
０６０１３ ３月１日 小雨 重 （２１中山２）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１４ ハニーインチーフ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４４０＋ ２１：１２．２ ２９．９�

４８ プリティオードリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 近藤牧場 ４３８－ ２１：１２．５２ ３４．８�
６１２ アントルシャカトル 牝３栗 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 下村 繁正 ４８０＋ ６１：１２．８１� ３．５�
３５ ブリッジトウショウ 牝３青鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 戸田 博文 静内 片岡 博 ４６２－ ６ 〃 クビ ４．６�
４７ キタサンハナミチ 牝３青鹿５４ 蛯名 正義�大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４６２－ ２１：１２．９クビ １０．０�
５９ ネ リ ネ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一ディアレスト 畠山 吉宏 平取 高橋 幸男 ４２６－ ６１：１３．１１� １３．０	
５１０ ストロベリータイム 牝３栗 ５４ 津村 明秀星野 祐介氏 相沢 郁 日高 浦新 徳司 ４３８＋ ８ 〃 ハナ ２６．２

３６ ワニタレスタリ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘加藤 信之氏 境 征勝 浦河 �原 敏明 ４７２＋ ６１：１３．５２� ６．９�
１１ ハセハインドマーチ 牝３栗 ５４ 松岡 正海ニットー商事� 斎藤 誠 新冠 斉藤 安行 ４５２± ０１：１３．６クビ １９．３
２４ ア ン フ ァ ス 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�ミルファーム 保田 一隆 新冠 風間 洋 ４６８－ ６ 〃 ハナ ２８５．３�
１２ リネンピュア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４４４＋ ４１：１３．７クビ ６．１�
８１５ ラヴェニール 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 マリオステー

ブル ４４６＋ １ 〃 ハナ ７２．０�
２３ トーセンサクラコ 牝３鹿 ５４ 千葉 直人島川 �哉氏 成島 英春 門別 高柳 隆男 ４４８－ ４１：１３．８� ２２３．５�
６１１ ヒラボクドリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４４０± ０１：１４．０１� １１．４�
８１６ クリスパワー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎宮崎 金造氏 小林 常泰 新冠 競優牧場 ４５６± ０１：１４．１クビ ４４９．０�
７１３ メジロイーティー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 B５３２＋ ４１：１５．０５ １９４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１７４，３００円 複勝： ２７，７７９，６００円 枠連： ２４，５６６，２００円

普通馬連： ７１，２１４，７００円 馬単： ５１，９８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３４０，２００円

３連複： ８３，７２０，３００円 ３連単： １１５，２９５，２００円 計： ４１６，０７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９９０円 複 勝 � ６３０円 � ７７０円 � １７０円 枠 連（４－７） ６，６８０円

普通馬連 �� ３２，１５０円 馬 単 �� ５９，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，３００円 �� １，５６０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ３２，８３０円 ３ 連 単 ��� ２９９，６１０円

票 数

単勝票数 計 １８１７４３ 的中 � ４７９９（１０番人気）
複勝票数 計 ２７７７９６ 的中 � ９８１８（１０番人気）� ７８８５（１１番人気）� ５７６７８（２番人気）
枠連票数 計 ２４５６６２ 的中 （４－７） ２７１６（１８番人気）
普通馬連票数 計 ７１２１４７ 的中 �� １６３５（５９番人気）
馬単票数 計 ５１９８０７ 的中 �� ６４９（１１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３４０２ 的中 �� １０６４（５４番人気）�� ３７４１（２０番人気）�� ２９７６（２６番人気）
３連複票数 計 ８３７２０３ 的中 ��� １８８２（１０６番人気）
３連単票数 計１１５２９５２ 的中 ��� ２８４（８０１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１２．３―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４６．４―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハニーインチーフ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Sultry Song デビュー ２００８．８．１７ 札幌１３着

２００６．３．１５生 牝３鹿 母 デイムプラッキー 母母 Dolly Dos ９戦１勝 賞金 ７，２５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］



０６０１４ ３月１日 小雨 重 （２１中山２）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

５５ スギノブレイド 牡３栗 ５６ 横山 典弘杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４８６± ０１：５５．１ １．４�

２２ カズノロマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１８＋ ２１：５５．５２� ４．１�
４４ ホットコーヒー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 柄崎 孝 新冠 オートファー

ム �渡 ４９０＋ ６１：５５．７１� １１．５�
６７ メジロハイヌーン 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４９２＋ ２１：５５．９１� １０．６�
１１ ダイワハンター 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１８－１４１：５６．４３ ２０．５�
７１０ ブラックバロン 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B５００－ ２１：５７．０３� ６９．３	
８１１ ジャンジャン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４８６＋１４１：５７．６３� １９４．３

５６ テイエムクロヒョー 牡３青 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 日高 テイエム牧場門別分場 ４９２± ０１：５８．３４ ２５６．９�
６８ テラモマルゼン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�寺田工務店 柴崎 勇 新ひだか 澤田 嘉隆 ４８０－ ４１：５９．０４ ６５．５
８１２ ガリレオシチー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５００± ０１：５９．３２ １６２．７�
３３ ラ ッ セ ラ ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 青森 ワールドファーム ４３８－ ４１：５９．６１� ３８４．２�

７９ コナンビクトリー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎楠本 勝美氏 天間 昭一 浦河 山田 昇史 ４８０－ ６１：５９．７� ５０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，１７７，５００円 複勝： ６３，２７９，７００円 枠連： １８，２４３，５００円

普通馬連： ６６，１５９，２００円 馬単： ６５，３１４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７９６，９００円

３連複： ７５，３６５，４００円 ３連単： １８１，６２８，３００円 計： ５２０，９６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－５） ２１０円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ２２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 ��� ８４０円

票 数

単勝票数 計 ２６１７７５ 的中 � １４８７１８（１番人気）
複勝票数 計 ６３２７９７ 的中 � ４２３５８６（１番人気）� １００２５３（２番人気）� ３３８７６（３番人気）
枠連票数 計 １８２４３５ 的中 （２－５） ６７１９８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６６１５９２ 的中 �� ２５２６８１（１番人気）
馬単票数 計 ６５３１４６ 的中 �� １６８８１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７９６９ 的中 �� ８２７０２（１番人気）�� ２３１３４（２番人気）�� １２７１８（５番人気）
３連複票数 計 ７５３６５４ 的中 ��� １５４７７５（１番人気）
３連単票数 計１８１６２８３ 的中 ��� １６０４０８（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．９―３８．４―５２．３―１：０５．７―１：１８．３―１：３０．７―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スギノブレイド �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１２．１３ 中山４着

２００６．４．１４生 牡３栗 母 ハタノプリエ 母母 ハヤベニコマチ ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円



０６０１５ ３月１日 小雨 重 （２１中山２）第２日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１５� ピークヴェロシティ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 米 MALEC Thor-

oughbreds, Inc. ５１０－ ４１：１１．２ ２．０�

２４ ヴェリーハード 牡３黒鹿５６ 武士沢友治キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４８０－ ８１：１１．９４ ３９．７�
７１４� マルターズデライト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Yoshio Fujita ５１０ ―１：１２．０� ３．８�
７１３ サクラスティンガー 牡３黒鹿５６ 小野 次郎�さくらコマース加藤 征弘 静内 伊藤 敏明 ４７４＋１８１：１２．１クビ ４８．２�
３６ アイティムサシ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５１４± ０１：１２．４２ ２５．８�
４８ � アスターエンペラー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Fox Straus Ken-
tucky LLC & T.
F. VanMeter

B４８８－ ６１：１２．５クビ ７．３	
２３ グラスレジェンド 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ６ 〃 クビ ８２．５

６１２ オンワードラート 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５２２－ ４１：１２．７１� １８６．９�
５１０� ツクバハピネ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 高橋 祥泰 米 James M.

Herbener Jr. ４６０－ ８１：１３．１２	 ４９．８�
４７ トーセンストロング 牡３黒鹿５６ 吉田 豊島川 哉氏 清水 利章 三石 城地 清満 ４６６－１０１：１３．３１	 ３５．３�
６１１ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６

５３ ▲丸山 元気山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４５０＋ ２１：１３．５１	 ９２．１�
５９ ラブキュート 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介オールラブクラブ 成島 英春 日高 坂口 豊翼 ４１８－１８１：１３．８２ ３８３．６�
３５ アキヨシメガミ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�紅谷 松永 康利 新ひだか 出羽牧場 ４２２－ ８１：１３．９	 ５９９．１�
１１ ノボパガーレ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７４＋ ６１：１４．２２ ５．６�
８１６ ノアビビッド 牝３栗 ５４ 郷原 洋司佐山 公男氏 郷原 洋行 新ひだか 斉藤スタッド ４７４－ ２１：１４．３クビ １０１．４�
１２ モルフェスペシャル 牝３栗 ５４ 吉田 隼人並河賢一郎氏 清水 英克 門別 森永牧場 ４２４－ ８ （競走中止） ２９７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５２９，７００円 複勝： ４７，２３１，０００円 枠連： ２１，０２３，３００円

普通馬連： ７７，８５０，８００円 馬単： ６７，０８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６９２，３００円

３連複： ９１，１１０，７００円 ３連単： １６０，２３７，７００円 計： ５１８，７５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ４６０円 � １７０円 枠 連（２－８） １，８８０円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ２２０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� ２０，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２６５２９７ 的中 � １０６５５７（１番人気）
複勝票数 計 ４７２３１０ 的中 � ２１９７７３（１番人気）� １３８２９（６番人気）� ５７５４６（３番人気）
枠連票数 計 ２１０２３３ 的中 （２－８） ８２５７（８番人気）
普通馬連票数 計 ７７８５０８ 的中 �� ２３０５２（８番人気）
馬単票数 計 ６７０８０１ 的中 �� １４８５３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６９２３ 的中 �� ７２２０（８番人気）�� ３８８３７（２番人気）�� ２８５３（２０番人気）
３連複票数 計 ９１１１０７ 的中 ��� １９８４９（９番人気）
３連単票数 計１６０２３７７ 的中 ��� ５８３７（５６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．４―１２．２―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．０―４６．２―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピークヴェロシティ �
�
父 Five Star Day �

�
母父 Housebuster デビュー ２００８．１２．２７ 中山２着

２００６．４．６生 牡３栗 母 Ring of Kerry 母母 Nijinsky’s Beauty ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔競走中止〕 モルフェスペシャル号は，４コーナーでつまずき，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 オンワードラート号の騎手高山太郎は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１番への進路影響）
※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 ガイアファイア号



０６０１６ ３月１日 小雨 重 （２１中山２）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

４８ クレヨンロケット 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５０２ ―１：５５．０ ７．１�

６１１ ジェイズバニヤン 牡３芦 ５６ 横山 典弘津村 靖志氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５２４ ―１：５５．３２ ４．５�
２４ ロッタラック 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４８２ ―１：５５．５１� １２．６�
７１３ マスターコーク 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４４６ ―１：５５．６� ２２．８�
２３ サクセスオネスティ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４７４ ―１：５６．０２� ５．１�
３６ ゲンパチデピュティ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠平野 武志氏 中川 公成 浦河 村中 一英 ５２４ ―１：５６．１� ５３．４�
５９ シンボリクルセイド 牡３黒鹿５６ 内田 博幸シンボリ牧場 松山 康久 日高 シンボリ牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ５．５	
７１４ ウメノスキャター 牡３芦 ５６ 大野 拓弥楳津 繁氏 鈴木 勝美 新ひだか グランド牧場 ５１０ ―１：５６．２クビ ４９．４

５１０ ヘリオスアレイオン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 勝己氏 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ５１６ ―１：５６．７３ ６０．４�
１１ グラッドストック 牝３栗 ５４ 池田 鉄平吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４８６ ―１：５６．８クビ １１６．８�
６１２ シャインプレジャー 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真飯田 正剛氏 粕谷 昌央 静内 千代田牧場 ４７０ ―１：５７．１１� ８．２
１２ ノ ボ ニ ョ 牝３青 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４３４ ―１：５７．２� ９５．７�
３５ マ シ ュ ー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣小林 薫氏 清水 英克 浦河 林 孝輝 ４５４ ―１：５７．３クビ ４９．８�
８１６ ブレンニューライフ 牡３青 ５６ 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 日高 福山牧場 ４８０ ―１：５７．５１� ８．６�
４７ スノーオブサハラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 安惠氏 小島 茂之 安平 追分ファーム ５３６ ―１：５８．１３� １８．４�
８１５ モッキンバード 牡３青鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ５６４ ―１：５９．６９ ２６３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８１７，３００円 複勝： ２６，３４２，１００円 枠連： ２４，５９３，４００円

普通馬連： ７０，１４５，３００円 馬単： ５２，６０６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０５２，０００円

３連複： ７５，１２３，３００円 ３連単： １１３，７２２，７００円 計： ４０５，４０２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２７０円 � １９０円 � ４２０円 枠 連（４－６） ８３０円

普通馬連 �� １，９８０円 馬 単 �� ３，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １，９８０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ７，５４０円 ３ 連 単 ��� ３９，１００円

票 数

単勝票数 計 ２０８１７３ 的中 � ２３２７０（４番人気）
複勝票数 計 ２６３４２１ 的中 � ２５８７７（６番人気）� ４４１９７（１番人気）� １４１８０（７番人気）
枠連票数 計 ２４５９３４ 的中 （４－６） ２２０２７（３番人気）
普通馬連票数 計 ７０１４５３ 的中 �� ２６２３３（６番人気）
馬単票数 計 ５２６０６４ 的中 �� １００３３（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０５２０ 的中 �� ７１７０（６番人気）�� ２６７０（２６番人気）�� ３８４６（１９番人気）
３連複票数 計 ７５１２３３ 的中 ��� ７３５５（２７番人気）
３連単票数 計１１３７２２７ 的中 ��� ２１４７（１３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１３．０―１４．２―１３．５―１２．７―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３７．０―５１．２―１：０４．７―１：１７．４―１：２９．８―１：４２．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレヨンロケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Crafty Prospector 初出走

２００６．３．２０生 牡３栗 母 マージナルグラマー 母母 Sakura Fabulous １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ロッタラック号の騎手吉田隼人は，第３競走での落馬による検査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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アポロファンキー号・インザブラック号・コスモナミソラ号・スラマティンガル号・セイカコンブリオ号・

ベルモントアシュラ号



０６０１７ ３月１日 曇 稍重 （２１中山２）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

５９ サニーサンデー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８２± ０１：３６．９ １１．０�

８１５ マイネルエデン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５０８± ０１：３７．５３� ２．２�

２３ マイネルアウストロ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ６１：３７．６� ６．３�

１１ サマーセレブリティ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ６１：３７．９２ ６９．０�
４７ エ ア ダ ー ミ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：３８．１１� ２３．４�
３５ ヨイチラブソング 牡３青鹿５６ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 高村牧場 ４６８－ ２１：３８．４１� ７２．６�
３６ � カフェアラジン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Spooky Hollow

Racing, Inc. ４８８－ ６ 〃 ハナ ７．７	
２４ ローレルリラ 牡３鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気 �ローレルレーシング 根本 康広 日高 大西ステイブル ４４２－ ８１：３８．５� ２０７．６

７１４ スマイルトゥゲザー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４２２＋ ４１：３８．６� ４．２�
６１１ レオタイムリー 牡３青鹿５６ 大野 拓弥�レオ 矢野 英一 新冠 平山牧場 B４５６－ ４１：３８．７� ４９．３�
１２ オンワードラフィネ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 B４９０＋ ２１：３８．８クビ １８５．１
４８ スターリットラヴ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ８１：３９．１１� １７．６�
７１３ ハートオブウインク 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭野島 春男氏 佐々木亜良 日高 野島牧場 ３９０－１８１：３９．４１� ４１０．７�
８１６ マキシムカラス 牝３青鹿５４ 石橋 脩小田 廣美氏 石栗 龍彦 むかわ 真壁 信一 ４４６＋１２１：４０．３５ ５０３．５�
６１２ オリオンザブルー 牝３青 ５４ 勝浦 正樹平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４１２＋ ２１：４０．７２� ９４．５�
５１０ ミカミラクル 牝３栗 ５４ 小野 次郎井口 莞爾氏 和田 正道 むかわ 上水牧場 ４００－１４１：４１．８７ ３６７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０２２，２００円 複勝： ３２，０３２，０００円 枠連： ２３，６２６，８００円

普通馬連： ８２，９２７，２００円 馬単： ６４，２８５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１４９，６００円

３連複： ８７，７７９，１００円 ３連単： １５８，４２４，６００円 計： ４９９，２４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（５－８） ９５０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ６８０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� １５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２４０２２２ 的中 � １７３４４（５番人気）
複勝票数 計 ３２０３２０ 的中 � ３０２２３（５番人気）� ９９４１５（１番人気）� ３７０６６（３番人気）
枠連票数 計 ２３６２６８ 的中 （５－８） １８４４１（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２９２７２ 的中 �� ６１７８７（４番人気）
馬単票数 計 ６４２８５８ 的中 �� １６４５７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１４９６ 的中 �� １７１１３（３番人気）�� ８８２６（９番人気）�� ２０１８８（２番人気）
３連複票数 計 ８７７７９１ 的中 ��� ３６９７８（５番人気）
３連単票数 計１５８４２４６ 的中 ��� ７６５０（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．８―１：００．６―１：１３．２―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．３

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

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

勝馬の
紹 介

サニーサンデー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１１．３０ 東京７着

２００６．３．２１生 牡３栗 母 サニークラッシック 母母 サニースイフト ５戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミカミラクル号は，平成２１年４月１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 バンブーキャプテン号



０６０１８ ３月１日 曇 稍重 （２１中山２）第２日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

６１１ デリキットピース 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４２ ―２：０６．０ １５．０�

７１３ オルトリンデ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４５８ ―２：０６．６３� １０．１�
１１ � ヒシパーフェクト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４６０ ―２：０６．８１� ４．３�
３６ ザクリエイション 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１２ ― 〃 ハナ ２．５�
３５ ヘディングマキ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 古賀 慎明 苫小牧 藤沢 武雄 ４８８ ―２：０７．０１� １９．０�
１２ フジノタカワシ 牡３青鹿５６ 江田 照男北所 直人氏 松山 将樹 新冠 赤石 久夫 ４４８ ― 〃 ハナ ８４．２	
６１２ フライバイワイヤー 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４６ ―２：０７．２１� ７．２

２３ � フォックスブラボー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 和田 正道 英 A. J. Coleing ５４４ ―２：０７．５２ ５．８�
５１０ プルミエエクレール 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１８ ―２：０７．９２� ５６．４�
７１４ オーゴンティアラ 牝３栗 ５４ 村田 一誠永田 清男氏 高木 登 浦河 鎌田 正嗣 ４０６ ―２：０８．２１	 １４８．６
４７ ファルファラ 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 ４３０ ―２：０８．３クビ １４５．６�
２４ エーブシュテルン 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか 出羽牧場 ４２８ ―２：０８．４	 １５３．６�
８１６ ステージモア 牡３栗 ５６ 武士沢友治堀越 毅一氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B４６８ ―２：０８．５� ２０４．５�
５９ プ チ ョ ッ ト 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 ３９８ ―２：０９．５６ １２０．１�
４８ ケイズエスティーム 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 IHR 菊川 正達 三石 谷口育成牧場 ４２８ ―２：１０．９９ １０９．８�
８１５ ミスターチョウサン 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ５０６ ― （競走中止） ４６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１３４，４００円 複勝： ２５，３０７，８００円 枠連： ２２，４８５，０００円

普通馬連： ６９，６７０，４００円 馬単： ５４，４３９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０６１，６００円

３連複： ７３，４９０，８００円 ３連単： １２４，９２３，５００円 計： ４１３，５１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ３６０円 � ２９０円 � ２００円 枠 連（６－７） １，５２０円

普通馬連 �� ４，５７０円 馬 単 �� ９，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� １，１３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 ��� ５４，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２２１３４４ 的中 � １１６８４（６番人気）
複勝票数 計 ２５３０７８ 的中 � １６７０３（６番人気）� ２１８４７（５番人気）� ４００５３（２番人気）
枠連票数 計 ２２４８５０ 的中 （６－７） １０９５０（８番人気）
普通馬連票数 計 ６９６７０４ 的中 �� １１２５５（１８番人気）
馬単票数 計 ５４４３９５ 的中 �� ４２１９（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０６１６ 的中 �� ３６５４（１７番人気）�� ４５１８（１３番人気）�� ８９０１（６番人気）
３連複票数 計 ７３４９０８ 的中 ��� ７８２７（２２番人気）
３連単票数 計１２４９２３５ 的中 ��� １６７９（１６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３６．４―４９．７―１：０３．１―１：１６．１―１：２９．３―１：４２．４―１：５４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３６．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

デリキットピース �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．３．１１生 牝３黒鹿 母 デ リ キ ッ ト 母母 エ コ ル シ ユ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ミスターチョウサン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 ウインヘリオス号・オレサイキョー号・カサブランカ号・クレバークリス号・サイモントルナーレ号・スズノネオ号・

スーパータイトル号・タントアンドタント号・ナムライッカク号・バラディー号・ピンクトルマリン号・ベストラン号・
マリーンルージュ号



０６０１９ ３月１日 曇 重 （２１中山２）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１２ ポルカマズルカ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：５３．７ ８９．６�

３５ トレジャーバトル 牡３栗 ５６ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７４＋１０１：５３．８� ８．０�
１１ ツクバタイヨウ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 松山 康久 平取 協栄組合 B４５６－１４ 〃 アタマ ３．８�
４８ ピカルディー 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４７８＋ ２１：５３．９クビ ３．１�
４７ サトノバロン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５１６＋ ４１：５４．６４ ９．６�
８１６ イーサンヘモス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 昭二 ４７４－ ８ 〃 クビ ７０．１�
３６ マジックシアター 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 正剛氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ５．０	
２３ プ ラ ク シ ス 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹 �ノースヒルズマネ

ジメント 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８２± ０１：５４．９１� １１８．０

７１３ ピエナリリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司本谷 兼三氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム ４３２± ０１：５５．２１� ４８．５�
８１５� ロトパートナー 牡３栗 ５６

５３ ▲丸山 元気國武 佳博氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 ４８６＋ ２１：５５．８３� ４０２．０�
５９ フレンドケント 牡３鹿 ５６ 江田 照男横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 野坂牧場 ５０６－ ６１：５５．９� ３０．１
７１４� ナイスプロテクター 牝３鹿 ５４ 石橋 脩戸部 洋氏 石栗 龍彦 新ひだか 真歌伊藤牧場 ４１８＋ ２１：５６．０� ６１３．６�
５１０ マイネルプエルト 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ５０６－ ６１：５６．２１� １３０．３�

６１１ フルボディー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 ４７４－ ６１：５６．４� ９．２�
２４ � フジフーフー 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�フジレーシング 松永 康利 新冠 小泉 学 ４６８± ０１：５７．６７ ３７４．４�
６１２ ジョニーロード 	３芦 ５６ 川田 将雅�酒井牧場 武市 康男 浦河 酒井牧場 ４５８± ０１：５８．３４ ３５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０６５，２００円 複勝： ４１，６８０，７００円 枠連： ３３，８８０，１００円

普通馬連： １０９，９８２，０００円 馬単： ７２，５４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７３０，０００円

３連複： １０５，３３０，９００円 ３連単： １９２，５８９，２００円 計： ６１７，８０７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，９６０円 複 勝 � ２，０１０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（１－３） ５４０円

普通馬連 �� ３４，５６０円 馬 単 �� ８９，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，０９０円 �� ２，８８０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ３１，９２０円 ３ 連 単 ��� ３５８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３１０６５２ 的中 � ２７３４（１１番人気）
複勝票数 計 ４１６８０７ 的中 � ４１１９（１３番人気）� ４３０６２（５番人気）� ７３７５８（２番人気）
枠連票数 計 ３３８８０１ 的中 （１－３） ４６６７２（３番人気）
普通馬連票数 計１０９９８２０ 的中 �� ２３４９（５４番人気）
馬単票数 計 ７２５４９４ 的中 �� ５９５（１１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７３００ 的中 �� ８９６（５８番人気）�� ２５６３（２８番人気）�� １２１１３（７番人気）
３連複票数 計１０５３３０９ 的中 ��� ２４３６（８３番人気）
３連単票数 計１９２５８９２ 的中 ��� ３９７（６８４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１３．０―１３．２―１２．７―１２．４―１２．９―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．７―４９．９―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．９―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポルカマズルカ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．１３ 中山１着

２００６．４．８生 牝３鹿 母 ダンシングサンデー 母母 ダンシングキイ ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リーチマイドリーム号



０６０２０ ３月１日 曇 稍重 （２１中山２）第２日 第８競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

２：１０．１
２：１０．１

良

良

７１４ ニシノブルームーン 牝５鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６０＋ ２２：１８．５ ３．７�

１１ ダノンマスターズ �４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 ４５８＋ ２２：１８．６クビ ２０．６�
６１１ レッズフィールド 牡４鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４８２＋ ４ 〃 アタマ １０．８�
４８ ギムレットアイ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４５８＋ ８ 〃 アタマ １７．０�
１２ グランデスピリッツ 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹増田 雄一氏 小西 一男 平取 北島牧場 ４５０－ ８ 〃 ハナ ４５．３�
３６ マイネルファヴール 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �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 ４９０± ０２：１８．９２ ２．６�
５９ ティアップアライブ 牡４栗 ５６ 横山 典弘田中 昇氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム B４９２＋ ２２：１９．１１� ２２．２	
８１５ ステラポラリス 牡４栗 ５６ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 山際牧場 ５３０＋ ６２：１９．２	 ２８７．９

４７ エイシンフレンチ 牡４栗 ５６ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５１６－ ２ 〃 アタマ ４．８�
８１６ マイネルブリアー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ５０６－ ６２：１９．３	 １８．５�
６１２
 ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 柴山 雄一ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 ４８４± ０２：１９．４� １３６．５
７１３ コスモタクミ 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥岡田 繁幸氏 秋山 雅一 門別 白井牧場 ５１６＋３２２：１９．６１	 １４５．３�
２３ エイデンダンス 牡４鹿 ５６ 吉田 隼人永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 ４７２＋１０２：１９．７クビ ３３．８�
５１０ ミヤコノカーン �８栗 ５７ 木幡 初広吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４６４＋ ４２：１９．９１	 ５４．６�
２４ 
 タケショウダンデー 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ５２２－ ６２：２０．５３	 ４１３．３�
３５ �
 レッドルンバ 牝４芦 ５４ 川田 将雅原 子氏 加藤 征弘 愛 M. Parola ４１８－ ４２：２０．８１� １５６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，９３９，２００円 複勝： ４３，９８０，１００円 枠連： ３０，９０４，８００円

普通馬連： １１７，３４１，１００円 馬単： ７５，０７３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，０２８，５００円

３連複： １１７，５４４，３００円 ３連単： ２０４，７３３，３００円 計： ６５５，５４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ７１０円 � ３６０円 枠 連（１－７） ２，６００円

普通馬連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ６，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ７３０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� １２，０６０円 ３ 連 単 ��� ６３，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３０９３９２ 的中 � ６６７５８（２番人気）
複勝票数 計 ４３９８０１ 的中 � ９１７４２（２番人気）� １３１８６（８番人気）� ２８９９５（４番人気）
枠連票数 計 ３０９０４８ 的中 （１－７） ８７８２（１４番人気）
普通馬連票数 計１１７３４１１ 的中 �� ２２１５３（１６番人気）
馬単票数 計 ７５０７３４ 的中 �� ８３４５（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５０２８５ 的中 �� ６３２５（１４番人気）�� １２４４３（６番人気）�� ３１５２（２８番人気）
３連複票数 計１１７５４４３ 的中 ��� ７１９７（３９番人気）
３連単票数 計２０４７３３３ 的中 ��� ２３７８（１８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．８―３６．２―４９．５―１：０３．２―１：１６．２―１：２９．３―１：４２．１―１：５４．５―２：０６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．４
１
３
１５，１，５－（８，１４）１６，１１，１３，９（２，６，７）１０－１２，４，３・（１５，１，５）（８，１１，１４，１６）（１３，９，１０）（２，６）７，１２，３－４

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

勝馬の
紹 介

ニシノブルームーン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Alzao デビュー ２００７．８．２５ 新潟１着

２００４．４．３生 牝５鹿 母 カプリッチョーサ 母母 Clanjingle ９戦３勝 賞金 ３１，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 ニシノブルームーン号の騎手北村宏司は，２コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１６番・９番への進路影響）



０６０２１ ３月１日 曇 稍重 （２１中山２）第２日 第９競走 ��
��２，５００�

い た こ

潮 来 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

１１ � ムーンレスナイト �５鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier
Bloodstock ５１２＋ ６２：３５．７ １４．７�

６７ マイネルファーマ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 三石 山際牧場 ４９８＋ ４２：３６．１２	 ６．３�

３３ 
 ベストオーカン 牡４鹿 ５６ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 B４８２－ ２２：３６．２	 ４７．８�
５５ ロックザキャスバ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 ４９２＋ ６２：３６．３� ２９．０�
５６ ラヴォランテ �４青鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２± ０２：３６．４クビ ３．１�
７１０ ダイワバゼラード 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４８８－ ４ 〃 ハナ ９．８	
４４ マイネトゥインクル 牝４鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４３２－ ２２：３６．８２	 ５６．３

２２ デスティニーローグ 牡５青鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ５６２＋１４２：３７．１２ １５．３�
８１２ サブコンシャス 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ５３０－ ８２：３７．４１� ４．８�
８１１ ヒロアンジェロ 牝４鹿 ５４ 江田 照男北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４８８－ ２２：３７．７１� ５５．３
７９ サウザンブライト 牡８鹿 ５７ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新冠 勝川牧場 ５０２＋ ４２：３８．３３	 １８７．４�
６８ マイネルーチェ 牝５黒鹿５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０２：３８．４� ４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，５８５，０００円 複勝： ５６，５８２，４００円 枠連： ３７，０４８，２００円

普通馬連： １７１，８００，５００円 馬単： １０５，５６７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４２４，９００円

３連複： １６１，５００，７００円 ３連単： ３６６，８９４，６００円 計： ９７６，４０４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ４３０円 � ２２０円 � １，０５０円 枠 連（１－６） １，６８０円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ７，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ４，６３０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� ４３，４２０円 ３ 連 単 ��� ２４１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３６５８５０ 的中 � １９６２４（６番人気）
複勝票数 計 ５６５８２４ 的中 � ３２８９６（６番人気）� ８４０８４（４番人気）� １２０２７（９番人気）
枠連票数 計 ３７０４８２ 的中 （１－６） １６２８４（７番人気）
普通馬連票数 計１７１８００５ 的中 �� ３６７８２（１４番人気）
馬単票数 計１０５５６７９ 的中 �� ９８３２（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４２４９ 的中 �� ９８０４（１３番人気）�� ２１０６（４３番人気）�� ２９１１（３６番人気）
３連複票数 計１６１５００７ 的中 ��� ２７４５（９２番人気）
３連単票数 計３６６８９４６ 的中 ��� １１２３（５００番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１１．５―１１．８―１２．３―１３．１―１３．４―１２．５―１２．３―１２．５―１２．３―１２．２―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．９―１８．２―２９．７―４１．５―５３．８―１：０６．９―１：２０．３―１：３２．８―１：４５．１―１：５７．６―２：０９．９―２：２２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ムーンレスナイト �
�
父 Danehill �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００６．１１．１２ 東京５着

２００４．１．２６生 �５鹿 母 Quarter Moon 母母 Jude ２０戦４勝 賞金 ５４，２３３，０００円



０６０２２ ３月１日 曇 重 （２１中山２）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�内外タイムス杯

発走１５時１０分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
内外タイムス賞（１着）

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５１０ ナムラハンター 牡４青鹿５６ 田中 勝春奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４８６＋ ２１：５１．０ ５．４�

６１１ コロナグラフ 牡４鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ６．１�
３６ フルブラッサム 牡７鹿 ５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 牧 光二 門別 日高大洋牧場 ４９４＋ ４１：５１．３１� １３０．５�
４７ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４７０＋１２１：５１．４� ４．８�
４８ サンマルセイコー 牝６黒鹿５５ 大野 拓弥相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０－ ２１：５１．５クビ ３５．５�
５９ � エターナルスマイル 牡７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 ５０８－ ２１：５１．６� ６２．０�
３５ ウエスタンマックス 牡７鹿 ５７ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ５０２－ ４１：５１．９１� １０．５	
６１２ パレスショットガン 牡５鹿 ５７ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４５６－１６ 〃 クビ ６．９

７１４ ウォーターマーク 牡５芦 ５７ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４８２＋ ６１：５２．３２	 １７．７�
１２ タマモグレアー 
５鹿 ５７ 吉田 隼人タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５１６＋ ２１：５２．５１	 ９．２
２３ マルブツクロス 牡６芦 ５７ 小林 久晃大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３２± ０１：５２．７１ １０．９�
８１６ オヤマハリケーン 
８栗 ５７ 佐藤 聖也横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４８８－ ２１：５３．５５ ２９０．７�
１１ � コンプレッソ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Pegasus Blood-

stock USA, Inc. ４８２± ０１：５４．２４ ３９．６�
２４ キーンゲイル 
６黒鹿５７ 北村 宏司前田 幸治氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：５４．４１	 ２２．３�
８１５� ガイアヘッド 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥千葉 正人氏 嶋田 潤 静内 桜井牧場 ５２４－ ６１：５４．８２	 ５７．６�
７１３ ソラメンテウナベス 牡４鹿 ５６ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ４９８＋ ６１：５５．６５ １５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，１４９，１００円 複勝： ５５，８１７，１００円 枠連： ５６，９５７，９００円

普通馬連： ２３３，７４９，３００円 馬単： １２７，２４２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，３７４，２００円

３連複： ２２７，９３２，５００円 ３連単： ４４４，３７１，４００円 計： １，２３４，５９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � ２，５３０円 枠 連（５－６） ９３０円

普通馬連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ８，５７０円 �� １５，１４０円

３ 連 複 ��� ８３，６５０円 ３ 連 単 ��� ３１２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３５１４９１ 的中 � ５１３２９（２番人気）
複勝票数 計 ５５８１７１ 的中 � ９３１００（１番人気）� ６０６８１（３番人気）� ４４０１（１５番人気）
枠連票数 計 ５６９５７９ 的中 （５－６） ４５２６５（２番人気）
普通馬連票数 計２３３７４９３ 的中 �� ９２１５２（２番人気）
馬単票数 計１２７２４２０ 的中 �� ２７０３１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３３７４２ 的中 �� １９０９６（２番人気）�� １４８５（７２番人気）�� ８３７（９１番人気）
３連複票数 計２２７９３２５ 的中 ��� ２０１１（２０７番人気）
３連単票数 計４４４３７１４ 的中 ��� １０５１（９１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．８―１２．４―１２．２―１２．１―１２．７―１２．６―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．０―３６．４―４８．６―１：００．７―１：１３．４―１：２６．０―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ナムラハンター �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２００８．２．２３ 京都１１着

２００５．３．１１生 牡４青鹿 母 ナムラミステリー 母母 タイキミステリー １３戦４勝 賞金 ７３，７３４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 グッドフロマージュ号・ジェントルフォーク号・ソニックルーラー号・ダイワルビア号・ナムラスピード号・

ニシノドーン号・パピヨンシチー号・ピサノデイラニ号・プログレスエバー号・ポーカーフェイス号・
マイネルマニセス号



０６０２３ ３月１日 小雨 稍重 （２１中山２）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第８３回中 山 記 念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減，２０．３．１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，２０．２．２９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）

千葉県知事賞（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 ７７０，０００円 ２２０，０００円 １１０，０００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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

２２ カ ン パ ニ ー 牡８鹿 ５８ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６０－ ４１：４９．２ ３．６�

５５ ドリームジャーニー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８－ ６ 〃 クビ ６．２�

６６ アドマイヤフジ 牡７黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５３０＋ ２１：４９．３クビ ４．０�
３３ キングストレイル 牡７黒鹿５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０８± ０ 〃 クビ ８．０�
７７ エアシェイディ 牡８栗 ５７ 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 ４９６± ０１：４９．５１� ４．５�
８１０ キャプテンベガ 牡６黒鹿５７ 内田 博幸吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４８± ０１：４９．９２� １３．７	
４４ スウィフトカレント 牡８青鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：５０．１１� ６０．１

１１ トップガンジョー 牡７栗 ５７ 柴山 雄一河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 ハシモトフアーム ５０６－１０１：５０．３１� ６９．８�
７８ トウショウシロッコ 牡６黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９４＋ ４ 〃 アタマ ９．０�
８９ ドリーミーオペラ 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義小川 有世氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４５０＋１６１：５１．２５ ７５．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： １４１，９９２，７００円 複勝： １７２，０１７，５００円 枠連： １２６，０３９，４００円

普通馬連： ８２３，９６３，２００円 馬単： ４９６，１４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６３，６４４，１００円

３連複： ７６６，５３８，０００円 ３連単： ２，１９０，８７６，９００円 計： ４，８８１，２１９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（２－５） １，５５０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ３３０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� １３，２００円

票 数

単勝票数 計１４１９９２７ 的中 � ３１２１９０（１番人気）
複勝票数 計１７２０１７５ 的中 � ３０５８８８（３番人気）� １６９６１８（４番人気）� ３３８５３９（２番人気）
枠連票数 計１２６０３９４ 的中 （２－５） ６００６８（９番人気）
普通馬連票数 計８２３９６３２ 的中 �� ３８１０５１（９番人気）
馬単票数 計４９６１４７３ 的中 �� １２４０４３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６３６４４１ 的中 �� ６１２５７（１０番人気）�� １３６３９７（３番人気）�� ６０５８３（１２番人気）
３連複票数 計７６６５３８０ 的中 ��� ２６９０６６（９番人気）
３連単票数 計２１９０８７６９ 的中 ��� １２２５６６（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．２―３７．７―４９．８―１：０１．９―１：１４．１―１：２６．１―１：３７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ン パ ニ ー �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１．１７ 京都１着

２００１．４．２４生 牡８鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ ２９戦９勝 賞金 ５７４，６３２，０００円



０６０２４ ３月１日 小雨 重 （２１中山２）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上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

１１ キモンホワイト 牡４芦 ５６ 川田 将雅小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５０６－ ６１：５１．４ １３．３�

８１３� トウカイプライム 牡４黒鹿５６ 内田 博幸内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５６＋ ２ 〃 アタマ ４．２�
５７ シルクスターシップ 牡６芦 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ５１６－ ４１：５１．５クビ １１．７�
７１１ ローンウルフ 牡４栗 ５６ 岩田 康誠鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７４＋ ２ 〃 クビ ３．１�
６９ ブリリアントタイム 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 ４９２＋ ２１：５１．７� ９．３�
４６ マイネルサラン 牡４芦 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４７８＋ ２１：５１．８	 ２８．８�
３４ � パルジファル 牡６鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４８４－ ４ 〃 ハナ ８．５	
６１０ シルクシャープネス 牝６鹿 ５５ 武士沢友治有限会社シルク保田 一隆 門別 ヤナガワ牧場 ４５６＋ ４１：５２．６５ ７８．５

４５ ミヤビペルセウス 牡９栗 ５７ 穂苅 寿彦村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８４＋１２１：５３．０２	 １３２．７�
３３ � キープウイニング 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム B５０８＋ ４ 〃 ハナ ２３．９�
５８ トーセントゥルー 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人島川 哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６４－ ４１：５３．４２	 ５．６�
７１２ マウントフォンテン 牡９芦 ５７ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 谷川畜産 ４７２－ ４１：５３．７１� １８６．１�
２２ ビービーファング 
６鹿 ５７ 石橋 脩�坂東牧場 柴田 政人 平取 高橋 啓 ４７０＋ ８１：５６．９大差 ９４．９�
８１４ アイアムドラマ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司堀 紘一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：５７．０	 ５３．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５８，０６７，７００円 複勝： ７７，９３４，７００円 枠連： ７２，０４２，１００円

普通馬連： ２８７，６３２，２００円 馬単： １６６，３９５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，４０８，８００円

３連複： ２６５，６０７，６００円 ３連単： ６２１，６８１，４００円 計： １，６２２，７６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ３６０円 � １８０円 � ３３０円 枠 連（１－８） ４，１９０円

普通馬連 �� ４，１９０円 馬 単 �� ９，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� ２，２００円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� １４，８４０円 ３ 連 単 ��� １０７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ５８０６７７ 的中 � ３４５５３（７番人気）
複勝票数 計 ７７９３４７ 的中 � ５１５３５（７番人気）� １３９４３７（２番人気）� ５８２２４（６番人気）
枠連票数 計 ７２０４２１ 的中 （１－８） １２７０７（１５番人気）
普通馬連票数 計２８７６３２２ 的中 �� ５０７６３（１７番人気）
馬単票数 計１６６３９５３ 的中 �� １２５７６（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３４０８８ 的中 �� １２４７６（１９番人気）�� ８０６８（２８番人気）�� １８６０３（１１番人気）
３連複票数 計２６５６０７６ 的中 ��� １３２１７（５０番人気）
３連単票数 計６２１６８１４ 的中 ��� ４２６６（３３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３５．６―４８．１―１：００．５―１：１２．９―１：２５．４―１：３８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キモンホワイト �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー ２００７．９．１５ 中山７着

２００５．５．２２生 牡４芦 母 オイワケトモエ 母母 シートゥシャイニングシー １４戦３勝 賞金 ３０，８４９，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビービーファング号・アイアムドラマ号は，平成２１年４月１日まで平地競走に出走できない。



（２１中山２）第２日 ３月１日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２９６，４５０，０００円
８，５２０，０００円
１４，４６０，０００円
２，０４０，０００円
３１，２１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，５７４，０００円
４，７４６，０００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
４７１，６５４，３００円
６６９，９８４，７００円
４９１，４１０，７００円
２，１８２，４３５，９００円
１，３９８，６８２，４００円
５４１，７０３，１００円
２，１３１，０４３，６００円
４，８７５，３７８，８００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 １２，７６２，２９３，５００円

総入場人員 ３２，１９１名 （有料入場人員 ２９，３２０名）




