６ ３０．２�
７１０ ラッキーブレイク 牡７鹿 ５７ 田中 勝春松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７６－１２２：３６．３３ １６７．６�
５７ シルクフェイマス 牡９鹿 ５７ 福永 祐一有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７４－１０２：３６．７２
 １５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９３，３１５，９００円 複勝： １２２，８１２，８００円 枠連： ８１，２２６，９００円

普通馬連： ５５９，１８６，４００円 馬単： ３５３，２４４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２３，７８８，５００円

３連複： ５２９，３２２，２００円 ３連単： １，３６５，５９６，５００円 計： ３，２２８，４９４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（１－６） ６００円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ２，６５０円

票 数

単勝票数 計 ９３３１５９ 的中 � ３２３４７５（１番人気）
複勝票数 計１２２８１２８ 的中 � ３４９３７８（１番人気）� ２２３０５０（３番人気）� ２４００３３（２番人気）
枠連票数 計 ８１２２６９ 的中 （１－６） １００４１６（２番人気）
普通馬連票数 計５５９１８６４ 的中 �� ６６０９３２（２番人気）
馬単票数 計３５３２４４８ 的中 �� ２５６７６７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２３７８８５ 的中 �� １３３２６９（２番人気）�� １５７１８０（１番人気）�� １１０４１０（３番人気）
３連複票数 計５２９３２２２ 的中 ��� ６２４９５７（１番人気）
３連単票数 計１３６５５９６５ 的中 ��� ３８０７１３（２番人気）

ハロンタイム ７．２―１２．２―１２．３―１２．１―１２．０―１２．１―１２．２―１２．１―１２．２―１２．７―１２．０―１１．３―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１９．４―３１．７―４３．８―５５．８―１：０７．９―１：２０．１―１：３２．２―１：４４．４―１：５７．１―２：０９．１―２：２０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．３―３F３５．６
１
�
７－４，１２，９（１，２）－（３，１３）１１，６，１０－５－８
７＝（４，１２）９（１，２）（１１，３）（１３，５）６（８，１０）

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

勝馬の
紹 介

マツリダゴッホ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Bel Bolide デビュー ２００５．８．２１ 札幌１着

２００３．３．１５生 牡５鹿 母 ペイパーレイン 母母 Floral Magic １７戦８勝 賞金 ４５３，８１７，０００円
〔騎手変更〕 タスカータソルテ号の騎手横山典弘は，第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
※ラッキーブレイク号は，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。



０８０１２ ３月２９日 晴 良 （２０中山３）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５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

４７ � ダイワエンパイア 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 米 France Weiner &
Irwin J. Weiner B４８２＋２２１：１０．６ ５．５�

６１２� マルターズビクター 牡６鹿 ５７ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Jim E. Nelson &
Sergio De Sousa ５６０－１０１：１１．２３� ２．７�

３５ セイコースペシャル 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８４－１０１：１２．２６ ３．８�
３６ ピーチドラフト 牝４青鹿５５ 田中 勝春 �エムアンドアール 粕谷 昌央 新冠 斉藤 安行 ４８０－ ２１：１２．３クビ １０．８�
４８ 	 ウルトラボルケーノ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一西浦 和男氏 土田 稔 門別 出口牧場 B５２０＋１０１：１２．５１� ２７．１�
８１５	 ライフプラン 牡４栗 ５７ 小野 次郎沖田 正憲氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ５００－ ６１：１２．６クビ ８．４�
７１３ ペイアテンション 牝４鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 三石 嶋田牧場 ５２２＋ ２ 〃 クビ ３６．３	
１２ ジャックローズ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹
本桐牧場 成島 英春 三石 本桐牧場 ４２４－ ２１：１３．５５ ７４．２�
２４ サニーケーティング 牡４鹿 ５７

５６ ☆田中 博康宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４７２± ０ 〃 ハナ １１．６�

１１ 	 キラキラボシ 牝５鹿 ５５ 村田 一誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 門別 豊郷牧場 ４３４＋ ８１：１３．８２ １６５．９

７１４ ジ ュ ー シ ー 
４鹿 ５７ 鷹野 宏史西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ
アーム ４５４－２２１：１４．４３� ７７．４�

２３ コアレスディガー 牡４黒鹿５７ 坂井 英光小林 昌志氏 岩戸 孝樹 平取 コアレススタッド B４４８－１０ 〃 クビ ３４．２�
（大井）

５９ 	 エムアイティアラ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治礒川 正明氏 佐々木亜良 静内（有）石川牧場 ４５２＋ ６１：１４．８２� ２３９．６�
６１１�	 ダンルモンド 牡５鹿

５７
５４ ▲千葉 直人南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Karen Farrar ４９６＋２０１：１５．０１� １０９．１�

５１０	 バブルビッグワン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司小林 章氏 山田 要一 静内 西村 和夫 B４２４－３２１：１５．８５ １７５．７�
８１６	 ハーバルパフューム 牝４栗 ５５ 江田 照男中島 稔氏 星野 忍 門別 インターナシヨナル牧場 ４１４－１１１：１７．０７ ２０１．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，４２０，１００円 複勝： ４０，９３９，１００円 枠連： ４２，３５１，１００円

普通馬連： １７６，９８６，１００円 馬単： １２４，０５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，８０６，５００円

３連複： １６０，７１７，９００円 ３連単： ４１４，５９７，４００円 計： １，０３７，８７０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � １４０円 枠 連（４－６） ７６０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ５００円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ６，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３５４２０１ 的中 � ５１１９３（３番人気）
複勝票数 計 ４０９３９１ 的中 � ４０４６９（４番人気）� １０９８５２（１番人気）� ８４４６２（２番人気）
枠連票数 計 ４２３５１１ 的中 （４－６） ４１３６６（２番人気）
普通馬連票数 計１７６９８６１ 的中 �� １５１０８４（２番人気）
馬単票数 計１２４０５２３ 的中 �� ４３９９９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２８０６５ 的中 �� ２５４２４（２番人気）�� １８２６６（７番人気）�� ７２９９３（１番人気）
３連複票数 計１６０７１７９ 的中 ��� １１６６９５（１番人気）
３連単票数 計４１４５９７４ 的中 ��� ４５５９８（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．８―１１．７―１２．３―１３．２

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．２
３ ７－８－１１（１２，１３）１０－（６，３）（２，５，１６）（１，１５）１４，４，９ ４ ７－８，１２－１３，１１－６（１０，５）（２，３）（１，１５）－（４，１６）－１４，９

勝馬の
紹 介

�ダイワエンパイア �
�
父 Forest Camp �

�
母父 Valid Appeal デビュー ２００６．８．２７ 新潟２着

２００４．４．２３生 牡４青鹿 母 R Natalie 母母 Polly Parton １０戦２勝 賞金 ２０，５５０，０００円
〔制裁〕 コアレスディガー号の騎手坂井英光は，発走後に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〕 エムアイティアラ号・ダンルモンド号・バブルビッグワン号・ハーバルパフューム号は，平成２０年

４月２９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 ガッサンルーブル号
（非抽選馬） １頭 サクラスウィープ号
※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３）第１日 ３月２９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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

２９２，７１０，０００円
３，４１０，０００円
７，３３０，０００円
２，６８０，０００円
３１，９５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，８９２，０００円
５，１６７，４００円
１，６９６，８００円

勝馬投票券売得金
３５６，４３８，２００円
４８６，００４，９００円
３６７，５８０，２００円
１，７０１，５２６，９００円
１，３２２，４０４，９００円
４１８，５８６，９００円
１，７９４，６３８，４００円
２，４９２，４２１，３００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 ８，９３９，６０１，７００円

総入場人員 ２９，６４１名 （有料入場人員 ２７，９８１名）




