
０８０１３ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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

７１３ ザ ム ー ン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一�大北牧場 松永 康利 浦河 大北牧場 ４４４± ０１：１３．１ ２８．６�

６１０ ケイアイガルチ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊亀田 守弘氏 鈴木 康弘 静内 佐竹 学 ４７４＋ ４１：１３．２� ２．１�
４６ スペシャルジョイ 牝３鹿 ５４ 今野 忠成芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 日田牧場 ４２４ ―１：１３．４１� １７．８�

（川崎）

５８ シーサンメイ 牝３栗 ５４ 小野 次郎 �天羽�治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 B４５８＋ ６１：１３．５� ４．１�
６１１ セイントプラチナ 牝３芦 ５４ 佐藤 哲三内海 正章氏 相沢 郁 様似 清水スタッド ４４８＋１２１：１３．７１� ２３．６�
３５ キャスタスペルミー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 ４５２－ ６１：１３．８� ７．０�
１１ サマーシルクロード 牝３栗 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース	 根本 康広 門別 白井牧場 ４２２－ ２１：１４．１２ ４３．６

４７ コパカバーナ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 早来 ノーザンファーム ４２２± ０１：１４．６３ １６．１�
８１５ テンエイロマンス 牝３鹿 ５４ 江田 照男熊坂富寿雄氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４２０－１２ 〃 ハナ ２０．３�
８１４ マイコノエリ 牝３芦 ５４ 北村 宏司松本 兼吉氏 坂本 勝美 浦河 桑田牧場 ４３８± ０１：１４．７クビ ７３．２
５９ スイートバイカル 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ １４．９�
７１２ ヒビキジュリアー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人竹本 弘氏 斎藤 宏 新冠 蛯名牧場 ４５８ ―１：１５．１２� ２１９．６�
３４ レプラコンレーン 牝３栃栗 ５４

５３ ☆田中 博康�大樹ファーム 高橋 祥泰 新冠 パカパカ
ファーム ４１８ ―１：１５．２� ２７．１�

２３ ヌナノアール 牝３黒鹿５４ 田中 勝春畑佐 博氏 坂本 勝美 青森 太田ファーム ４３８ ―１：１６．８１０ １１５．０�
２２ ローテスイートピー 牝３黒鹿５４ 南田 雅昭山科 統氏 南田美知雄 浦河 広瀬 正昭 ４４０ ―１：１６．９� ２１９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，６５３，５００円 複勝： ２３，４３３，４００円 枠連： １８，３７８，４００円

普通馬連： ６３，０８４，４００円 馬単： ６０，９４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５２０，２００円

３連複： ８７，３５６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２８５，３７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８６０円 複 勝 � ５１０円 � １１０円 � ５３０円 枠 連（６－７） ２，１３０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ８，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� ４，３１０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� １３，３００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３６５３５ 的中 � ３７６８（１０番人気）
複勝票数 計 ２３４３３４ 的中 � ７８０７（８番人気）� ９８１０５（１番人気）� ７３８８（９番人気）
枠連票数 計 １８３７８４ 的中 （６－７） ６３９０（９番人気）
普通馬連票数 計 ６３０８４４ 的中 �� １８９３５（９番人気）
馬単票数 計 ６０９４３７ 的中 �� ５２０９（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５２０２ 的中 �� ４８８５（１１番人気）�� １０１２（３９番人気）�� ５２８６（９番人気）
３連複票数 計 ８７３５６５ 的中 ��� ４８４８（３８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．３―１２．５―１３．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．３―４６．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ ム ー ン �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 Kris デビュー ２００７．１２．２２ 中山７着

２００５．４．２７生 牝３鹿 母 ガ ル ザ ー ル 母母 Kilma ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 スイートバイカル号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
〔その他〕 ヌナノアール号は，３コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出走取消馬 ケージータイヨー号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 ケイツーシーガル号
※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。



０８０１４ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５１０ ダノンマスターズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ６１：５６．５ ２．８�

３５ メジロティモン 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５００＋ ６１：５６．７１ ５．７�
４８ ルナエクリプス 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４４０－ ６１：５７．３３� ７．５�
５９ ダンシングゴールド 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 B５１０＋ ２１：５７．６２ １８９．７�
１１ キ ク ジ ロ ウ 牡３青鹿５６ 菊沢 隆徳陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５００－ ４１：５７．８１ １０．２	
６１２ バ チ ェ ラ ー 牡３鹿 ５６ 今野 忠成山田 順通氏 和田 正道 様似 堀 弘康 ５４４＋ ４１：５８．２２� ２７．７


（川崎）

３６ ファンキーテーラー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義松本 俊廣氏 勢司 和浩 大樹 大樹ファーム ４８０＋ ２１：５８．３� ４．３�
７１３ レッドウッド 牝３栗 ５４ 柴田 善臣野口 弘司氏 菊川 正達 新冠 竹中牧場 ４８６＋ ８１：５８．８３ ８１．１�
２３ スプリッツァー 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�三枝牧場 柄崎 孝 浦河 三枝牧場 B４５４－ ４１：５９．４３� ２７２．４
６１１ オメガユーロスター 牡３黒鹿５６ 田中 剛原 �子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４６４＋ ６ 〃 クビ ７２．３�
２４ 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 ４８２－ ６２：００．２５ ３４０．３�
１２ グリーンスピリッツ 牡３栗 ５６ 鷹野 宏史 �グリーンファーム 矢野 照正 浦河 丸幸小林牧場 ４８６－１０ 〃 ハナ ２１６．０�
７１４ ニーマルギャロップ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司板橋 秋氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６２：００．５１� ２１．７�
４７ ビルトミーアップ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４４６＋ ２２：０１．２４ ９．２�
８１５ ヤ ッ タ ゾ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小田切有一氏 粕谷 昌央 静内 タイヘイ牧場 ４９６ ―２：０１．４１� ６４．６�
８１６ フェアリーバトル 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康 �社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：０１．６１� ８１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７９６，０００円 複勝： ２１，７６５，９００円 枠連： ２２，１１２，７００円

普通馬連： ６８，０８３，５００円 馬単： ６１，２６１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５９９，４００円

３連複： ８８，３９７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９７，０１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（３－５） ３４０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７９６０ 的中 � ４７７８３（１番人気）
複勝票数 計 ２１７６５９ 的中 � ６４３１０（１番人気）� ２８３０７（２番人気）� ２０７７２（５番人気）
枠連票数 計 ２２１１２７ 的中 （３－５） ４８２４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８０８３５ 的中 �� ４９５８２（２番人気）
馬単票数 計 ６１２６１２ 的中 �� ２７８２９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５９９４ 的中 �� １２８１６（２番人気）�� １０３３５（４番人気）�� ５７０６（１０番人気）
３連複票数 計 ８８３９７３ 的中 ��� ３０８２３（７番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．２―１３．３―１３．４―１３．２―１２．５―１２．７―１２．９―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．８―３８．１―５１．５―１：０４．７―１：１７．２―１：２９．９―１：４２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．３
１
３
１４，１０（１，１２，１３）（６，９）７（５，１１）８，３（２，１５）４＝１６・（１４，１０）（１，１２，９）（６，１３）－５，７，１１，８（３，４）１５，２＝１６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンマスターズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．１ 福島７着

２００５．２．２０生 牡３鹿 母 マストビーラヴド 母母 ダイナシユート ８戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔騎手変更〕 キクジロウ号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため菊沢隆徳に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェアリーバトル号は，平成２０年５月３０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 ツクバエリザベス号
※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。



０８０１５ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５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 ファイナルスコアー 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：１１．８ １．４�

８１５ ニシノシズル 牝３芦 ５４ 今野 忠成西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４３８－ ２１：１２．８６ ３６．３�
（川崎）

７１３� ラピッドボーイ 牡３鹿 ５６
５５ ☆田中 博康柳井 正氏 清水 利章 米 Nancy S

Dillman ５２２－ ６１：１３．２２� ６．０�
３５ � ツクバグランディ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹荻原 昭二氏 松山 康久 米

John Mulholland
& Martha Jane
Mulholland

４８８ ―１：１３．４１ １４．３�
６１２ ウインペイシェント �３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人�ウイン 後藤 由之 浦河 杵臼牧場 ４９２ ― 〃 クビ ８４．９�
４７ � ホットスウェル 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Donald and R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

B４７４－ ４１：１３．７１	 ６．２	
４８ ローレルウェンス 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 B４６６＋ ２ 〃 クビ ５１．５

２３ パラディフルール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 ４６２ ―１：１４．２３ ２２６．４�
３６ アカテブクロ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀栗山 良子氏 武市 康男 浦河 大野牧場 ４８４－ ２１：１４．４１� ９８．２�
８１６ セントラルジョイ �３栗 ５６ 菊沢 隆徳玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 鹿戸 正幸 ４４２－１０１：１４．６１ ２３０．７
６１１ ナギサノハナ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４２０＋ ６１：１５．２３� ３５４．５�
５９ 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 ４４８－ ２１：１５．３クビ ３２７．８�
１２ � クレバーマリリン 牝３栗 ５４ 田中 勝春田� 正明氏 石毛 善彦 米 S. R.

Robertson ４５２ ― 〃 ハナ １０５．９�
５１０ ビコーアリス 牝３鹿 ５４ 石神 深一�レジェンド 堀井 雅広 浦河 ミルファーム ４４２－ ２ 〃 ハナ ３９２．７�
１１ リ リ ッ ク ス 牝３鹿 ５４ 高橋 智大�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 近藤牧場 ４３０－ ４１：１５．８３ ３１１．０�
２４ 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 ４２８－ ６１：１６．０１
 ２６６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１２２，９００円 複勝： ４６，００１，７００円 枠連： ２０，２９６，０００円

普通馬連： ７４，５２２，０００円 馬単： ９６，５６２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２１９，８００円

３連複： １１０，７４３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３９２，４６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４２０円 � １６０円 枠 連（７－８） ９６０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １８０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１２２９ 的中 � １３９５４８（１番人気）
複勝票数 計 ４６００１７ 的中 � ３１８１３５（１番人気）� ８９７１（５番人気）� ３９４５５（３番人気）
枠連票数 計 ２０２９６０ 的中 （７－８） １５７０８（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４５２２０ 的中 �� ３７９５７（４番人気）
馬単票数 計 ９６５６２２ 的中 �� ４１４３２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２１９８ 的中 �� ９３７０（５番人気）�� ３８５７７（２番人気）�� ４６７２（９番人気）
３連複票数 計１１０７４３６ 的中 ��� ５５１５５（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．２―１１．９―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．１―３４．３―４６．２―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイナルスコアー �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 O’Reilly デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．５．２３生 牡３栗 母 ファイナルデスティネーション 母母 Logical Lady ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ラピッドボーイ号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため田中博康に変更。
〔発走状況〕 ラピッドボーイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻４分遅延。
〔調教再審査〕 ラピッドボーイ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 バシケーン号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） ２頭 ケージーバクシンオ号・ハナヨリタンゴ号
（非抽選馬） １頭 ソフィアクィン号
※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。



０８０１６ ３月３０日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０中山３）第２日 第４競走 ��２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時１５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

８１３ ヘンリーゴンドーフ �４栗 ５９ 横山 義行 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０± ０３：１５．８ １．７�

２２ グラスファイター 牡６鹿 ６０ 山本 康志半沢� 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２３：１５．９� １５．８�
８１４ マイネルデネブ 牡４鹿 ５９ 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 三石 乾 皆雄 ５１６＋ ４３：１６．５３� ６．４�
４６ メジロラスタバン 牡４黒鹿５９ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４４８－２０３：１６．８２ ８７．９�
３４ � ブラウマイスキー 牡４鹿 ５９ 石神 深一野島 春男氏 南田美知雄 門別 野島牧場 ５００＋ ８３：１６．９� ５６．９�
５８ ハートオンスマイル 牝４黒鹿５７ 穂苅 寿彦廣松 金次氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４６０± ０３：１７．０クビ ３６．９	
７１２ チェルケッティ 牝５鹿 ５８ 宗像 徹飯塚 知一氏 坂本 勝美 静内 へいはた牧場 ４６８－ ４３：１７．８５ ４．０

３３ � セレナドリーム �５青鹿６０ 江田 勇亮島川 利子氏 菅原 泰夫 三石 田中 春美 ４４２－１０３：１９．０７ ２４４．１�
６１０ サツキイーグル 牡５芦 ６０ 蓑島 靖典石田 眞一氏 大和田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４７２－２０３：２１．６大差 １６６．０�
１１ サンベルナール 牡４鹿 ５９ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 新冠 斉藤 安行 ４６０＋２４３：２２．３４ １２７．４
７１１ カイシュウリバー 牡４鹿 ５９ 浜野谷憲尚飯村 孝男氏 田中 清隆 門別 新井 弘幸 ５２４＋ ２３：２３．０４ １９３．２�
４５ � ロンシャンステージ 牡４芦 ５９ 柴田 大知前田 榮生氏 二本柳俊一 青森 競馬牧場 ４６２＋１２３：２３．７４ １５９．６�
６９ ダグラスフォンテン �６鹿 ６０ 柴田 未崎吉橋 計氏 萱野 浩二 青森 柏木牧場 ４７６± ０ （競走中止） １９５．９�
５７ ジュリアスアロー 牡６芦 ６０ 水出 大介江川 伸夫氏 小桧山 悟 静内 藤沢牧場 ４５２± ０ （競走中止） ９．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，８８０，０００円 複勝： ２１，１７７，３００円 枠連： ２２，０４２，０００円

普通馬連： ６３，２１６，８００円 馬単： ８１，４３２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２３７，０００円

３連複： １０２，５６０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，５４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １７０円 枠 連（２－８） ８７０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２８０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８８００ 的中 � ９４２３９（１番人気）
複勝票数 計 ２１１７７３ 的中 � １０６２２０（１番人気）� １２３９２（５番人気）� ２２９８４（３番人気）
枠連票数 計 ２２０４２０ 的中 （２－８） １８８５９（４番人気）
普通馬連票数 計 ６３２１６８ 的中 �� ４７３０２（４番人気）
馬単票数 計 ８１４３２０ 的中 �� ４１１９８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２３７０ 的中 �� ９１６６（６番人気）�� １８６６０（２番人気）�� ４４０９（１０番人気）
３連複票数 計１０２５６０５ 的中 ��� ４３８７６（５番人気）

上り １マイル １：５０．８ ４F ５５．８－３F ４２．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘンリーゴンドーフ �
�
父 ドリームウェル �

�
母父 What Luck デビュー ２００７．４．１ 中山５着

２００４．３．３生 �４栗 母 クルーピアレディー 母母 Question d’Argent 障害：３戦１勝 賞金 １４，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時２０分に変更。
〔競走中止〕 ジュリアスアロー号・ダグラスフォンテン号は，２周目５号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 サンベルナール号の騎手高野和馬は，２号障害を外側に斜飛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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジャスミンフレイズ号
（非抽選馬） １頭 コスモラブシック号



０８０１７ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第５競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時０５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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

２３ シンボリローレンス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４６２± ０２：１７．５ ４．９�

７１４ ニューヨーカー 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５２－ ８ 〃 アタマ ５．４�
６１１ 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± ０２：１７．６� ８．９�
１２ コスモハクウ 牡３鹿 ５６ 今野 忠成 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 浦河 星川牧場 ５１８－ ６ 〃 クビ ３．９�

（川崎）

２４ ゴールドヘラクレス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ６．９�
６１２ マイネルサニー 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム B４５４－ ２２：１８．０２� １５．３	

５９ マイネルゼニット 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 川島牧場 ４８６－ ２２：１８．２１� ５７．２


５１０ ドリームブレイド 牡３黒鹿５６ 津村 明秀セゾンレースホース� 上原 博之 三石 坂本牧場 ４５０＋ ４２：１８．３クビ ５３．１�
１１ トーセンコックス 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹島川 �哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ４９０± ０２：１８．５１� １５．０
３６ ス タ ル カ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４９２－１２ 〃 クビ １４４．６�
８１６ シトラスタチバーナ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 桑田牧場 ４５０± ０２：１８．６クビ １９．６�
４７ スガノビクトリー 牡３鹿 ５６ 江田 照男菅原光太郎氏 大和田 稔 浦河 佐々木 恵一 ４２４＋ ４２：１８．７� ２９３．２�
８１８ アサヒバイブル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一久野 正弘氏 内藤 一雄 門別 白井牧場 ４３４－１２ 〃 クビ ２９７．９�
４８ ソルジャーブルー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥山上 和良氏 菊川 正達 三石 城地 清満 ４６０＋ ２２：１９．０１� ５７．３�
７１３ 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 ４８０－１０ 〃 クビ ９４．１�
３５ キョンキョンラブ 牝３栗 ５４ 武士沢友治楠本 勝美氏 保田 一隆 静内 山際 智 ４１２－ ４２：１９．２１� １２７．８�
７１５ ベルモントノエル 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳 �ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント

ファーム ４３６－１０２：２０．０５ １２．４�
８１７ サチノスクランブル 牡３鹿 ５６ 田中 剛佐藤 幸彦氏 嶋田 潤 門別 中村牧場 ４８４－ ４２：２１．３８ ２５４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，９３６，４００円 複勝： ２９，４５９，２００円 枠連： ３６，１６１，１００円

普通馬連： ９０，５３８，９００円 馬単： ７８，４０２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８１８，２００円

３連複： １２３，３５８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４０２，６７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � ２８０円 枠 連（２－７） ５６０円

普通馬連 �� １，７４０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ９００円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８９３６４ 的中 � ３１０１５（２番人気）
複勝票数 計 ２９４５９２ 的中 � ４６０７９（２番人気）� ３４３６１（４番人気）� ２５０５５（５番人気）
枠連票数 計 ３６１６１１ 的中 （２－７） ４８１５６（３番人気）
普通馬連票数 計 ９０５３８９ 的中 �� ３８６０１（７番人気）
馬単票数 計 ７８４０２１ 的中 �� １６０６０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８１８２ 的中 �� １２３２６（３番人気）�� ６９２５（１２番人気）�� ７０９４（１１番人気）
３連複票数 計１２３３５８６ 的中 ��� １８４３２（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．７―１３．１―１３．３―１３．０―１２．８―１２．４―１１．９―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．７―３６．４―４９．５―１：０２．８―１：１５．８―１：２８．６―１：４１．０―１：５２．９―２：０５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．５
１
３
１７，１５（３，１１）（６，１４）（４，８）（１０，９）７（２，１２）１６，１８，５（１，１３）・（１７，１５）（３，１１）（６，１４）（９，１２，１）（４，１０，８）（２，１６，１８）（７，５）－１３

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

勝馬の
紹 介

シンボリローレンス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．７．２１ 新潟１０着

２００５．１．２４生 牡３黒鹿 母 シ ン シ ア ナ 母母 ク ロ カ ミ ６戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔騎手変更〕 ベルモントノエル号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため菊沢隆徳に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マジックロード号
※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。



０８０１８ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５分 （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

２４ トロイオンス 牡３栗 ５６ 今野 忠成栗坂 崇氏 田村 康仁 静内 キヨタケ牧場 ４７２－ ８１：１２．７ １．９�
（川崎）

３５ メジロオマリー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ５．２�
６１２ ケイアイスイジン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣亀田 守弘氏 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４６４－ ２１：１２．８� ８．８�
７１３ ドリームスカイラブ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆田中 博康セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４７６± ０１：１３．０１� ２８．０�
４７ � モエレジンダイコ 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人西村 豊氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４６４＋ ２１：１３．２１� ２９８．１�
１２ � シグナルパス 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：１３．３クビ １５５．５	
５１０ フ ヨ ウ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４５０－ ２１：１３．４� ４８．９

８１６ ジ フ ァ ー ル 牝３栗 ５４ 田中 勝春坂田 行夫氏 清水 英克 様似 山本 和彦 ４２０± ０１：１３．６１	 ５０．２�
５９ アイオロスシチー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 ５１４± ０ 〃 ハナ ６．１�
２３ プライドオブキング 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：１３．７� １７．７
７１４ ゴールデンリング 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�日進牧場 中野 隆良 様似 スイートフアーム ４４２＋ ２１：１４．１２� １７８．９�
３６ バロンダンス 牡３栗 ５６ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４１４－ ２１：１４．４２ ２３．３�
８１５ レイクエルフ 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳 �ルーラル・オカダ 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４２４－１０１：１４．６
 ２７．５�
１１ サンクスヘヴン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀星野 祐介氏 相沢 郁 門別 目黒牧場 ４５６－ ４１：１４．８１	 ６４．１�
６１１ タイキビッグバン 牡３栗 ５６ 村田 一誠�大樹ファーム 土田 稔 大樹 大樹ファーム ４９４－ ２１：１４．９� ４４．７�
４８ � ブートキャンプ 牡３栗 ５６ 田中 剛新木 鈴子氏 松山 将樹 平取 有限会社中

田牧場 ４７８＋２２１：１５．９６ ５３７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，７１５，０００円 複勝： ３３，９１１，８００円 枠連： ２８，３８８，０００円

普通馬連： １０４，８７０，１００円 馬単： ９３，７６８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４８４，７００円

３連複： １２７，２８４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４３８，４２３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（２－３） ５１０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７１５０ 的中 � ９８７５３（１番人気）
複勝票数 計 ３３９１１８ 的中 � １１４３１６（１番人気）� ５１７４０（２番人気）� ４００４２（４番人気）
枠連票数 計 ２８３８８０ 的中 （２－３） ４１８６７（２番人気）
普通馬連票数 計１０４８７０１ 的中 �� １３８４７４（１番人気）
馬単票数 計 ９３７６８９ 的中 �� ８９２３４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４８４７ 的中 �� ２５４９３（２番人気）�� １９３２２（３番人気）�� １４１３５（５番人気）
３連複票数 計１２７２８４６ 的中 ��� ９６０９７（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．８―１２．２―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．７―４６．９―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロイオンス �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Ferdinand デビュー ２００８．３．８ 中山１着

２００５．４．６生 牡３栗 母 ファーディーン 母母 Conquisto ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 ゴールデンリング号の騎手大野拓弥は，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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 クレムリンエッグ号・サマーシルフィード号・ステルスワン号・タカラシャフト号・テングジョウ号・

マイヴィーナス号・マルターズウディー号・マルマツフライト号・メイビリーヴ号
※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。



０８０１９ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時０５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

３６ トーセントゥルー 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４７４＋ ６１：５４．７ ２．５�

７１４ ヤクモキャット 牡５青鹿５７ 吉田 豊�山崎牧場 阿部 新生 八雲 山崎牧場 ４５６－ ４１：５５．０２ ２５．４�
３５ ロックザキャスバ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 ４８８－ ２１：５５．１クビ ３．１�
４７ カオリエスペランサ 牡６鹿 ５７ 津村 明秀川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 ５５０＋ ２１：５５．５２� ２２．３�
８１６ ヒシポラリス 牡４鹿 ５７

５６ ☆田中 博康阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 富本 茂喜 B５００－１０１：５５．７１� ４．９�
１２ サクラオールイン 牡５黒鹿５７ 田中 勝春	さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４８６－ ４１：５６．１２� ４８．８

５９ � デュークトーゴー 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥西川 隆士氏 小西 一男 新冠 北星村田牧場 ４８４± ０１：５６．２クビ １４２．５�
７１３ バーニングラブ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 B４２４＋ ４１：５６．３� １７３．２�
２４ � マチカネアオイ 牝５鹿 ５５ 村田 一誠細川 益男氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２１：５６．９３� １０．２
１１ チノハテマデモ 牝４鹿 ５５ 高山 太郎北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ４９２－ ４１：５７．０� ４１．９�
４８ ノボタイタン 牡４鹿 ５７ 横山 義行	LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４９６－ ８ 〃 ハナ ７６．６�
６１１� ナカノシマブルース 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義加藤 信之氏 藤原 辰雄 平取 広川牧場 ５１６＋ ５１：５７．１� ２６．４�
５１０� クリノトレジャー 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 �桁牧場 ４９６± ０１：５７．９５ ２４２．０�
６１２ 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 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ５３０．６�
８１５ キングブライト 牡４鹿 ５７ 江田 照男浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド B４７２－ ８１：５８．９６ １６７．９�
２３ リングオブケリー 牝４栗 ５５ 今野 忠成グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 室田 千秋 ４７６＋ ６１：５９．１１� ３５．１�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，００４，８００円 複勝： ２４，６９６，６００円 枠連： ３０，０８０，５００円

普通馬連： １０３，０３２，９００円 馬単： ９４，６３４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６５６，４００円

３連複： １２９，２５６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４２９，３６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ４６０円 � １３０円 枠 連（３－７） １，３７０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １７０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１００４８ 的中 � ６６４６５（１番人気）
複勝票数 計 ２４６９６６ 的中 � ６５２７３（１番人気）� ８２６０（８番人気）� ６２５０２（２番人気）
枠連票数 計 ３００８０５ 的中 （３－７） １６２９８（６番人気）
普通馬連票数 計１０３０３２９ 的中 �� ３０９３３（７番人気）
馬単票数 計 ９４６３４１ 的中 �� １９７８３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６５６４ 的中 �� ７０２３（７番人気）�� ５２２２７（１番人気）�� ５２１５（１２番人気）
３連複票数 計１２９２５６５ 的中 ��� ３９７８６（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．６―１２．４―１３．２―１２．８―１２．６―１３．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．１―４９．５―１：０２．７―１：１５．５―１：２８．１―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．２
１
３

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

２
４

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

トーセントゥルー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ナイスダンサー デビュー ２００６．８．１３ 札幌３着

２００４．３．１７生 牡４黒鹿 母 フアーストラブ 母母 レデイーシラオキ ９戦２勝 賞金 ２４，７５０，０００円
〔騎手変更〕 ロックザキャスバ号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため柴田善臣に変更。
※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。



０８０２０ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５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

２４ ノーフォークパイン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋ ４１：３５．５ １１．２�

６１１ マイネルスカット 牡５黒鹿５７ 菊沢 隆徳 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ４９８－１８ 〃 アタマ ８．９�

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 ４５４－ ２１：３５．６クビ ８．２�
４７ 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 ４３８＋ ２１：３５．８１� ４．７�
１２ エイワンキセキ 牝４青鹿５５ 津村 明秀荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４６８－ ４ 〃 アタマ ３．８�
２３ 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 ４６４－ ８１：３６．０� ２９．０�
４８ 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 ５０２－ ６ 〃 ハナ ４．６	
５９ ジョウノガーベラ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 B４７０＋ ２ 〃 ハナ ２２．７

６１２	
 ダイワオージー 牡４鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 嶋田 功 豪 Katom, Chel-

ston Ireland Ltd ４９０－ ５ 〃 アタマ ２０１．５�
３６ マイネルパラシオ 牡５鹿 ５７ 今野 忠成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 静内 岡田スタツド ４８２－ ６ 〃 ハナ ３６．４�
（川崎）

１１ エルブランコ 牝５芦 ５５ 村田 一誠 サンデーレーシング 松永 康利 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：３６．３１� １５２．６�
５１０ ワールドグランプリ 牡４黒鹿５７ 江田 照男大樹ファーム 岩戸 孝樹 静内 千代田牧場 B４９２＋１２１：３６．８３ ２１０．５�
７１４ セイリングシップ 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹 キャロットファーム 松永 康利 早来 ノーザンファーム ４６２－ ６１：３６．９クビ １２０．５�
８１６ スウィートネス 牝５黒鹿５５ 郷原 洋司吉田 照哉氏 中野 隆良 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８１：３７．０� ６１．０�
８１５ シーユーサンデー 牝５栃栗５５ 田中 勝春 サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：３７．４２� １０．９�
７１３ ユメノツヅキヲ 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４２８－１８１：３７．７１� １９９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９２７，９００円 複勝： ３８，８２１，６００円 枠連： ３９，３７９，１００円

普通馬連： １３４，５１２，７００円 馬単： １０３，７３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５１６，８００円

３連複： １６６，１２６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５３９，０２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ４１０円 � ３００円 � ２３０円 枠 連（２－６） ３，９３０円

普通馬連 �� ５，７１０円 馬 単 �� １１，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７９０円 �� １，８７０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １５，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３９２７９ 的中 � １６８８３（７番人気）
複勝票数 計 ３８８２１６ 的中 � ２２６３３（６番人気）� ３３７３９（５番人気）� ５１２５３（４番人気）
枠連票数 計 ３９３７９１ 的中 （２－６） ７４１２（１４番人気）
普通馬連票数 計１３４５１２７ 的中 �� １７３９０（２５番人気）
馬単票数 計１０３７３９６ 的中 �� ６８３２（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５１６８ 的中 �� ４４３５（２１番人気）�� ４２３８（２３番人気）�� ８３５８（１０番人気）
３連複票数 計１６６１２６３ 的中 ��� ７９１５（５２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１１．５―１１．６―１１．８―１１．９―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．３―３５．８―４７．４―５９．２―１：１１．１―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノーフォークパイン �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Bahri デビュー ２００７．１．６ 中山１着

２００４．３．１生 牡４鹿 母 ライラックレーン 母母 Lilac Garden ８戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔騎手変更〕 エイワンキセキ号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オードリーローズ号
※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。



０８０２１ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第９競走 ��
��１，２００�千 葉 日 報 杯

発走１４時１０分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
千葉日報杯（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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ � シベリアンクラシカ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Katherine
Elam ５１６＋１０１：０９．１ ５．０�

６１１ ビービーガルダン 牡４青鹿５７ 津村 明秀�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４９０－ ６ 〃 アタマ ５．５�
２３ フィクシアス 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４６８＋ ４１：０９．２クビ １５．１�
２４ レットイットライド 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４８８－１６ 〃 ハナ ７．８�
７１３ コスモラヴソング 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 渕瀬フアーム ４９４－ ２１：０９．３� ９．４�
１１ 	 ヴィヴァチッシモ 牝４栗 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ４．６�
３５ 	 リキアイダンディ 牡７鹿 ５７ 横山 義行高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 B４８０－ ４ 〃 クビ ４３．９	
８１６ ブライティアミラ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド B４５８＋ ４１：０９．４
 ３５．３

６１２ ドリームウィン 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平本 敏夫氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４６４± ０１：０９．６１� １２．６�
４８ ベルモントピノコ 牝６黒鹿５５ 穂苅 寿彦 �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± ０１：０９．７クビ ２８．１�
５１０	 ドリームキセキ 牝７黒鹿５５ 古川 吉洋水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 ５０６＋ ６１：０９．８
 ４８．５
１２ 	 ストロベリードール 牝９黒鹿５５ 武士沢友治山口 克己氏 本郷 一彦 門別 沼島 信博 ４７２－ ４１：０９．９クビ ７５．２�
５９ 	 クリノトップオー 牡６鹿 ５７ 小林 淳一栗本 博晴氏 内藤 一雄 新冠 坂元牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ２１１．８�
８１５ エイミングポイント 牡６鹿 ５７ 今野 忠成 �キャロットファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 クビ ５５．５�

（川崎）

３６ シセイヒカリ 牡７鹿 ５７ 田中 博康猪苗代 勇氏 北出 成人 新冠 早田牧場新
冠支場 ４８８± ０１：１０．３２� ９０．３�

７１４ スパーブスピリット 牡５鹿 ５７ 村田 一誠みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ ８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３０２，０００円 複勝： ４０，４５０，５００円 枠連： ４４，８１２，４００円

普通馬連： １６３，３９０，０００円 馬単： １０４，４８２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，８９２，９００円

３連複： １５４，２６０，２００円 ３連単： ３５３，９３２，８００円 計： ９２５，５２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ３７０円 枠 連（４－６） １，２００円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，１８０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ７，２３０円 ３ 連 単 ��� ３４，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２７３０２０ 的中 � ４３７１２（２番人気）
複勝票数 計 ４０４５０５ 的中 � ５９０１９（３番人気）� ６０３８２（２番人気）� ２４４００（７番人気）
枠連票数 計 ４４８１２４ 的中 （４－６） ２７５７４（９番人気）
普通馬連票数 計１６３３９００ 的中 �� ７８６８０（４番人気）
馬単票数 計１０４４８２９ 的中 �� ２５７６２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６８９２９ 的中 �� １８１９３（３番人気）�� ７５１７（１６番人気）�� ６８２１（１８番人気）
３連複票数 計１５４２６０２ 的中 ��� １５７４８（２４番人気）
３連単票数 計３５３９３２８ 的中 ��� ７５９１（１０５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．２―１１．６―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３３．９―４５．５―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シベリアンクラシカ �
�
父 Siphon �

�
母父 Lord Carson デビュー ２００６．９．２３ 中山１着

２００４．３．２８生 牝４鹿 母 Cheer Cheer 母母 Cheerful Spree １２戦３勝 賞金 ４９，１６２，０００円
〔騎手変更〕 スパーブスピリット号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため村田一誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 コアレスソニック号・ゴールドクラウン号・ワイルドソニック号
※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。



０８０２２ ３月３０日 曇 良 （２０中山３）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�スピカステークス

発走１４時４５分 （芝・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２３ ヒカリシャトル 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝當山 �則氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B５１４－ ２１：４７．４ ２．９�

７１２ アップルサイダー 牡４青鹿５７ 小野 次郎野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４９０± ０１：４７．７２ ５７．３�
５９ ブレーヴハート 牡６黒鹿５７ 田中 剛吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２６＋ ８ 〃 ハナ １８．７�
８１４ イ ー ス タ ー 牡５青鹿５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４４８－１０ 〃 アタマ ４．１�
２２ � サケダイスキ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊臼井義太郎氏 奥平 雅士 平取 二風谷ファーム ４８６＋ ４１：４７．９１� １３．９�
３５ ダイワルビア 牡４栗 ５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５１６－１０１：４８．１１� ３８．６�
８１５ キタノリューオー 牡４栗 ５７ 北村 宏司	木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５４６＋ ２ 〃 アタマ ４．０

５８ ムラマサノヨートー 牡４栗 ５７ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４８０± ０１：４８．４２ ２７．９�
７１３� モエレフィールド 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ５１２－ ４１：４８．５	 ３９．８�
６１０ ソリッドスライダー 牡７鹿 ５７ 田中 勝春平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：４８．６	 １４．１
４７ ブルーマーテル 牡４栗 ５７ 田中 博康三協軽種馬� 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 ４５４＋ ２１：４８．９１
 ５６．８�
３４ ロックスピリッツ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三 	社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：４９．０	 ２８．３�
６１１ オーバーカムオール 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋河村 祥史氏 古賀 慎明 三石 飯岡牧場 B５１２＋ ２１：４９．１クビ ２１．６�
４６ � ダイイチミラクル �８芦 ５７ 大野 拓弥	ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４９０＋ ６ 〃 アタマ １７７．６�
１１ リスキーアフェア 牡６黒鹿５７ 今野 忠成臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４１：４９．９５ ２０８．２�

（川崎）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，３１１，７００円 複勝： ５２，１６４，８００円 枠連： ５９，７５１，６００円

普通馬連： ２２４，８８４，６００円 馬単： １４１，３３９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，３５５，５００円

３連複： １９２，４８２，３００円 ３連単： ４６４，８８４，８００円 計： １，２２３，１７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １８０円 � １，６５０円 � ４４０円 枠 連（２－７） ３，６４０円

普通馬連 �� １９，３７０円 馬 単 �� ２２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，２００円 �� １，１５０円 �� １４，４７０円

３ 連 複 ��� ８３，３２０円 ３ 連 単 ��� ４０９，９００円

票 数

単勝票数 計 ４０３１１７ 的中 � １１３３６６（１番人気）
複勝票数 計 ５２１６４８ 的中 � １０５５１２（３番人気）� ６５２０（１３番人気）� ２８３２３（５番人気）
枠連票数 計 ５９７５１６ 的中 （２－７） １２１１５（１３番人気）
普通馬連票数 計２２４８８４６ 的中 �� ８５６９（４５番人気）
馬単票数 計１４１３３９７ 的中 �� ４６０８（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７３５５５ 的中 �� １８５０（５１番人気）�� １０５４５（１０番人気）�� ７８７（７７番人気）
３連複票数 計１９２４８２３ 的中 ��� １７０５（１６２番人気）
３連単票数 計４６４８８４８ 的中 ��� ８３７（８０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３５．４―４６．６―５８．０―１：０９．８―１：２２．２―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３７．６
１
３
１３，２，１２，３，５，１０（４，６，１１）１４－８，１５，９（１，７）
１３＝２－３（１２，５）１０，４（６，１４，１１）（９，１５，８）－（１，７）

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

勝馬の
紹 介

ヒカリシャトル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１．８ 京都１０着

２００４．３．２２生 牡４鹿 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール ９戦４勝 賞金 ５１，１８８，０００円
〔騎手変更〕 イースター号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
※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。



０８０２３ ３月３０日 小雨 良 （２０中山３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１５回マーチステークス（ＧⅢ）

発走１５時２０分 （ダート・右）

４歳以上，１９．３．２４以降２０．３．２３まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）

賞 品
本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

７１３ ナナヨーヒマワリ 牡７栗 ５５ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５１２－ ４１：５１．６ ２９．６�

５９ マコトスパルビエロ 牡４芦 ５６ 北村 宏司眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５１６＋ ８１：５１．７� １６．２�
５１０� フィフティーワナー �６黒鹿５８ 柴田 善臣 �キャロットファーム 安田 隆行 米 Mr. & Mrs. George

S Hofmeister ４８０－ ６１：５２．２３ １．７�
３５ レオエンペラー 牡４鹿 ５４ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４９０－ ８ 〃 クビ １４．８�
４７ アドマイヤスバル 牡５青鹿５６ 村田 一誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５１２－ ８１：５２．４１ ６．６�
４８ ブラックランナー 牡５黒鹿５５ 佐藤 哲三水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４８４＋ ６１：５２．６１	 １３．３	
１２ � カフェオリンポス 牡７栗 ５７ 勝浦 正樹西川 光一氏 松山 康久 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ５０８－ ６ 〃 クビ ７５．０

６１２ パレスショットガン 牡４鹿 ５５ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４５８－ ８ 〃 ハナ ３４．５�
８１５ ドラゴンファイヤー 牡４栗 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６２＋ ２１：５３．１３ １１．１�
６１１� イ ブ ロ ン 牡６鹿 ５６ 後藤 浩輝栗坂 崇氏 田村 康仁 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd ５０８＋ ４１：５３．２� ３１．５
１１ アドマイヤミリオン 牡４鹿 ５４ 菊沢 隆徳近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ４１：５３．９４ ５１．９�
８１６
 ボンネビルレコード 牡６鹿 ５８ 田中 勝春塩田 清氏 堀井 雅広 門別 浜本 幸雄 ４９２－ ４１：５４．１１� ３１．５�
２４ � ビッググラス 牡７鹿 ５５ 今野 忠成坪野谷和平氏 高橋 三郎 静内 マークリ牧場 ５２２－１０１：５４．５２� １８４．３�

（大井） （川崎）

３６ サイレンスボーイ 牡９栗 ５４ 小野 次郎�ターフ・スポート高木 登 浦河 秋場牧場 ４７２－ ２１：５４．６クビ ４９．９�
２３ ピカレスクコート 牡６鹿 ５５ 田中 博康金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ４９２－ ８１：５６．１９ １４７．５�
７１４ サンツェッペリン 牡４鹿 ５７ 田中 剛加藤 信之氏 斎藤 誠 門別 道見牧場 B４７２－ ６１：５６．２クビ ４０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０９，４８４，４００円 複勝： １３１，３０７，９００円 枠連： １３１，５５９，３００円

普通馬連： ６３３，６４２，２００円 馬単： ３７８，１６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３９，５１４，４００円

３連複： ６２１，５１５，９００円 ３連単： １，３８３，７９６，８００円 計： ３，５２８，９８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９６０円 複 勝 � ４４０円 � ３２０円 � １２０円 枠 連（５－７） １，７８０円

普通馬連 �� １３，２４０円 馬 単 �� ３４，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１５０円 �� ９６０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ８，９１０円 ３ 連 単 ��� １０６，１１０円

票 数

単勝票数 計１０９４８４４ 的中 � ２９１９７（７番人気）
複勝票数 計１３１３０７９ 的中 � ５５７１７（７番人気）� ８３１０６（６番人気）� ４５５６７７（１番人気）
枠連票数 計１３１５５９３ 的中 （５－７） ５４５９７（７番人気）
普通馬連票数 計６３３６４２２ 的中 �� ３５３２６（４２番人気）
馬単票数 計３７８１６７４ 的中 �� ８０１０（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３９５１４４ 的中 �� １０２５６（３９番人気）�� ３５７６７（７番人気）�� ６９８９９（３番人気）
３連複票数 計６２１５１５９ 的中 ��� ５１４９４（２７番人気）
３連単票数 計１３８３７９６８ 的中 ��� ９６２５（２８９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．２―１２．７―１２．４―１２．６―１２．５―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３６．０―４８．７―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．２―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

ナナヨーヒマワリ �
�
父 エアジハード �

�
母父 セレスティアルストーム デビュー ２００３．８．３ 小倉２着

２００１．４．１１生 牡７栗 母 ナナヨーウイング 母母 ナナヨーアトラス ４７戦６勝 賞金 １５６，８４９，０００円
〔騎手変更〕 フィフティーワナー号の騎手横山典弘は，第１日第３競走での落馬負傷のため柴田善臣に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１９頭 アンクルリーサム号・スウォードキャット号・タガノサイクロン号・ダンディズム号・チョウカイロイヤル号・

トシザヘネシー号・ドンクール号・ニシノデュー号・ニシノナースコール号・ハスフェル号・ヒシカツリーダー号・
マイネルボウノット号・マチカネオーラ号・ミュージックホーク号・メイショウシャフト号・メイショウホウオウ号・
メテオバースト号・ヤマカツブライアン号・ラッキーブレイク号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０２４ ３月３０日 小雨 良 （２０中山３）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時００分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

１１ � ファストロック 牡４栗 ５７ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay
Bloodstock ４８８－ ４１：４８．２ ５．４�

４５ リンガスファースト 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣伊藤 巖氏 萩原 清 門別 出口 悟 ４５４－ ８ 〃 クビ ２０．１�
８１３ オペラブラーボ 牡４鹿 ５７

５６ ☆田中 博康草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４２６－ ４１：４８．４１� ３．７�

８１４ ニシノアンサー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９２－ ２１：４８．５	 ７．４�
７１１�
 パートゥーアワーズ 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４５４－ ２１：４８．６� ８．８�
７１２ キングルーキー 牡５鹿 ５７ 土谷 智紀廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B４９６－ ４１：４８．７	 １５．４�
４６ アブソリュート 牡４黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：４８．８� ４．２	
６１０ シルクチャンピオン 牡８鹿 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク鮫島 一歩 新冠 早田牧場新

冠支場 B４７８－ ２１：４８．９	 ４２．９

５８ シルクメガヒット 牝６黒鹿５５ 村田 一誠有限会社シルク武藤 善則 三石 水上 習孝 ４５２＋ ４１：４９．１１� ２５．４�
５７ 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 ４８６＋ ４１：４９．３１� １０６．７�
３４ エルロドリゴ 牡７鹿 ５７ 小島 太一吉田 喬氏 蛯名 信広 門別 白井牧場 ４７０－ ２１：４９．４	 １９９．８
２２ シュヴァルドール �５栗 ５７ 五十嵐雄祐 �社台レースホース大江原 哲 白老 白老ファーム ４４０± ０１：５０．２５ １８．７�
３３ ビーアデビル 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４４４－ ２１：５０．３クビ ４２．１�
６９ マイネジャーダ 牝５黒鹿５５ 今野 忠成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４９０－ ２１：５６．０大差 ２０．６�
（川崎）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３７，８７９，３００円 複勝： ４８，７１７，４００円 枠連： ５６，００９，９００円

普通馬連： ２０１，３４４，２００円 馬単： １２４，２１２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，３５７，６００円

３連複： １８０，２４２，６００円 ３連単： ４２９，８７２，３００円 計： １，１２４，６３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２４０円 � ５８０円 � １７０円 枠 連（１－４） ９７０円

普通馬連 �� ５，４４０円 馬 単 �� ９，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ４２０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ８，６６０円 ３ 連 単 ��� ６２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３７８７９３ 的中 � ５５７０７（３番人気）
複勝票数 計 ４８７１７４ 的中 � ５４１７８（３番人気）� １７０６０（１０番人気）� ９８１９９（１番人気）
枠連票数 計 ５６００９９ 的中 （１－４） ４２６４８（４番人気）
普通馬連票数 計２０１３４４２ 的中 �� ２７３５１（２４番人気）
馬単票数 計１２４２１２０ 的中 �� ９８６２（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６３５７６ 的中 �� ５８７３（２４番人気）�� ３０２１５（２番人気）�� ６８５４（１８番人気）
３連複票数 計１８０２４２６ 的中 ��� １５３６３（２８番人気）
３連単票数 計４２９８７２３ 的中 ��� ５０５３（１９３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．８―１１．５―１１．６―１２．１―１２．１―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３５．９―４７．４―５９．０―１：１１．１―１：２３．２―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．１
１
３
１４，３（１，７）（２，９）１２（５，６）（４，１０，１３）８－１１
１４（１，３）７－（１２，９）（２，６，１３）（５，１０）（４，８）１１

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

勝馬の
紹 介

�ファストロック �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Nashwan デビュー ２００７．６．２３ 函館６着

２００４．５．２１生 牡４栗 母 Alisidora 母母 Christabelle ７戦３勝 賞金 ２８，４７０，０００円
〔その他〕 マイネジャーダ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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２日 ３月３０日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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

２５３，３９０，０００円
２，１３０，０００円
１６，８３０，０００円
１，９６０，０００円
２７，５６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，７０７，０００円
５，８３４，８００円
１，８９８，８００円

勝馬投票券売得金
３７６，０１３，９００円
５１１，９０８，１００円
５０８，９７１，０００円
１，９２５，１２２，３００円
１，４１８，９４５，８００円
４５８，１７２，９００円
２，０８３，５８４，９００円
２，６３２，４８６，７００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 ９，９１５，２０５，６００円

総入場人員 ３７，０５６名 （有料入場人員 ３４，８９６名）




