
０６０８５ ３月２２日 曇 良 （２１中山２）第８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

６１１ モアザンストーム 牡３青鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４６６± ０１：１４．３ ５．１�

５９ 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± ０１：１４．８３ １５．５�
７１３ ケージーコガネ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４７０－１０１：１４．９� １．８�
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 ４２０－１４１：１５．１１� ２６．０�
３５ コウギョウサクラ 牡３青 ５６ 吉田 豊菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４２８－ ４１：１５．５２� ４０．５�
８１５ カフェマーシャル 牡３芦 ５６ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４９８－１０１：１６．１３� ５．３	
４７ ヒノデドリーム 牝３鹿 ５４ 津村 明秀久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４１８± ０１：１６．２クビ ４０９．４

６１２ シノブワンダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明伊東 純一氏 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４４２＋ ４ 〃 クビ ２５８．３�
２３ 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 ４７０－ ４１：１６．５１� １４．２�
７１４ エ ル シ ッ ド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠前田 晋二氏 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋ ２１：１６．８１� １８．３
４８ オンワードラート 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５２４＋ ２１：１６．９� １７６．９�
５１０ シャドウティアラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司飯塚 知一氏 坂本 勝美 浦河 成隆牧場 ４８８－２２１：１７．１１ １０８．６�
２４ サガミノエイユウ 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳志野 昭夫氏 的場 均 静内 真歌田中牧場 ５１８ ―１：１７．２� １０８．７�
３６ トーセンライジング 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一島川 �哉氏 松永 康利 新冠 田上 光征 ４７０± ０１：１７．５１� ３４８．７�
８１６ レオフュージョン 牡３栗 ５６ 村田 一誠�レオ 中川 公成 新冠 武田 寛治 ４５６－ ２１：１７．８１� ６７．４�
１１ ケイズエスティーム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 IHR 菊川 正達 三石 谷口育成牧場 ４２４－ ４１：２２．４大差 １２５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２７２，３００円 複勝： ４８，３７９，５００円 枠連： １７，１２８，５００円

普通馬連： ６３，３５６，６００円 馬単： ５３，１２７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４３３，７００円

３連複： ７９，６５４，２００円 ３連単： １３６，５２３，５００円 計： ４４５，８７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � １１０円 枠 連（５－６） ３，０１０円

普通馬連 �� ２，７４０円 馬 単 �� ４，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２００円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� １２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２３２７２３ 的中 � ３６１４９（２番人気）
複勝票数 計 ４８３７９５ 的中 � ６３７９５（３番人気）� ２０８０４（５番人気）� ２５７７７４（１番人気）
枠連票数 計 １７１２８５ 的中 （５－６） ４２０３（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６３３５６６ 的中 �� １７０７４（７番人気）
馬単票数 計 ５３１２７９ 的中 �� ８１１９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４３３７ 的中 �� ７６２６（７番人気）�� ３５９０４（２番人気）�� １６９７１（４番人気）
３連複票数 計 ７９６５４２ 的中 ��� ５６７５０（２番人気）
３連単票数 計１３６５２３５ 的中 ��� ８０８７（３２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．２―１２．２―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．５―１：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
３ ・（１３，１１）（３，８）（２，１，５，１５）－１２（４，７）－９－（６，１６，１０）－１４ ４ ・（１３，１１）－２，３，５（８，１５）－１２－（４，７）（１，９）６，１０（１４，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モアザンストーム �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００８．１０．１８ 東京２着

２００６．３．５生 牡３青鹿 母 ハルシオンバード 母母 Aunt Pearl ６戦１勝 賞金 １１，８５０，０００円
〔騎手変更〕 ケイズエスティーム号の騎手佐藤聖也は，第７日第４競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
〔その他〕 ケイズエスティーム号は，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。
※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） １頭 ネリネ号
（非抽選馬） ４頭 ケージーカチボシ号・サウロビスティー号・シルクスフィーダ号・マカディシチー号



０６０８６ ３月２２日 曇 良 （２１中山２）第８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

７１４ プラチナループ 牝３栗 ５４ 吉田 豊 IHR 田村 康仁 新ひだか 坂本牧場 ４２４－ ６１：５８．３ ４．０�

３６ ケイズパステル 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹 IHR 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 B４４６－ ４１：５８．５１ ６２．５�
６１２ 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 ４４２－ ４１：５８．９２� ２．８�
３５ スプリンググレン 牝３栗 ５４ 幸 英明加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４３４＋ ８１：５９．２２ ２１６．３�
４８ ベルモントダイヤ 牝３黒鹿５４ 江田 照男 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４９６－ ２１：５９．３� ２８．７�
８１６ ラレーヌデュバル 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�ミルファーム 畠山 重則 浦河 村下農場 ４７２＋ ８１：５９．４� ２８７．０�
５９ ヴ ァ イ タ ペ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大加野 温氏 高橋 義博 静内 カタオカフアーム ４５２－ ２ 〃 ハナ ５７．６	
１１ シーオブザスターズ 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉岡 泰治氏 松山 将樹 門別 庄野牧場 ４１６－ ４１：５９．５� １５．８

５１０ カシマヴィーナス 牝３青 ５４ 三浦 皇成�カシマ 高市 圭二 千歳 社台ファーム ４８４＋１４１：５９．６クビ ４．４�
６１１ ムーンライトソング 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ ２８．１
４７ スナークキャロル 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか 見上牧場 ４１０－ ４１：５９．８� ９．０�
８１５ ゴールドラプソディ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４４２－ ８ 〃 ハナ １３．７�
１２ スーパーオアシス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥福島 実氏 嶋田 功 日高 沖田牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ３６．２�
２４ ブルーフォーチュン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠桜井 欣吾氏 中野渡清一 静内 飛野牧場 ４６２＋ ２２：００．１２ ２０３．６�
７１３ ミスハナウメノサト 牝３鹿 ５４ 武士沢友治田上 雅春氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４７４± ０２：００．２� ４３．０�
２３ コスモシュアー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 新ひだか 谷岡 正次 ４６４ ―２：０１．２６ ２１２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，９３８，９００円 複勝： ２７，９５４，１００円 枠連： １８，１５９，７００円

普通馬連： ６２，２３１，１００円 馬単： ４６，４９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９２６，２００円

３連複： ７０，９９７，４００円 ３連単： １１４，５２９，０００円 計： ３８３，２３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １２０円 � １，６９０円 � １３０円 枠 連（３－７） ８，７２０円

普通馬連 �� １８，０６０円 馬 単 �� ２５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１２０円 �� １８０円 �� ４，１２０円

３ 連 複 ��� １３，４２０円 ３ 連 単 ��� １０６，０６０円

票 数

単勝票数 計 １８９３８９ 的中 � ３７４９４（２番人気）
複勝票数 計 ２７９５４１ 的中 � ８９６８６（１番人気）� ２０８４（１３番人気）� ６９８５１（２番人気）
枠連票数 計 １８１５９７ 的中 （３－７） １５３８（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６２２３１１ 的中 �� ２５４３（３４番人気）
馬単票数 計 ４６４９７０ 的中 �� １３５８（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９２６２ 的中 �� １１６５（３６番人気）�� ４５５７２（１番人気）�� １１６６（３５番人気）
３連複票数 計 ７０９９７４ 的中 ��� ３９０６（３４番人気）
３連単票数 計１１４５２９０ 的中 ��� ７９７（２３８番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．０―１２．９―１３．９―１３．９―１４．０―１３．３―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．５―３７．４―５１．３―１：０５．２―１：１９．２―１：３２．５―１：４５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．１
１
３
６，８，１２（５，１５）１０（３，１４，１６）－（１，４）７，１３（２，９，１１）・（６，８，１２）１５（５，１０，１４，１６）－（３，４，７）（１，９）（１３，１１）－２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プラチナループ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ダンサーズイメージ デビュー ２００９．１．２４ 京都３着

２００６．５．４生 牝３栗 母 ストリームダンサー 母母 パールフアイター ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円



０６０８７ ３月２２日 曇 良 （２１中山２）第８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

７１３ リンガスアクター 牡３黒鹿５６ 江田 照男伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４６８－ ４１：５７．４ ４．８�

３６ リネントランポリー �３栗 ５６ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ ８４．８�
１２ アタゴオーラ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 ４６４－ ６１：５７．６１� １０．０�
７１４ メイショウデジレ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５０２－１０１：５７．７� １２．５�
３５ 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 ４８８－ ２１：５８．３３� ６．２�
８１６ 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 ４８８－ ４１：５８．４	 １８．５	
２４ セトノアサート 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二難波 澄子氏 戸田 博文 日高 千葉飯田牧場 ４９２± ０１：５８．８２� ２９．４

５９ 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± ０１：５８．９クビ ７．２�
１１ ウメノスキャター 牡３芦 ５６ 幸 英明楳津 繁氏 鈴木 勝美 新ひだか グランド牧場 ４９８－１２ 〃 アタマ ５８．２�
６１１ ブラストサブデュー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義村中 徳広氏 秋山 雅一 新冠 川上牧場 ５００－１４１：５９．４３ ７４．４
２３ ネオライディーン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成小林 仁幸氏 斎藤 誠 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６ ―２：００．２５ ６１．５�
４７ ショウナンラルジュ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海国本 哲秀氏 斎藤 誠 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ２２：００．３� ３１５．０�
８１５ アラートフォース 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４６０ ―２：００．６１	 ３．３�
５１０ タマモルンバ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ５２０－ ４２：０２．６大差 ２６５．４�
６１２ タケデンエビス 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥武市 弘氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４８２－１４ 〃 アタマ １５０．９�
４８ グ レ ゴ リ オ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 �グリーンファーム 堀 宣行 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９４＋ ４ （競走中止） ９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９４２，３００円 複勝： ３０，５３７，２００円 枠連： １９，７０２，４００円

普通馬連： ６９，６２５，５００円 馬単： ４７，５４１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０６６，２００円

３連複： ７５，９０７，８００円 ３連単： １１２，４０６，７００円 計： ３９９，７３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � １，０４０円 � ２９０円 枠 連（３－７） ７４０円

普通馬連 �� １０，５３０円 馬 単 �� １４，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７５０円 �� ８３０円 �� ４，５２０円

３ 連 複 ��� ２４，９６０円 ３ 連 単 ��� １４２，３００円

票 数

単勝票数 計 ２０９４２３ 的中 � ３４６６１（２番人気）
複勝票数 計 ３０５３７２ 的中 � ５７８３６（１番人気）� ６０１７（１１番人気）� ２７０１５（５番人気）
枠連票数 計 １９７０２４ 的中 （３－７） １９７５４（２番人気）
普通馬連票数 計 ６９６２５５ 的中 �� ４８８４（３２番人気）
馬単票数 計 ４７５４１９ 的中 �� ２４７４（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０６６２ 的中 �� ２０３１（３３番人気）�� ７１７４（８番人気）�� １２１９（３９番人気）
３連複票数 計 ７５９０７８ 的中 ��� ２２４５（７５番人気）
３連単票数 計１１２４０６７ 的中 ��� ５８３（４１５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．７―１２．７―１３．６―１３．６―１３．９―１３．３―１３．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．９―３６．６―５０．２―１：０３．８―１：１７．７―１：３１．０―１：４４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．６―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

リンガスアクター �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Capote デビュー ２００９．１．１７ 中山９着

２００６．３．１生 牡３黒鹿 母 ドントヒットオンミー 母母 Some Swinger ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 グレゴリオ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨々折〕を発症したため２コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ブラストサブデュー号の騎手蛯名正義は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（５番・１４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモルンバ号・タケデンエビス号は，平成２１年４月２２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 コード号



０６０８８ ３月２２日 晴 良 （２１中山２）第８日 第４競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

６１２ ダイワハーキュリー 牡３栗 ５６ 松岡 正海大城 敬三氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ４８２ ―１：１５．２ １．７�

４７ ダブルフレーバー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４７６ ―１：１５．３クビ １０．１�
６１１ レイアシチー 牝３青 ５４ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 静内 出羽牧場 ４６０ ―１：１５．５１� １４．０�
２３ エレガントスピーチ 牝３黒鹿５４ 小野 次郎�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８２ ― 〃 ハナ ４１．６�
３６ ダノンマイスター 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：１５．７１� ７．７�
５９ カゼノグッドボーイ 牡３栗 ５６ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４３４ ―１：１５．８� ２５．０	
４８ ミヤノユウヤ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司藤沼 利夫氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 ４７４ ―１：１６．０１� ５５．８

１１ ト ミ ー ガ ン 牡３芦 ５６ 石神 深一西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 斉藤 政志 ４７６ ―１：１６．２１� ６５．８�
１２ ケイアイスサノオ 牡３栗 ５６ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ４９４ ―１：１６．７３ ７．９�
７１４ ブライティアホーム 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行小林 昌志氏 田中 清隆 平取 コアレススタッド ５００ ―１：１６．９１� ３６．０
３５ � コスモディマシュク 牝３栗 ５２ 梶 晃啓 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪

Arrowleave Joint
Venture, Belford
Productions

４１６ ― 〃 ハナ １０４．６�
８１５ カラーザホワイト 牝３芦 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：１７．０	 １４．２�
５１０ デウィデウィ 牝３栗 ５４ 武士沢友治坂田 行夫氏 中野渡清一 新ひだか 米田牧場 ４３８ ―１：１７．１クビ ２３０．６�
７１３ ミツアキスワン 牝３黒鹿５４ 柴田 大知山本 光明氏 二本柳俊一 日高 豊洋牧場 ４４８ ―１：１７．５２� ２３５．７�
２４ トニーザミラクル 牝３栗 ５４ 高野 和馬関 駿也氏 畠山 重則 宮城 関兵牧場 ４１２ ―１：１９．５大差 ２９３．５�
８１６ ア カ フ ジ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真小林 久義氏 二本柳俊一 浦河 中島牧場 ４６２ ―１：２２．３大差 ２６１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３３１，８００円 複勝： ２４，８０３，５００円 枠連： １７，８１４，８００円

普通馬連： ５５，０５３，０００円 馬単： ４７，８９１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８２６，０００円

３連複： ５８，９８０，９００円 ３連単： １０６，０７６，７００円 計： ３４９，７７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ２９０円 枠 連（４－６） ６５０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ４３０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 ��� ８，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２０３３１８ 的中 � ９９０１０（１番人気）
複勝票数 計 ２４８０３５ 的中 � １０３７０６（１番人気）� ２１９９１（３番人気）� １４３７３（５番人気）
枠連票数 計 １７８１４８ 的中 （４－６） ２０４０３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５５０５３０ 的中 �� ４５０６９（３番人気）
馬単票数 計 ４７８９１３ 的中 �� ３０３３９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８２６０ 的中 �� １２４７４（３番人気）�� １１４１７（４番人気）�� ３１５５（１５番人気）
３連複票数 計 ５８９８０９ 的中 ��� １４８１１（８番人気）
３連単票数 計１０６０７６７ 的中 ��� ９１８６（１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．２―１２．６―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．１―３６．３―４８．９―１：０１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワハーキュリー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 マグニテユード 初出走

２００６．４．１６生 牡３栗 母 ワカオーカン 母母 オ キ ワ カ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アカフジ号は，平成２１年４月２２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エムオーソブリン号・オリオンザクラウン号・グレイントウショウ号・ケルビーノ号・サザンヴィット号・

シルクラスカル号・セイウンアスラン号・メイキャンドル号・ヨシキタドッコイ号・レッドコート号



０６０８９ ３月２２日 曇 良 （２１中山２）第８日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：４４．９
１：４４．１

良

良

４８ メジロルマン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４９４－ ２１：４９．３ ２．５�

３６ マツリダガッツ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４７２± ０１：４９．９３� ２．５�
６１２ タイセイダンサー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４４２－ ６ 〃 クビ １９．７�
５１０ マイネルアウストロ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �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± ０１：５０．１１� ９．２�
３５ ファーストタッチ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４１６± ０１：５０．５２� ４９．２�
７１４ リワードボーガン 牡３栗 ５６ 江田 照男宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ １３．０	
１１ パワーストラグル 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４５８＋ ４１：５０．６クビ ２５．３

７１３ トウショウパンサー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４１６＋ ２１：５１．１３ ９７．８�
６１１ ブロードスマイル 牝３鹿 ５４ 武 豊臼田 浩義氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 ４６０－１４１：５１．５２� ７４．１�
１２ サニングキャプテン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５６－ ４１：５１．６� ３０３．２

２３ セトウチサンダー 牡３鹿 ５６ 幸 英明高橋 勉氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 ４７６ ―１：５１．７クビ １２６．４�
（７７１０）

４７ マイスイートベス 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳泉 俊二氏 水野 貴広 三石 ヒサイファーム ４３２± ０ 〃 ハナ ４０７．５�
５９ ウ ク レ レ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ １２０．９�
８１５ ハ ク サ ン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４２８＋ ４１：５１．９１� ２７．１�
８１６ マイネルビバーチェ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 日西牧場 ４８４± ０１：５２．１１� １７１．７�
２４ インファティック 牡３黒鹿５６ 田中 勝春田中 春美氏 鹿戸 雄一 三石 田中 春美 B４９２± ０１：５３．７１０ １３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７３３，４００円 複勝： ２９，１３２，７００円 枠連： ２０，４９１，１００円

普通馬連： ７４，０９７，７００円 馬単： ５５，５２７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７１４，１００円

３連複： ８０，９６４，８００円 ３連単： １５１，１４８，４００円 計： ４５７，８１０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２９０円 枠 連（３－４） ２３０円

普通馬連 �� ２２０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ５９０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ３，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２０７３３４ 的中 � ６５９４８（２番人気）
複勝票数 計 ２９１３２７ 的中 � １０２５２３（１番人気）� ７５４９７（２番人気）� １３７２１（５番人気）
枠連票数 計 ２０４９１１ 的中 （３－４） ６７６３２（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４０９７７ 的中 �� ２５４１９４（１番人気）
馬単票数 計 ５５５２７９ 的中 �� ７５８６１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７１４１ 的中 �� ７８１０７（１番人気）�� ７８６７（７番人気）�� ６７９４（１０番人気）
３連複票数 計 ８０９６４８ 的中 ��� ５３６９９（３番人気）
３連単票数 計１５１１４８４ 的中 ��� ３０９６０（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．３―１２．５―１２．５―１２．５―１２．３―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．１―４８．６―１：０１．１―１：１３．６―１：２５．９―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
１
３
１４，１６（８，１０）１２（４，６）１３（１，２，９）１５（５，７）－１１－３
１４，１６（８，１０）（４，１２）（６，１３）（１，２，９）５（７，１５）－１１－３

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

勝馬の
紹 介

メジロルマン �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．８．１７ 新潟４着

２００６．４．２８生 牡３鹿 母 メジロタイム 母母 メジロエバート ５戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔騎手変更〕 ブロードスマイル号の騎手藤田伸二は，負傷のため武豊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インファティック号は，平成２１年４月２２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エフケージャガー号・クラウザーサン号・マイネルアリオン号・ユキノセントウ号



０６０９０ ３月２２日 曇 良 （２１中山２）第８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）

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

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５１０ アドバンスウェイ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４８８＋ ４１：３５．５ １５．４�

７１３ コウヨウサンデー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ １６．０�
６１２ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４５６－ ２１：３５．９２� １９．２�
２４ サトノエクスプレス 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：３６．１１� ３．５�
６１１ ス ペ ッ ク 牡３鹿 ５６ 幸 英明山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５４－ ２１：３６．２� ３８．３�
７１４ コ パ ノ カ ミ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠小林 祥晃氏 松永 幹夫 新ひだか 原 武久 ４６６＋ ２１：３６．３� ４．７�
４８ モンテアルベルト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４７０－ ４１：３６．６１� ６．６	
２３ � ヴィルマール 牡３鹿 ５４ 武 豊吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Paulyn Invest-

ments Pty Ltd ４６８＋ ４１：３６．８１	 ４．７

１２ フォーレイカー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８６－ ２１：３７．０１	 ２４．１�
４７ キングオバマ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４９２＋１２１：３７．１� ２９．２
８１５
 プ ル プ ル 牝３鹿 ５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 辻 牧場 ４０２± ０１：３７．４２ １４２．５�
１１ コイクレナイ 牝３栗 ５４ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４６０－ ６ 〃 クビ １５．０�
３５ ブレーヴゴールド 牡３青鹿５６ 吉田 隼人磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 ４６０± ０１：３７．８２� １４１．６�
５９ 
 ビッグジャンパー 牡３栗 ５６ 小野 次郎宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４３６－ ８１：３８．１２ １２７．５�
３６ 
 ヤマイチチャチャ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広坂本 肇氏 大江原 哲 新ひだか 名古屋 一征 ４６２－１０１：３８．３１� ４２．８�
８１６
 ブラウンバンガー 牡３栗 ５６ 武士沢友治キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 川崎 清 ４６４＋ ２１：３８．５１	 ４３７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５８４，３００円 複勝： ３９，３５３，０００円 枠連： ２６，６１２，８００円

普通馬連： ８８，４５９，１００円 馬単： ５６，００３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２６７，２００円

３連複： ９２，３５９，７００円 ３連単： １５０，９４２，３００円 計： ５０５，５８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ５６０円 � ５１０円 � ５３０円 枠 連（５－７） ４，０７０円

普通馬連 �� １７，５４０円 馬 単 �� ３７，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，８１０円 �� ４，５６０円 �� ２，８３０円

３ 連 複 ��� ７４，１７０円 ３ 連 単 ��� ６９６，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２４５８４３ 的中 � １２６０３（６番人気）
複勝票数 計 ３９３５３０ 的中 � １８６０５（８番人気）� ２０５９２（６番人気）� １９７０８（７番人気）
枠連票数 計 ２６６１２８ 的中 （５－７） ４８３１（１３番人気）
普通馬連票数 計 ８８４５９１ 的中 �� ３７２３（４４番人気）
馬単票数 計 ５６００３０ 的中 �� １１０２（９４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２６７２ 的中 �� １１４９（４９番人気）�� １４６９（４３番人気）�� ２３９４（３２番人気）
３連複票数 計 ９２３５９７ 的中 ��� ９１９（１６４番人気）
３連単票数 計１５０９４２３ 的中 ��� １６０（１１７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３５．７―４７．７―５９．９―１：１２．２―１：２３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドバンスウェイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Capote デビュー ２００８．７．６ 福島６着

２００６．４．１５生 牡３鹿 母 シアトルフェアー 母母 Frampton Dancer ７戦２勝 賞金 １６，１００，０００円
〔騎手変更〕 コウヨウサンデー号の騎手藤田伸二は，負傷のため後藤浩輝に変更。
〔発走状況〕 モンテアルベルト号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 オッキオディガット号・ギンザジャスマック号・フラココ号・フローラルパターン号・マイネルウェイヴ号・

レオウィザード号・ロラパルーザ号



０６０９１ ３月２２日 曇 良 （２１中山２）第８日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

１：０８．７
１：０８．７

重

重

８１６ クリノラブゴールド 牡５鹿 ５７ 武 豊栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 ４８６＋ ２１：１２．８ ２．２�

３５ キングオブハイシー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４９０＋ ８１：１３．０１� ５．２�
５９ アクセプトアゲン 牡４鹿 ５７ 江田 照男浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 B５０６＋ ２ 〃 ハナ １６．９�
１２ コメンテーター 牡５鹿 ５７ 木幡 初広竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５３０＋ ４１：１３．２１� １７．９�
７１３� サーチリザルト 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４７２－１２１：１３．４１� ９．４�
７１４ ネバーグレイス 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４８０＋１０ 〃 ハナ １２３．９�
４８ � アイティーバトル 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４６４± ０１：１３．７１� ７４．７	
４７ ボンジュールソノコ 牝４栗 ５５ 幸 英明田中善次郎氏 奥平 雅士 新冠 平山牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ ６８．９

８１５ アクアリング 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：１３．９１� １６．２�
１１ � ベ ル タ リ ド 牡５鹿 ５７ 田中 勝春伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４７２± ０１：１４．０� ２５．６�
５１０ タケデンヴィーナス 牝５栗 ５５ 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４６２＋ ４１：１４．１� ２２．５
３６ タニノゴッドマザー 牝４栗 ５５ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 静内 カントリー牧場 ４４２± ０１：１４．５２� ２３０．２�
６１２ ラッキーウェイ 牡５黒鹿５７ 柄崎 将寿佐藤 明氏 柄崎 孝 えりも 大和牧場 ５２０± ０１：１４．９２� ３４３．１�
２３ � タ ツ キ セ キ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣鈴木 昭作氏 根本 康広 新冠 松本 信行 ４９４－ ６１：１５．３２� ６．５�
２４ トーセンペガサス 牡５黒鹿５７ 村田 一誠島川 �哉氏 萱野 浩二 門別 三城牧場 ４５８－ ４１：１５．４� ３１．８�
６１１ インステップキック 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真飯田 正剛氏 矢野 英一 静内 千代田牧場 ４９０－ ２１：１５．６１� １０２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１２１，４００円 複勝： ３０，３２２，５００円 枠連： ２６，５１０，４００円

普通馬連： ８９，９４１，６００円 馬単： ５８，８０６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１９９，４００円

３連複： ９２，８９３，８００円 ３連単： １７３，１１６，９００円 計： ５２１，９１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（３－８） ５４０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ７００円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� ９，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２４１２１４ 的中 � ８８９２６（１番人気）
複勝票数 計 ３０３２２５ 的中 � ７８９７５（１番人気）� ４４３４５（３番人気）� １８８２９（５番人気）
枠連票数 計 ２６５１０４ 的中 （３－８） ３６５６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ８９９４１６ 的中 �� １０５４１６（１番人気）
馬単票数 計 ５８８０６９ 的中 �� ４３０１５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１９９４ 的中 �� ２４１４４（１番人気）�� ８９４３（７番人気）�� ４３１６（１７番人気）
３連複票数 計 ９２８９３８ 的中 ��� ２４０８２（８番人気）
３連単票数 計１７３１１６９ 的中 ��� １３４２８（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１２．２―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．９―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノラブゴールド �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００６．１１．１８ 京都６着

２００４．４．２０生 牡５鹿 母 レインボーネット 母母 オカノシラユキ １７戦１勝 賞金 ２７，６４０，０００円
［他本会外：２戦２勝］

〔騎手変更〕 クリノラブゴールド号の騎手藤田伸二は，負傷のため武豊に変更。
※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 インサイダー号・カリキュレイター号・ステルスワン号・ディーエスルーラー号・ハイデフィニション号



０６０９２ ３月２２日 曇 良 （２１中山２）第８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

４７ ディアーウィッシュ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２１：５５．０ ５．５�

５１０� ゴールデンジュビリ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ５３２－ ６１：５５．４２� ３．２�
８１６	 ピンクバンサー 牡５栗 ５７ 武 豊榮 義則氏 森 秀行 米 Brereton

C. Jones ５０４± ０１：５５．５� ９．２�
１１ クラッカージャック 牡５鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９６＋ ６１：５６．０３ ９．１�
４８ スタールーセント 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 福岡 光夫 B４８６－ ４１：５６．４２� ７８．４�
３５ 	 ティグフォルテ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�嶋 哲氏 牧 光二 米 Boyd Lynch ４８８＋ ２１：５６．６１� ５．０�
８１５� ゴールデンラダー 
６黒鹿５７ 村田 一誠�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４７２－ ８１：５６．９１� ３７．８	
７１４ イマジンノココロヲ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ １６．３

３６ アンブロークン 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７４＋１０１：５７．０クビ ２０．７�
６１１ ナスノアタック 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４５８－ ２１：５７．４２� ２３５．２�
１２ アイディリック 牡４鹿 ５７ 武士沢友治加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４５４± ０１：５７．６１� ４３．３�
６１２ マロンティアラ 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳栗崎 清治氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 ４７０－ ２１：５７．７� １７０．５�
２４ 	 マルブツセンター 牡５栗 ５７ 吉田 隼人大澤 毅氏 白井 寿昭 米

G. Watts Hum-
phrey Jr. & Lou-
ise I. Humphrey

B４６０± ０１：５８．１２� ８．５�
５９ � ベルリンガー 牡４青鹿５７ 小野 次郎 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：５８．３１� ３８．２�
２３ � カレンアンプルール 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一鈴木 隆司氏 栗田 博憲 追分 追分ファーム ５３０± ０１：５９．２５ １８１．８�
７１３� ワンダーティンバー 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 ４８０－１４２：００．５８ ９０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５７１，８００円 複勝： ３４，３７３，７００円 枠連： ２７，３１９，１００円

普通馬連： ９７，０４１，９００円 馬単： ６０，４９５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１７９，２００円

３連複： １００，４１３，３００円 ３連単： １６４，５３７，４００円 計： ５３６，９３２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ７９０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，０４０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，１２０円 ３ 連 単 ��� １５，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２３５７１８ 的中 � ３４０７８（３番人気）
複勝票数 計 ３４３７３７ 的中 � ５０５０１（３番人気）� ７８２１１（１番人気）� ２７２４８（５番人気）
枠連票数 計 ２７３１９１ 的中 （４－５） ２５６３５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９７０４１９ 的中 �� ７４１３２（２番人気）
馬単票数 計 ６０４９５９ 的中 �� ２１８０１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１７９２ 的中 �� ２１６６０（１番人気）�� ６４８３（１４番人気）�� １１２９６（６番人気）
３連複票数 計１００４１３３ 的中 ��� ２３７９３（７番人気）
３連単票数 計１６４５３７４ 的中 ��� ７６５５（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２４．２―３６．４―４９．９―１：０３．２―１：１６．６―１：２９．５―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアーウィッシュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Rahy デビュー ２００６．１０．２９ 東京３着

２００４．２．１８生 牡５鹿 母 メインタイトル 母母 メインスルー ２４戦３勝 賞金 ４４，５６４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔騎手変更〕 クラッカージャック号の騎手藤田伸二は，負傷のため松岡正海に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーティンバー号は，平成２１年４月２２日まで平地競走に出走できない。



０６０９３ ３月２２日 雨 良 （２１中山２）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

あ さ く さ

浅 草 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．３．２２以降２１．３．１５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

浅草観光連盟賞（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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

５９ � マルターズオリジン 牝４鹿 ５３ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４６６± ０１：３５．６ ８．６�

２３ ドリームスカイラブ 牡４黒鹿５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５０２± ０１：３５．８１� １５．０�
６１１ コアレスコジーン �６鹿 ５６ 武 豊小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８８－ ４ 〃 ハナ ９．７�
３５ フラワータキシード 牡５鹿 ５４ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 B４６０＋ ２ 〃 アタマ １８．１�
２４ オーロマイスター 牡４鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５１０－ ２ 〃 クビ ２．９�
５１０ メジロフォーナ 牝４栗 ５２ 三浦 皇成�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ６．０	
１２ ワイルドソニック 牡７栗 ５３ 後藤 浩輝細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５１６± ０１：３５．９クビ １２．９

４８ 	 セプターレイン 牡７鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４６８＋ ２ 〃 アタマ １８．９�
３６ � エスジーストリーム 牡４青鹿５４ 幸 英明窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４７８－１１１：３６．１１� ２２．３�
１１ 	 ジェイドファスト 牡４鹿 ５４ 江田 照男松平 恭司氏 佐藤 吉勝 門別 松平牧場 ４４８－１０ 〃 アタマ ２５．２
６１２ コスモミール 牝６鹿 ５２ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 根本 康広 三石 城地 清満 ４７２＋ ６１：３６．２クビ ６５．５�
８１５ アドマイヤダーリン 牡６栃栗５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２ 〃 クビ ４７．１�
７１４	 マルタカエンペラー 牡５鹿 ５５ 木幡 初広高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４８－ ４１：３６．５１
 １１．２�
４７ キタノオーロラ 牝４栗 ５２ 吉田 隼人�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４７０－ ２１：３６．７１� ３９．７�
８１６	 エアムートン 牡７栗 ５５ 柴田 善臣 �ラッキーフィールド田村 康仁 鵡川 上水牧場 ４５６＋ ６ 〃 ハナ １４９．９�
７１３ コンフォーコ 牡４栗 ５４ 菊沢 隆徳岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４７０± ０１：３６．９１� ３３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，６０５，０００円 複勝： ５３，９９９，６００円 枠連： ４３，１０２，７００円

普通馬連： １６６，８０３，４００円 馬単： ９５，５１４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７９３，０００円

３連複： １７６，４００，６００円 ３連単： ３２７，１９５，４００円 計： ９４１，４１３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２９０円 � ５００円 � ３４０円 枠 連（２－５） ４２０円

普通馬連 �� ６，８１０円 馬 単 �� １４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３４０円 �� １，４８０円 �� ２，８６０円

３ 連 複 ��� ２６，６２０円 ３ 連 単 ��� １４９，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３１６０５０ 的中 � ２９００７（３番人気）
複勝票数 計 ５３９９９６ 的中 � ５３０６７（３番人気）� ２６２８４（８番人気）� ４２６０７（４番人気）
枠連票数 計 ４３１０２７ 的中 （２－５） ７７３９６（１番人気）
普通馬連票数 計１６６８０３４ 的中 �� １８１０１（２６番人気）
馬単票数 計 ９５５１４０ 的中 �� ４８１２（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７９３０ 的中 �� ４８９７（２９番人気）�� ７９４６（１４番人気）�� ３９９０（３３番人気）
３連複票数 計１７６４００６ 的中 ��� ４８９２（８８番人気）
３連単票数 計３２７１９５４ 的中 ��� １６１７（４６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．４―３６．２―４８．３―１：００．２―１：１１．９―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

�マルターズオリジン �
�
父 Swain �

�
母父 Affirmed デビュー ２００７．９．３０ 中山２着

２００５．２．１５生 牝４鹿 母 Affirmed Halo 母母 Dawn’s Halo １２戦３勝 賞金 ４６，７４９，０００円
〔騎手変更〕 コアレスコジーン号の騎手藤田伸二は，負傷のため武豊に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ウインドストーム号・ドゥービリーヴイン号



０６０９４ ３月２２日 雨 良 （２１中山２）第８日 第１０競走 ��
��１，８００�

しもうさ

下総ステークス
発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．３．２２以降２１．３．１５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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２３ スターシップ 牡５芦 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：５２．５ １０．５�

８１５ プロフェッショナル 牡４青 ５５ 吉田 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０６－ ６１：５２．６� ４．１�
４７ タイキシルバー 牡８芦 ５４ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム B５０４－ ６１：５３．３４ ３４．５�
７１４ ハードシーキング 牡５鹿 ５４ 武 豊津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９４－１０ 〃 クビ １９．１�
２４ パピヨンシチー 牡６黒鹿５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４４４＋ ６ 〃 ハナ ８．４�
８１６ ダイワルビア 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５３２＋ ２１：５３．５１� ２．３	
４８ ソラメンテウナベス 牡４鹿 ５３ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ４９４－ ４１：５３．８１� ３２．０

６１１� プラチナメーン 牡４栗 ５５ 柴田 善臣広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４９２＋ ４１：５３．９クビ １６．２�
６１２ メイショウゲンスイ 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５１８＋１０ 〃 ハナ １１．７�
３５ ゴールドマイン 牡５鹿 ５３ 江田 照男吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９０－１０１：５４．２２ ９４．６
１１ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５４ 小野 次郎鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４７２－ ４ 〃 アタマ ３５．８�
５９ ケアレスウィスパー 牝５栗 ５４ 柴山 雄一吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４５２－１８１：５４．６２	 １１３．９�
７１３ メジロファルカル 牡６鹿 ５４ 田中 勝春メジロ商事� 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５００－ ６ 〃 アタマ ２２７．０�
３６ グッドフロマージュ 牡６鹿 ５４ 三浦 皇成杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５０６－１６１：５４．９１� ４２．８�
１２ ゼンノトレヴィ 牡７黒鹿５５ 勝浦 正樹大迫久美子氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ５６０－ ２１：５５．１１	 ２０２．３�
５１０ レ ツ ィ ー ナ 牝５黒鹿５２ 津村 明秀吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４６０－ ８１：５５．５２	 ５２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，３２３，１００円 複勝： ６５，４５４，４００円 枠連： ５７，５９３，０００円

普通馬連： １９８，８６９，９００円 馬単： １２３，５４５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，２９５，４００円

３連複： ２０２，２７８，８００円 ３連単： ４２２，３７４，４００円 計： １，１６２，７３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３５０円 � ２００円 � ９８０円 枠 連（２－８） ３３０円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ６，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ２，７００円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� １９，５８０円 ３ 連 単 ��� ９０，６５０円

票 数

単勝票数 計 ４１３２３１ 的中 � ３１１９８（４番人気）
複勝票数 計 ６５４５４４ 的中 � ４７６４３（４番人気）� １０７８９３（２番人気）� １４３９４（１０番人気）
枠連票数 計 ５７５９３０ 的中 （２－８） １３０５８０（１番人気）
普通馬連票数 計１９８８６９９ 的中 �� ５８３１０（８番人気）
馬単票数 計１２３５４５１ 的中 �� １４７１９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１２９５４ 的中 �� １１９２２（１０番人気）�� ４６０５（３０番人気）�� ５４２６（２６番人気）
３連複票数 計２０２２７８８ 的中 ��� ７６２８（５４番人気）
３連単票数 計４２２３７４４ 的中 ��� ３４３９（２４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．２―３５．６―４８．７―１：０１．７―１：１４．８―１：２７．７―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターシップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００６．７．３０ 新潟５着

２００４．４．２８生 牡５芦 母 フラワーフェア 母母 フアイアフラワー ２３戦５勝 賞金 ５４，９７２，０００円
〔騎手変更〕 メイショウゲンスイ号の騎手藤田伸二は，負傷のため安藤勝己に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アドマイヤダンク号・ウエスタンマックス号・キーンゲイル号・コウジンアルス号・サンライズボンバー号・

ジェントルフォーク号・スペラーレ号・セレスケイ号・ピサノエミレーツ号・フルブラッサム号・
プログレスエバー号・ベルモントヤマユリ号・マルブツクロス号・ランダムシード号



０６０９５ ３月２２日 雨 良 （２１中山２）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第５８回フジテレビ賞スプリングステークス（ＪｐｎⅡ）

発走１５時４５分 （皐月賞トライアル） （芝・右）

牡・牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
フジテレビ賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２４６，０００円 ３５６，０００円 １７８，０００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

６１２ アンライバルド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：５０．８ ２．３�

４７ レッドスパーダ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５０８－１４１：５０．９� ２４．４�
１２ フィフスペトル 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６＋ ６１：５１．０� ４．６�
７１４ サ ン カ ル ロ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ６ 〃 アタマ １４．４�
８１６ セイクリッドバレー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２１：５１．１クビ ３６．７�
２４ マイネルエルフ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４９８＋ ２１：５１．３１� ３０．９	
１１ リクエストソング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４８０－ ２ 〃 クビ ５．４

５９ ツクバホクトオー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７２± ０１：５１．６２ １３３．８�
７１３ キタサンガイセン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己�大野商事 松田 博資 浦河 富田牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ １９．４�
８１５ サ イ オ ン 牡３芦 ５６ 三浦 皇成里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：５１．７クビ ２５．２
６１１ メイショウダグザ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４７８－ ４１：５１．８� ９１．５�
３５ 	 リスペクトキャット 牡３黒鹿５６ 田中 勝春吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Brushwood

Stable ４８４＋ ６ 〃 アタマ １４０．５�
２３ トップクリフォード 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４８２－１０ 〃 クビ ７９．９�
５１０ メイショウドンタク 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４９６－ ４１：５２．０１� ２２．７�
４８ セイクリムズン 牡３黒鹿５６ 幸 英明金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド ４９８－ ６ 〃 ハナ １９６．０�
３６ 
 イグゼキュティヴ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 ４９８＋２０１：５２．１� １５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４７，８９６，１００円 複勝： １９１，９０５，６００円 枠連： １７２，８９０，３００円

普通馬連： ８３９，４６７，１００円 馬単： ４８９，２９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９１，０９０，８００円

３連複： ８９６，１２７，３００円 ３連単： ２，０８３，９１４，１００円 計： ５，０１２，５８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ５００円 � １７０円 枠 連（４－６） ３，２４０円

普通馬連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ３１０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ５，４１０円 ３ 連 単 ��� ２４，７１０円

票 数

単勝票数 計１４７８９６１ 的中 � ５２４２５０（１番人気）
複勝票数 計１９１９０５６ 的中 � ５３４６２７（１番人気）� ６６５５８（９番人気）� ３１６３６９（３番人気）
枠連票数 計１７２８９０３ 的中 （４－６） ３９４２５（１４番人気）
普通馬連票数 計８３９４６７１ 的中 �� ２００８５１（８番人気）
馬単票数 計４８９２９３４ 的中 �� ８７４７９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９１０９０８ 的中 �� ３５５９２（１３番人気）�� １８１２３８（２番人気）�� ２６９１４（２２番人気）
３連複票数 計８９６１２７３ 的中 ��� １２２２６８（１６番人気）
３連単票数 計２０８３９１４１ 的中 ��� ６２２５７（６１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．８―１３．０―１３．０―１３．０―１２．３―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．６―４９．６―１：０２．６―１：１５．６―１：２７．９―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．２
１
３
５，７，８（４，９）１０（１，６，１２）（１４，１５）（２，１６）（１１，１３）３
５（７，８）（４，１，９）１０（６，１４，１２）（１１，２，１５）１６（３，１３）

２
４

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

アンライバルド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１０．２６ 京都１着

２００６．４．１３生 牡３鹿 母 バレークイーン 母母 Sun Princess ４戦３勝 賞金 ８５，５０３，０００円
〔騎手変更〕 メイショウドンタク号の騎手藤田伸二は，負傷のため柴山雄一に変更。
〔制裁〕 リクエストソング号の騎手後藤浩輝は，１コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１０番・１２番・１４

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。
（非抽選馬） １頭 ゴールデンチケット号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアンライバルド号・レッドスパーダ号・フィフスペトル号は，皐月賞（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



０６０９６ ３月２２日 雨 良 （２１中山２）第８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

３３ � アポロダヴィンチ 牡５栗 ５７ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.
Nash ４９８－ ２１：１２．６ ７．９�

４４ カフェリバティー 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５３６－ ８１：１２．８１� ５２．６�
６９ 	 トーホウカラブラン 牡５青鹿５７ 小野 次郎東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５０８＋ ２１：１３．１１
 １０６．７�
４５ チャームウィーク 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５２２＋ ２ 〃 クビ １２．２�
８１３ ケイアイスウォード 牡４芦 ５７ 吉田 隼人 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 ５２６－ ６１：１３．２クビ ７．４�
８１２ マイネアルデュール 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４６２± ０１：１３．４１� ６．８�
７１０ グリンガレット 牡７鹿 ５７ 村田 一誠	ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 ４８８－ ４１：１３．５
 ４５．０

６８ � シベリアンバード 牡５鹿 ５７ 吉田 豊藤田 在子氏 柴崎 勇 米 Three Sis-

ter Stable ４９６－１２１：１３．８１
 １．９�
１１ ヴィヴァーチェ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠 	荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４５６＋ ６１：１３．９� １９．６�
５６ テンジンダイカグラ 牡６栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真�テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 ４６８－ ２１：１４．２２ １０４．４
７１１ エフティアクトレス 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４４６－ ４１：１４．５１
 ２１．４�
５７ ブルーカーディナル 牡５青鹿５７ 木幡 初広 �ブルーマネジメント佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ５２６＋１０１：１４．８２ １７．２�
２２ 	 カルパントラス 牝５鹿 ５５ 幸 英明伊達 敏明氏 斎藤 宏 門別 サンシャイン

牧場 ４７２＋ ４１：１５．５４ ７６．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５１，５０６，６００円 複勝： ８０，６９４，８００円 枠連： ５９，８８５，５００円

普通馬連： ２１５，９４９，０００円 馬単： １６０，６６５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，８９１，４００円

３連複： ２１９，０４６，９００円 ３連単： ６０２，３５５，６００円 計： １，４５０，９９５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３７０円 � １，３１０円 � ２，３４０円 枠 連（３－４） ４，２１０円

普通馬連 �� １７，５２０円 馬 単 �� ２５，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２８０円 �� ７，７３０円 �� ２１，６９０円

３ 連 複 ��� ２６４，１５０円 ３ 連 単 ��� １，５７６，３８０円

票 数

単勝票数 計 ５１５０６６ 的中 � ５１４０５（４番人気）
複勝票数 計 ８０６９４８ 的中 � ６５３１８（４番人気）� １５４７４（１０番人気）� ８４１１（１２番人気）
枠連票数 計 ５９８８５５ 的中 （３－４） １０５０４（１３番人気）
普通馬連票数 計２１５９４９０ 的中 �� ９０９９（３５番人気）
馬単票数 計１６０６６５７ 的中 �� ４７１７（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０８９１４ 的中 �� ３５３３（３５番人気）�� １９３９（４９番人気）�� ６８６（７４番人気）
３連複票数 計２１９０４６９ 的中 ��� ６１２（２２８番人気）
３連単票数 計６０２３５５６ 的中 ��� ２８２（１２０７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１２．３―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．５―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロダヴィンチ �
�
父 El Corredor �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２００６．１０．１５ 東京７着

２００４．３．２６生 牡５栗 母 Cat Out 母母 Pele Dancer ２３戦４勝 賞金 ５１，９９８，０００円
〔その他〕 ブルーカーディナル号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブルーカーディナル号は，平成２１年５月２２日まで出走できない。
※マイネアルデュール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２１中山２）第８日 ３月２２日（日曜日） 曇一時晴後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 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

２７８，６９０，０００円
２７，６８０，０００円
２，９５０，０００円
２８，９８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，９９１，０００円
５，１８６，０００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
４４８，８２７，０００円
６５６，９１０，６００円
５０７，２１０，３００円
２，０２０，８９５，９００円
１，２９４，９１０，０００円
５４８，６８２，６００円
２，１４６，０２５，５００円
４，５４５，１２０，４００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 １２，１６８，５８２，３００円

総入場人員 ２８，２０４名 （有料入場人員 ２６，２６２名）



平成２１年度 第２回中山競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４１６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

２，０４４，１８０，０００円
３７，８４０，０００円
１２７，９４０，０００円
１５，５７０，０００円
２０７，６８０，０００円
８７０，０００円
８７０，０００円

５０６，３９６，０００円
４１，３２８，８００円
１４，０１８，４００円

勝馬投票券売得金
３，２８２，４２９，１００円
５，１６５，１１０，４００円
３，５５３，２６１，８００円
１４，３１７，２０５，５００円
９，６５２，３４９，０００円
３，９０１，９４１，１００円
１４，９４６，６３３，８００円
３３，０４３，７００，８００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 ８７，８６２，６３１，５００円

総入場延人員 ２１４，３１４名 （有料入場延人員 １９７，２９４名）




