
０６０６１ ３月１５日 晴 重 （２１中山２）第６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）

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

７１３ エドノゴールド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高木 登 静内 マークリ牧場 ４５４－ ６１：１１．８ ３．６�

４７ ノボパガーレ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６８－ ６ 〃 ハナ ６．６�
３５ カズノウォーニング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ２．３�
６１２ ハナノシルキー 牝３栗 ５４ M．デムーロ花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４３４± ０１：１２．０１� １７．３�

（伊）

６１１ ア ゲ シ オ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘平岡 茂樹氏 �田 研二 むかわ 平岡牧場 ４８０± ０１：１２．２１� １４．７�
４８ グラスレジェンド 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎半沢	 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９６－ ８１：１２．４１� ２９．３

１２ トウショウターボ 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 斎藤 宏 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ ４９．８�
５１０ ダイワオーダー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大城 敬三氏 嶋田 功 日高 坂口 豊翼 ４６８－ ６１：１３．４６ １０１．３�
２４ シンクロナイザー 牡３黒鹿５６ 江田 照男グリーンスウォード 中川 公成 浦河 西田 雄二 ４６６＋ ２ 〃 アタマ ２６．６
８１５ パピオンライン 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介井高 義光氏 武市 康男 新ひだか 井高牧場 B４２６－ ４１：１３．６１� ６４．２�
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± ０１：１３．７� ２９６．０�
８１６ シンボリカージナル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４４８± ０１：１３．８� ６４．２�
３６ マイネルバルトーク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 メイタイ牧場 ４５２＋ ２ 〃 アタマ ８．３�
１１ ラレーヌデュバル 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次	ミルファーム 畠山 重則 浦河 村下農場 ４６４＋ ２１：１４．０１� ２６４．５�
５９ ヒノデスカーレット 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥北所 直人氏 牧 光二 新冠 小泉牧場 ４１８－ ８１：１５．４９ １７６．２�
７１４ ダイメイソニード 牡３栗 ５６ 小林 淳一宮本 孝一氏 二本柳俊一 むかわ 池本 久志 ４１８－ ２１：１６．９９ ４１５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２８９，８００円 複勝： ２９，１７７，６００円 枠連： ２１，４１７，３００円

普通馬連： ６７，３９２，５００円 馬単： ５０，４３６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９９４，５００円

３連複： ８０，０９２，０００円 ３連単： １２３，０１１，９００円 計： ４１３，８１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（４－７） １，０８０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １７０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ７５０円 ３ 連 単 ��� ４，９９０円

票 数

単勝票数 計 １８２８９８ 的中 � ４０４９０（２番人気）
複勝票数 計 ２９１７７６ 的中 � ６６４８３（２番人気）� ３６７３７（３番人気）� ８３３７７（１番人気）
枠連票数 計 ２１４１７３ 的中 （４－７） １４７１５（５番人気）
普通馬連票数 計 ６７３９２５ 的中 �� ４１５０９（３番人気）
馬単票数 計 ５０４３６４ 的中 �� １７９２８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９９４５ 的中 �� １３５６５（３番人気）�� ４４０９３（１番人気）�� １８１１２（２番人気）
３連複票数 計 ８００９２０ 的中 ��� ７９３５１（１番人気）
３連単票数 計１２３０１１９ 的中 ��� １８２２０（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．３―１２．１―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．４―４６．５―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エドノゴールド �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．８．９ 新潟４着

２００６．２．２３生 牡３鹿 母 ロマンスドーン 母母 ホリールード ８戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイソニード号は，平成２１年４月１５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 マキシムカラス号
（非抽選馬） １頭 ケージーカチボシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０６２ ３月１５日 晴 重 （２１中山２）第６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）

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

２４ レッドジュエル 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４８０－ ６１：５５．０ ４．２�

１２ ユキノクイーン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義井上 基之氏 清水 美波 静内 服部 牧場 ４６２－ ２１：５５．２１ ５．８�
６１２ カントリードーター 牝３栗 ５４ 小林 淳一�協和牧場 斎藤 宏 新冠 協和牧場 ４７０± ０１：５５．３� ２５．０�
５９ ネオコルテックス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４２６± ０１：５５．５１� ５９．４�
７１３ シルクフォーナイン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 新冠 堤 牧場 ４５０＋１０１：５５．６� ９８．３�
１１ タイキシムーン 牝３栗 ５４ 田中 勝春�大樹ファーム 高橋 祥泰 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０－ ４ 〃 アタマ ４．１	
４８ メイマドンナ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４４２－ ２１：５５．９１� ２５．７

８１５ オースミライセンス 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�オースミ 菅原 泰夫 日高 白井牧場 B４７２＋ ２ 〃 クビ ２３．６�
４７ フレンチドール 牝３栗 ５４ 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３２＋ ４１：５６．１１� ３．０�
３５ イシュトリルトン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一水谷 精吾氏 清水 英克 門別 シンコーファーム B４４４± ０１：５７．４８ ２３４．５
３６ スーパーグランデラ 牝３鹿 ５４ 江田 照男村山 義一氏 谷原 義明 青森 石田 英機 ４８０± ０１：５７．５� １９４．６�
６１１ ナ ガ タ ヒ メ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行紙透 一雄氏 高橋 義博 新冠 森 牧場 ４１８－ ４１：５７．８１� ３２１．７�
２３ ラークエンデバー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一小林 章氏 伊藤 伸一 静内 西村 和夫 ４２０＋ ４１：５８．５４ ５５．９�
５１０ クレッシェンド 牝３黒鹿５４ 小野 次郎グリーンスウォード 天間 昭一 浦河 上山牧場 ４７８－ ６１：５８．６� ２４．４�
８１６ ダイワポイズン 牝３黒鹿５４ 内田 博幸大城 敬三氏 嶋田 功 静内 出羽牧場 ４４４＋２８２：０３．５大差 １３２．２�
７１４ ニシノサブリナ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４９８－ ６３：１５．１大差 ２３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９８１，８００円 複勝： ３１，４９３，５００円 枠連： ２４，２９７，９００円

普通馬連： ６９，９５７，７００円 馬単： ５２，０７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９２０，０００円

３連複： ７８，２２９，９００円 ３連単： １１９，３４８，０００円 計： ４１８，３０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � ５７０円 枠 連（１－２） ５８０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，７６０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� １０，７６０円 ３ 連 単 ��� ４０，０２０円

票 数

単勝票数 計 １８９８１８ 的中 � ３６０７６（３番人気）
複勝票数 計 ３１４９３５ 的中 � ５２８２９（３番人気）� ４４４７９（４番人気）� １１２９２（７番人気）
枠連票数 計 ２４２９７９ 的中 （１－２） ３０９２３（２番人気）
普通馬連票数 計 ６９９５７７ 的中 �� ３６６８３（６番人気）
馬単票数 計 ５２０７２７ 的中 �� １７１２２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９２００ 的中 �� ９７４６（６番人気）�� ３２５７（２２番人気）�� ３６７０（１７番人気）
３連複票数 計 ７８２２９９ 的中 ��� ５３６６（３５番人気）
３連単票数 計１１９３４８０ 的中 ��� ２２０１（１１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．７―１３．３―１２．９―１３．３―１３．４―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．３―４９．６―１：０２．５―１：１５．８―１：２９．２―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．２
１
３

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

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

レッドジュエル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．２．１５ 東京７着

２００６．５．６生 牝３鹿 母 ジョウノマチエール 母母 ウメノシルバー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ニシノサブリナ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワポイズン号は，平成２１年４月１５日まで平地競走に出走できない。



０６０６３ ３月１５日 晴 重 （２１中山２）第６日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ 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 ５２６＋ ２１：５３．２ １．５�

８１６ ガートモンテス 牡３青鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：５３．５１� ６．４�
３５ プ レ ゼ ピ オ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：５４．３５ １６．１�
７１４ マキノワールド 牡３鹿 ５６ 木幡 初広島宮 萬喜氏 土田 稔 静内 井高牧場 ４６４－ ４１：５４．４� １６１．９�
１１ アシュラオー 牡３黒鹿５６ M．デムーロ友水 達也氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ５０８＋ ２ 〃 アタマ １３．４�

（伊）

７１３ ゲンパチデピュティ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 村中 一英 ５２４± ０１：５４．５� １９．８�
６１１ モリトキボウ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 斉藤英牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ ４２．６	
３６ スピードスクエア 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 豊洋牧場 ４３２± ０１：５４．６� ４９．１�
２４ 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 ４４４－ ４１：５５．３４ ３６．５�
８１５ ストロングネオ 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４９６－ ２１：５５．４� ８３．２
１２ ツクバチャーム 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４９８－ ２１：５５．８２� ９．９�
４７ アイティヤマト 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新ひだか 加野牧場 ５２４－ ４１：５６．０１ ５０．７�
４８ オンワードイデア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真
オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ５０４－ ４１：５６．２１ ３２９．８�
５９ ライジングヘリオス 牡３栗 ５６ 武士沢友治近藤 光子氏 水野 貴広 白老 習志野牧場 ４９４± ０１：５６．３� １４２．５�
５１０ ア ン フ ァ ス 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次�ミルファーム 保田 一隆 新冠 風間 洋 ４６４－ ４１：５６．９３� ４６０．８�
６１２ フレッシュゴールド 牝３黒鹿５４ 小野 次郎居城 要氏 成島 英春 新冠 北勝ファーム ４４０－ ６１：５８．４９ ３２８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６１２，０００円 複勝： ５４，５５９，１００円 枠連： ２２，８２６，７００円

普通馬連： ７２，３５６，９００円 馬単： ６３，６８５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５０５，３００円

３連複： ７８，０１３，６００円 ３連単： １４８，８０４，６００円 計： ４９０，３６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（２－８） ３８０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５２０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ３，６００円

票 数

単勝票数 計 ２５６１２０ 的中 � １４０６３５（１番人気）
複勝票数 計 ５４５５９１ 的中 � ３３６４１３（１番人気）� ５６６１３（２番人気）� １６５１６（６番人気）
枠連票数 計 ２２８２６７ 的中 （２－８） ４４５４１（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２３５６９ 的中 �� １２９０１３（１番人気）
馬単票数 計 ６３６８５８ 的中 �� ８３９５２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５０５３ 的中 �� ３７８２０（１番人気）�� １０７９４（５番人気）�� ４７１６（１３番人気）
３連複票数 計 ７８０１３６ 的中 ��� ３８５６０（４番人気）
３連単票数 計１４８８０４６ 的中 ��� ３０５０５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．１―３６．６―４９．６―１：０２．５―１：１４．８―１：２７．２―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ジェイズバニヤン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．３．１ 中山２着

２００６．４．２生 牡３芦 母 ジェイズジュエリー 母母 アサーション ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレッシュゴールド号は，平成２１年４月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０６４ ３月１５日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）重 （２１中山２）第６日 第４競走 ２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１０．２良・良

５７ エステヴァン �７鹿 ６０ 金子 光希�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ２３：１７．１ ９．９�

６９ エイトシード 牝４鹿 ５７ 平沢 健治玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４３８－ ２３：１８．０５ １４．９�
７１２ バ シ ケ ー ン 牡４栗 ５９ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４４± ０３：１８．７４ ４．７�
５８ ストロングマリオン 牡４黒鹿５９ 宗像 徹村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４６２－ ４３：１９．０２ ２．３�
２２ シ ン モ ン 牡４黒鹿５９ 山本 康志内藤 好江氏 矢野 英一 静内 平井牧場 ４４２－ ４３：１９．２１� ７．９�
８１３ マイネルスカイハイ 牡４鹿 ５９ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 ４９４＋ ２３：１９．９４ ２４．１	
３４ ゴールドヘラクレス 牡４栗 ５９ 水出 大介居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４９４＋１４３：２０．５３� ２６．８

１１ ウインカスケード 牡６黒鹿 ６０

５７ ▲草野 太郎�ウイン 鈴木 伸尋 早来 ノーザンファーム ４８８－ ６３：２３．６大差 ８３．０�
８１４� テンジンリュウセー �５鹿 ６０ 江田 勇亮�テンジン 矢野 照正 静内 見上牧場 ４６４－ ８３：２４．３４ １１４．４�
３３ カシマレジェンド 牡４鹿 ５９ 矢原 洋一松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５２０＋ ２ 〃 クビ １０７．８
７１１ サクラランサー 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ５０６＋ ６３：２４．５１ ６．８�
６１０� ザサンデーアミフジ 牡４黒鹿５９ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４６０－１２３：２５．９９ ７９．８�
４６ ナンヨーサウス 牡５鹿 ６０ 大庭 和弥中村 �也氏 奥平 雅士 浦河 梅田牧場 ４５６± ０３：２６．２２ ３１．４�
４５ キラーパンサー 牡４芦 ５９ 高野 和馬山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ５０２－ ２３：３４．９大差 ４４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５５４，２００円 複勝： １６，９９５，４００円 枠連： １９，４８７，６００円

普通馬連： ４９，１１３，８００円 馬単： ３８，８４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３２２，３００円

３連複： ５７，０６２，３００円 ３連単： ９５，７６２，６００円 計： ３０６，１４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２４０円 � ３４０円 � １８０円 枠 連（５－６） １，０９０円

普通馬連 �� ４，７３０円 馬 単 �� ８，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ７５０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ５，９５０円 ３ 連 単 ��� ４８，７４０円

票 数

単勝票数 計 １３５５４２ 的中 � １０８７４（５番人気）
複勝票数 計 １６９９５４ 的中 � １８２８３（３番人気）� １１４５０（６番人気）� ２９６１４（２番人気）
枠連票数 計 １９４８７６ 的中 （５－６） １３３１６（５番人気）
普通馬連票数 計 ４９１１３８ 的中 �� ７６７３（１７番人気）
馬単票数 計 ３８８４５７ 的中 �� ３３１５（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３２２３ 的中 �� ３６４１（１３番人気）�� ５１４４（８番人気）�� ４２４４（９番人気）
３連複票数 計 ５７０６２３ 的中 ��� ７０８６（１７番人気）
３連単票数 計 ９５７６２６ 的中 ��� １４５０（１３２番人気）

上り １マイル １：４９．９ ４F ５２．７－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エステヴァン �
�
父 メジロライアン �

�
母父 Woodman デビュー ２００４．１１．１３ 東京１着

２００２．５．１６生 �７鹿 母 ロ ス ケ イ 母母 Mount Holyoke 障害：２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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 エイトゴーオン号
（非抽選馬） ２頭 ビービーライナー号・マチカネアマテラス号



０６０６５ ３月１５日 晴 重 （２１中山２）第６日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１１ レイクメリット 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：０３．４ ２．７�

３５ ス ピ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 ４５８± ０２：０４．０３� １２．５�
４７ マイネプリンセス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �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 ４６６－１０２：０４．３１� ６．１�
３６ トドロキエンジェル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４１０－ ４２：０４．４� １８９．９�
８１５ プ ラ ー ジ ュ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋２２ 〃 クビ １５．３�
１２ エ ア ダ ー ミ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５６－ ４２：０４．５� １２．７	
２４ アオゾラペダル 牝３黒鹿５４ M．デムーロ小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２± ０２：０４．７１� ５．３


（伊）

５１０ コロンバスサークル 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５２－ ２２：０５．１２� ６．５�
６１２ アラマサウタヒメ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２０－ ４２：０５．９５ １６３．７�
５９ キ ア ラ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 水丸牧場 ４２２± ０２：０６．１１� ２７．５
２３ シセイカグヤ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４４２－１６２：０６．２クビ ２０．０�
７１３ ニシノベレーザ 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳西山 茂行氏 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４１８－ ６２：０６．３� １１９．３�
８１６ トーアミステリー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義東亜駿馬� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ４２６＋１２２：０６．９３� １８０．１�
６１１ タイキバンビーナ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�大樹ファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４２８ ―２：０７．６４ ８１．０�
７１４ マルハチラブーム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹ニットー商事� 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 ４４０－１０２：０８．０２� ４７．７�
４８ アバトルディグナ 牝３栗 ５４ 武士沢友治宮川 秋信氏 浅野洋一郎 日高 山際 辰夫 ４３４－ ２２：１０．４大差 ２２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１９２，６００円 複勝： ３９，３６７，１００円 枠連： ２５，０８６，８００円

普通馬連： ８６，４８５，５００円 馬単： ５９，７７０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９０８，０００円

３連複： ９１，６４１，６００円 ３連単： １５３，４２２，０００円 計： ５０６，８７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １７０円 枠 連（１－３） １，２８０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ３６０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 ��� １４，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２４１９２６ 的中 � ７２７１９（１番人気）
複勝票数 計 ３９３６７１ 的中 � １１００２８（１番人気）� ２９２１８（５番人気）� ６０５６７（２番人気）
枠連票数 計 ２５０８６８ 的中 （１－３） １４５３０（６番人気）
普通馬連票数 計 ８６４８５５ 的中 �� ３９１１６（５番人気）
馬単票数 計 ５９７７０８ 的中 �� １８２８６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９０８０ 的中 �� ９９０１（６番人気）�� ２０２１３（２番人気）�� ６０４７（１０番人気）
３連複票数 計 ９１６４１６ 的中 ��� ２３９４０（５番人気）
３連単票数 計１５３４２２０ 的中 ��� ７８５６（２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．０―１２．６―１２．８―１２．７―１２．５―１２．４―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３５．８―４８．４―１：０１．２―１：１３．９―１：２６．４―１：３８．８―１：５１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．０
１
３
３（１，７，４）（１０，１６）（６，１５）（５，１４）９，１２（２，１３）－１１－８
３（７，４）（１，１０，１６）（６，１５，１４，９）５（２，１２）（１１，１３）＝８

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

勝馬の
紹 介

レイクメリット �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１．１７ 中山３着

２００６．２．４生 牝３鹿 母 オークミード 母母 シヤダイアイバー ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００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〕 アバトルディグナ号は，平成２１年４月１５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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 ブロードスマイル号・ベイルリ号・マドリガルトゥユー号・ユウカゼ号・ラヴィスタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０６６ ３月１５日 晴 重 （２１中山２）第６日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・右・外）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

３６ � レ ン デ ィ ル 牡３芦 ５６ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart
Trading Ltd ４８４ ―１：３７．９ ２．８�

６１２ クレバークリス 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４８４ ―１：３８．１１� ６．１�
２３ クリスチャンパール 牝３鹿 ５４ M．デムーロ �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 青藍牧場 ４０２ ―１：３８．３１� １２．８�

（伊）

１１ リーサムニューエラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海平田 修氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４２８ ―１：３８．６２ ７．２�
４７ メガチューズデー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５１０ ―１：３９．４５ ３．８	
５９ トゥザユニヴァース 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真木下 博氏 後藤 由之 新ひだか 竹内 良一 ４３０ ―１：３９．５クビ １１．１

７１４ コウワエクスプレス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊野� 昭夫氏 阿部 新生 日高 豊田田村牧場 ４７２ ―１：３９．６	 ５３．２�
８１５� ピンクトルマリン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成青山 洋一氏 河野 通文 米 Dr. Masa-

take Iida ４０４ ―１：３９．８１� １５．９�
４８ シュンドルゴナ 牝３青 ５４ 小林 淳一�グリーンテック柴田 政人 安平 
橋本牧場 ４４８ ―１：３９．９	 １３７．１
２４ ティティチャーム 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥冨塚 善三氏 嶋田 潤 新ひだか 仲野牧場 ４９８ ― 〃 クビ ３７．６�
７１３ ラジカルバンギング 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司�藤原牧場 柴田 政人 静内 藤原牧場 ４７８ ―１：４０．０	 ８４．８�
３５ ベルモントアグロ 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ４７２ ―１：４０．１クビ ２５０．４�

８１６ スーパータイトル 牡３鹿 ５６ 小野 次郎村山 義一氏 谷原 義明 新ひだか 前谷 武志 ４６４ ― 〃 アタマ ４２．２�
５１０ エスプリシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也 �友駿ホースクラブ 根本 康広 日高 幾千世牧場 ４２８ ―１：４０．２	 １１７．８�
６１１ インテグリティー 牡３栗 ５６ 武士沢友治�山王飯店 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 B４７２ ―１：４１．２６ １０９．１�

（１５頭）
１２ トウカイバリュー 牡３青鹿５６ 土谷 智紀内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４４８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，３３６，１００円 複勝： ２４，６６５，５００円 枠連： ２１，４２４，９００円

普通馬連： ７１，７４３，１００円 馬単： ５５，６３２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９９５，２００円

３連複： ７０，３０７，２００円 ３連単： １１８，３０５，３００円 計： ４０３，４１０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ３１０円 枠 連（３－６） ７７０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ８１０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ３，７９０円 ３ 連 単 ��� １４，２３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０３３６１（返還計 ２３９） 的中 � ５７５３０（１番人気）
複勝票数 差引計 ２４６６５５（返還計 ２９７） 的中 � ６２６４５（１番人気）� ３４２２９（３番人気）� １５９７５（６番人気）
枠連票数 差引計 ２１４２４９（返還計 ８０） 的中 （３－６） ２０５４３（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ７１７４３１（返還計 ３１６８） 的中 �� ６３８１４（２番人気）
馬単票数 差引計 ５５６３２８（返還計 ２５７０） 的中 �� ２９３０７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０９９５２（返還計 １０８５） 的中 �� １５４８７（２番人気）�� ６２０４（１０番人気）�� ４４４０（１５番人気）
３連複票数 差引計 ７０３０７２（返還計 ６１９４） 的中 ��� １３６９３（１３番人気）
３連単票数 差引計１１８３０５３（返還計 ９６３４） 的中 ��� ６１３８（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．５―３７．０―５０．０―１：０２．５―１：１４．４―１：２５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．４

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

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

�レ ン デ ィ ル �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 In The Wings 初出走

２００６．５．３生 牡３芦 母 Streetcar 母母 As You Desire Me １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 トウカイバリュー号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２９頭 アイガットリズム号・カラーザホワイト号・ギンザクイーンビー号・ココペリ号・コスモディマシュク号・

ゴールドピアース号・サイモントルナーレ号・シャドウライン号・シルクパイレーツ号・スズノネオ号・
セトウチサンダー号・ダイワプレジャー号・タクトフル号・タツミニピンク号・ダブルフレーバー号・
ナムライッカク号・ビービーグレイナー号・ブライティアホーム号・ベストラン号・マリーンルージュ号・
メイウインド号・メイキャンドル号・メジロローレンス号・メーテルスマイル号・リネンシマイ号・
リワードアリオン号・レイアシチー号・レディアミュレット号・レディーノパンチ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０６７ ３月１５日 晴 重 （２１中山２）第６日 第７競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

５９ ロジロマンス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘久米田正明氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド ４７６± ０１：１２．１ １．１�

５８ サルバドールアスカ 牡３栗 ５６ 松岡 正海則武 輝一氏 伊藤 伸一 新冠 坂元牧場 ４５８－ ２１：１２．７３� ２９．８�
７１３ オリオンザブラック 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４２６－ ６１：１２．９１ ８２．１�
２３ � ナイスプロテクター 牝３鹿 ５４ 小林 淳一戸部 洋氏 石栗 龍彦 新ひだか 真歌伊藤牧場 ４２０＋ ２１：１３．０クビ ４６０．２�
８１５ トーセンモンローズ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 増本牧場 ５１６＋ ８ 〃 アタマ １３．７�
４６ � スマートスパークル 牡３栗 ５６ 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４７０－ ４１：１３．１� ２４１．１�
７１２ フライトマイル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一	ミルファーム 武市 康男 新冠 ハシモトフアーム B４６８± ０１：１３．２クビ １９０．９

６１０� ミスターレンチ 牡３栗 ５６ 江田 照男�ジェイアール 岩戸 孝樹 米

J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

５１８－ ２ 〃 クビ １６．４�
３４ エレガントステージ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４２８＋ ４１：１３．３クビ １１９．０
１１ アポロビッグバン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 B４７４± ０ 〃 ハナ ８６．８�
６１１� ハ ト チ ャ ン 牝３芦 ５４

５１ ▲国分 優作森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４５２－２０ 〃 クビ １３６．５�

２２ ニ ュ ー ト ン 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 蛯名 信広 日高 横井 哲 ４７６－１０１：１３．５１ １１．７�
３５ � リバーインバウンド 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ １９７．９�
４７ ジェットローズ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 様似 中脇 一幸 ４３４－１０１：１３．９２� １３５．９�
８１４ エアラスティング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：１４．２２ ２７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，４６８，６００円 複勝： ９４，７６０，１００円 枠連： ２９，１１６，６００円

普通馬連： ９４，５７５，４００円 馬単： １０２，２２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，７２６，８００円

３連複： １０４，１０９，４００円 ３連単： ２９０，０８０，５００円 計： ７９２，０６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １１０円 � ４４０円 � ９６０円 枠 連（５－５） １，１６０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １，１５０円 �� ７，３４０円

３ 連 複 ��� １０，８５０円 ３ 連 単 ��� ２２，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４０４６８６ 的中 � ２９１６２２（１番人気）
複勝票数 計 ９４７６０１ 的中 � ６６２４２４（１番人気）� ２１８２７（６番人気）� ８９４０（７番人気）
枠連票数 計 ２９１１６６ 的中 （５－５） １８６８４（４番人気）
普通馬連票数 計 ９４５７５４ 的中 �� ６４８９０（５番人気）
馬単票数 計１０２２２７８ 的中 �� ５７１６５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６７２６８ 的中 �� ２０５５３（５番人気）�� ７７８９（１１番人気）�� １１４５（３７番人気）
３連複票数 計１０４１０９４ 的中 ��� ７０８６（２７番人気）
３連単票数 計２９００８０５ 的中 ��� ９４８５（５３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．３―１２．３―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．２―４６．５―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロジロマンス �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Lammtarra デビュー ２００８．１２．２１ 中山２着

２００６．５．１６生 牡３鹿 母 ロマンスビコー 母母 サムロマンス ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円



０６０６８ ３月１５日 晴 重 （２１中山２）第６日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００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

７８ ドリームマイスター 牡４鹿 ５７ 内田 博幸セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５０４－ ２１：５３．４ １．６�

８９ ニュージェットラン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣本間 茂氏 柴田 政人 浦河 野表 春雄 ４７０± ０１：５３．５� １１．７�
８１０ マルターズスクープ 牡４栗 ５７ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 門別 天羽 禮治 ５１０－ ２１：５３．８１� ５．６�
５５ ウ イ ン ク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７４± ０１：５４．１２ １５．５�
３３ ワールドリーダー 牡４栗 ５７ 江田 照男�レオ 萱野 浩二 新冠 飛渡牧場 ４８４＋１６１：５４．３１� ７．０�
１１ ビーボタンダッシュ 牡４芦 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５０２± ０ 〃 アタマ １９．５�
７７ ハクシンヒロツグ 牡４栗 ５７ 千葉 直人新井原 博氏 高橋 祥泰 様似 長田 操 ５１６＋ ６１：５４．７２� ７７．２	
４４ シルキーチーフ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４６６－ ２ 〃 アタマ ７４．３

６６ アイスボックス 牝４鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �ユートピア牧場 相沢 郁 登別 ユートピア牧場 ４３０－ ２１：５５．５５ １３５．５�
２２ ラドクリフヤード 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４３０－ ８１：５７．２大差 １２．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，０２６，３００円 複勝： ４７，５９４，１００円 枠連： ２４，４４６，６００円

普通馬連： ９０，０７３，４００円 馬単： ７６，１４３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２５４，２００円

３連複： ９１，３９４，４００円 ３連単： ２３３，４５１，７００円 計： ６１８，３８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １４０円 枠 連（７－８） ２８０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １９０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ４，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２７０２６３ 的中 � １３３１４５（１番人気）
複勝票数 計 ４７５９４１ 的中 � ２３５９８８（１番人気）� ２７４８３（６番人気）� ６７０１８（２番人気）
枠連票数 計 ２４４４６６ 的中 （７－８） ６５３０７（１番人気）
普通馬連票数 計 ９００７３４ 的中 �� ８１６９１（３番人気）
馬単票数 計 ７６１４３１ 的中 �� ５０５６９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２５４２ 的中 �� ２２４２０（３番人気）�� ４６６６７（１番人気）�� ７９９４（８番人気）
３連複票数 計 ９１３９４４ 的中 ��� ６０４０２（２番人気）
３連単票数 計２３３４５１７ 的中 ��� ４０６９７（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．３―３６．３―５０．０―１：０３．７―１：１６．５―１：２８．８―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームマイスター �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００７．１２．８ 中山１着

２００５．４．１４生 牡４鹿 母 オリミツキネン 母母 ウ サ ロ マ ン ７戦２勝 賞金 ２１，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



０６０６９ ３月１５日 晴 稍重 （２１中山２）第６日 第９競走 ��
��２，０００�

やまざくら

山 桜 賞
発走１４時３５分 （芝・右）

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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

１１ ピサノカルティエ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８０－ ６２：０１．９ ２．２�

３３ � モエレビクトリー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春西森 鶴氏 的場 均 新ひだか 中村 和夫 ４９０＋ ６２：０２．１１ ３．４�
２２ ハギノバロンドール 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ８２：０２．３１� ９．３�
５５ ピサノエグゼ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５４０＋ ８２：０２．５１� ８．１�
４４ ブリッツェン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４５８－１０２：０２．６	 １１．０�
８８ ブレイクナイン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４８４－ ４２：０３．４５ １２．２�
６６ ロイヤルダリア 牡３黒鹿５６ 内田 博幸田中 由子氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２０－ ４２：０３．９３ ２７．１	
７７ ジャストルーラー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８－ ２２：０５．７大差 ５４．８

８９ シ ー ダ ー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４３８－ ６２：０５．８� ２５．９�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３７，６０８，３００円 複勝： ５４，７０６，１００円 枠連： ３０，０７６，８００円

普通馬連： １３８，３７２，６００円 馬単： １０６，５１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０３６，７００円

３連複： １３５，００８，５００円 ３連単： ３６４，４５７，３００円 計： ９０２，７７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（１－３） ３７０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３７６０８３ 的中 � １３９０２４（１番人気）
複勝票数 計 ５４７０６１ 的中 � １６９０１８（１番人気）� １４１５０５（２番人気）� ５５０８８（４番人気）
枠連票数 計 ３００７６８ 的中 （１－３） ６０９２０（１番人気）
普通馬連票数 計１３８３７２６ 的中 �� ３０２９９０（１番人気）
馬単票数 計１０６５１０１ 的中 �� １２８２４１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０３６７ 的中 �� ６８８４５（１番人気）�� ２１２６８（３番人気）�� １８６５５（６番人気）
３連複票数 計１３５００８５ 的中 ��� １１５１１１（２番人気）
３連単票数 計３６４４５７３ 的中 ��� ９６５６１（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．５―１２．２―１２．６―１２．５―１２．６―１２．３―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．６―３５．１―４７．３―５９．９―１：１２．４―１：２５．０―１：３７．３―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノカルティエ �

父 ネオユニヴァース �


母父 Copelan デビュー ２００９．１．５ 中山１着

２００６．４．２２生 牡３鹿 母 コープランズナニー 母母 Nany’s Appeal ４戦２勝 賞金 ２２，８５９，０００円
※出走取消馬 ノアブレイク号（疾病〔左肩跛行〕のため）



０６０７０ ３月１５日 晴 稍重 （２１中山２）第６日 第１０競走 ��
��２，５００�サンシャインステークス

発走１５時１０分 （芝・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．３．１５以降２１．３．８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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．５
２：２９．５

良

良

７８ ゼンノグッドウッド 牡６鹿 ５４ 松岡 正海大迫久美子氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５１２－１８２：３５．５ ３１．９�

７９ シャイニーブラウン 牡４鹿 ５５ M．デムーロ小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５１２－１２２：３５．９２� ２．７�
（伊）

３３ プロヴィナージュ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５１２－ ２２：３６．５３� ６．２�
５５ エーシンダードマン 牡５青鹿５６ 内田 博幸平井 宏承氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４９４＋ ８２：３６．７１� ３．９�
４４ ソニックルーラー 牡６鹿 ５３ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B５１６＋１６ 〃 アタマ ６３．２�
１１ アイティトップ 牡４鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９０－ ６ 〃 クビ ２１．７�
８１０ エフティイカロス 牡５黒鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７０－１２２：３６．９１� １２．８�
６７ ドリームノクターン 牡４鹿 ５５ 三浦 皇成セゾンレースホース	 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０４－ ２２：３７．０� ６．６

８１１ エプソムアルテマ 牡８鹿 ５２ 木幡 初広 	ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 静内 田原橋本牧場 ４６６± ０２：３８．２７ ４８．１�
２２ � ムーンレスナイト 	５鹿 ５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier

Bloodstock ５１２± ０２：３９．１５ ８．０�
６６ 
 ガイアヘッド 牡７鹿 ５２ 武士沢友治千葉 正人氏 嶋田 潤 静内 桜井牧場 ５２０－ ４２：４１．０大差 １６７．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３９，４２６，５００円 複勝： ５４，５４３，３００円 枠連： ３４，６２９，３００円

普通馬連： １８５，６０６，６００円 馬単： １２０，２９５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，７３５，８００円

３連複： １７０，４２２，５００円 ３連単： ４２２，７４６，８００円 計： １，０７１，４０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１９０円 複 勝 � ６００円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（７－７） ２，８１０円

普通馬連 �� ３，１３０円 馬 単 �� １０，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ２，２７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 ��� ６１，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３９４２６５ 的中 � ９７５４（８番人気）
複勝票数 計 ５４５４３３ 的中 � １６９９９（８番人気）� １３２９５２（１番人気）� ７０１２６（３番人気）
枠連票数 計 ３４６２９３ 的中 （７－７） ９０９８（１３番人気）
普通馬連票数 計１８５６０６６ 的中 �� ４３７９３（１３番人気）
馬単票数 計１２０２９５１ 的中 �� ８７５５（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３７３５８ 的中 �� ９８６６（１３番人気）�� ４４３２（２４番人気）�� ２８０００（３番人気）
３連複票数 計１７０４２２５ 的中 ��� ２０３６６（２１番人気）
３連単票数 計４２２７４６８ 的中 ��� ５０７６（１８０番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１１．０―１１．５―１２．０―１２．９―１３．２―１３．０―１２．４―１３．０―１３．２―１２．６―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．１―１８．１―２９．１―４０．６―５２．６―１：０５．５―１：１８．７―１：３１．７―１：４４．１―１：５７．１―２：１０．３―２：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→
」 上り４F５１．４―３F３８．４
１
�
２＝７－３，６＝１０－８，１１，１，５－４－９
２，７＝３，１０（６，５）（１，８）（１１，９）４

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

勝馬の
紹 介

ゼンノグッドウッド �
�
父 エアジハード �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００５．９．３ 小倉４着

２００３．３．２３生 牡６鹿 母 ブレスマイスターズ 母母 メイクアウイッシュ ２８戦５勝 賞金 ６６，９１７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ドリームノクターン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ドリームノクターン号は，平成２１年３月１６日から平成２１年４月５日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガイアヘッド号は，平成２１年４月１５日まで平地競走に出走できない。
※プロヴィナージュ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０７１ ３月１５日 晴 稍重 （２１中山２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�第２７回ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）

牝，４歳以上，２０．３．１５以降２１．３．８まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
ローレル競馬場賞（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 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００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

４８ キストゥヘヴン 牝６鹿 ５６．５ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３４－ ４１：４９．１ ８．１�

４７ ピンクカメオ 牝５鹿 ５４ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム ４８８＋１０１：４９．３１ ４５．６�
６１２ ダンスオールナイト 牝６鹿 ５３ 三浦 皇成 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５４－ ４１：４９．５１� ２７．５�
１１ ザ レ マ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２ 〃 アタマ ３．５�
１２ マイネカンナ 牝５栗 ５３ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４３６－ ２ 〃 クビ ４４．９�
３５ ブラボーデイジー 牝４芦 ５１ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５２０－１４ 〃 アタマ ２０．７	
２３ キャッチータイトル 牝６栗 ５１ 吉田 豊 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ２９．７

３６ リ ビ ア ー モ 牝４鹿 ５２ 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 ４７４± ０１：４９．６クビ ５．７�
７１４ ヤマニンエマイユ 牝６鹿 ５５ M．デムーロ土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５０－１０１：４９．８１� ２５．１�

（伊）

８１６ トールポピー 牝４鹿 ５６．５ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８６＋１４ 〃 ハナ ６．５
８１５ レッドアゲート 牝４黒鹿５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３０± ０１：４９．９� ２４．１�
５９ カレイジャスミン 牝４鹿 ５３ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５０２＋ ４ 〃 クビ ２９．３�
５１０ アルコセニョーラ 牝５黒鹿５４ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３６－１２ 〃 同着 ２４．７�
２４ ハチマンダイボサツ 牝５黒鹿５３ 蛯名 正義居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ５０８－ ８１：５０．７５ ９．７�
７１３ テンイムホウ 牝７鹿 ５１ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６０± ０１：５０．８クビ ８６．０�
６１１ ヤマニンメルベイユ 牝７栗 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７２－ ２１：５１．０１� １１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１５，４１３，７００円 複勝： １５１，５０６，９００円 枠連： １５９，８９２，０００円

普通馬連： ８１２，１３０，４００円 馬単： ４４０，６３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７１，１４１，４００円

３連複： ８８１，１３３，２００円 ３連単： １，８１０，０３４，３００円 計： ４，５４１，８９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３２０円 � １，４００円 � １，０２０円 枠 連（４－４） １９，２６０円

普通馬連 �� ２１，９３０円 馬 単 �� ３９，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１３０円 �� ３，９４０円 �� １４，６７０円

３ 連 複 ��� ２３０，７６０円 ３ 連 単 ��� １，３９４，３７０円

票 数

単勝票数 計１１５４１３７ 的中 � １１３２２４（４番人気）
複勝票数 計１５１５０６９ 的中 � １４２８７５（３番人気）� ２６２５９（１５番人気）� ３６７３１（１２番人気）
枠連票数 計１５９８９２０ 的中 （４－４） ６１２９（３３番人気）
普通馬連票数 計８１２１３０４ 的中 �� ２７３３３（６６番人気）
馬単票数 計４４０６３９３ 的中 �� ８２９８（１１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７１１４１４ 的中 �� ８２２５（６１番人気）�� １０７５８（４９番人気）�� ２８４９（１１３番人気）
３連複票数 計８８１１３３２ 的中 ��� ２８１８（４１５番人気）
３連単票数 計１８１００３４３ 的中 ��� ９５８（２３０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．９―４８．１―１：００．５―１：１３．０―１：２５．１―１：３６．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キストゥヘヴン �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１２．１７ 中山２着

２００３．４．２５生 牝６鹿 母 ロングバージン 母母 ス イ ー ブ ２６戦５勝 賞金 ３２８，９８８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 マイネカンナ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 プロヴィナージュ号・メイショウベルーガ号・ワルキューレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０７２ ３月１５日 晴 稍重 （２１中山２）第６日 第１２競走 ��１，２００�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，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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

７１０ リンリンリン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４８０± ０１：１１．２ ５．５�

７１１ トーセンセイント 牡５鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 増本牧場 ５１０＋ ４ 〃 クビ ４．１�

４４ リーズレセプション 牡５黒鹿５７ 木幡 初広�佐藤牧場 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ５０２－ ８ 〃 アタマ １１．２�
（法６３４）

５６ セイコースペシャル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ２１：１１．４１ ４．６�
８１２ カイテキネオ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝国本 勇氏 矢野 英一 門別 前川 義則 ４５８－ ２１：１１．６１� ４２．１�
６８ � カウントオンミー 牝６黒鹿５５ M．デムーロ木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７２＋１４１：１１．８１� １４．０	

（伊）

６９ � モエレジンダイコ 牡４栗 ５７
５４ ▲伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７２－ ２１：１１．９� ５９．０


５７ ラオムフェーレ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８８－ ４ 〃 ハナ ３７．３�
２２ ドリームクラウン 牡４栗 ５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５２２＋ ２１：１２．０� ４．２
４５ モンプティクール 牝６芦 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２ 〃 クビ ２６．６�
１１ ロックリヴァー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成福島 徳佑氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４７０＋ ４１：１２．２１� ２１．７�
８１３ ロイヤルタバスコ 牝５栗 ５５ 北村 宏司細川祐季子氏 藤沢 和雄 平取 稲原牧場 B４６８＋ ２１：１２．４１� ２２．４�
３３ アトラスシーダー 牡４芦 ５７ 柴山 雄一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４９２－１０１：１２．９３ ５０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５１，９８２，６００円 複勝： ８２，０４４，１００円 枠連： ７２，５７８，８００円

普通馬連： ２３８，３７７，０００円 馬単： １４５，５４８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，１７１，６００円

３連複： ２４１，５５１，３００円 ３連単： ５７１，１２２，３００円 計： １，４６９，３７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � ２９０円 枠 連（７－７） ９４０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，０５０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 ��� ２０，８２０円

票 数

単勝票数 計 ５１９８２６ 的中 � ７４６４４（４番人気）
複勝票数 計 ８２０４４１ 的中 � １１６７１２（４番人気）� １５０１６９（２番人気）� ６４４４０（５番人気）
枠連票数 計 ７２５７８８ 的中 （７－７） ５７００４（４番人気）
普通馬連票数 計２３８３７７０ 的中 �� １７６９１４（５番人気）
馬単票数 計１４５５４８７ 的中 �� ５１３７６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６１７１６ 的中 �� ４１３９３（５番人気）�� １４８１０（１０番人気）�� １８６８２（８番人気）
３連複票数 計２４１５５１３ 的中 ��� ３９５８３（９番人気）
３連単票数 計５７１１２２３ 的中 ��� ２０２４５（３９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．２―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．７―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンリンリン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．７ 京都５着

２００４．５．２２生 牡５鹿 母 シーズグレイス 母母 ザ ン ベ ー ジ ２２戦３勝 賞金 ５２，７１０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔制裁〕 ドリームクラウン号の騎手松岡正海は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・１番への進路影
響）
モエレジンダイコ号の騎手伊藤工真は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路影
響）

※出走取消馬 クールフォーマ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２１中山２）第６日 ３月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

２４１，４５０，０００円
１１，９００，０００円
８，２８０，０００円
１，５６０，０００円
２４，７４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，５１２，５００円
５，２８８，８００円
１，６５３，３００円

勝馬投票券売得金
４３２，８９２，５００円
６８１，４１２，８００円
４８５，２８１，３００円
１，９７６，１８４，９００円
１，３１１，８０８，３００円
５１７，７１１，８００円
２，０７８，９６５，９００円
４，４５０，５４７，３００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 １１，９３４，８０４，８００円

総入場人員 ３４，０９１名 （有料入場人員 ３１，９２８名）




